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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面を表示する表示部と、
　前記表示画面上に、処理対象となるデータを示すデータアイコンを、ユーザのドラッグ
操作に応じて移動可能に表示させる第１の表示手段と、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示手段と
、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記データアイコンについて
のドラッグ操作を受け付ける受付手段と、
　前記ドラッグ操作による前記データアイコンの移動する移動方向を検出する移動方向検
出手段と、
　検出された前記移動方向にある前記機能アイコンを判定する判定手段と、
　前記判定手段で判定された前記機能アイコンに対し予め設定値が設定された所定の処理
を、前記データアイコンが前記機能アイコンに重なる前に、前記データアイコンの示す前
記データに対して実行可能とする制御手段とを備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記移動方向検出手段は、
　前記データアイコンについてユーザによるドラッグ操作が行われたことを検出する第１
の検出手段と、
　前記第１の検出手段により前記ドラッグ操作が検出された後、前記ドラッグ操作により
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所定距離だけ移動した後の前記データアイコンの位置又は前記ドラッグ操作により所定時
間だけ移動した後の前記データアイコンの位置を検出する第２の検出手段と、
　前記第１の検出手段により前記ドラッグ操作が検出される前の前記データアイコンの位
置と、前記第２の検出手段により検出された位置とに基づいて、前記データアイコンの移
動方向を算出する第１の算出手段とを有し、
　前記判定手段は、前記第１の算出手段により算出された移動方向と前記機能アイコンの
位置とに基づいて、前記判定を行う、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記機能アイコンの表示態様を変更する変更手段
をさらに備える、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記変更手段による前記変更が行われた後、ユーザにより前記データ
アイコンのドロップ操作が行われたとき、前記処理を実行させる、請求項３に記載の情報
処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記変更手段による前記変更が行われた後、ユーザにより前記データ
アイコンについてフリック操作が行われたとき、前記処理を実行させる、請求項３又は４
に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記変更手段は、前記機能アイコンの表示態様を変更するとき、前記データアイコンを
前記機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる、請求項３から５のいずれ
かに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記データアイコンと前記機能アイコンとを対応
付ける線を前記表示画面に描画する描画手段をさらに備える、請求項２から６のいずれか
に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記処理を実行させるとき、前記データアイコンを前記機能アイコン
まで移動させるアニメーションを表示させる、請求項２から７のいずれかに記載の情報処
理装置。
【請求項９】
　前記移動方向検出手段は、
　前記第１の検出手段により前記ドラッグ操作が検出された後、前記ドラッグ操作の移動
方向が変化したことを検出する第３の検出手段と、
　前記第３の検出手段による検出が行われた後、前記ドラッグ操作により所定距離だけ移
動した後の前記データアイコンの位置又は前記ドラッグ操作により所定時間だけ移動した
後の前記データアイコンの位置を検出する第４の検出手段と、
　前記第３の検出手段による検出が行われたときの前記データアイコンの位置と、前記第
４の検出手段により検出された位置とに基づいて、前記データアイコンの移動方向を算出
する第２の算出手段とを有し、
　前記判定手段は、前記第２の算出手段により算出された移動方向と前記機能アイコンの
位置とに基づいて、前記判定を行う、請求項２から８のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記移動方向検出手段は、
　前記データアイコンについてユーザによるフリック操作が行われたことを検出するフリ
ック検出手段と、
　前記フリック検出手段により前記フリック操作が検出されたとき、そのフリック操作の
フリック方向を検出するフリック方向検出手段とを有し、
　前記判定手段は、前記フリック方向検出手段により検出されたフリック方向と、前記機
能アイコンの位置とに基づいて、前記判定を行う、請求項１又は２に記載の情報処理装置
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。
【請求項１１】
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記機能アイコンの表示態様を変更する変更手段
をさらに備える、請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記変更手段は、前記機能アイコンの表示態様を変更するとき、前記データアイコンを
前記機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる、請求項１１に記載の情報
処理装置。
【請求項１３】
　前記所定の実行モードでの前記機能の実行時に用いられる設定値を設定する設定手段を
さらに備える、請求項１から１２のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記判定手段による判定後、前記データアイコンが前記機能アイコン
に重なる前に前記データアイコンがドロップ操作された場合に、前記所定の処理を実行さ
せる、請求項１から１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記制御手段は、前記データアイコンが前記機能アイコンに重ねられドロップ操作され
た場合は、前記機能アイコンに対応する詳細設定画面を前記表示画面に表示する、請求項
１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記機能アイコンは、印刷機能に対応するものであり、
　前記制御手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく印
刷を実行させる、請求項１から１５のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記機能アイコンは、ファクシミリ送信機能に対応するものであり、
　前記制御手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく送
信を実行させる、請求項１から１５のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記機能アイコンは、情報送信機能に対応するものであり、
　前記制御手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の送信を行
う、請求項１から１５のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記制御手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、Ｓｃａｎ－ｔｏ－ｍｅ機能によ
り情報の送信を行う、請求項１８に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　前記機能アイコンは、情報記憶機能に対応するものであり、
　前記制御手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報を記憶さ
せる、請求項１から１５のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　前記機能アイコンは、設定値に関するプログラム登録が行われているものであり、
　前記制御手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記プログラム登録された設定
値で前記機能アイコンに対応する機能を実行させ、前記プログラム登録された設定値が反
映された状態で、前記詳細設定画面を表示する、請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項２２】
　表示画面を表示する表示部と、
　前記表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示さ
せる第１の表示手段と、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示手段と
、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記原稿アイコンについての
