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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動対象となるオブジェクトと移動対象の前記オブジェクトを移動して階層下に属させ
ることが可能な階層構造のオブジェクトとを含む複数のオブジェクトを配した画面を表示
する表示部と、
　前記表示部に対して設けられ、ユーザーがタッチしている複数のタッチ位置を検知する
ためのタッチパネル部と、を備え、
　前記表示部は、前記複数のオブジェクトの表示中に、前記オブジェクトの表示位置にお
いて前記タッチパネル部の２点がタッチされることで移動対象の前記オブジェクトが確定
された場合、移動対象の前記オブジェクトの移動先となり得る前記オブジェクトのうちの
いずれが移動先として指定されているかを指し示す移動先指定情報を表示し、タッチされ
た２点のうち１点以上がタッチされたまま行われるタッチ操作である移動先切替操作を前
記タッチパネル部が受け付けたとき、前記移動先指定情報で移動先として指定する前記オ
ブジェクトを切り替え、
　前記タッチパネル部は、前記表示部が前記移動先指定情報を表示して以降、タッチ操作
が解除されることで、タッチ操作の解除時に前記移動先指定情報で移動先として指定され
ていた前記オブジェクトを移動対象の前記オブジェクトの移動先として確定した旨を受け
付け、
　前記表示部は、移動先となり得る前記オブジェクトをそれぞれ指し示す矢印画像を前記
移動先指定情報として表示し、移動先となり得る前記オブジェクトのうち、移動先として
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指定する前記オブジェクトに対応する前記矢印画像の表示形態を、他の前記オブジェクト
に対応する前記矢印画像の表示形態とは異ならせ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、前記オブジェクトの表示位置において前記タッチパネル部の２点がタッ
チされたまま予め定められた所定時間が経過した時点で前記移動先指定情報を表示し、前
記オブジェクトの表示位置において前記タッチパネル部の２点がタッチされたまま前記所
定時間が経過していなければ前記移動先指定情報を表示しない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】
　前記表示部は、前記移動先指定情報を表示して以降、前記タッチパネル部に対するタッ
チ操作が解除されるまでの間、前記移動先指定情報を表示し続け、前記移動先切替操作を
前記タッチパネル部が受け付ける度に、前記移動先指定情報で移動先として指定する前記
オブジェクトを切り替え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、前記移動先指定情報を表示して以降、前記タッチパネル部に対するタッ
チ操作が解除されたとき、移動対象の前記オブジェクトの表示位置を移動先として確定し
た前記オブジェクトの表示位置に向かって徐々に遷移させるアニメーション表示を行うこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の表示入力装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか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画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コピー機能、スキャン機能およびファックス機能などに加えて、ボックス機能と
称される機能を搭載した画像形成装置が知られている。なお、ボックス機能というのは、
予め登録されたボックスと称される保存領域に画像データを蓄積したり、蓄積した画像デ
ータに基づく印刷を行ったりする機能である。そして、画像形成装置には、複数種の機能
のうち使用する機能の選択指示、および、使用する機能の設定指示などを受け付けるため
の表示入力装置が備えられるのが一般的である。
【０００３】
　画像形成装置の表示入力装置には、ハードキーなどの他に、ソフトキーを表示するタッ
チパネル付きの表示部が設けられる場合がある。このような表示入力装置では、各種設定
を受け付けるためのソフトキーを表示部に表示し、タッチパネルの出力に基づき、タッチ
パネルを介してタッチされたソフトキーを検知する。
【０００４】
　たとえば、ボックス機能が使用機能として選択されると、表示入力装置（タッチパネル
付きの表示部）は、登録されたボックスを示す階層構造のオブジェクト（以下、フォルダ
アイコンと称する）を表示する。これにより、ユーザーは、所望のボックスを示すフォル
ダアイコンの表示位置をタッチすることにより、所望のボックスに保存された画像データ
を示すオブジェクト（以下、ファイルアイコンと称する）を表示させることができる。ま
た、ユーザーは、或るフォルダアイコンの階層下のファイルアイコンを別のフォルダアイ
コンの階層下に移動させることもできる。たとえば、特許文献１に、ファイルアイコンの
移動方法が開示されている。
【０００５】
　特許文献１では、ファイルアイコンを移動させたいユーザーは、移動させたいファイル
アイコンの表示位置においてタッチパネルを２点タッチした後、タッチパネルから全ての
指を離す。これにより、表示入力装置の制御部は、２点タッチされた表示位置のファイル
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アイコンを移動対象として確定する。次に、ユーザーは、移動先としたいフォルダアイコ
ンの表示位置においてタッチパネルを２点タッチする。このタッチ操作を受け、表示入力
装置の制御部は、２点タッチされた表示位置のフォルダアイコンを移動先として確定し、
移動対象のファイルアイコンを移動先のフォルダアイコンに移動させる処理を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３５６８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１では、表示部に表示されるオブジェクトを移動させるための一般的なタッチ
操作であるドラッグアンドドロップ操作が不要となる。すなわち、移動対象のオブジェク
トの表示位置においてタッチパネルをタッチし、タッチしたままタッチ位置を移動先のオ
ブジェクトの表示位置まで移動させるタッチ操作が不要となる。したがって、ドラッグ操
作中に誤ってタッチパネルから指を離したことに起因して移動対象のオブジェクトが意図
しない箇所に移動されてしまう、という不都合が発生し難くなる。
【０００８】
