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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを
検出する検出部と、
　前記表示部の表示内容を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　前記表示部に表示中の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致している
か否かを判定し、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致していないと判定する場合は、
当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を無効にする
　ことを特徴とする操作表示装置。
【請求項２】
　前記特定の操作は、セキュリティ情報の入力操作と、送信宛先の設定操作と、ジョブの
実行開始操作の中の少なくとも１つである
　ことを特徴とする請求項１に記載の操作表示装置。
【請求項３】
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　表示部と、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを
検出する検出部と、
　前記表示部の表示内容を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記
表示部に表示中の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検
出した向きとが不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にし、
　前記特定の操作は、セキュリティ情報の入力操作と、送信宛先の設定操作と、ジョブの
実行開始操作の中の少なくとも１つである
　ことを特徴とする操作表示装置。
【請求項４】
　前記検出部は、タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部分の形状に基
づいて、その指でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出す
る
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の操作表示装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記表示部に表示中の同一画面に対して受けた２つのタッチ操作の操作
者が同一人か否かを前記検出部によって検出される各タッチ操作に係る指の形状を対比し
て判断し、異なる操作者からの操作と判断した場合に、前記表示部の表示面を２つの領域
に分割し、それぞれの領域に個別の画面を表示する
　ことを特徴とする請求項４に記載の操作表示装置。
【請求項６】
　表示部と、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを
検出する検出部と、
　前記表示部の表示内容を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記
表示部に表示中の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検
出した向きとが不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にし、
　前記検出部は、タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部分の形状に基
づいて、その指でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出し
、
　前記制御部は、前記表示部に表示中の同一画面に対して受けた２つのタッチ操作の操作
者が同一人か否かを前記検出部によって検出される各タッチ操作に係る指の形状を対比し
て判断し、異なる操作者からの操作と判断した場合に、前記表示部の表示面を２つの領域
に分割し、それぞれの領域に個別の画面を表示する
　ことを特徴とする操作表示装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記タッチパネルの検出したタッチ操作を前記無効にしたとき、所定の
警告通知を行う
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１つ記載の操作表示装置。
【請求項８】
　前記所定の警告通知は、前記表示部に表示中の前記画面が正しい向きに見える操作者に
対する警告内容であって、前記画面と同じ向きに表示される
　ことを特徴とする請求項７に記載の操作表示装置。
【請求項９】
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　前記所定の警告通知は、前記無効にされたタッチ操作を行った操作者に対する警告内容
であって、前記無効にされたタッチ操作を行った操作者から正しく見える向きに表示され
る
　ことを特徴とする請求項７に記載の操作表示装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記分割を行う際に、２つのタッチ操作のそれぞれに対してそのタッチ
位置が含まれる領域を優先的に割り当て、それぞれの領域に表示する画面の向きを、その
領域に割り当てたタッチ操作に係る操作者の向きに合わせた向きにする
　ことを特徴とする請求項５または６に記載の操作表示装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、分割直前に前記表示部に表示されていた画面と同じ内容の画面を分割後
の前記領域に表示すると共に、前記領域に表示する画面内の入力釦については、分割直前
に前記表示部に表示されていた画面内におけるその入力釦のサイズより小さくしない
　ことを特徴とする請求項５または６に記載の操作表示装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記
表示部に表示中の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致していないと判
定する場合は、当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を全て無効にする
　ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１つに記載の操作表示装置。
【請求項１３】
　表示部と、前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、前記表示部
の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出する検出
部とを備えた情報処理装置を、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致していないと判定する場合は、
当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を無効にするように動作させる
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　表示部と、前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、前記表示部
の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出する検出