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操作を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により前記操作が行われたとき、前記原稿アイコンの前記表示画面におけ
る位置、前記機能アイコンの前記表示画面における位置、及び前記受付手段により受け付
けられた操作の方向性に基づいて、前記操作が前記原稿アイコンと前記機能アイコンとを
対応付けるものであるか否かを判定する判定手段と、
　前記操作が行われることにより前記表示画面において前記原稿アイコンが前記機能アイ
コンに近接するよりも前に、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記機能アイコンに対
応する機能により、前記原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行モード
で実行させる実行手段と、
　前記原稿アイコンが前記機能アイコンにドロップされたとき、前記機能アイコンに対応
する詳細設定画面を前記表示画面に表示する第３の表示手段とを備え、
　前記機能アイコンは、印刷機能に対応するものであり、
　前記詳細設定画面は、前記印刷機能に関する設定画面であり、
　前記実行手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく印
刷を実行させる、画像形成装置。
【請求項２３】
　表示画面を表示する表示部と、
　前記表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示さ
せる第１の表示手段と、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示手段と
、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記原稿アイコンについての
操作を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により前記操作が行われたとき、前記原稿アイコンの前記表示画面におけ
る位置、前記機能アイコンの前記表示画面における位置、及び前記受付手段により受け付
けられた操作の方向性に基づいて、前記操作が前記原稿アイコンと前記機能アイコンとを
対応付けるものであるか否かを判定する判定手段と、
　前記操作が行われることにより前記表示画面において前記原稿アイコンが前記機能アイ
コンに近接するよりも前に、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記機能アイコンに対
応する機能により、前記原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行モード
で実行させる実行手段と、
　前記原稿アイコンが前記機能アイコンにドロップされたとき、前記機能アイコンに対応
する詳細設定画面を前記表示画面に表示する第３の表示手段とを備え、
　前記機能アイコンは、情報送信機能に対応するものであり、
　前記詳細設定画面は、情報送信の送信先選択画面であり、
　前記実行手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の送信を行
う、画像形成装置。
【請求項２４】
　表示画面を表示する表示部と、
　前記表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示さ
せる第１の表示手段と、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示手段と
、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記原稿アイコンについての
操作を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により前記操作が行われたとき、前記原稿アイコンの前記表示画面におけ
る位置、前記機能アイコンの前記表示画面における位置、及び前記受付手段により受け付
けられた操作の方向性に基づいて、前記操作が前記原稿アイコンと前記機能アイコンとを
対応付けるものであるか否かを判定する判定手段と、
　前記操作が行われることにより前記表示画面において前記原稿アイコンが前記機能アイ
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コンに近接するよりも前に、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記機能アイコンに対
応する機能により、前記原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行モード
で実行させる実行手段と、
　前記原稿アイコンが前記機能アイコンにドロップされたとき、前記機能アイコンに対応
する詳細設定画面を前記表示画面に表示する第３の表示手段とを備え、
　前記機能アイコンは、情報記憶機能に対応するものであり、
　前記詳細設定画面は、記憶領域選択画面であり、
　前記実行手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報を記憶さ
せる、画像形成装置。
【請求項２５】
　表示画面を表示する表示部を備える情報処理装置の制御方法であって、
　前記表示画面上に、処理対象となるデータを示すデータアイコンを、ユーザのドラッグ
操作に応じて移動可能に表示させる第１の表示ステップと、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示ステッ
プと、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記データアイコンについて
のドラッグ操作を受け付ける受付ステップと、
　前記ドラッグ操作による前記データアイコンの移動する移動方向を検出する移動方向検
出ステップと、
　検出された前記移動方向にある前記機能アイコンを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップで判定された前記機能アイコンに対し予め設定値が設定された所定の
処理を、前記データアイコンが前記機能アイコンに重なる前に、前記データアイコンの示
す前記データに対して実行可能とする制御ステップとを備える、情報処理装置の制御方法
。
【請求項２６】
　前記移動方向検出ステップは、
　前記データアイコンについてユーザによるドラッグ操作が行われたことを検出する第１
の検出ステップと、
　前記第１の検出ステップにより前記ドラッグ操作が検出された後、前記ドラッグ操作に
より所定距離だけ移動した後の前記データアイコンの位置又は前記ドラッグ操作により所
定時間だけ移動した後の前記データアイコンの位置を検出する第２の検出ステップと、
　前記第１の検出ステップにより前記ドラッグ操作が検出される前の前記データアイコン
の位置と、前記第２の検出ステップにより検出された位置とに基づいて、前記データアイ
コンの移動方向を算出する第１の算出ステップとを有し、
　前記判定ステップは、前記第１の算出ステップにより算出された移動方向と前記機能ア
イコンの位置とに基づいて、前記判定を行う、請求項２５に記載の情報処理装置の制御方
法。
【請求項２７】
　前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記機能アイコンの表示態様を変更する変更
ステップをさらに備える、請求項２６に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項２８】
　前記制御ステップは、前記変更ステップによる前記変更が行われた後、ユーザにより前
記データアイコンのドロップ操作が行われたとき、前記処理を実行させる、請求項２７に
記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項２９】
　前記制御ステップは、前記変更ステップによる前記変更が行われた後、ユーザにより前
記データアイコンについてフリック操作が行われたとき、前記処理を実行させる、請求項
２７又は２８に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項３０】
　前記変更ステップは、前記機能アイコンの表示態様を変更するとき、前記データアイコ
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ンを前記機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる、請求項２７から２９
のいずれかに記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項３１】
　前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記データアイコンと前記機能アイコンとを
対応付ける線を前記表示画面に描画する描画ステップをさらに備える、請求項２７から３
０のいずれかに記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項３２】
　前記制御ステップは、前記処理を実行させるとき、前記データアイコンを前記機能アイ
コンまで移動させるアニメーションを表示させる、請求項２７から３１のいずれかに記載
の情報処理装置の制御方法。
【請求項３３】
　前記移動方向検出ステップは、
　前記第１の検出ステップにより前記ドラッグ操作が検出された後、前記ドラッグ操作の
移動方向が変化したことを検出する第３の検出ステップと、
　前記第３の検出ステップによる検出が行われた後、前記ドラッグ操作により所定距離だ