　しかし、特許文献１では、ユーザーは、ドラッグアンドドロップ操作でオブジェクトを
移動させる場合と同様、移動対象のオブジェクトの表示位置から移動先のオブジェクトの
表示位置に向かって指（手首）を大きく動かさなければならない。したがって、ユーザー
からすると、操作性が悪い。また、指（手首）を大きく動かす必要があるため、ユーザー
にかかる負担が大きい。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、表示部に表示されるオブ
ジェクトを移動させるためのタッチ操作において、ユーザーにかかる負担を軽減して操作
性を向上させることが可能な表示入力装置および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】
　上記の目的を達成するために、本発明の表示入力装置は、移動対象となるオブジェクト
と移動対象のオブジェクトを移動して階層下に属させることが可能な階層構造のオブジェ
クトとを含む複数のオブジェクトを配した画面を表示する表示部と、表示部に対して設け
られ、ユーザーがタッチしている複数のタッチ位置を検知するためのタッチパネル部と、
を備えている。そして、表示部は、複数のオブジェクトの表示中に、オブジェクトの表示
位置においてタッチパネル部の２点がタッチされることで移動対象のオブジェクトが確定
された場合、移動対象のオブジェクトの移動先となり得るオブジェクトのうちのいずれが
移動先として指定されているかを指し示す移動先指定情報を表示し、タッチされた２点の
うち１点以上がタッチされたまま行われるタッチ操作である移動先切替操作をタッチパネ
ル部が受け付けたとき、移動先指定情報で移動先として指定するオブジェクトを切り替え
る。また、タッチパネル部は、表示部が移動先指定情報を表示して以降、タッチ操作が解
除されることで、タッチ操作の解除時に移動先指定情報で移動先として指定されていたオ
ブジェクトを移動対象のオブジェクトの移動先として確定した旨を受け付ける。
【００１１】
　本発明の構成では、上記のように、表示部は、複数のオブジェクトの表示中に、オブジ
ェクトの表示位置においてタッチパネル部の２点がタッチされることで移動対象のオブジ
ェクトが確定された場合、移動対象のオブジェクトの移動先となり得るオブジェクトのう
ちのいずれが移動先として指定されているかを指し示す移動先指定情報を表示し、タッチ
された２点のうち１点以上がタッチされたまま行われるタッチ操作である移動先切替操作
をタッチパネル部が受け付けたとき、移動先指定情報で移動先として指定するオブジェク
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トを切り替える。また、タッチパネル部は、表示部が移動先指定情報を表示して以降、タ
ッチ操作が解除されることで、タッチ操作の解除時に移動先指定情報で移動先として指定
されていたオブジェクトを移動対象のオブジェクトの移動先として確定した旨を受け付け
る。これにより、移動対象のオブジェクトの表示位置から移動先のオブジェクトの表示位
置に向かってタッチ位置を移動させるタッチ操作（たとえば、ドラッグアンドドロップ操
作）が不要となる。すなわち、オブジェクトを移動させたいユーザーからすると、移動さ
せるオブジェクトを確定するためのタッチ操作（移動させるオブジェクトの表示位置の２
点をタッチするタッチ操作）をタッチパネル部に対して行った後に、続けて同じ位置で移
動先切替操作を行ったりタッチパネル部から全ての指を離したりするだけで移動対象のオ
ブジェクトを移動させることができるので、手首を殆ど動かさなくてもよくなる。その結
果、表示部に表示されるオブジェクトを移動させるためのタッチ操作において、ユーザー
にかかる負担を軽減して操作性を向上させることができる。
【００１２】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、オブジェクトの表示位置においてタッチ
パネル部の２点がタッチされたまま予め定められた所定時間が経過した時点で移動先指定
情報を表示し、オブジェクトの表示位置においてタッチパネル部の２点がタッチされたま
ま所定時間が経過していなければ移動先指定情報を表示しない。これにより、タッチパネ
ル部の２点がタッチされたことをトリガーとする別の処理（移動先指定情報を表示する処
理とは異なる処理）との差別化を容易に図ることができる。
【００１３】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、移動先指定情報を表示して以降、タッチ
パネル部に対するタッチ操作が解除されるまでの間、移動先指定情報を表示し続け、移動
先切替操作をタッチパネル部が受け付ける度に、移動先指定情報で移動先として指定する
オブジェクトを切り替える。これにより、ユーザーからすると、タッチパネル部に対する
タッチ操作を解除しない限り、移動先として指定するオブジェクトを何回でも切り替える
ことができるので、利便性が良い。
【００１４】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、移動先となり得るオブジェクトをそれぞ
れ指し示す矢印画像を移動先指定情報として表示し、移動先となり得るオブジェクトのう
ち、移動先として指定するオブジェクトに対応する矢印画像の表示形態を、他のオブジェ
クトに対応する矢印画像の表示形態とは異ならせる。これにより、ユーザーからすると、
移動先となり得る全てのオブジェクトを認識することができるので、利便性が良い。また
、この構成では、移動先となり得るオブジェクトのそれぞれが矢印画像で指し示されてい
るが、移動先として指定されたオブジェクトに対応する矢印画像の表示形態が他のオブジ
ェクトに対応する矢印画像の表示形態とは異なっている。このため、移動先として指定さ
れているオブジェクトをユーザーが識別できなくなる、という不都合が生じるのを抑制す
ることができる。
【００１５】
　上記の構成において、好ましくは、表示部は、移動先指定情報を表示して以降、タッチ
パネル部に対するタッチ操作が解除されたとき、移動対象のオブジェクトの表示位置を移
動先として確定したオブジェクトの表示位置に向かって徐々に遷移させるアニメーション
表示を行う。このようなアニメーション表示が行われれば、ユーザーからすると、移動対
象のオブジェクトが移動先として確定したオブジェクトに移動したことを容易に認識する
ことができるので、利便性が良い。
【００１６】
　また、本発明の画像形成装置は、上記の表示入力装置を備えている。このような画像形
成装置では、表示部に表示されるオブジェクトを移動させるためのタッチ操作において、
ユーザーにかかる負担を軽減して操作性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