部とを備えた情報処理装置を、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検出した向きとが
不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にするように動作させ、
　前記特定の操作は、セキュリティ情報の入力操作と、送信宛先の設定操作と、ジョブの
実行開始操作の中の少なくとも１つである
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　前記情報処理装置を、タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部分の形
状に基づいて、その指でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な向きを
検出するように動作させる
　ことを特徴とする請求項１３または１４に記載のプログラム。
【請求項１６】
　表示部と、前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、前記表示部
の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出する検出
部とを備えた情報処理装置を、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検出した向きとが
不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にし、
　タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部分の形状に基づいて、その指



(4) JP 5862888 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出し、
　前記表示部に表示中の同一画面に対して受けた２つのタッチ操作の操作者が同一人か否
かを前記検出部によって検出される各タッチ操作に係る指の形状を対比して判断し、異な
る操作者からの操作と判断した場合に、前記表示部の表示面を２つの領域に分割し、それ
ぞれの領域に個別の画面を表示する
　ように動作させる
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　前記情報処理装置を、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって
、前記表示部に表示中の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致していな
いと判定する場合は、当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を全て無効
にするように動作させる
　ことを特徴とする請求項１３乃至１６のいずれか１つに記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルを備えた操作表示装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　指紋センサによって指を読み取って得た指データからその指の指先方向を決定し、この
指先方向に基づいてユーザから見た場合の携帯機器の天地方向を決定し、この天地方向に
合わせて携帯機器に表示する画面の向きを制御する技術がある（特許文献１参照。）。
【０００３】
　また、タッチパネルを備えた機器において、指がタッチパネルに接触している部分の接
触面積を求め、この接触面積が閾値以上の場合は第１操作を、閾値未満の場合は第２操作
を受けたと認識する技術がある（特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２０７１６号公報
【特許文献２】特開２０１０－１８２１８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　比較的大きなタッチパネルを備えた携帯端末や会議システム用の大型タッチパネルは、
表示画面を複数人で閲覧しながら操作するといった形態で共用される。
【０００６】
　しかし、特定の操作については、主たる操作者以外の周囲のユーザによるタッチ操作を
禁止したい場合がある。たとえば、パスワードの入力操作やファイル送信の宛先設定操作
、印刷、保存、送信などのジョブ実行の開始操作がそれに当たる。従来の装置には、この
ような周囲のユーザによるタッチ操作を禁止する機能はなかった。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を解決しようとするものであり、表示内容を複数人で閲覧して共
有する利用形態においても、特定の操作については、主たる操作者以外の周囲のユーザに
よるタッチ操作を禁止することのできる操作表示装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
【０００９】
［１］表示部と、
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　前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを
検出する検出部と、
　前記表示部の表示内容を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　前記表示部に表示中の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致している
か否かを判定し、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致していないと判定する場合は、
当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を無効にする
　ことを特徴とする操作表示装置。
【００１０】
　上記発明では、操作者から受けたタッチ操作が予め定めた特定の操作（たとえば、セキ
ュリティ情報の入力や、ジョブの実行開始操作など）であり、かつそのタッチ操作を行っ
た操作者の向きが表示中の画面の向きと異なる場合にそのタッチ操作が無効にされる。す
なわち、画面を正しい向きから閲覧してない周囲の操作者からの特定の操作は無効にされ
る。
［２］前記特定の操作は、セキュリティ情報の入力操作と、送信宛先の設定操作と、ジョ
ブの実行開始操作の中の少なくとも１つである
　ことを特徴とする請求項１に記載の操作表示装置。
［３］表示部と、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを
検出する検出部と、
　前記表示部の表示内容を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記
表示部に表示中の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検
出した向きとが不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にし、
　前記特定の操作は、セキュリティ情報の入力操作と、送信宛先の設定操作と、ジョブの
実行開始操作の中の少なくとも１つである
　ことを特徴とする操作表示装置。
　上記発明では、セキュリティ情報の入力操作、送信宛先の設定操作、ジョブの実行開始
操作は、重要な操作なので、画面を正しい向きから閲覧していない周囲の操作者からの操
作は無効にされる。
【００１１】
［４］前記検出部は、タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部分の形状