け移動した後の前記データアイコンの位置又は前記ドラッグ操作により所定時間だけ移動
した後の前記データアイコンの位置を検出する第４の検出ステップと、
　前記第３の検出ステップによる検出が行われたときの前記データアイコンの位置と、前
記第４の検出ステップにより検出された位置とに基づいて、前記データアイコンの移動方
向を算出する第２の算出ステップとを有し、
　前記判定ステップは、前記第２の算出ステップにより算出された移動方向と前記機能ア
イコンの位置とに基づいて、前記判定を行う、請求項２７から３２のいずれかに記載の情
報処理装置の制御方法。
【請求項３４】
　前記移動方向検出ステップは、
　前記データアイコンについてユーザによるフリック操作が行われたことを検出するフリ
ック検出ステップと、
　前記フリック検出ステップにより前記フリック操作が検出されたとき、そのフリック操
作のフリック方向を検出するフリック方向検出ステップとを有し、
　前記判定ステップは、前記フリック方向検出ステップにより検出されたフリック方向と
、前記機能アイコンの位置とに基づいて、前記判定を行う、請求項２５又は２６に記載の
情報処理装置の制御方法。
【請求項３５】
　前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記機能アイコンの表示態様を変更する変更
ステップをさらに備える、請求項３４に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項３６】
　前記変更ステップは、前記機能アイコンの表示態様を変更するとき、前記データアイコ
ンを前記機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる、請求項３５に記載の
情報処理装置の制御方法。
【請求項３７】
　前記所定の実行モードでの前記機能の実行時に用いられる設定値を設定する設定ステッ
プをさらに備える、請求項２５から３６のいずれかに記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項３８】
　前記制御ステップは、前記判定ステップによる判定後、前記データアイコンが前記機能
アイコンに重なる前に前記データアイコンがドロップ操作された場合に、前記所定の処理
を実行させる、請求項２５から３７に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項３９】
　前記制御ステップは、前記データアイコンが前記機能アイコンに重ねられドロップ操作
された場合は、前記機能アイコンに対応する詳細設定画面を前記表示画面に表示する、請
求項３８に記載の情報処理装置の制御方法。
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【請求項４０】
　前記機能アイコンは、印刷機能に対応するものであり、
　前記制御ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、初期モードの設定値に
基づく印刷を実行させる、請求項２５から３９のいずれかに記載の情報処理装置の制御方
法。
【請求項４１】
　前記機能アイコンは、ファクシミリ送信機能に対応するものであり、
　前記制御ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、初期モードの設定値に
基づく送信を実行させる、請求項２５から３９のいずれかに記載の情報処理装置の制御方
法。
【請求項４２】
　前記機能アイコンは、情報送信機能に対応するものであり、
　前記制御ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の
送信を行う、請求項２５から３９のいずれかに記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項４３】
　前記制御ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、Ｓｃａｎ－ｔｏ－ｍｅ
機能により情報の送信を行う、請求項４２に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項４４】
　前記機能アイコンは、情報記憶機能に対応するものであり、
　前記制御ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報
を記憶させる、請求項２５から３９のいずれかに記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項４５】
　前記機能アイコンは、設定値に関するプログラム登録が行われているものであり、
　前記制御ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記プログラム登録さ
れた設定値で前記機能アイコンに対応する機能を実行させ、前記プログラム登録された設
定値が反映された状態で、前記詳細設定画面を表示する、請求項３９に記載の情報処理装
置の制御方法。
【請求項４６】
　表示画面を表示する表示部を備える画像形成装置の制御方法であって、
　前記表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示さ
せる第１の表示ステップと、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示ステッ
プと、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記原稿アイコンについての
操作を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにより前記操作が行われたとき、前記原稿アイコンの前記表示画面に
おける位置、前記機能アイコンの前記表示画面における位置、及び前記受付ステップによ
り受け付けられた操作の方向性に基づいて、前記操作が前記原稿アイコンと前記機能アイ
コンとを対応付けるものであるか否かを判定する判定ステップと、
　前記操作が行われることにより前記表示画面において前記原稿アイコンが前記機能アイ
コンに近接するよりも前に、前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記機能アイコン
に対応する機能により、前記原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行モ
ードで実行させる実行ステップと、
　前記原稿アイコンが前記機能アイコンにドロップされたとき、前記機能アイコンに対応
する詳細設定画面を前記表示画面に表示する第３の表示ステップとを備え、
　前記機能アイコンは、印刷機能に対応するものであり、
　前記詳細設定画面は、前記印刷機能に関する設定画面であり、
　前記実行ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、初期モードの設定値に
基づく印刷を実行させる、画像形成装置の制御方法。
【請求項４７】
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　表示画面を表示する表示部を備える画像形成装置の制御方法であって、
　前記表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示さ
せる第１の表示ステップと、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示ステッ
プと、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記原稿アイコンについての
操作を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにより前記操作が行われたとき、前記原稿アイコンの前記表示画面に
おける位置、前記機能アイコンの前記表示画面における位置、及び前記受付ステップによ
り受け付けられた操作の方向性に基づいて、前記操作が前記原稿アイコンと前記機能アイ
コンとを対応付けるものであるか否かを判定する判定ステップと、
　前記操作が行われることにより前記表示画面において前記原稿アイコンが前記機能アイ
コンに近接するよりも前に、前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記機能アイコン
に対応する機能により、前記原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行モ
ードで実行させる実行ステップと、
　前記原稿アイコンが前記機能アイコンにドロップされたとき、前記機能アイコンに対応
する詳細設定画面を前記表示画面に表示する第３の表示ステップとを備え、
　前記機能アイコンは、情報送信機能に対応するものであり、
　前記詳細設定画面は、情報送信の送信先選択画面であり、
　前記実行ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の
送信を行う、画像形成装置の制御方法。
【請求項４８】
　表示画面を表示する表示部を備える画像形成装置の制御方法であって、
　前記表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示さ
せる第１の表示ステップと、
　前記表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示ステッ
プと、
　ユーザにより前記表示画面上で方向性を伴って行われる、前記原稿アイコンについての