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　以上のように、本発明によれば、表示部に表示されるオブジェクトを移動させるための
タッチ操作において、ユーザーにかかる負担を軽減して操作性を向上させることが可能な
表示入力装置および画像形成装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態による表示入力装置を備えた画像形成装置の概略図
【図２】図１に示した画像形成装置の表示入力装置の詳細図
【図３】図１に示した画像形成装置のハードウェア構成を示したブロック図
【図４】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（メインメニュー画
面）の一例を示した図
【図５】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（コピー機能の設定
画面）の一例を示した図
【図６】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（ボックス画面）の
一例を示した図
【図７】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（ボックス画面）の
一例を示した図
【図８】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（移動／コピー選択
画面）の一例を示した図
【図９】図１に示した画像形成装置の表示入力装置に表示される画面（移動操作受付画面
）の一例を示した図
【図１０】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
きのタッチ操作およびそのときに表示される画面を説明するための図
【図１１】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
きのタッチ操作およびそのときに表示される画面を説明するための図
【図１２】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
きのタッチ操作およびそのときに表示される画面を説明するための図
【図１３】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
きのタッチ操作およびそのときに表示される画面を説明するための図
【図１４】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
きのタッチ操作およびそのときに表示される画面を説明するための図
【図１５】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
きのタッチ操作およびそのときに表示される画面を説明するための図
【図１６】図１に示した画像形成装置の表示入力装置においてオブジェクトを移動すると
きの動作を説明するためのフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　（画像形成装置の全体構成）
　以下、コピー機能、送信（スキャン）機能、ファックス機能およびボックス機能などの
複数種の機能の実行が可能な画像形成装置（複合機）を例にとって説明する。
【００２０】
　図１に示すように、本実施形態の画像形成装置１００は、操作パネル１０１（「表示入
力装置」に相当）、原稿搬送部１０２Ａ、画像読取部１０２Ｂ、給紙部１０３、用紙搬送
部１０４、画像形成部１０５、定着部１０６および後処理部１０７などを備える。
【００２１】
　操作パネル１０１は、たとえば、装置正面側に配置される。操作パネル１０１は、図２
に示すように、表示面上にタッチパネル部１１が設けられた液晶表示部１２（「表示部」
に相当）を有する。タッチパネル部１１は、ユーザーがタッチした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る。液晶表示部１２は、ユーザーから入力操作（
タッチ操作）を受け付けるためのソフトキーやメッセージなどを配した画面を表示する。
なお、液晶表示部１２に表示される画面については、後に詳細に説明する。そして、液晶
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表示部１２の表示面を覆うタッチパネル部１１は、ユーザーが指定したソフトキー（タッ
チパネル部１１を介してユーザーがタッチしたソフトキー）を検知するために設けられて
いる。また、操作パネル１０１には、ハードキーとして、数値入力を受け付けるためのテ
ンキー１３や、機能実行の開始指示を受け付けるためのスタートキー１４などが設けられ
ている。
【００２２】
　図１に戻って、原稿搬送部１０２Ａは、画像読取部１０２Ｂの装置背面側に設けられた
回転軸（図示せず）を支点として開閉可能に取り付けられている。この原稿搬送部１０２
Ａは、原稿セットトレイ２１にセットされた原稿Ｄを引き出し、搬送読取用コンタクトガ
ラス２０ａの上方に送って原稿排出トレイ２２に排出する。また、原稿搬送部１０２Ａは
、載置読取用コンタクトガラス２０ｂに載置された原稿Ｄを押える機能も有する。
【００２３】
　画像読取部１０２Ｂは、原稿Ｄを読み取って画像データを生成する。この画像読取部１
０２Ｂには、図示しないが、露光ランプ、ミラー、レンズおよびイメージセンサーなどの
光学系部材が設けられている。そして、画像読取部１０２Ｂは、搬送読取用コンタクトガ
ラス２０ａを通過する原稿Ｄまたは載置読取用コンタクトガラス２０ｂに載置される原稿
Ｄに光を照射し、その原稿Ｄからの反射光を受けたイメージセンサーの出力値をＡ／Ｄ変
換することによって、画像データを生成する。これにより、画像読取部１０２Ｂによる原
稿Ｄの読み取り動作（スキャン）によって得られた画像データに基づき印刷を行うことが
できる。また、スキャンによって得られた画像データを蓄積することもできる。
【００２４】
　給紙部１０３は、用紙Ｐを収容するカセット３１を複数有し、それら複数のカセット３
１に収容された用紙Ｐを用紙搬送部１０４に供給する。この給紙部１０３には、収容され
た用紙Ｐを引き出すピックアップローラー３２や、用紙Ｐの重送を抑制するための分離ロ
ーラー対３３が設けられている。
【００２５】
　用紙搬送部１０４は、画像形成装置１００の内部において用紙Ｐを搬送する。具体的に
言うと、給紙部１０３から供給された用紙Ｐは、用紙搬送部１０４が搬送することによっ
て、画像形成部１０５および定着部１０６をこの順番で通過する。この用紙搬送部１０４
には、用紙Ｐを搬送するための複数の搬送ローラー対４１が設けられている。さらに、用
紙Ｐを画像形成部１０５の手前で待機させ、タイミングを合わせて画像形成部１０５に送