に基づいて、その指でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検
出する
　ことを特徴とする［１］乃至［３］のいずれか１つに記載の操作表示装置。
【００１２】
　上記発明では、タッチ操作を行った指が表示面と接触している部分の形状に基づいてそ
のタッチ操作を行った操作者の表示面Ｓに対する相対的な向きを検出する。
【００１３】
［５］前記制御部は、前記表示部に表示中の同一画面に対して受けた２つのタッチ操作の
操作者が同一人か否かを前記検出部によって検出される各タッチ操作に係る指の形状を対
比して判断し、異なる操作者からの操作と判断した場合に、前記表示部の表示面を２つの
領域に分割し、それぞれの領域に個別の画面を表示する
　ことを特徴とする［４］に記載の操作表示装置。
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［６］表示部と、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、
　前記表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを
検出する検出部と、
　前記表示部の表示内容を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記
表示部に表示中の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検
出した向きとが不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にし、
　前記検出部は、タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部分の形状に基
づいて、その指でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出し
、
　前記制御部は、前記表示部に表示中の同一画面に対して受けた２つのタッチ操作の操作
者が同一人か否かを前記検出部によって検出される各タッチ操作に係る指の形状を対比し
て判断し、異なる操作者からの操作と判断した場合に、前記表示部の表示面を２つの領域
に分割し、それぞれの領域に個別の画面を表示する
　ことを特徴とする操作表示装置。
　上記発明では、二人の操作者からのタッチ操作が同時に検出されたときは、表示面を２
分割し、それぞれの領域に独立の画面を表示して個々に操作を受け付ける。
［７］前記制御部は、前記タッチパネルの検出したタッチ操作を前記無効にしたとき、所
定の警告通知を行う
　ことを特徴とする［１］乃至［６］のいずれか１つに記載の操作表示装置。
【００１４】
　上記発明では、周囲の操作者から無効なタッチ操作を受けたことが警告される。
【００１５】
［８］前記所定の警告通知は、前記表示部に表示中の前記画面が正しい向きに見える操作
者に対する警告内容であって、前記画面と同じ向きに表示される
　ことを特徴とする［７］に記載の操作表示装置。
【００１６】
［９］前記所定の警告通知は、前記無効にされたタッチ操作を行った操作者に対する警告
内容であって、前記無効にされたタッチ操作を行った操作者から正しく見える向きに表示
される
　ことを特徴とする［７］に記載の操作表示装置。
【００２１】
［１０］前記制御部は、前記分割を行う際に、２つのタッチ操作のそれぞれに対してその
タッチ位置が含まれる領域を優先的に割り当て、それぞれの領域に表示する画面の向きを
、その領域に割り当てたタッチ操作に係る操作者の向きに合わせた向きにする
　ことを特徴とする［５］または［６］に記載の操作表示装置。
【００２２】
　上記発明では、分割後のそれぞれの領域に表示される画面は、各領域内にタッチ操作を
行った操作者の向きに優先的に合わせるようにされる。
【００２３】
［１１］前記制御部は、分割直前に前記表示部に表示されていた画面と同じ内容の画面を
分割後の前記領域に表示すると共に、前記領域に表示する画面内の入力釦については、分
割直前に前記表示部に表示されていた画面内におけるその入力釦のサイズより小さくしな
い
　ことを特徴とする［５］または［６］に記載の操作表示装置。
【００２４】
　上記発明では、分割直前の画面と同じ内容の画面が分割後の各領域に表示されると共に
、分割後の各領域の画面内の入力釦のサイズは、分割前の画面内でのその入力釦のサイズ
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より小さくされない。入力釦について、分割後も分割前と同じ操作性が確保される。
［１２］前記制御部は、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって
、前記表示部に表示中の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致していな
いと判定する場合は、当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を全て無効
にする
　ことを特徴とする［１］乃至［１１］のいずれか１つに記載の操作表示装置。
【００２５】
［１３］表示部と、前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、前記
表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出す
る検出部とを備えた情報処理装置を、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致していないと判定する場合は、
当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を無効にするように動作させる
　ことを特徴とするプログラム。
［１４］表示部と、前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、前記
表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出す
る検出部とを備えた情報処理装置を、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検出した向きとが
不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にするように動作させ、
　前記特定の操作は、セキュリティ情報の入力操作と、送信宛先の設定操作と、ジョブの
実行開始操作の中の少なくとも１つである
　ことを特徴とするプログラム。
【００２６】
［１５］前記情報処理装置を、タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部
分の形状に基づいて、その指でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な
向きを検出するように動作させる
　ことを特徴とする［１３］または［１４］に記載のプログラム。
［１６］表示部と、前記表示部の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネルと、前記
表示部の表示面へのタッチ操作を行う操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出す
る検出部とを備えた情報処理装置を、
　前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作であって、前記表示部に表示中
の画面の向きと、前記タッチ操作を行った操作者について前記検出部が検出した向きとが
不一致の場合は、前記タッチ操作を無効にし、
　タッチ操作を行っている指の前記表示面に接触している部分の形状に基づいて、その指