操作を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにより前記操作が行われたとき、前記原稿アイコンの前記表示画面に
おける位置、前記機能アイコンの前記表示画面における位置、及び前記受付ステップによ
り受け付けられた操作の方向性に基づいて、前記操作が前記原稿アイコンと前記機能アイ
コンとを対応付けるものであるか否かを判定する判定ステップと、
　前記操作が行われることにより前記表示画面において前記原稿アイコンが前記機能アイ
コンに近接するよりも前に、前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記機能アイコン
に対応する機能により、前記原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行モ
ードで実行させる実行ステップと、
　前記原稿アイコンが前記機能アイコンにドロップされたとき、前記機能アイコンに対応
する詳細設定画面を前記表示画面に表示する第３の表示ステップとを備え、
　前記機能アイコンは、情報記憶機能に対応するものであり、
　前記詳細設定画面は、記憶領域選択画面であり、
　前記実行ステップは、前記判定ステップの判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報
を記憶させる、画像形成装置。
【請求項４９】
　請求項２５から４５のいずれか１つの情報処理装置の制御方法をコンピュータに実行さ
せる、情報処理装置の制御プログラム。
【請求項５０】
　請求項４６から４８のいずれか１つの画像形成装置の制御方法をコンピュータに実行さ
せる、画像形成装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像形成装置の制御プログ
ラムに関し、特に、ユーザによる表示アイコンの操作に応じて機能を実行する画像形成装
置、画像形成装置の制御方法、及び画像形成装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置（スキャナ機能、ファクシミリ機能、複写機能、プリンタとしての機能、
データ通信機能、及びサーバ機能を備えたＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅ
ｒｉｐｈｅｒａｌ）、ファクシミリ装置、複写機、プリンタなど）としては、ユーザによ
る表示アイコンの操作に応じて機能を実行させるものがある。
【０００３】
　例えば、画像形成装置において、原稿を印刷する場合を想定する。従来、このような場
合において、ＧＵＩ（グラフィカルユーザインターフェース）を利用した、比較的簡単な
操作により初期モードで印刷を行えるようにする印刷方法が知られている。初期モードと
は、よく使用する機能として設定された印刷モードである。また、複数の機能を組み合わ
せて、所望の態様で印刷を行えるようにする印刷方法が知られている。
【０００４】
　このような印刷方法を実現可能にする画像形成装置において、初期モードでの印刷機能
など、標準メニューとしてよく使用する機能を実行させるためのアイコンなどは、トップ
画面に表示される。他方、使用頻度の低い機能は、例えばトップ画面とは別の画面などに
表示させる（応用設定）。しかしながら、このような表示方式では、初期モードで印刷ジ
ョブ実行させる場合であっても、ユーザは、トップ画面を表示させたうえで操作を行う必
要があるため、印刷ジョブを実行させるまでに時間がかかるという問題がある。
【０００５】
　このような問題に対して、従来、特許文献１に示されるような画像形成装置が提案され
ている。すなわち、特許文献１に記載の画像形成装置では、予め所望の印刷設定が関連付
けられた印刷装置アイコンを登録できる。原稿が印刷装置アイコンにドラッグされること
で、初期モードの設定又はそのアイコンに登録された設定で、印刷が実行される。なお、
特許文献１に記載の画像形成装置では、アイコンに印刷設定を複数登録できる。そのアイ
コン上で原稿アイコンが所定時間だけとどまるような操作が行われた場合、各印刷設定に
対応するアイコンが階層的に複数表示される。
【０００６】
　下記特許文献２には、原稿画像を読み込むスキャナに接続して用いられる情報処理装置
において、ドラッグアンドドロップ操作（印刷指示）により容易に原稿画像を読み込むこ
とができるようにしたものが開示されている。この情報処理装置において、ウインドウ画
面中のフォルダツリー表示領域に表示された特殊フォルダが選択されると、同画面中の文
書表示領域内に、スキャナ上の原稿に対応するアイコンが表示される。このアイコンに対
して、プリンタアイコンへのドラッグ＆ドロップ操作（印刷指示）が行われると、情報処
理装置は、まず、スキャナに原稿をスキャンさせる。そして、情報処理装置は、得られた
画像データを取得して、プリントを実行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２８６７００号公報
【特許文献２】特開平１１－３１６８２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上述の特許文献１に記載されている画像形成装置において、次のような問題
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が生じることがある。すなわち、特許文献１に記載の画像形成装置において、初期モード
での印刷ジョブの実行時に、ユーザは、原稿アイコンを印刷装置アイコンまでドラッグす
る操作を行う必要がある。そのため、この印刷ジョブを実行させられるまでに、時間がか
かる。特に、印刷装置アイコンと原稿アイコンとが互いにパネル上の対角の端にあるよう
な場合には、この問題は顕著になる。すなわち、原稿アイコンをドラッグする距離が長く
なるので、すぐに印刷を行いたい印刷ジョブであっても、印刷が開始されるまでに時間が
かかってしまう。
【０００９】
　また、このようにドラッグ距離が長くなると、ドラッグ操作を完遂させることが困難に
なる場合があるという問題がある。すなわち、ドラッグ操作の途中で、ユーザが指を離し
てしまったり、タッチパネルのタッチ操作検出の精度によってドラッグが失敗してしたり
しまう可能性が増加する。このような場合には、ドラッグ操作をやり直すことが必要にな
る。
【００１０】
　このような問題には、特許文献２においても同様に発生する。すなわち、直感的な操作
により印刷を行うには、印刷対象となる原稿に対応するアイコンを、プリンタを示すアイ
コンまでドラッグアンドドロップすることが必要である。
【００１１】
　この発明はそのような問題点を解決するためになされたものであり、初期モードによる
処理の実行を速やかに指示可能である画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像
形成装置の制御プログラム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】
【００１２】
　上記目的を達成するためこの発明のある局面に従うと、情報処理装置は、表示画面を表
示する表示部と、表示画面上に、処理対象となるデータを示すデータアイコンを、ユーザ
のドラッグ操作に応じて移動可能に表示させる第１の表示手段と、表示画面上に、所定の
機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示手段と、ユーザにより表示画面上で
方向性を伴って行われる、データアイコンについてのドラッグ操作を受け付ける受付手段
と、ドラッグ操作によるデータアイコンの移動する移動方向を検出する移動方向検出手段
と、検出された移動方向にある機能アイコンを判定する判定手段と、判定手段で判定され
た機能アイコンに対し予め設定値が設定された所定の処理を、データアイコンが機能アイ
コンに重なる前に、データアイコンの示すデータに対して実行可能とする制御手段とを備
える。
　好ましくは、移動方向検出手段は、データアイコンについてユーザによるドラッグ操作
が行われたことを検出する第１の検出手段と、第１の検出手段によりドラッグ操作が検出
された後、ドラッグ操作により所定距離だけ移動した後のデータアイコンの位置又はドラ
ッグ操作により所定時間だけ移動した後のデータアイコンの位置を検出する第２の検出手
段と、第１の検出手段によりドラッグ操作が検出される前のデータアイコンの位置と、第
２の検出手段により検出された位置とに基づいて、データアイコンの移動方向を算出する
第１の算出手段とを有し、判定手段は、第１の算出手段により算出された移動方向と機能
アイコンの位置とに基づいて、判定を行う。
　好ましくは、情報処理装置は、判定手段の判定結果に基づいて、機能アイコンの表示態
様を変更する変更手段をさらに備える。
　好ましくは、制御手段は、変更手段による変更が行われた後、ユーザによりデータアイ
コンのドロップ操作が行われたとき、処理を実行させる。
　好ましくは、制御手段は、変更手段による変更が行われた後、ユーザによりデータアイ
コンについてフリック操作が行われたとき、処理を実行させる。
　好ましくは、変更手段は、機能アイコンの表示態様を変更するとき、データアイコンを
機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる。
　好ましくは、情報処理装置は、判定手段の判定結果に基づいて、データアイコンと機能
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アイコンとを対応付ける線を表示画面に描画する描画手段をさらに備える。
　好ましくは、制御手段は、処理を実行させるとき、データアイコンを機能アイコンまで
移動させるアニメーションを表示させる。