り出すレジストローラー対４２も設けられている。
【００２６】
　画像形成部１０５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。画像形成部１０５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などを含んでいる。
【００２７】
　トナー像の形成プロセスおよびトナー像の転写プロセスとしては、まず、感光体ドラム
５１を回転駆動させ、その感光体ドラム５１の表面を帯電装置５２で所定電位に帯電させ
る。また、露光装置５３は、画像データに基づき光ビームＬを出力し、感光体ドラム５１
の表面を走査露光する。これにより、感光体ドラム５１の表面に静電潜像を形成する。現
像装置５４は、感光体ドラム５１の表面に形成された静電潜像にトナーを供給して現像す
る。
【００２８】
　転写ローラー５５は、感光体ドラム５１の表面に圧接して回転可能となっている。さら
に、転写ローラー５５には所定の電圧が印加されている。この状態で、レジストローラー
対４２がタイミングを計り、転写ローラー５５と感光体ドラム５１との間に用紙Ｐを進入
させる。これによって、感光体ドラム５１の表面のトナー像が用紙Ｐに転写される。そし
て、トナー像の転写プロセスが終わると、クリーニング装置５６は、感光体ドラム５１の
表面に残留するトナーなどを除去する。
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【００２９】
　定着部１０６は、用紙Ｐに転写されたトナー像を加熱・加圧して定着させる。この定着
部１０６は、発熱源を内蔵する定着ローラー６１と、定着ローラー６１に圧接される加圧
ローラー６２とを含んでいる。そして、トナー像が転写された用紙Ｐは、定着ローラー６
１と加圧ローラー６２との間を通過することで、加熱・加圧される。これにより、用紙Ｐ
にトナー像が定着され、印刷が完了する。
【００３０】
　後処理部１０７は、定着部１０６から印刷済みの用紙Ｐを受け取り、仕分け処理、ステ
ープル処理およびパンチ処理などの後処理を行う。そして、後処理部１０７は、印刷済み
の用紙Ｐに対して後処理を施した後、用紙Ｐを排出トレイ７１に排出する。
【００３１】
　（画像形成装置のハードウェア構成）
　画像形成装置１００は、図３に示すように、主制御部１１０を備える。主制御部１１０
は、中央演算処理装置であるＣＰＵ１１１、画像処理部１１２および記憶部１１３などを
含む。画像処理部１１２は、画像処理専用のＡＳＩＣやメモリーなどからなっており、画
像データに対して各種画像処理（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、ＲＡＭおよびＨＤＤなどからなり、たとえば、機能の実行
に必要なプログラムおよびデータがＲＯＭに記憶され、それらプログラムおよびデータが
ＲＡＭに展開される。
【００３２】
　主制御部１１０は、原稿搬送部１０２Ａ、画像読取部１０２Ｂ、給紙部１０３、用紙搬
送部１０４、画像形成部１０５、定着部１０６および後処理部１０７などと接続される。
そして、主制御部１１０は、記憶部１１３に記憶されたプログラムおよびデータに基づき
、全体制御、画像処理制御、および、各種回転体を回転させるモーターの駆動制御などを
行う。
【００３３】
　主制御部１１０には、操作パネル１０１も接続される。操作パネル１０１は、主制御部
１１０と接続される表示制御部１５を含む。この表示制御部１５は、ＣＰＵなどからなり
、主制御部１１０から指示を受け、操作パネル１０１の表示動作を制御する。たとえば、
表示制御部１５は、液晶表示部１２に表示されたソフトキーがタッチパネル部１１を介し
てユーザーによってタッチされると、タッチパネル部１１の出力に基づきタッチ位置の座
標を検知する。すなわち、表示制御部１５は、ユーザーがタッチパネル部１１を介してタ
ッチしたソフトキー（ユーザーが指定したソフトキー）を検知する。この表示制御部１５
には、記憶部１６が接続される。そして、タッチパネル部１１の出力とタッチ位置の座標
との対応を示すデータは、記憶部１６に記憶される。
【００３４】
　また、主制御部１１０は、通信部１２０と接続される。通信部１２０は、たとえば、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、スキャ
ン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１２０にモデムなどを内蔵してもよく、この場合、電話回線などのネットワークを
介して、外部のファックス装置３００とファックス通信を行うことができる。
【００３５】
　（操作パネルの表示画面）
【００３６】
　操作パネル１０１は、主電源が投入されると、図４に示すようなメインメニュー画面Ｍ
Ｓを初期画面として表示する。メインメニュー画面ＭＳには、複数種の機能のうちから実
行する機能の選択指示をユーザーから受け付けるため、複数種の機能にそれぞれ対応する
複数のソフトキーＫが配される。
【００３７】
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　このメインメニュー画面ＭＳにおいて実行する機能がユーザーによって選択された（複
数のソフトキーＫのうちのいずれかのソフトキーＫの表示位置がタッチパネル部１１を介
してユーザーによってタッチされた）とき、操作パネル１０１は、選択された機能に関す
る設定指示などを受け付けるための画面を表示する。
【００３８】
　たとえば、ソフトキーＫ１の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによって
タッチされると、操作パネル１０１は、コピー機能の設定値の設定指示を受け付けるため
の設定画面ＳＳＣ（図５参照）を表示する。コピー機能の設定画面ＳＳＣには、コピー機
能の実行に際して設定値の変更が可能な複数の設定項目にそれぞれ対応する複数の設定キ
ーＦＫが配される。図５には、一例として、用紙選択、縮小／拡大、濃度、両面／分割お
よびページ集約の各設定項目にそれぞれ対応する複数の設定キーＦＫが配された設定画面
ＳＳＣを図示している。複数の設定キーＦＫのそれぞれには、対応する設定項目の現時点
の設定値が表記される。そして、操作パネル１０１は、複数の設定キーＦＫのうちのいず
れかの設定キーＦＫがタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッチされると、た
とえば、指定された設定キーＦＫに対応する設定項目の設定値を設定するための画面（図
示せず）を表示する。これにより、ユーザーは、コピー機能に関する複数の設定項目のそ
れぞれの現時点の設定値を認識することができ、かつ、それら各設定値を変更することも
できる。
【００３９】