でタッチ操作を行った操作者の前記表示面に対する相対的な向きを検出し、
　前記表示部に表示中の同一画面に対して受けた２つのタッチ操作の操作者が同一人か否
かを前記検出部によって検出される各タッチ操作に係る指の形状を対比して判断し、異な
る操作者からの操作と判断した場合に、前記表示部の表示面を２つの領域に分割し、それ
ぞれの領域に個別の画面を表示する
　ように動作させる
　ことを特徴とするプログラム。
［１７］前記情報処理装置を、前記タッチパネルで検出されたタッチ操作が特定の操作で
あって、前記表示部に表示中の画面の向きと、前記検出部が検出した指の向きとが一致し
ていないと判定する場合は、当該一致していないと判定される向きの指のタッチ操作を全
て無効にするように動作させる
　ことを特徴とする［１３］乃至［１６］のいずれか１つに記載のプログラム。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る操作表示装置およびプログラムによれば、表示内容を複数人で閲覧して共
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有する利用形態においても、特定の操作については、主たる操作者以外の周囲のユーザに
よるタッチ操作を禁止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態に係る操作表示装置および操作表示装置の機能を備えた複合
機を含むシステム構成例を示す説明図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る操作表示装置の電気的概略構成を示すブロック図であ
る。
【図３】操作表示装置の機能を備えた複合機の概略構成を示すブロック図である。
【図４】パスワード入力画面に対して有効操作および無効操作を受けた様子を示す説明図
である。
【図５】送信宛先の入力に関する有効操作および無効操作を受けた様子を示す説明図であ
る。
【図６】送信釦に対して有効操作および無効操作を受けた様子を示す説明図である。
【図７】無効操作を受けた際に主たる操作者に対して警告通知が表示された様子を示す説
明図である。
【図８】無効操作を受けた際に無効操作者に対して警告通知が表示された様子を示す説明
図である。
【図９】タッチ操作を受けた操作表示装置が行う処理の流れを示す流れ図である。
【図１０】同時に二人の操作者からの個別のシングルタッチ操作を受けて表示面Ｓが２つ
の領域に分割された状態を示す説明図である。
【図１１】分割後に反対側の操作者から無効操作を受けた際に主たる操作者に対して警告
通知が表示された様子を示す説明図である。
【図１２】分割後に反対側の操作者から無効操作を受けた際に無効操作者に対して警告通
知が表示された様子を示す説明図である。
【図１３】領域分割の機能を備えた操作表示装置がタッチ操作を受けた際に行う処理の流
れを示す流れ図である。
【図１４】分割処理（図１３のステップＳ２１１）の詳細を示す流れ図である。
【図１５】分割後の各領域に独立の画面を表示している状態でタッチ操作を受けた場合の
処理を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の実施の形態に係る操作表示装置１０および本発明の操作表示装置とし
ての機能を備えた複合機３０を含むシステム構成例を示している。操作表示装置１０およ
び複合機３０はＬＡＮ（Local Area Network）などのネットワーク２に接続されている。
【００３１】
　操作表示装置１０は、Ｂ５サイズほどの矩形の平板形状を成した携帯端末である。操作
表示装置１０の表面の全域は各種の操作画面を表示する表示部の表示面Ｓになっている。
また、表示面Ｓ上のほぼ全面に渡り、操作者の指の接触による各種のタッチ操作を検出す
るタッチパネルが設けてある。操作表示装置１０は、たとえば、文書や画像データを作成
、編集する機能、複合機３０を遠隔操作する機能などを備える。操作表示装置１０は、表
示画面を複数人で閲覧しながら操作するといった形態で共用されることがある。
【００３２】
　複合機３０は、原稿画像を光学的に読み取ってその複製画像を記録紙に印刷するコピー
機能、読み取った原稿の画像データをファイルにして保存したり外部端末へ送信したりす
るスキャン機能、パーソナルコンピュータなどの外部端末から受信した印刷ジョブに係る
画像を記録紙上に形成して出力するＰＣプリント機能、画像データを送受信するファクシ
ミリ機能などを備えた画像処理装置である。
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【００３３】
　複合機３０は、大型の操作パネル５０を備えている。操作パネル５０は、操作表示装置
１０と同様に、矩形の平板形状を成し、その表面に操作画面等を表示するための大型（た
とえば、Ａ４サイズ）の表示面Ｓを有している。また、表示面Ｓ上の全域に渡り、操作者
の指の接触によるタッチ操作を検出するタッチパネルが設けてある。操作パネル５０は表
示画面を複数人で閲覧しながら操作するといった形態で共用することができる。
【００３４】
　図２は、操作表示装置１０の電気的概略構成を示している。操作表示装置１０は、当該
操作表示装置１０の動作を統括制御する制御部としてのＣＰＵ１１にバスを通じて、ＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）１２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３、不揮発メモリ１４
、表示部１５、操作部１６、ネットワーク通信部２１、画像処理部２２、ハードディスク
装置２３、操作者方向検出部２４などを接続して構成される。
【００３５】
　ＲＯＭ１２には、各種プログラムやデータが格納され、これらのプログラムに従ってＣ
ＰＵ１１が各種の処理を実行することで操作表示装置１０としての各機能が実現される。
ＲＡＭ１３はＣＰＵ１１がプログラムを実行する際に各種のデータを一時的に格納するワ
ークメモリや表示データを一時記憶するメモリとして使用される。
【００３６】
　不揮発メモリ１４は、電源がオフになっても記憶内容が保持されるメモリである。不揮
発メモリ１４には、各種の設定内容、ユーザ情報、通信情報（ネットワークアドレスなど
）などが記憶される。ハードディスク装置２３は、大容量、不揮発の記憶装置である。
【００３７】
　表示部１５は、液晶ディスプレイなどで構成され、各種の操作画面、設定画面等を表示
する。表示部１５はＲＡＭ１３の所定領域に格納された表示データに対応する画面を表示
する。ＣＰＵ１１は表示データの作成や加工を行う。
【００３８】
　操作部１６は、表示部１５の表示面Ｓへのタッチ操作を検出するタッチパネル部１７お
よび少数の操作スイッチ１８を備えている。タッチパネル部１７は、複数箇所へのタッチ
操作を同時に検出可能である。タッチパネル部１７の検出方式は、静電容量、アナログ/
デジタル抵抗膜、赤外線、超音波、電磁誘導等、任意でよい。
【００３９】
　操作者方向検出部２４は、タッチ操作を行っている操作者の表示面Ｓに対する相対的な
向きを検出する。ここでは、タッチ操作を行っている指が表示面Ｓに接触している部分の
形状（以後、単に「指の形状」とする）を検出し、この指の形状からそのタッチ操作を行
った操作者の表示面Ｓに対する相対的な向きを検出する。具体的には、表示面Ｓに接触し
ている部分の指の輪郭形状などからその指の指先方向を求め、該指先方向を操作者の向き
として求める。なお、別の構成例として、たとえば、操作者方向検出部２４は指の形状の
検出のみ行い、その検出された指の形状から操作者の向きを求める処理はＣＰＵ１１が担
当するように構成されてもよい。
【００４０】