　好ましくは、移動方向検出手段は、第１の検出手段によりドラッグ操作が検出された後
、ドラッグ操作の移動方向が変化したことを検出する第３の検出手段と、第３の検出手段
による検出が行われた後、ドラッグ操作により所定距離だけ移動した後のデータアイコン
の位置又はドラッグ操作により所定時間だけ移動した後のデータアイコンの位置を検出す
る第４の検出手段と、第３の検出手段による検出が行われたときのデータアイコンの位置
と、第４の検出手段により検出された位置とに基づいて、データアイコンの移動方向を算
出する第２の算出手段とを有し、判定手段は、第２の算出手段により算出された移動方向
と機能アイコンの位置とに基づいて、判定を行う。
　好ましくは、移動方向検出手段は、データアイコンについてユーザによるフリック操作
が行われたことを検出するフリック検出手段と、フリック検出手段によりフリック操作が
検出されたとき、そのフリック操作のフリック方向を検出するフリック方向検出手段とを
有し、判定手段は、フリック方向検出手段により検出されたフリック方向と、機能アイコ
ンの位置とに基づいて、判定を行う。
　好ましくは、情報処理装置は、判定手段の判定結果に基づいて、機能アイコンの表示態
様を変更する変更手段をさらに備える。
　好ましくは、変更手段は、機能アイコンの表示態様を変更するとき、データアイコンを
機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる。
　好ましくは、情報処理装置は、所定の実行モードでの機能の実行時に用いられる設定値
を設定する設定手段をさらに備える。
　好ましくは、制御手段は、判定手段による判定後、データアイコンが機能アイコンに重
なる前にデータアイコンがドロップ操作された場合に、所定の処理を実行させる。
　好ましくは、制御手段は、データアイコンが機能アイコンに重ねられドロップ操作され
た場合は、機能アイコンに対応する詳細設定画面を表示画面に表示する。
　好ましくは、機能アイコンは、印刷機能に対応するものであり、制御手段は、判定手段
の判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく印刷を実行させる。
　好ましくは、機能アイコンは、ファクシミリ送信機能に対応するものであり、制御手段
は、判定手段の判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく送信を実行させる。
　好ましくは、機能アイコンは、情報送信機能に対応するものであり、制御手段は、判定
手段の判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の送信を行う。
　好ましくは、制御手段は、判定手段の判定結果に基づいて、Ｓｃａｎ－ｔｏ－ｍｅ機能
により情報の送信を行う。
　好ましくは、機能アイコンは、情報記憶機能に対応するものであり、制御手段は、判定
手段の判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報を記憶させる。
　好ましくは、機能アイコンは、設定値に関するプログラム登録が行われているものであ
り、制御手段は、判定手段の判定結果に基づいて、プログラム登録された設定値で機能ア
イコンに対応する機能を実行させ、プログラム登録された設定値が反映された状態で、詳
細設定画面を表示する。
【００２６】
　この発明の他の局面に従うと、画像形成装置は、表示画面を表示する表示部と、表示画
面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示させる第１の表
示手段と、表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示手
段と、ユーザにより表示画面上で方向性を伴って行われる、原稿アイコンについての操作
を受け付ける受付手段と、受付手段により操作が行われたとき、原稿アイコンの表示画面
における位置、機能アイコンの表示画面における位置、及び受付手段により受け付けられ
た操作の方向性に基づいて、操作が原稿アイコンと機能アイコンとを対応付けるものであ
るか否かを判定する判定手段と、操作が行われることにより表示画面において原稿アイコ
ンが機能アイコンに近接するよりも前に、判定手段の判定結果に基づいて、機能アイコン
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に対応する機能により、原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行モード
で実行させる実行手段と、原稿アイコンが機能アイコンにドロップされたとき、機能アイ
コンに対応する詳細設定画面を表示画面に表示する第３の表示手段とを備え、機能アイコ
ンは、印刷機能に対応するものであり、詳細設定画面は、印刷機能に関する設定画面であ
り、実行手段は、判定手段の判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく印刷を実
行させる。
【００２８】
　この発明のさらに他の局面に従うと、画像形成装置は、表示画面を表示する表示部と、
表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示させる第
１の表示手段と、表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の
表示手段と、ユーザにより表示画面上で方向性を伴って行われる、原稿アイコンについて
の操作を受け付ける受付手段と、受付手段により操作が行われたとき、原稿アイコンの表
示画面における位置、機能アイコンの表示画面における位置、及び受付手段により受け付
けられた操作の方向性に基づいて、操作が原稿アイコンと機能アイコンとを対応付けるも
のであるか否かを判定する判定手段と、操作が行われることにより表示画面において原稿
アイコンが機能アイコンに近接するよりも前に、判定手段の判定結果に基づいて、機能ア
イコンに対応する機能により、原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行
モードで実行させる実行手段と、原稿アイコンが機能アイコンにドロップされたとき、機
能アイコンに対応する詳細設定画面を表示画面に表示する第３の表示手段とを備え、機能
アイコンは、情報送信機能に対応するものであり、詳細設定画面は、情報送信の送信先選
択画面であり、実行手段は、判定手段の判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の送信
を行う。
【００３０】
　この発明のさらに他の局面に従うと、画像形成装置は、表示画面を表示する表示部と、
表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能に表示させる第
１の表示手段と、表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の
表示手段と、ユーザにより表示画面上で方向性を伴って行われる、原稿アイコンについて
の操作を受け付ける受付手段と、受付手段により操作が行われたとき、原稿アイコンの表
示画面における位置、機能アイコンの表示画面における位置、及び受付手段により受け付
けられた操作の方向性に基づいて、操作が原稿アイコンと機能アイコンとを対応付けるも
のであるか否かを判定する判定手段と、操作が行われることにより表示画面において原稿
アイコンが機能アイコンに近接するよりも前に、判定手段の判定結果に基づいて、機能ア
イコンに対応する機能により、原稿アイコンに対応する情報についての処理を所定の実行
モードで実行させる実行手段と、原稿アイコンが機能アイコンにドロップされたとき、機
能アイコンに対応する詳細設定画面を表示画面に表示する第３の表示手段とを備え、機能
アイコンは、情報記憶機能に対応するものであり、詳細設定画面は、記憶領域選択画面で
あり、実行手段は、判定手段の判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報を記憶させる
。
【００３１】
　この発明のさらに他の局面に従うと、表示画面を表示する表示部を備える情報処理装置
の制御方法は、表示画面上に、処理対象となるデータを示すデータアイコンを、ユーザの
ドラッグ操作に応じて移動可能に表示させる第１の表示ステップと、表示画面上に、所定
の機能に対応する機能アイコンを表示させる第２の表示ステップと、ユーザにより表示画
面上で方向性を伴って行われる、データアイコンについてのドラッグ操作を受け付ける受
付ステップと、ドラッグ操作によるデータアイコンの移動する移動方向を検出する移動方
向検出ステップと、検出された移動方向にある機能アイコンを判定する判定ステップと、
判定ステップで判定された機能アイコンに対し予め設定値が設定された所定の処理を、デ
ータアイコンが機能アイコンに重なる前に、データアイコンの示すデータに対して実行可
能とする制御ステップとを備える。
　好ましくは、移動方向検出ステップは、データアイコンについてユーザによるドラッグ
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操作が行われたことを検出する第１の検出ステップと、第１の検出ステップによりドラッ
グ操作が検出された後、ドラッグ操作により所定距離だけ移動した後のデータアイコンの
位置又はドラッグ操作により所定時間だけ移動した後のデータアイコンの位置を検出する
第２の検出ステップと、第１の検出ステップによりドラッグ操作が検出される前のデータ
アイコンの位置と、第２の検出ステップにより検出された位置とに基づいて、データアイ