　また、ソフトキーＫ２の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッ
チされると、操作パネル１０１は、送信（スキャン）機能の設定値の設定指示を受け付け
るための設定画面（図示せず）を表示する。また、ソフトキーＫ３の表示位置がタッチパ
ネル部１１を介してユーザーによってタッチされると、操作パネル１０１は、ファックス
機能の設定値の設定指示を受け付けるための設定画面（図示せず）を表示する。なお、フ
ァックス機能においては、たとえば、ファックス送信先のアドレスや送信形式なども設定
値に相当する。
【００４０】
　また、ソフトキーＫ４～Ｋ６のいずれかの表示位置がタッチパネル部１１を介してユー
ザーによってタッチされると、操作パネル１０１は、ボックス機能を使用する上で必要な
設定を受け付けるためのボックス画面を表示する。ところで、ボックス機能というのは、
予め登録されたボックスと称される保存領域（たとえば、記憶部１１３に設けられたフォ
ルダ）に画像データを蓄積したり、蓄積した画像データに基づく印刷を行ったりする機能
である。
【００４１】
　たとえば、ソフトキーＫ４の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによって
タッチされると、操作パネル１０１は、図６に示すように、ユーザーボックス機能を使用
する上で必要な設定を受け付けるためのボックス画面ＢＳ１を表示する。このボックス画
面ＢＳ１には、登録済みのボックスに関する情報（名前、使用者および使用量など）をボ
ックス単位で羅列表示したボックスリストＬ１が配される。たとえば、ユーザーは、登録
済みのボックスを使用したいとき、所望のボックスに対応する情報表記欄の表示位置をタ
ッチパネル部１１を介してタッチすることで、所望のボックスを指定する（たとえば、ボ
ックスリストＬ１のうち指定したボックスの情報表記欄は表示色が反転する）。その後、
ユーザーは、ボックス画面ＢＳ１に配された「文書保存」キーＢＫ１の表示位置をタッチ
パネル部１１を介してタッチし、続けてスキャンを実行する（スタートキー１４を押下す
る）ことによって、スキャンによって得られた画像データを指定したボックスに蓄積する
ことができる。
【００４２】
　また、ユーザーは、ボックスに保存された画像データに基づく印刷を行いたいとき、印
刷したい画像データを保存するボックスを指定した後、ボックス画面ＢＳ１に配された「
開く」キーＢＫ２の表示位置をタッチパネル部１１を介してタッチする。これにより、操
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作パネル１０１は、図７に示すようなボックス画面ＢＳ２を表示する。このボックス画面
ＢＳ２には、指定したボックスに保存された画像データに関する情報（名前、日時および
サイズなど）を画像データ単位で羅列表示したデータリストＬ２が配される。そして、ユ
ーザーは、印刷したい画像データに対応する情報表記欄の表示位置をタッチパネル部１１
を介してタッチすることで、印刷したい画像データを指定する（たとえば、データリスト
Ｌ２のうち指定した画像データの情報表記欄は表示色が反転する）。その後、ユーザーは
、ボックス画面ＢＳ２に配された「印刷」キーＢＫ３の表示位置をタッチパネル部１１を
介してタッチし、続けて印刷を実行する（スタートキー１４を押下する）ことによって、
指定した画像データに基づく印刷を行うことができる。
【００４３】
　図４に戻り、ソフトキーＫ５の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによっ
てタッチされると、操作パネル１０１は、ジョブボックス機能のボックス画面（図示せず
）を表示する。なお、ジョブボックスには、コンピューター２００から送信された画像デ
ータが保存される。このジョブボックス機能のボックス画面は、基本的には、図６および
図７に示したユーザーボックス機能のボックス画面ＢＳ１およびＢＳ２と同様である。こ
れにより、ユーザーは、画像データをコンピューター２００から画像形成装置１００に送
信して蓄積したり、その蓄積した画像データに基づく印刷を行ったりすることができる。
【００４４】
　また、ソフトキーＫ６の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッ
チされると、操作パネル１０１は、ファックスボックス機能のボックス画面（図示せず）
を表示する。なお、ファックスボックスは、たとえば、ファックス送信元のファックス番
号（あるいは、Ｆコード）に対応付けられていえる。そして、通信部１２０がファックス
データ（画像データ）を受信すると、そのファックスデータが対応するファックスボック
スに保存される。このファックスボックス機能のボックス画面は、基本的には、図６およ
び図７に示したユーザーボックス機能のボックス画面ＢＳ１およびＢＳ２と同様である。
これにより、ユーザーは、通信部１２０が受信したファックスデータを蓄積したり、その
蓄積したファックスデータに基づく印刷を行ったりすることができる。
【００４５】
　また、ソフトキーＫ７の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッ
チされると、操作パネル１０１は、外部メモリーを利用した機能（外部メモリーに保存し
た画像データに基づく印刷を行ったり、外部メモリーに画像データを保存したりする機能
）を使用する上で必要な設定を受け付けるための外部メモリー画面（図示せず）を表示す
る。この外部メモリー画面には、図示しないが、外部メモリーに保存された画像データに
関する情報を画像データ単位で羅列表示したデータリストが配される。たとえば、ユーザ
ーは、印刷したい画像データの情報表記欄の表示位置をタッチパネル部１１を介してタッ
チすることで印刷したい画像データを指定し、続けて印刷を実行する（スタートキー１４
を押下する）ことによって、指定した画像データに基づく印刷を行うことができる。すな
わち、外部メモリー画面は、基本的には、図７に示したユーザーボックス機能のボックス
画面ＢＳ２と同様である。そして、外部メモリー機能においては、外部メモリーそのもの
がボックスに相当する。
【００４６】
　なお、ソフトキーＫ８はプログラム機能に対応するソフトキーＫであり、ソフトキーＫ
８の表示位置がタッチパネル部１１を介してユーザーによってタッチされると、操作パネ
ル１０１は、登録されたプログラムのうちから呼び出すプログラムの選択指示をユーザー
から受け付けるためのプログラム選択画面（図示せず）を表示する。ところで、プログラ
ム機能というのは、コピー機能や送信（スキャン）機能などに関する複数の設定項目のう
ち、ユーザーによって予め選択された１つ以上の設定項目（設定値）をプログラムとして
登録しておく機能である。