　ネットワーク通信部２１は、無線通信によりネットワーク２と接続して複合機３０や各
種の外部装置と通信する機能を果たす。たとえば、複合機３０を当該操作表示装置１０か
ら遠隔制御する場合、制御対象となる複合機３０との間の通信に使用される。
【００４１】
　画像処理部２２は、表示部１５に表示される表示データを加工する機能を果たす。たと
えば、表示データを加工して画面の拡大縮小、回転などを行う。
【００４２】
　図３は、複合機３０の概略構成を示すブロック図である。操作表示装置１０と同一の構
成要素には同一の符号を付してあり、それらの説明は適宜省略する。
【００４３】
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　複合機３０は、当該複合機３０の動作を制御するＣＰＵ１１にバスを介して、ＲＯＭ１
２、ＲＡＭ１３、不揮発メモリ１４、表示部１５、操作部１６、ネットワーク通信部２１
、画像処理部２２、ハードディスク装置２３、操作者方向検出部２４などが接続されて構
成される。これらは、操作表示装置１０としての機能を果たす構成要素である。
【００４４】
　さらに複合機３０は、ＣＰＵ１１にバスを通じて、スキャナ部３１、プリンタ部３２、
ファクシミリ通信部３３を接続して備えている。
【００４５】
　スキャナ部３１は、原稿画像を光学的に読み取って画像データを取得する。スキャナ部
３１は、たとえば、原稿に光を照射する光源と、その反射光を受けて原稿を幅方向に１ラ
イン分読み取るラインイメージセンサと、原稿からの反射光をラインイメージセンサに導
いて結像させるレンズやミラーなどからなる光学系のほか、ミラーや光源を移動させてラ
イン単位の読取位置を原稿の長さ方向に順次移動させる移動機構などを備えて構成されて
いる。
【００４６】
　プリンタ部３２は、画像データに基づく画像を電子写真プロセスによって記録紙上に形
成して出力する。プリンタ部３２は、たとえば、記録紙の搬送装置と、感光体ドラムと、
帯電装置と、入力される画像データに応じて点灯制御されるＬＤ（Laser Diode）と、Ｌ
Ｄから射出されたレーザ光を感光体ドラム上で走査させる走査ユニットと、現像装置と、
転写分離装置と、クリーニング装置と、定着装置とを有する、いわゆるレーザープリンタ
として構成されている。レーザ光に代えてＬＥＤ（Light Emitting Diode）で感光体ドラ
ムを照射するＬＥＤプリンタのほか他の方式のプリンタであってもかまわない。
【００４７】
　ファクシミリ通信部３３は、ファクシミリ通信に係るプロトコル制御を行って、ファク
シミリ送受信を行う。
【００４８】
　ＲＯＭ１２には、各種プログラムやデータが格納され、これらのプログラムに従ってＣ
ＰＵ１１が各種の処理を実行することで複合機３０としての各機能が実現される。ＲＡＭ
１３は、ＣＰＵ１１がプログラムを実行する際に各種のデータを一時的に格納するワーク
メモリや表示データ、画像データなどを一時記憶するメモリとして使用される。
【００４９】
　ハードディスク装置２３には、スキャナ部３１で原稿を読み取って得た画像データや外
部ＰＣ（パーソナルコンピュータ）などから受信した印刷データ、ファクシミリ受信した
画像データなどの保存に使用される。
【００５０】
　表示部１５は、当該複合機３０を操作するための各種の操作画面や設定画面を表示し、
操作部１６は複合機３０を動作させるための各種の操作を操作者から受け付ける。表示部
１５および操作部１６は、複合機３０の操作パネル５０を構成する。
【００５１】
　画像処理部２２は、画像データや表示部１５に表示する表示データに対して、画像補正
、回転、拡大／縮小、圧縮／伸張など各種の画像処理を施す。
【００５２】
　操作表示装置１０、複合機３０は共に、タッチパネル部１７で検出したタッチ操作が予
め定めた特定の操作の場合に、このタッチ操作を行った操作者の向きと表示部１５に表示
中の画面の向きとの一致・不一致を調べ、不一致の場合はそのタッチ操作を無効にする機
能を備えている。
【００５３】
　以下、操作表示装置１０において複合機３０の遠隔制御を行う場合を例に説明する。な
お、複合機３０の操作パネル５０における画面の表示および操作についても同様の動作と
なるためその説明は省略する。
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【００５４】
　図４は、パスワードの入力を受け付けるパスワード入力画面６０を表示面Ｓに表示して
操作を受け付ける様子を示している。パスワード入力画面６０には、この画面のタイトル
６１、ユーザ情報入力欄６２、パスワード入力欄６３、パスワードの入力を受けるための
テンキー６４などが表示される。パスワード入力画面６０は、セキュリティ情報の入力を
受けるため、この画面に対する入力操作はすべて特定の操作として扱われる。すなわち、
パスワード入力画面６０では、主たる操作者（画面の天地が正しく見える向きから操作す
る操作者）からの操作のみ受け付け、周囲の操作者（画面の天地が正しく見える向き以外
の向きから操作する操作者）の操作は無効にするようになっている。
【００５５】
　図４では、操作者Ａは、頂点ＯＰＱＲ有する矩形の表示面Ｓの辺ＯＰ側に立ち、辺ＱＲ
側を向いてタッチ位置７１を指で押下操作している。操作者Ｂは、表示面Ｓの辺ＱＲ側に
立ち、辺ＯＰ側を向いてタッチ位置７２を指で押下操作している。図中、タッチ位置７１
、７２は、表示面Ｓに接触している部分の指の輪郭形状を示してある。パスワード入力画
面６０は操作者Ａから見た場合に天地が正しい向きとなる方向に表示されている。よって
、操作者Ａは主たる操作者であり、操作者Ｂは周囲の操作者になる。
【００５６】
　操作者方向検出部２４はタッチパネル部１７がタッチ操作を検出すると、そのタッチ位
置に接触している部分の指の形状からそのタッチ位置に対する操作を行った操作者の表示
面Ｓに対する相対的な向きを判定する。図４の場合、タッチ位置７１における指の形状か
らタッチ位置７１に係る操作者Ａの向きは辺ＯＰ側から辺ＱＲ側を臨む矢印７３の向きと
判定する。また、タッチ位置７２における指の形状からタッチ位置７２に係る操作者Ｂの
向きは辺ＱＲ側から辺ＯＰ側を臨む矢印７４の向きと判定する。
【００５７】
　ＣＰＵ１１は、操作者方向検出部２４が判定したタッチ位置に対応する操作者の向きと
表示中の画像の向きとの一致・不一致を調べ、一致する場合はそのタッチ位置に係るタッ
チ操作を有効とし、不一致の場合はそのタッチ位置に係るタッチ操作を無効にする。たと
えば、画面の向きに対して操作者の向きのズレが４５度の範囲内であれば「一致する」と
判定し、それ以上のズレの場合は不一致と判定する。ズレの許容範囲は設定変更可能にな
っている。
【００５８】
　図４の例では、同図（ｂ）に示すように、タッチ位置７１に対する操作は、表示中のパ
スワード入力画面６０と同じ方向なので有効にされ、タッチ位置７２に対する操作はパス
ワード入力画面６０と逆方向なので無効にされる。図中、無効の操作は破線で示し、×印
を付してある。
【００５９】
　図５は、送信宛先の入力を受け付ける送信宛先設定画面８０を表示面Ｓに表示して操作
を受け付ける様子を示している。送信宛先設定画面８０は、ファクシミリ送信の宛先を設
定する画面である。送信宛先設定画面８０には、操作を説明する案内メッセージ８１、宛
先の電話番号が入力される宛先入力欄８２、電話番号を入力するためのテンキー８３など
が表示されている。さらに、送信の実行を指示する送信釦８４、宛先入力欄８２への入力
内容を破棄するキャンセル釦８５、この画面での入力をキャンセルして前の画面に戻るた
めの戻る釦８６が表示されている。
【００６０】
　送信宛先設定画面８０における送信宛先の入力操作は特定の操作として扱われ、主たる
操作者からの操作のみ受け付け、周囲の操作者からの操作は無効にされる。
【００６１】