コンの移動方向を算出する第１の算出ステップとを有し、判定ステップは、第１の算出ス
テップにより算出された移動方向と機能アイコンの位置とに基づいて、判定を行う。
　好ましくは、情報処理装置の制御方法は、判定ステップの判定結果に基づいて、機能ア
イコンの表示態様を変更する変更ステップをさらに備える。
　好ましくは、制御ステップは、変更ステップによる変更が行われた後、ユーザによりデ
ータアイコンのドロップ操作が行われたとき、処理を実行させる。
　好ましくは、制御ステップは、変更ステップによる変更が行われた後、ユーザによりデ
ータアイコンについてフリック操作が行われたとき、処理を実行させる。
　好ましくは、変更ステップは、機能アイコンの表示態様を変更するとき、データアイコ
ンを機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる。
　好ましくは、情報処理装置の制御方法は、判定ステップの判定結果に基づいて、データ
アイコンと機能アイコンとを対応付ける線を表示画面に描画する描画ステップをさらに備
える。
　好ましくは、制御ステップは、処理を実行させるとき、データアイコンを機能アイコン
まで移動させるアニメーションを表示させる。
　好ましくは、移動方向検出ステップは、第１の検出ステップによりドラッグ操作が検出
された後、ドラッグ操作の移動方向が変化したことを検出する第３の検出ステップと、第
３の検出ステップによる検出が行われた後、ドラッグ操作により所定距離だけ移動した後
のデータアイコンの位置又はドラッグ操作により所定時間だけ移動した後のデータアイコ
ンの位置を検出する第４の検出ステップと、第３の検出ステップによる検出が行われたと
きのデータアイコンの位置と、第４の検出ステップにより検出された位置とに基づいて、
データアイコンの移動方向を算出する第２の算出ステップとを有し、判定ステップは、第
２の算出ステップにより算出された移動方向と機能アイコンの位置とに基づいて、判定を
行う。
　好ましくは、移動方向検出ステップは、データアイコンについてユーザによるフリック
操作が行われたことを検出するフリック検出ステップと、フリック検出ステップによりフ
リック操作が検出されたとき、そのフリック操作のフリック方向を検出するフリック方向
検出ステップとを有し、判定ステップは、フリック方向検出ステップにより検出されたフ
リック方向と、機能アイコンの位置とに基づいて、判定を行う。
　好ましくは、情報処理装置の制御方法は、判定ステップの判定結果に基づいて、機能ア
イコンの表示態様を変更する変更ステップをさらに備える。
　好ましくは、変更ステップは、機能アイコンの表示態様を変更するとき、データアイコ
ンを機能アイコンまで移動させるアニメーションを表示させる。
　好ましくは、情報処理装置の制御方法は、所定の実行モードでの機能の実行時に用いら
れる設定値を設定する設定ステップをさらに備える。
　好ましくは、制御ステップは、判定ステップによる判定後、データアイコンが機能アイ
コンに重なる前にデータアイコンがドロップ操作された場合に、所定の処理を実行させる
。
　好ましくは、制御ステップは、データアイコンが機能アイコンに重ねられドロップ操作
された場合は、機能アイコンに対応する詳細設定画面を表示画面に表示する。
　好ましくは、機能アイコンは、印刷機能に対応するものであり、制御ステップは、判定
ステップの判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく印刷を実行させる。
　好ましくは、機能アイコンは、ファクシミリ送信機能に対応するものであり、制御ステ
ップは、判定ステップの判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく送信を実行さ
せる。
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　好ましくは、機能アイコンは、情報送信機能に対応するものであり、制御ステップは、
判定ステップの判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の送信を行う。
　好ましくは、制御ステップは、判定ステップの判定結果に基づいて、Ｓｃａｎ－ｔｏ－
ｍｅ機能により情報の送信を行う。
　好ましくは、機能アイコンは、情報記憶機能に対応するものであり、制御ステップは、
判定ステップの判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報を記憶させる。
　好ましくは、機能アイコンは、設定値に関するプログラム登録が行われているものであ
り、制御ステップは、判定ステップの判定結果に基づいて、プログラム登録された設定値
で機能アイコンに対応する機能を実行させ、プログラム登録された設定値が反映された状
態で、詳細設定画面を表示する。
【００３２】
　この発明のさらに他の局面に従うと、表示画面を表示する表示部を備える画像形成装置
の制御方法は、表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能
に表示させる第１の表示ステップと、表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコン
を表示させる第２の表示ステップと、ユーザにより表示画面上で方向性を伴って行われる
、原稿アイコンについての操作を受け付ける受付ステップと、受付ステップにより操作が
行われたとき、原稿アイコンの表示画面における位置、機能アイコンの表示画面における
位置、及び受付ステップにより受け付けられた操作の方向性に基づいて、操作が原稿アイ
コンと機能アイコンとを対応付けるものであるか否かを判定する判定ステップと、操作が
行われることにより表示画面において原稿アイコンが機能アイコンに近接するよりも前に
、判定ステップの判定結果に基づいて、機能アイコンに対応する機能により、原稿アイコ
ンに対応する情報についての処理を所定の実行モードで実行させる実行ステップと、原稿
アイコンが機能アイコンにドロップされたとき、機能アイコンに対応する詳細設定画面を
表示画面に表示する第３の表示ステップとを備え、機能アイコンは、印刷機能に対応する
ものであり、詳細設定画面は、印刷機能に関する設定画面であり、実行ステップは、判定
ステップの判定結果に基づいて、初期モードの設定値に基づく印刷を実行させる。
　この発明のさらに他の局面に従うと、表示画面を表示する表示部を備える画像形成装置
の制御方法は、表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能
に表示させる第１の表示ステップと、表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコン
を表示させる第２の表示ステップと、ユーザにより表示画面上で方向性を伴って行われる
、原稿アイコンについての操作を受け付ける受付ステップと、受付ステップにより操作が
行われたとき、原稿アイコンの表示画面における位置、機能アイコンの表示画面における
位置、及び受付ステップにより受け付けられた操作の方向性に基づいて、操作が原稿アイ
コンと機能アイコンとを対応付けるものであるか否かを判定する判定ステップと、操作が
行われることにより表示画面において原稿アイコンが機能アイコンに近接するよりも前に
、判定ステップの判定結果に基づいて、機能アイコンに対応する機能により、原稿アイコ
ンに対応する情報についての処理を所定の実行モードで実行させる実行ステップと、原稿
アイコンが機能アイコンにドロップされたとき、機能アイコンに対応する詳細設定画面を
表示画面に表示する第３の表示ステップとを備え、機能アイコンは、情報送信機能に対応
するものであり、詳細設定画面は、情報送信の送信先選択画面であり、実行ステップは、
判定ステップの判定結果に基づいて、所定の送信先に情報の送信を行う。
　この発明のさらに他の局面に従うと、表示画面を表示する表示部を備える画像形成装置
の制御方法は、表示画面上に、原稿アイコンを、ユーザのドラッグ操作に応じて移動可能
に表示させる第１の表示ステップと、表示画面上に、所定の機能に対応する機能アイコン
を表示させる第２の表示ステップと、ユーザにより表示画面上で方向性を伴って行われる
、原稿アイコンについての操作を受け付ける受付ステップと、受付ステップにより操作が
行われたとき、原稿アイコンの表示画面における位置、機能アイコンの表示画面における
位置、及び受付ステップにより受け付けられた操作の方向性に基づいて、操作が原稿アイ
コンと機能アイコンとを対応付けるものであるか否かを判定する判定ステップと、操作が
行われることにより表示画面において原稿アイコンが機能アイコンに近接するよりも前に
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、判定ステップの判定結果に基づいて、機能アイコンに対応する機能により、原稿アイコ
ンに対応する情報についての処理を所定の実行モードで実行させる実行ステップと、原稿
アイコンが機能アイコンにドロップされたとき、機能アイコンに対応する詳細設定画面を
表示画面に表示する第３の表示ステップとを備え、機能アイコンは、情報記憶機能に対応
するものであり、詳細設定画面は、記憶領域選択画面であり、実行ステップは、判定ステ
ップの判定結果に基づいて、所定の記憶領域に情報を記憶させる。
【００３３】
　この発明のさらに他の局面に従うと、情報処理装置の制御プログラムは、上述のいずれ
か１つの情報処理装置の制御方法をコンピュータに実行させる。
　この発明のさらに他の局面に従うと、画像形成装置の制御プログラムは、上述のいずれ
か１つの画像形成装置の制御方法をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００３４】