【００４７】
　（オブジェクトを移動するときの操作方法およびそのときの表示画面）
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　以下に、ユーザーボックス機能を例にとって、液晶表示部１２に表示されるオブジェク
ト（アイコン）を移動するときの操作方法およびそのときの表示画面について説明する。
ここで、オブジェクトの移動というのは、移動対象のオブジェクトを切り取って移動させ
る場合、および、移動対象のオブジェクトを既存の場所に残したまま複製を移動（コピー
）させる場合の両方を含む。
【００４８】
　なお、ユーザーボックス機能の使用に際して液晶表示部１２に表示されるオブジェクト
としては、画像データを示すオブジェクト（たとえば、ファイルアイコンなどと称される
）や、ユーザーボックスを示す階層構造のオブジェクト（たとえば、フォルダアイコンな
どと称される）などがある。以下の説明では、画像データを示すオブジェクトをファイル
アイコンＢ１と称するとともに、ユーザーボックスを示すオブジェクトをフォルダアイコ
ンＢ２と称する。
【００４９】
　本実施形態では、或るユーザーボックスに保存された所定の画像データを別のユーザー
ボックスに移動させることができる。言い換えると、或るフォルダアイコンＢ２の階層下
に属する所定のファイルアイコンＢ１を別のフォルダアイコンＢ２の階層下に移動させる
（属させる）ことができる。所定の画像データを移動させたいユーザーは、ボックス画面
ＢＳ２（図７参照）において、所定の画像データの情報表記欄の表示位置をタッチパネル
部１１を介してタッチし、続けて「移動／コピー」キーＢＫ４の表示位置をタッチパネル
部１１を介してタッチする。この操作を受けて、表示制御部１５は、図８に示すように、
画像データを移動させるかコピーするかの選択指示を受け付けるための移動／コピー選択
画面ＢＳ３を液晶表示部１２に表示させる。そして、ユーザーは、画像データを移動させ
たいときには「移動」キーＣ１の表示位置をタッチパネル部１１を介してタッチする一方
、画像データをコピーしたいときには「コピー」キーＣ２の表示位置をタッチパネル部１
１を介してタッチし、その後、「ＯＫ」キーＣ３の表示位置をタッチパネル部１１を介し
てタッチする。
【００５０】
　このタッチパネル部１１に対するタッチ操作を受けて、表示制御部１５は、図９に示す
ように、移動操作受付画面ＢＳ４を液晶表示部１２に表示させる。たとえば、液晶表示部
１２は、移動対象のファイルアイコンＢ１と、その移動対象のファイルアイコンＢ１の移
動先となり得るフォルダアイコンＢ２とを同一画面内に表示する。
【００５１】
　移動操作受付画面ＢＳ４が液晶表示部１２に表示された後、ユーザーは、図１０に示す
ように、ファイルアイコンＢ１の表示位置においてタッチパネル部１１の２点をタッチし
、タッチした２点から指を離さずにそのまま保持する。このタッチ操作は、ファイルアイ
コンＢ１を移動対象として確定するための操作である。なお、図１０において、白抜きの
丸印は、固定的にタッチされ続けられているタッチ位置を示す。また、後に参照する図１
１～図１３においても、白抜きの丸印は、固定的にタッチされ続けられているタッチ位置
を示す。
【００５２】
　タッチパネル部１１の２点がタッチされると、表示制御部１５は、タッチパネル部１１
の２点がタッチされた時点からの時間を計測する。そして、表示制御部１５は、タッチパ
ネル部１１の２点がタッチされたまま予め定められた所定時間が経過した時点で、タッチ
された表示位置のファイルアイコンＢ１を移動対象として確定する。また、このとき、表
示制御部１５は、図１１に示すように、移動対象のファイルアイコンＢ１の移動先となり
得るフォルダアイコンＢ２のうちのいずれが移動先として指定されているかを指し示す移
動先指定情報画像Ｍ（「移動先指定情報」に相当）を液晶表示部１２に表示させる。言い
換えると、表示制御部１５は、タッチパネル部１１の２点がタッチされたまま所定時間が
経過していなければ（すなわち、所定時間が経過する前に、タッチされた２点のうち少な
くとも１点のタッチが無くなれば）、移動先指定情報画像Ｍを液晶表示部１２に表示させ
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ない。
【００５３】
　液晶表示部１２は、移動先指定情報画像Ｍとして、移動先となり得るフォルダアイコン
Ｂ２をそれぞれ指し示す矢印画像Ａを表示する。ただし、液晶表示部１２は、移動先とな
り得るフォルダアイコンＢ２のうち、移動先として指定するフォルダアイコンＢ２に対応
する矢印画像Ａの表示形態を、他のフォルダアイコンＢ２に対応する矢印画像Ａの表示形
態とは異ならせる。たとえば、移動先として指定するフォルダアイコンＢ２に対応する矢
印画像Ａを矢印画像ＡＡとすると、その矢印画像ＡＡの線幅を他の矢印画像Ａの線幅より
も大きくする。したがって、図１１に図示した例では、画面の最も上に位置するフォルダ
アイコンＢ２が移動先として指定されていることになる。なお、各矢印画像Ａの表示色を
互いに異ならせることにより、各矢印画像ＡがどのフォルダアイコンＢ２を指し示してい
るかを区別し易くしてもよい。
【００５４】
　これにより、ユーザーは、移動先となり得るフォルダアイコンＢ２のうちいずれが現時
点で移動先として指定されているかを認識することができる。ところで、ユーザーからす
ると、現時点で移動先として指定されているフォルダアイコンＢ２とは異なるフォルダア
イコンＢ２にファイルアイコンＢ１を移動させたい場合がある。このため、タッチパネル
部１１は、移動先として指定するフォルダアイコンＢ２を切り替えるためのタッチ操作で
ある移動先切替操作を受け付ける。この移動先切替操作というのは、タッチパネル部１１
に対してタッチした２点のうち１点以上をタッチしたまま行うタッチ操作のことである。
【００５５】
　一例として、図１２に示すように、表示制御部１５は、液晶表示部１２に移動先切替情
報画像Ｍを表示させて以降、タッチパネル部１１のタッチされた２点のうち１点がタッチ
されたまま別の位置においてパネル面を指で叩くようなタッチ操作（タップ操作）を検知
した場合に、タッチパネル部１１において移動先切替操作が行われたと判断する。なお、
図１２において、白抜きの星印は、タップされているタッチ位置を示す。あるいは、表示
制御部１５は、液晶表示部１２に移動先指定情報画像Ｍを表示させて以降、タッチパネル
部１１のタッチされた２点のうち１点がタッチされたまま別の位置においてパネル面を指
ではらうようなタッチ操作（フリック操作）を検知した場合にも、タッチパネル部１１に
おいて移動先切替操作が行われたと判断する。
【００５６】
　また、別の例として、図示しないが、表示制御部１５は、液晶表示部１２に移動先指定