　図５では、操作者Ａは、頂点ＯＰＱＲ有する矩形の表示面Ｓの辺ＯＰ側に立ち、辺ＱＲ
側を向いてタッチ位置９１（テンキー８３の中の「０」のキー）を指で押下操作している
。操作者Ｂは、表示面Ｓの辺ＱＲ側に立ち、辺ＯＰ側を向いてタッチ位置９２（テンキー
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８３の中の「３」のキー）を指で押下操作している。送信宛先設定画面８０は操作者Ａか
ら見た場合に天地が正しい向きとなる方向に表示されている。
【００６２】
　図５の場合、操作者方向検出部２４はタッチ位置９１における指の形状からタッチ位置
９１に係る操作者Ａの向きは辺ＯＰ側から辺ＱＲ側を臨む矢印９３の向きと判定する。ま
た、タッチ位置９２における指の形状からタッチ位置９２に係る操作者Ｂの向きは辺ＱＲ
側から辺ＯＰ側を臨む矢印９４の向きと判定する。
【００６３】
　ＣＰＵ１１は、操作者方向検出部２４が判定したタッチ位置に対応する操作者の向きと
表示中の画面の向きとの一致・不一致を調べ、一致する場合はそのタッチ位置に係るタッ
チ操作を有効とし、不一致の場合はそのタッチ位置に係るタッチ操作を無効にする。図５
の例では、同図（ｂ）に示すように、タッチ位置９１に対する操作は、表示中の送信宛先
設定画面８０と同じ方向なので有効にされ、タッチ位置９２に対する操作は送信宛先設定
画面８０と逆方向なので無効にされる。
【００６４】
　図６は、図５と同じ向きに表示されている送信宛先設定画面８０において送信釦８４が
操作された場合を示している。送信釦８４は、ジョブの実行開始を指示する釦であるため
、送信釦８４に対する操作は特定の操作として扱われ、主たる操作者からの操作のみ受け
付けられ、周囲の操作者からの操作は無効にされる。
【００６５】
　図６（ａ）は、頂点ＯＰＱＲ有する矩形の表示面Ｓの辺ＯＰ側に立ち、辺ＱＲ側を向い
た操作者Ａがタッチ位置９５を指で押下して送信釦８４を操作している。操作者方向検出
部２４はタッチ位置９５における指の形状からタッチ位置９５に係る操作者Ａの向きは辺
ＯＰ側から辺ＱＲ側を臨む矢印９６の向きと判定する。ＣＰＵ１１は、タッチ位置９５に
係る操作者の向きと表示中の送信宛先設定画面８０の向きの一致・不一致を判定する。こ
の場合、一致するので、タッチ位置９５に係る操作は有効にされ、送信が実行される。
【００６６】
　図６（ｂ）は、表示面Ｓの辺ＱＲ側に立ち、辺ＯＰ側を向いた操作者Ｂがタッチ位置９
７を指で押下して送信釦８４を操作している。操作者方向検出部２４はタッチ位置９７に
おける指の形状からタッチ位置９７に係る操作者Ｂの向きは辺ＱＲ側から辺ＯＰ側を臨む
矢印９８の向きと判定する。この場合、タッチ位置９７に係る操作者の向きと表示中の送
信宛先設定画面８０の向きが不一致なので、タッチ位置９７に係る操作は無効にされ、送
信は実行されない。
【００６７】
　次に、無効な操作を受けた場合の警告通知について説明する。
【００６８】
　図７は、送信宛先設定画面８０に警告通知１００が表示された様子を示している。図７
の例は、図６（ｂ）のタッチ位置作９７、すなわち、送信宛先設定画面８０と逆向きの操
作者Ｂから送信釦８４に対するタッチ操作を受けてそのタッチ操作を無効にした場合を示
している。送信宛先設定画面８０を正しい向きで見る主たる操作者Ａに対する警告内容の
警告通知１００が、操作者Ａから正しく見える方向、すなわち、送信宛先設定画面８０と
同じ向きに表示されている。
【００６９】
　図８の例は、図７と同様に、送信釦８４に対するタッチ位置９７に対するタッチ操作を
無効にした場合に、その無効なタッチ操作を行った操作者Ｂに対する警告通知１０１が表
示された様子を示している。図８では、無効なタッチ操作を行った操作者Ｂに対する警告
内容の警告通知１０１が、操作者Ｂから正しく見える方向に表示されている。
【００７０】
　図９は、操作表示装置１０が行う処理の流れを示している。タッチパネル部１７がタッ
チ操作を検出すると（ステップＳ１０１；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１１は、そのタッチ操作が予
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め定めた特定の操作に該当するか否かを判定する（ステップＳ１０２）。ここでは、セキ
ュリティ情報に関する入力操作、送信宛先を設定する操作、ジョブの実行を開始させる操
作、などが特定の操作になっている。送信宛先の設定には、たとえば、ファクシミリの宛
先入力、同胞送信の設定操作、スキャナ部３１で読み取った画像データのファイルを電子
メールに添付して送信する機能（Scan to E-mail）における宛先入力、スキャナ部３１で
読み取った画像データのファイルをＳＭＢ（Server Message Block）手順で送信する機能
（Scan to SMB）における宛先入力などがある。
【００７１】
　検出されたタッチ操作が特定の操作でない場合は（ステップＳ１０２；Ｎｏ）、このタ
ッチ操作を有効操作として、対応する処理を行って（ステップＳ１０５）、本処理を終了
する（エンド）。たとえば、タッチ操作に対応して表示内容を変更したり、設定を変更し
たり、ジョブを実行したりする。
【００７２】
　特定の操作である場合は（ステップＳ１０２；Ｙｅｓ）、そのタッチ操作に係る指の形
状からそのタッチ操作を行った操作者の向きを操作者方向検出部２４から取得する（ステ
ップＳ１０３）。
【００７３】
　ＣＰＵ１１は操作者方向検出部２４から取得した操作者の向きと、現在表示中の画面の
向きとが一致するか否かを調べ（ステップＳ１０４）、一致する場合は（ステップＳ１０
４；Ｙｅｓ）、このタッチ操作を有効操作として、対応する処理を行って（ステップＳ１
０５）、本処理を終了する（エンド）。
【００７４】
　ＣＰＵ１１は、操作者方向検出部２４から取得した操作者の向きと、現在表示中の画面
の向きとが不一致の場合は（ステップＳ１０４；Ｎｏ）、このタッチ操作を無効操作とし
て扱う（ステップＳ１０６）。そして、警告通知に関する設定の登録内容を参照する（ス
テップＳ１０７）。警告通知に関する設定は、予め所定の設定画面でユーザから操作を受
けて設定されて不揮発メモリ１４などに登録されている。警告通知に関する設定項目とし
ては、（１）警告通知の有無、（２）警告通知の対象者、がある。（２）では、警告通知
の対象者を、無効操作を行った操作者（無効操作者）とするか主たる操作者とするかが選
択される。
【００７５】
　ＣＰＵ１１は、上記（１）の項目が「警告通知無し」に設定されている場合は（ステッ
プＳ１０８；Ｎｏ）、本処理を終了する（エンド）。
【００７６】
　（１）の項目が「警告通知有り」に設定されている場合は（ステップＳ１０８；Ｙｅｓ
）、上記（２）の項目が「無効操作者」に設定されているか否かを調べ、「無効操作者」
に設定されている場合は（ステップＳ１０９；Ｙｅｓ）、無効操作者に対する内容の警告
通知を、無効操作者の向きに合った方向に表示して（ステップＳ１１０）、本処理を終了
する（エンド）。
【００７７】
　上記（２）項目が「無効操作者」に設定されていない場合、すなわち、主たる操作者に
設定されている場合は（ステップＳ１０９；Ｎｏ）、主たる操作者に対する内容の警告通
知を、表示中の画面と同じ方向に表示して（ステップＳ１１１）、本処理を終了する（エ
ンド）。
【００７８】
　以上のように、特定の操作に関するタッチ操作を受けたとき、そのタッチ操作を行った
操作者の向きを検出し、表示中の画面の向きと操作者の向きとが不一致の場合にそのタッ
チ操作を無効にするので、表示画面を複数人で閲覧して共有する利用形態においても、特
定の操作については、主たる操作者以外の周囲のユーザによるタッチ操作を禁止すること
ができる。