　これらの発明に従うと、表示画面において原稿アイコンが機能アイコンに近接するより
も前に、機能アイコンに対応する機能により、原稿アイコンに対応する情報についての処
理を所定の実行モードで実行させることができる。したがって、初期モードによる処理の
実行を速やかに指示可能である画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像形成装
置の制御プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１の実施の形態における画像形成装置を示す斜視図である。
【図２】画像形成装置１のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】表示パネルに表示される表示画面の一例を示す図である。
【図４】原稿アイコンの操作が行われたときに画像形成装置１で行われる動作の一例を説
明するフローチャートである。
【図５】原稿アイコンのドラッグ操作について説明する第１の図である。
【図６】原稿アイコンのドラッグ操作について説明する第２の図である。
【図７】機能アイコンの表示態様の変更例について説明する図である。
【図８】第２の実施の形態における画像形成装置を用いた操作と表示画面との関係の一例
を説明する図である。
【図９】印刷機能に関する詳細設定画面の一例を示す図である。
【図１０】第２の実施の形態において原稿アイコンの操作が行われたときに画像形成装置
１で行われる動作の一例を説明する第１のフローチャートである。
【図１１】第２の実施の形態において原稿アイコンの操作が行われたときに画像形成装置
１で行われる動作の一例を説明する第２のフローチャートである。
【図１２】原稿アイコンが送信アイコンにドロップ操作されるときの画像形成装置の動作
の一例を説明する図である。
【図１３】情報送信機能に関する送信先選択画面の一例を示す図である。
【図１４】原稿アイコンがＢＯＸアイコンにドロップ操作されるときの画像形成装置１の
動作の一例を説明する図である。
【図１５】ＢＯＸへの情報記憶機能に関する記憶領域選択画面の一例を示す図である。
【図１６】第３の実施の形態における画像形成装置を用いた操作と表示画面との関係の一
例を説明する図である。
【図１７】第４の実施の形態において原稿アイコンのフリック操作が行われた場合の画像
形成装置１の動作を示すフローチャートである。
【図１８】第４の実施の形態における画像形成装置を用いた操作と表示画面との関係の一
例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態における画像形成装置について説明する。
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【００３７】
　画像形成装置は、スキャナ機能、複写機能、プリンタとしての機能、ファクシミリ機能
、データ通信機能、及びサーバ機能を備えたＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐ
ｅｒｉｐｈｅｒａｌ）である。スキャナ機能は、セットされた原稿の画像を読み取ってそ
れをＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等に蓄積する機能である。複写機能は、
さらにそれを用紙等に印刷（プリント）する機能である。プリンタとしての機能は、ＰＣ
等の外部端末から印刷指示を受けるとその指示に基づいて用紙に印刷を行う機能である。
ファクシミリ機能は、外部のファクシミリ装置等からファクシミリデータを受信してそれ
をＨＤＤ等に蓄積する機能である。データ通信機能は、接続された外部機器との間でデー
タを送受信する機能である。サーバ機能は、複数のユーザでＨＤＤ等に記憶したデータな
どを共有可能にする機能である。
【００３８】
　［第１の実施の形態］
【００３９】
　図１は、本発明の第１の実施の形態における画像形成装置を示す斜視図である。
【００４０】
　図１に示されるように、画像形成装置１は、給紙カセット３と、排紙トレイ５と、操作
部１１と、ＣＰＵ２０と、画像形成部３０と、画像読取部４０とを備える。ＣＰＵ２０は
、画像形成装置１の動作を制御する。ＣＰＵ２０、画像形成部３０、及び画像読取部４０
などは、画像形成装置１の筐体の内部に配置されている。
【００４１】
　この画像形成装置１は、３つの給紙カセット３（給紙カセット３ａ，３ｂ，３ｃ）を有
している。それぞれの給紙カセット３には、例えば、互いに異なるサイズの用紙（Ｂ５サ
イズ、Ａ４サイズ、及びＡ３サイズなど）が装てんされている。給紙カセット３は、画像
形成装置１の下部に、画像形成装置１の筐体に抜き差し可能に配置されている。各給紙カ
セット３に装てんされた用紙は、印字時に、１枚ずつ給紙カセット３から給紙され、画像
形成部３０に送られる。なお、給紙カセット３の数は３つに限られず、それより多くても
少なくてもよい。
【００４２】
　排紙トレイ５は、画像形成装置１の筐体のうち画像形成部３０が収納されている部位の
上方で画像読取部４０が配置されている部位の下方に配置されている。排紙トレイ５には
、画像形成部３０により画像が形成された用紙が筐体の内部から排紙される。
【００４３】
　操作部１１は、画像形成装置１の上部前面（図において正面）側に配置されている。操
作部１１には、ユーザにより押下操作可能な複数の操作ボタン１１ａが配置されている。
また、操作部１１には、情報をユーザに表示する表示パネル（表示部の一例）１３が配置
されている。
【００４４】
　表示パネル１３は、タッチパネルである。表示パネル１３は、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）である。表示パネル１３は、ユーザに案内画
面を表示したり、操作ボタンを表示してユーザからのタッチ操作を受け付けたりする。表
示パネル１３は、ＣＰＵ２０の制御の下、画面制御部１７により制御されて、このような
表示画面（図３に一例を示す。）を表示する。操作部１１は、ユーザにより操作ボタン１
１ａや表示パネル１３へなされる操作入力を受け付ける。操作部１１は、操作ボタン１１
ａや表示パネル１３がユーザにより操作されると、その操作に応じた操作信号又は所定の
コマンドをＣＰＵ２０に送信する。すなわち、ユーザは、操作ボタン１１ａや表示パネル
１３に操作を行うことにより、画像形成装置１に種々の動作を実行させることができる。
【００４５】
　画像形成部３０は、大まかに、トナー像形成部（図示せず）と、用紙搬送部（図示せず
）と、定着装置（図示せず）とを有している。画像形成部３０は、例えば電子写真方式で
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用紙に画像を形成する。
【００４６】
　用紙搬送部は、給紙ローラ、搬送ソーラ、及びそれらを駆動するモータなどで構成され
ている。用紙搬送部は、用紙を給紙カセット３から給紙して、画像形成装置１の筐体の内
部で搬送する。また、用紙搬送部は、画像が形成された用紙を画像形成装置１の筐体から
排紙トレイ５などに排出する。
【００４７】
　定着装置は、加熱ローラ及び加圧ローラを有している。定着装置は、加熱ローラと加圧
ローラとでトナー像が形成された用紙を挟みながら搬送し、その用紙に加熱及び加圧を行
う。これにより、定着装置は、用紙に付着したトナーを溶融させて用紙に定着させ、用紙
に画像を形成する。
【００４８】
　画像読取部４０は、画像形成装置１の筐体の上部に配置されている。画像読取部４０は
、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）４１を有している。画像読取部
４０は、上述のスキャナ機能を実行する。画像読取部４０は、透明な原稿台に配置された
原稿をコンタクトイメージセンサにより走査して、それを画像データとして読み取る。ま
た、画像読取部４０は、原稿トレイにセットされた複数の原稿を１枚ずつＡＤＦ４１によ
り順次取り込みながら、コンタクトイメージセンサにより原稿を読み取り、画像データと
する。
【００４９】
　画像読取部４０により読み取られた画像は、ＣＰＵ２０により、仕上がり画像に変換さ
れる。ＣＰＵ２０は、生成した仕上がり画像を外部装置などに送信したり、仕上がり画像
に基づいて画像形成部３０により用紙に画像を形成したりできる。
【００５０】
　図２は、画像形成装置１のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００５１】
　図２に示すように、画像形成装置１は、上述の各部のほか、ＲＯＭ２３、ＲＡＭ２５、
及び不揮発メモリ２７を有している。
【００５２】
　不揮発メモリ２７は、例えばフラッシュメモリやＨＤＤなどである。不揮発メモリ２７
は、補助記憶装置として用いられる。すなわち、不揮発メモリ２７は、画像形成装置１に
接続されている外部装置などから送られた印刷ジョブのデータや、画像読取部４０で読み
取った画像データなどを記憶する。また、不揮発メモリ２７は、画像形成装置１の設定情
報や、画像形成装置１の種々の動作を行うための制御プログラム２７ａなどを記憶する。
ＣＰＵ２０は、不揮発メモリ２７から制御プログラム２７ａを読み出して、制御プログラ
ム２７ａを実行することで、画像形成装置１の動作の制御などを行うことができる。
【００５３】
　ＲＯＭ２３は、例えばフラッシュＲＯＭ（Ｆｌａｓｈ　Ｍｅｍｏｒｙ）である。ＲＯＭ
２３には、画像形成装置１が動作するときに用いられるデータが記憶されている。ＲＯＭ
２３には、不揮発メモリ２７と同様に、種々の制御プログラムや、画像形成装置１の機能