情報画像Ｍを表示させて以降、タッチパネル部１１の２点がタッチされたままそれら２点
のうち１点のタッチ位置を移動させるタッチ操作を検知した場合にも、タッチパネル部１
１において移動先切替操作が行われたと判断する。
【００５７】
　このような移動先切替操作がタッチパネル部１１において行われたことを検知すると、
表示制御部１５は、移動先指定情報画像Ｍで移動先として指定するフォルダアイコンＢ２
を切り替えさせる。たとえば、液晶表示部１２は、図１３に示すように、移動先切替操作
（タップ操作やフリック操作など）をタッチパネル部１１が１回受け付ける度に、移動先
指定情報画像Ｍ（矢印画像ＡＡ）で移動先として指定するフォルダアイコンＢ２を１回ず
つ切り替える。なお、図１３には、図１２の状態から移動先切替操作が１回行われた後の
状態を図示している。この場合、２つのフォルダアイコンＢ２に挟まれた真ん中のフォル
ダアイコンＢ２が移動先として指定されていることになる。
【００５８】
　移動先切替操作を行ったユーザーは、所望のフォルダアイコンＢ２が移動先として指定
されている（移動先指定情報画像Ｍの矢印画像ＡＡが所望のフォルダアイコンＢ２を指し
示している）ことを確認し、タッチパネル部１１に対する移動先切替操作を終える。すな
わち、ユーザーは、タッチパネル部１１から全ての指を離す。なお、液晶表示部１２は、
移動先指定情報画像Ｍを表示して以降、タッチパネル部１１に対するタッチ操作が解除さ
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れるまでの間、移動先指定情報画像Ｍを表示し続け、移動先切替操作をタッチパネル部１
１が受け付ける度に、移動先指定情報画像Ｍ（矢印画像ＡＡ）で移動先として指定するフ
ォルダアイコンＢ２を切り替える。すなわち、ユーザーは、液晶表示部１２が移動先指定
情報画像Ｍを表示して以降、タッチパネル部１１に対するタッチ操作を解除しない限り、
移動先として指定するフォルダアイコンＢ２を何回でも切り替えることができる。
【００５９】
　ことのき、表示制御部１５は、タッチパネル部１１に対するタッチ操作が解除されたこ
と（移動先切替操作が終了したこと）を検知し、タッチ操作の解除時に移動先指定情報画
像Ｍ（矢印画像ＡＡ）で移動先として指定されていたフォルダアイコンＢ２を移動対象の
ファイルアイコンＢ１の移動先として確定する。すなわち、タッチパネル部１１は、液晶
表示部１２が移動先指定情報画像Ｍを表示して以降、タッチ操作が解除されることで、タ
ッチ操作の解除時に移動先指定情報画像Ｍ（矢印画像ＡＡ）で移動先として指定されてい
たフォルダアイコンＢ２を移動対象のファイルアイコンＢ１の移動先として確定した旨を
受け付ける。
【００６０】
　移動先のフォルダアイコンＢ２が確定したとき（タッチパネル部１１に対するタッチ操
作が解除されたとき）、表示制御部１５は、図１４および図１５に示すように、矢印画像
ＡＡ以外の矢印画像Ａを非表示とし、移動対象のファイルアイコンＢ１の表示位置を移動
先として確定したフォルダアイコンＢ２の表示位置に向かって（矢印画像ＡＡに沿って）
徐々に遷移させるアニメーション表示を液晶表示部１２に行わせる。このようなアニメー
ション表示を行うことによって、液晶表示部１２は、移動対象のファイルアイコンＢ１が
移動先として確定したフォルダアイコンＢ２の階層下に移動したことを報知する。
【００６１】
　なお、上記したオブジェクトの移動は、ジョブボックス機能およびファックスボックス
機能にも適用可能であり、外部メモリーを利用した機能にも適用可能である。
【００６２】
　（オブジェクトを移動するときの流れ）
　以下に、図１６に示すフローチャートを参照し、ユーザーボックス機能を例にとって、
オブジェクトを移動するときの流れについて説明する。
【００６３】
　まず、図１６のフローチャートは、複数のアイコンを配した画面を液晶表示部１２が表
示したときである。たとえば、図９に示した移動操作受付画面ＢＳ４を液晶表示部１２が
表示したとする。
【００６４】
　ステップＳ１において、表示制御部１５は、複数のアイコンのうち移動対象のアイコン
の表示位置においてタッチパネル部１１の２点がタッチされたか否かを判断する。すなわ
ち、表示制御部１５は、ファイルアイコンＢ１の表示位置においてタッチパネル部１１の
２点がタッチされたか否かを判断する。判断の結果、ファイルアイコンＢ１の表示位置に
おいてタッチパネル部１１の２点がタッチされていれば、ステップＳ２に移行し、ファイ
ルアイコンＢ１の表示位置においてタッチパネル部１１の２点がタッチされていなければ
、ステップＳ１の判断を繰り返す。
【００６５】
　ステップＳ２において、表示制御部１５は、タッチパネル部１１の２点がタッチされた
まま所定時間が経過したか否かを判断する。判断の結果、タッチパネル部１１の２点がタ
ッチされたまま所定時間が経過していれば、ステップＳ３に移行し、タッチパネル部１１
の２点がタッチされたまま所定時間が経過していなければ、ステップＳ１に移行する（移
動操作受付画面ＢＳ４をそのまま液晶表示部１２に表示させ続ける）。
【００６６】
　ステップＳ３に移行すると、表示制御部１５は、タッチされた表示位置のファイルアイ
コンＢ１を移動対象として確定する。また、このとき、表示制御部１５は、移動対象のフ
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ァイルアイコンＢ１の移動先となり得るフォルダアイコンＢ２のうちのいずれが移動先と
して指定されているかを指し示す移動先指定情報画像Ｍを液晶表示部１２に表示させる。
【００６７】
　ステップＳ４において、表示制御部１５は、タッチパネル部１１の１点以上がタッチさ
れたままであるか否か（タッチパネル部１１に対するタッチ操作が解除されていないか否
か）を判断する。判断の結果、タッチパネル部１１の１点以上がタッチされたままになっ
ていれば、ステップＳ５に移行する。
【００６８】
　ステップＳ５に移行すると、表示制御部１５は、移動先切替操作（タッチパネル部１１
の２点がタッチされて以降にタッチされた２点のうち１点以上がタッチされたまま行われ
るタッチ操作）をタッチパネル部１１が受け付けたか否かを判断する。判断の結果、移動
先切替操作をタッチパネル部１１が受け付けていれば、ステップＳ６に移行する。
【００６９】
　ステップＳ６に移行すると、表示制御部１５は、移動先指定情報画像Ｍで移動先として
指定するフォルダアイコンＢ２の切り替えを液晶表示部１２に行わせる。すなわち、液晶
表示部１２は、移動先切替操作をタッチパネル部１１が受け付ける度に、矢印画像ＡＡで
移動先として指定するフォルダアイコンＢ２を切り替える。この後、ステップＳ４に移行
する。なお、ステップＳ５において、移動先切替操作をタッチパネル部１１が受け付けて
いない場合にも、ステップＳ４に移行する。そして、ステップＳ４において、タッチパネ