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【００７９】
　また、特定の操作以外の操作については、周囲のユーザからのタッチ操作も有効になる
ので、表示中の画面を複数人で閲覧しながら、複数人で操作することが可能になる。
【００８０】
　次に、複数の操作者によるタッチ操作が同時に検出された場合に表示面Ｓを操作者の数
に対応する個数に分割する場合について説明する。
【００８１】
　図１０は、同時に検出された複数の操作が二人の操作者からの個別のシングルタッチ操
作であった場合を示している。同図（ａ）に示すように、左矢印１０５の根元の位置をタ
ッチされた後、左矢印１０５の向きに払う第１タッチ操作１０３と、右矢印１０６の根元
の位置をタッチされた後、右矢印１０６の向きに払う第２タッチ操作１０４とをタッチパ
ネル部１７が同時に検出すると、ＣＰＵ１１は、第１タッチ操作１０３と第２タッチ操作
１０４とが同一人によるマルチタッチ操作であるか、二人の操作者による個別のシングル
タッチ操作であるかを判断する。
【００８２】
　たとえば、第１タッチ操作１０３に係る指の形状から求めた操作者の向きと、第２タッ
チ操作１０４に係る指の形状から求めた操作者の向きとが同一（所定の許容範囲内、たと
えば４５度未満）の場合、あるいは操作者の向きが同一かつ第１タッチ操作１０３のタッ
チ位置と第２タッチ操作１０４のタッチ位置との距離が所定の許容距離（たとえば、１５
ｃｍ）以下の場合は、一人の操作者によるマルチタッチ操作であると判定する。
【００８３】
　第１タッチ操作１０３に係る指の形状から求めた操作者の向きと、第２タッチ操作１０
４に係る指の形状から求めた操作者の向きとが大きく異なる場合（たとえば、４５度以上
異なる、逆方向であるなどの場合）、あるいは第１タッチ操作１０３のタッチ位置と第２
タッチ操作１０４のタッチ位置との距離が所定距離を超える場合は二人の操作者による個
別のシングルタッチ操作であると判定する。
【００８４】
　なお、同一人か否かの判定方法は上記に限定されず、たとえば、指の形状（大きさや輪
郭）の類似性から同一人による操作であるか複数人による操作であるかを判別してもよい
。また、指の形状以外の情報から同一人か否かを判定してもよい。
【００８５】
　図１０（ａ）の場合、第１タッチ操作１０３に係る指の形状から求めた操作者の向きは
矢印１０７が示す向きであり、第２タッチ操作１０４に係る指の形状から求めた操作者の
向きは矢印１０８が示す向きである。ＣＰＵ１１は、これらの向きが異なることから、二
人の操作者による個別のタッチ操作と判定し、第１タッチ操作１０３を第１の操作者によ
る左方向へのフリック操作、第２タッチ操作１０４を第２の操作者による右方向へのフリ
ック操作と認識する。
【００８６】
　その結果、同図（ｂ）に示すように、ＣＰＵ１１は、表示部１５の表示面Ｓを２つの領
域Ｓ１、Ｓ２に分割し、それぞれの領域Ｓ１、Ｓ２に個別の画面を表示し、それぞれの画
面で独立した操作を受け付ける。この例では、表示面Ｓを左右に分割し、各領域Ｓ１、Ｓ
２に、分割前の画面と同じ内容（項目）の画面をレイアウトを変えて表示している。なお
、入力釦（操作釦）については、分割前の画面に表示していた入力釦のサイズより小さく
しないようにする。ここでは、同一サイズにする。
【００８７】
　図１０の例では、分割前は、同図（ａ）に示すようにパスワード入力画面６０が表示さ
れており、分割後は、図１０（ｂ）に示すように、左側の領域Ｓ１にパスワード入力画面
６０Ａが、右側の領域Ｓ２にパスワード入力画面６０Ｂが表示されている。左側の領域Ｓ
１に表示したパスワード入力画面６０Ａではテンキー６４を画面の左端に寄せてあり、右
側の領域Ｓ２に表示したパスワード入力画面６０Ｂではテンキー６４を画面の右端に寄せ
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てある。また、各領域Ｓ１、Ｓ２に表示したパスワード入力画面６０Ａ、６０Ｂにおける
テンキー６４のキー配列を相違させてある。
【００８８】
　テンキー６４はパスワード（セキュリティ情報）の入力に係る入力釦なので、操作内容
が隣の操作者に分からないようにすることが重要になる。そこで、各領域Ｓ１、Ｓ２に表
示したパスワード入力画面においてテンキー６４が互いに離れるようにレイアウトするこ
とで、テンキー６４に対する操作が隣の操作者から見え難くなるようにしている。また、
テンキー６４のキー配列を相違させることで指の動きから操作内容を想定できなくしてい
る。テンキー６４の各入力釦のサイズは、分割の前後で同一である。
【００８９】
　次に、分割後の領域に表示された画面に対して無効な操作を受けた場合の警告通知につ
いて説明する。
【００９０】
　図１１は、図１０（ｂ）の状態において、操作者Ｂが領域Ｓ１に表示されたパスワード
入力画面６０Ａに対して逆方向からのタッチ操作（無効操作）を行った場合に表示される
警告通知１１１の一例を示している。警告通知１１１は、領域Ｓ１に表示されたパスワー
ド入力画面６０Ａの主たる操作者Ａに対する内容の警告通知であり、パスワード入力画面
６０Ａの上に、パスワード入力画面６０Ａと同じ向きに表示されている。
【００９１】
　図１２は、図１０（ｂ）の状態において、操作者Ｂが領域Ｓ１に表示されたパスワード
入力画面６０Ａに対して逆方向からのタッチ操作（無効操作）を行った場合に表示される
他の例による警告通知１１２を示している。警告通知１１２は、領域Ｓ２に表示されたパ
スワード入力画面６０Ｂの主たる操作者Ｂに対する内容の警告通知であり、２つのパスワ
ード入力画面６０Ａ、６０Ｂに跨るようにして、これらの上に、かつパスワード入力画面
６０Ｂと同じ向きに表示されている。
【００９２】
　図１３は、上記の領域分割の機能を備えた操作表示装置１０が行う処理の流れを示して
いる。タッチパネル部１７がタッチ操作を検出すると（ステップＳ２０１；Ｙｅｓ）、こ
のタッチ操作のタッチ位置を示す位置情報とこのタッチ操作を行った指の形状を示す情報
とを関連付けて管理テーブルに登録する（ステップＳ２０２）。
【００９３】
　次に、同一画面に対して累計で複数箇所へのタッチ操作を検出したか否かを判断し（ス
テップＳ２０３）、１箇所のみの場合は（ステップＳ２０３；Ｎｏ）、当該タッチ操作が
リリースされた（指が離された）か否かを調べる（ステップＳ２０４）。リリースされた
場合は（ステップＳ２０４；Ｙｅｓ）、一人の操作者によるシングルタッチ操作であった
と認識し（ステップＳ２０５）、図９のステップＳ１０２へ移行して、その後の処理を行
う。
【００９４】
　リリースされない場合は（ステップＳ２０４；Ｎｏ）、ステップＳ２０１に戻って新た
なタッチ操作の有無を調べる。新たなタッチ操作を受けない場合は（ステップＳ２０１；
Ｎｏ）、ステップＳ２０４に戻ってリリースの有無を再び調べる。
【００９５】
　累計で複数箇所へのタッチ操作が検出された場合は（ステップＳ２０３；Ｙｅｓ）、管
理テーブルに登録されている情報に基づいて複数箇所へのタッチ操作が一人の操作者によ
るマルチタッチ操作か否かを判定する（ステップＳ２０７）。
【００９６】
　判定結果が「一人の操作」である場合は（ステップＳ２０８；Ｙｅｓ）、管理テーブル
に登録されている複数の操作を一人の操作者によるマルチタッチ操作と認識し、そのマル
チタッチ操作（たとえば、ピンチイン、ピンチアウト）に対応する処理（表示の変更や操
作の内容を複合機３０へ出力する処理など）を行って（ステップＳ２０９）本処理を終了
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する。
【００９７】
　判定結果が「一人の操作」でない場合は（ステップＳ２０８；Ｎｏ）、管理テーブルに
登録されている複数の操作を複数人の操作者による個別のシングルタッチ操作と認識し（
ステップＳ２１０）、表示面Ｓを複数の領域に分割する分割処理を行って（ステップＳ２
１１）本処理を終了する。
【００９８】
　図１４は、分割処理（図１３のステップＳ２１１）の詳細を示している。まず、表示面
Ｓを複数の領域に分割する（ステップＳ２３１）。たとえば、左右や上下に均等に分割す
る。次に、同時に検出された複数のタッチ操作のそれぞれに、分割後の領域を１つずつ割
り当てる（ステップＳ２３２）。この際、それぞれの領域にタッチ位置が含まれるタッチ
操作をその領域に対して優先的に割り当てる。たとえば、領域の中心に最も近いタッチ操
作に対してその領域を優先的に割り当てる。
【００９９】
　次に、各領域に表示する画面の向きを、その領域に割り当てたタッチ操作に係る操作者
の向きと同じ方向に設定する（ステップＳ２３３）。さらに、各領域に表示する画面のレ
イアウトを決定する。たとえば、セキュリティ情報の入力キーを互いに離すようにレイア
ウトの変更を行う。なお、入力釦（操作釦）については、分割前の画面に表示する入力釦
のサイズより小さくしないようにする。ここでは、同一サイズにする。
【０１００】
　そして、上記の向きおよびレイアウトにて各領域に個別の画面を表示し、それぞれの画
面で独立に操作を受け付ける状態に移行して（ステップＳ２３５）、処理を終了する（リ
ターン）。
【０１０１】
　図１５は、分割後の各領域に独立の画面を表示している状態においてタッチ操作を受け
た場合の処理を示している。タッチパネル部１７がタッチ操作を検出すると（ステップＳ
３０１；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１１は、そのタッチ操作が予め定めた特定の操作に該当するか
否かを判定する（ステップＳ３０２）。検出されたタッチ操作が特定の操作でない場合は
（ステップＳ３０２；Ｎｏ）、このタッチ操作を有効操作として、対応する処理を行って
（ステップＳ３０５）、本処理を終了する（エンド）。
【０１０２】
　特定の操作である場合は（ステップＳ３０２；Ｙｅｓ）、そのタッチ操作に係る指の形
状からそのタッチ操作を行った操作者の向きを操作者方向検出部２４から取得する（ステ
ップＳ３０３）。
【０１０３】
　ＣＰＵ１１は操作者方向検出部２４から取得したこのタッチ操作に係る操作者の向きと
、このタッチ操作を受けた領域に現在表示中の画面の向きとが一致するか否かを調べ（ス
テップＳ３０４）、一致する場合は（ステップＳ３０４；Ｙｅｓ）、このタッチ操作を有
効操作として、対応する処理を行って（ステップＳ３０５）、本処理を終了する（エンド
）。
【０１０４】
　不一致の場合は（ステップＳ３０４；Ｎｏ）、このタッチ操作を無効操作として扱う（
ステップＳ３０６）。そして、警告通知に関する設定の登録内容を参照する（ステップＳ
３０７）。警告通知に関する設定が「警告通知無し」に設定されている場合は（ステップ
Ｓ３０８；Ｎｏ）、本処理を終了する（エンド）。
【０１０５】
　「警告通知有り」に設定されている場合は（ステップＳ３０８；Ｙｅｓ）、警告通知の
対象者が「無効操作者」に設定されているか否かを調べ（ステップＳ３０９）、「無効操
作者」に設定されている場合は（ステップＳ３０９；Ｙｅｓ）、無効操作の操作者に対す
る内容の警告通知を、無効操作の操作者の向きに合った方向に表示して（ステップＳ３１
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０）、本処理を終了する（エンド）。警告通知は、図１２に示すように分割後の複数の領
域に跨るように表示されてもよいし、無効操作を受けた領域に表示されてもよい。
【０１０６】
　警告通知の対象者が無効操作者に設定されていない場合（「主たる操作者」に設定され
ている場合）は（ステップＳ３０９；Ｎｏ）、タッチ操作を受けた領域に、その領域に表
示されている画面と同じ方向の警告通知を表示して（ステップＳ３１１）、本処理を終了
する（エンド）。
【０１０７】
　以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、具体的な構成は実施の形態
に示したものに限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追
加があっても本発明に含まれる。
【０１０８】
　実施の形態では、タッチ操作を受けた指の形状からそのタッチ操作に係る操作者の向き
を検出するようにしたが、別途の方法で操作者の向きを検出してもよい。たとえば、操作
表示装置１０本体の周縁等に、操作者が表示面Ｓ上に伸ばした手を検知するセンサを設け
、タッチ操作を行った手が本体周囲のどの方向から伸びた手であるかを検出して、そのタ
ッチ操作の操作者の位置を認識してその操作者の表示面Ｓに対する相対的な向きを判定す
るようにしてもよい。また、小型のカメラで表示面Ｓの周囲の操作者を撮影し、その画像
を解析してタッチ操作を行った操作者の向きを判定するような構成でもかまわない。
【０１０９】
　実施の形態で示した警告通知の内容や表示形態は一例であり、これに限定されるもので
はない。
【０１１０】
　実施の形態で示した特定の操作は一例であり、他の操作についても周囲の操作者による
操作を無効にするようにしてもよい。全ての操作について周囲の操作者による操作を無効
にしてもかまわない。
【０１１１】
　表示面Ｓの分割数は、２個に固定してもよいし、同時に検出されたタッチ操作の数に応
じた数（３以上の場合もあり）としてもよい。
【０１１２】
　操作表示装置１０から複合機３０を遠隔制御する例を示したが、操作表示装置１０によ
る遠隔制御の対象は他の装置であってもかまわない。また、操作表示装置を備えた画像処
理装置は、実施の形態で示した複合機に限定されず、複写機、ファクシミリ装置、画像編
集装置など任意の画像処理装置でよい。
【符号の説明】
【０１１３】
　２…ネットワーク
　１０…操作表示装置
　１１…ＣＰＵ
　１２…ＲＯＭ
　１３…ＲＡＭ
　１４…不揮発メモリ
　１５…表示部
　１６…操作部
　１７…タッチパネル部
　１８…操作スイッチ
　２１…ネットワーク通信部
　２２…画像処理部
　２３…ハードディスク装置
　２４…操作者方向検出部
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　３０…複合機
　３１…スキャナ部
　３２…プリンタ部
　３３…ファクシミリ通信部
　５０…操作パネル
　６０、６０Ａ、６０Ｂ…パスワード入力画面
　６１…画面のタイトル
　６２…ユーザ情報入力欄
　６３…パスワード入力欄
　６４…テンキー
　７１、７２…タッチ位置
　７３、７４…操作者の向きを示す矢印
　８０…送信宛先設定画面
　８１…案内メッセージ
　８２…宛先入力欄
　８３…テンキー
　８４…送信釦
　８５…キャンセル釦
　８６…戻る釦
　９１…有効なタッチ操作のタッチ位置
　９２…無効なタッチ操作のタッチ位置
　９３…タッチ位置９１に係る操作者の向きを示す矢印
　９４…タッチ位置９２に係る操作者の向きを示す矢印
　９５…有効なタッチ操作のタッチ位置
　９６…タッチ位置９５に係る操作者の向きを示す矢印
　９７…無効なタッチ操作のタッチ位置
　９８…タッチ位置９７に係る操作者の向きを示す矢印
　１００…警告通知（主たる操作者向け）
　１０１…警告通知（無効操作者向け）
　１０３…第１タッチ操作
　１０４…第２タッチ操作
　１０５…第１タッチ操作の軌跡
　１０６…第２タッチ操作の軌跡
　１０７…第１タッチ操作に係る操作者の向きを示す矢印
　１０８…第２タッチ操作に係る操作者の向きを示す矢印
　１１１…警告通知
　１１２…警告通知
　Ａ、Ｂ…操作者
　Ｓ…表示面
　Ｓ１、Ｓ２…分割後の領域
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