ル部１１の１点以上がタッチされたままになっていなければ（タッチパネル部１１に対す
るタッチ操作が解除されれば）、ステップＳ７に移行する。
【００７０】
　ステップＳ４からステップＳ７に移行すると、表示制御部１５は、タッチ操作の解除時
に移動先指定情報画像Ｍ（矢印画像ＡＡ）で移動先として指定されていたフォルダアイコ
ンＢ２を移動対象のファイルアイコンＢ１の移動先として確定する。そして、ステップＳ
８において、表示制御部１５は、移動対象のファイルアイコンＢ１の所在を示す情報を更
新する。
【００７１】
　ステップＳ９において、表示制御部１５は、移動対象のファイルアイコンＢ１の表示位
置を移動先として確定したフォルダアイコンＢ２の表示位置に向かって徐々に遷移させる
アニメーション表示を液晶表示部１２に行わせる。このようなアニメーション表示を行う
ことによって、液晶表示部１２は、移動対象のファイルアイコンＢ１が移動先として確定
したフォルダアイコンＢ２の階層下に移動したことを報知する。
【００７２】
　本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２（表示部）は、ファイルアイコンＢ１
（オブジェクト）およびフォルダアイコンＢ２（オブジェクト）の表示中に、ファイルア
イコンＢ１の表示位置においてタッチパネル部１１の２点がタッチされることで移動対象
のファイルアイコンＢ１が確定された場合、移動対象のファイルアイコンＢ１の移動先と
なり得るフォルダアイコンＢ２のうちのいずれが移動先として指定されているかを指し示
す移動先指定情報画像Ｍ（移動先指定情報）を表示し、タッチされた２点のうち１点以上
がタッチされたまま行われるタッチ操作である移動先切替操作をタッチパネル部１１が受
け付けたとき、移動先指定情報画像Ｍで移動先として指定するフォルダアイコンＢ２を切
り替える。また、タッチパネル部１１は、液晶表示部１２が移動先指定情報画像Ｍを表示
して以降、タッチ操作が解除されることで、タッチ操作の解除時に移動先指定情報画像Ｍ
で移動先として指定されていたフォルダアイコンＢ２を移動対象のファイルアイコンＢ１
の移動先として確定した旨を受け付ける。これにより、移動対象のファイルアイコンＢ１
の表示位置から移動先のフォルダアイコンＢ２の表示位置に向かってタッチ位置を移動さ
せるタッチ操作（たとえば、ドラッグアンドドロップ操作）が不要となる。すなわち、フ
ァイルアイコンＢ１を移動させたいユーザーからすると、移動させるファイルアイコンＢ
１を確定するためのタッチ操作（移動させるファイルアイコンＢ１の表示位置の２点をタ
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ッチするタッチ操作）をタッチパネル部１１に対して行った後に、続けて同じ位置で移動
先切替操作を行ったりタッチパネル部１１から全ての指を離したりするだけで移動対象の
ファイルアイコンＢ１を移動させることができるので、手首を殆ど動かさなくてもよくな
る。その結果、液晶表示部１２に表示されるファイルアイコンＢ１を移動させるためのタ
ッチ操作において、ユーザーにかかる負担を軽減して操作性を向上させることができる。
【００７３】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、タッチパネル部１１の２点
がタッチされたまま予め定められた所定時間が経過した時点で移動先指定情報画像Ｍを表
示し、タッチパネル部１１の２点がタッチされたまま所定時間が経過していなければ移動
先指定情報画像Ｍを表示しない。これにより、タッチパネル部１１の２点がタッチされた
ことをトリガーとする別の処理（移動先指定情報画像Ｍを表示する処理とは異なる処理）
との差別化を容易に図ることができる。
【００７４】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、移動先指定情報画像Ｍを表
示して以降、タッチパネル部１１に対するタッチ操作が解除されるまでの間、移動先指定
情報画像Ｍを表示し続け、移動先切替操作をタッチパネル部１１が受け付ける度に、移動
先指定情報画像Ｍで移動先として指定するフォルダイアイコンＢ２を切り替える。これに
より、ユーザーからすると、タッチパネル部１１に対するタッチ操作を解除しない限り、
移動先として指定するフォルダアイコンＢ２を何回でも切り替えることができるので、利
便性が良い。
【００７５】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、移動先となり得るフォルダ
アイコンＢ２をそれぞれ指し示す矢印画像Ａを移動先指定情報画像Ｍとして表示し、移動
先となり得るフォルダアイコンＢ２のうち、移動先として指定するフォルダアイコンＢ２
に対応する矢印画像Ａの表示形態を、他のフォルダアイコンＢ２に対応する矢印画像Ａの
表示形態とは異ならせる。これにより、ユーザーからすると、移動先となり得る全てのフ
ォルダアイコンＢ２を認識することができるので、利便性が良い。また、この場合、移動
先となり得るフォルダアイコンＢ２のそれぞれが矢印画像Ａで指し示されているが、移動
先として指定されたフォルダアイコンＢ２に対応する矢印画像Ａの表示形態が他のフォル
ダアイコンＢ１に対応する矢印画像Ａの表示形態とは異なっている。このため、移動先と
して指定されているフォルダアイコンＢ１をユーザーが識別できなくなる、という不都合
が生じるのを抑制することができる。
【００７６】
　また、本実施形態では、上記のように、液晶表示部１２は、移動先指定情報画像Ｍを表
示して以降、タッチパネル部１１に対するタッチ操作が解除されたとき、移動対象のファ
イルアイコンＢ１の表示位置を移動先として確定したフォルダアイコンＢ２の表示位置に
向かって徐々に遷移させるアニメーション表示を行う。これにより、ユーザーからすると
、移動対象のファイルアイコンＢ１が移動先として確定したフォルダアイコンＢ２に移動
したこと容易に認識することができるので、利便性が良い。
【００７７】
　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
る。
【符号の説明】
【００７８】
　　１１　タッチパネル部
　　１２　液晶表示部（表示部）
　　１００　画像形成装置
　　１０１　操作パネル（表示入力装置）
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　　Ａ、ＡＡ　矢印画像
　　Ｂ１　ファイルアイコン（オブジェクト）
　　Ｂ２　フォルダアイコン（オブジェクト）
　　Ｍ　移動先指定情報画像（移動先指定情報）

【図１】 【図２】
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