設定データなどが記憶されていてもよい。ＣＰＵ２０は、ＲＯＭ２３からのデータの読み
込みや、ＲＯＭ２３へのデータの書き込みを行う。なお、ＲＯＭ２３は、書換え不可能な
ものであってもよい。
【００５４】
　ＲＡＭ２５は、ＣＰＵ２０のメインメモリである。ＲＡＭ２５は、ＣＰＵ２０が制御プ
ログラム２７ａを実行するときに必要なデータなどを記憶するのに用いられる。
【００５５】
　ＣＰＵ２０は、画像形成装置１の各部に、信号を送受可能に接続されている。ＣＰＵ２
０は、ＲＯＭ２３、ＲＡＭ２５、又は不揮発メモリ２７などに記憶された制御プログラム
２７ａなどを実行することにより、画像形成装置１の種々の動作を制御する。ＣＰＵ２０
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は、操作部１１から操作信号が送られたり、画像形成装置１に接続されている外部機器な
どから操作コマンドが送信されたりすると、それらに応じて所定の制御プログラム２７ａ
を実行する。これにより、ユーザによる操作部１１の操作などに応じて、画像形成装置１
の所定の機能が実行される。
【００５６】
　ＣＰＵ２０は、例えば、画像データの文字幅の調整やコントラストや配色変換を行う画
像処理部としても機能する。なお、画像処理部は、ＣＰＵ２０そのものとは別に設けられ
ていてもよい。
【００５７】
　図２に示すように、画像形成装置１は、さらに、画面制御部１７、通信部５０、及び認
証管理部８０などを有している。
【００５８】
　画面制御部１７は、表示パネル１３の表示を制御する。画面制御部１７は、表示パネル
１３に表示する表示画面を取得する処理を行う。すなわち、画面制御部１７は、例えば予
め用意されて不揮発メモリ２７やＲＯＭ２３などに記憶されている画像を読み込み、表示
パネル１３に表示したり、表示画面を生成して表示パネル１３に表示したりする。
【００５９】
　通信部５０は、例えば所定の方式による無線通信や有線通信を外部端末との間で行うこ
とができるように構成されている。このとき、通信部５０は外部端末と画像形成装置１と
の間で接続が確立している状態において、データ（文書データ、画像データなど）の通信
を行うことができる。接続が確立していない状態においては、両者間でデータの通信を行
うことができない。
【００６０】
　認証管理部８０は、画像形成装置１について、ユーザ認証を行う。ユーザ認証は、画像
形成装置１を利用するユーザを識別し、認証するジョブである。ユーザは、ユーザ認証に
よる認証を経て、画像形成装置１にログインし、画像形成装置１を利用することができる
。
【００６１】
　ユーザ認証では、例えば不揮発メモリ２７に記憶されている認証データベース（図示せ
ず）が用いられる。認証データベースには、ユーザ認証可能なユーザの情報とそのユーザ
の認証に必要な認証情報とが対応付けられて記録されている。認証情報は、例えばユーザ
毎に設定されたパスワードである。認証データベースには、各ユーザについて実行を許可
する機能に関する情報が、そのユーザに対応付けて記録されている。
【００６２】
　ユーザ認証は、例えば、次に示すようにして行われる。すなわち、まず、ユーザに、ユ
ーザ認証画面が提示される。ユーザ認証画面は、表示パネル１３に表示される。ユーザは
、操作部１１を操作し、画像形成装置１にそのユーザの情報（例えば、アカウント名など
）とパスワードとを入力する。操作部１１にこれらの情報が入力されると、ＣＰＵ２０は
、認証データベースを参照し、入力されたデータに基づいて、そのユーザの認証可否を判
断する。認証可能であれば、ＣＰＵ２０は、そのユーザについて認証成立とし、認証が成
立した認証ユーザについて実行を許可されている機能を実行可能とする。このとき、認証
ユーザは画像形成装置１にログインした状態になる。これにより、画像形成装置１は、画
像形成装置１を用いるユーザを識別できる。
【００６３】
　ユーザ認証を行ってユーザを識別することで、表示パネル１３の表示や利用可能な機能
などを認証されたユーザに適合するものにして、画像形成装置１の利便性を高められる。
また、認証されたユーザが画像形成装置１の近くにいるときに、他のユーザの目に触れな
いようにして印刷物を出力できるなど、高いセキュリティ効果が得られる。
【００６４】
　画像形成装置１において、ＣＰＵ２０は、ユーザ認証により識別したユーザに応じて、
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画像形成装置１の機能についてのユーザの使用権限を管理する。使用権限の管理が行われ
ることで、ユーザ毎に、後述のような印刷の実行操作など、所定の機能の使用を制限する
ことができ、高いセキュリティ効果が得られる。
【００６５】
　なお、ユーザ認証の方式は上記に限られるものではなく、公知の方法を適宜採用するこ
とができる。認証情報の参照先や認証を行う主体などは、上記のものとは異なっていても
よい。例えば、画像形成装置１自身がユーザ認証を行うための認証情報を保有しており、
画像形成装置１がユーザからの認証要求を受け付けて、認証情報に基づいて、そのユーザ
を認証してもよい。また、例えば接触式・非接触式のＩＤカードを用いたカード認証方式
や、ユーザの指紋情報や静脈情報などを利用した生体認証方式などを採用し、ユーザにア
カウント名などの情報やパスワードの入力を要求しないようにしてもよい。認証データベ
ースは、画像形成装置１とは別に設けられたサーバ（図示せず）などで管理されていても
よい。
【００６６】
　本実施の形態において、不揮発メモリ２７には、データの保管場所として、複数のＢＯ
Ｘが設定されている。ＢＯＸは、個々のユーザや、所定のユーザのグループなどに関連付
けて設定された記憶領域である。個々のＢＯＸは、それぞれ、複数のデータを記憶可能で
ある。例えば、ＣＰＵ２０は、外部から送信されたジョブのデータや、画像読取部４０で
読み取った画像データなどを、ＢＯＸに記憶させる。これにより、データを分類・整理し
て不揮発メモリ２７に記憶させることができる。また、ＣＰＵ２０は、ＢＯＸ毎に認証の
有無などに応じたアクセス制限を行う。これにより、ＢＯＸに記憶されているデータのセ
キュリティを確保することができる。さらにまた、ＣＰＵ２０は、ＢＯＸ間でデータを移
動したり複製したりすることができる。読み取られた画像データは、ＣＰＵ２０によりア
プリケーションデータ形式に変換され、ＢＯＸなどに記憶される。
【００６７】
　ＣＰＵ２０は、ＢＯＸなどに記憶された画像データなど（原稿）について、所定の機能
による処理を実行できる。本実施の形態において、画像形成装置１には、印刷、ＦＡＸ，
送信、ＢＯＸ、プログラムといった各機能が設けられており、原稿について、印刷、送信
、データ移動を行うことができる。このような処理は、例えば後述のように、ＢＯＸ内の
原稿画像を選択する操作を行うことで、実行させることができる。
【００６８】
　ここで、操作部１１には、操作位置検出部１５が設けられている。操作位置検出部１５
は、ユーザが表示パネル１３を操作したとき、表示パネル１３上においてその操作入力が
行われた位置を検出する。操作位置検出部１５は、例えば、表示パネル１３上のユーザの
指先などで触れられた位置をユーザの操作位置として検出できる。ＣＰＵ２０は、操作位
置検出部１５で検出されたユーザの操作位置に応じて、制御を行うことができる。
【００６９】
　図３は、表示パネル１３に表示される表示画面の一例を示す図である。
【００７０】
　図３に示されるように、表示パネル１３には、例えば、画像形成装置１の操作を行うた
めの表示画面５０１が表示される。表示画面５０１には、大まかに、原稿アイコンエリア
５１０と機能アイコンエリア５２０とが設けられている。原稿アイコンエリア５１０は、
表示画面５０１のうち左側に配置されている。他方、機能アイコンエリア５２０は、表示
画面５０１のうち右側に配置されている。
【００７１】
　原稿アイコンエリア５１０には、例えば、ＢＯＸのうち１つ（図３においては、ｂｏｘ
Ａ）の内容が表示される。ＢＯＸの内容は、アイコン表示される。すなわち、図３に示さ
れている例では、４つの原稿アイコン５１１，５１２，５１３，５１４が表示されている
。各原稿アイコン５１１～５１４は、それぞれ、原稿１，原稿２，原稿３，原稿４に対応
するものである。ここで原稿１～４は、例えば、テキストデータであったり、画像データ
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であったり、ＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ）形式のデー
タであったり、その他のアプリケーションのデータ形式のデータである。画像形成装置１
は、これらの形式の原稿について、印刷等を行うことができる。
【００７２】
　機能アイコンエリア５２０には、５つの機能アイコン５２１～５２５が表示されている
。すなわち、印刷アイコン５２１、ファクシミリアイコン５２２、送信アイコン５２３、
ＢＯＸアイコン５２４、プログラムアイコン５２５である。印刷アイコン５２１は、画像
形成装置１の印刷機能（プリンタとしての機能）に対応する。ファクシミリアイコン５２
２は、画像形成装置１のファクシミリ機能に対応する。送信アイコン５２３は、画像形成
装置１の送信機能（情報送信機能）に対応する。ＢＯＸアイコン５２４は、画像形成装置
１のＢＯＸへの記憶機能に対応する。プログラムアイコン５２５は、画像形成装置１の登
録プログラム機能に対応する。
【００７３】
　ユーザは、表示画面５０１に表示された原稿アイコン５１１～５１４のそれぞれを操作
することにより、画像形成装置１に、操作した原稿アイコン５１１～５１４に対応する原
稿についての処理を実行させることができる。また、ユーザは、機能アイコン５２１～５
２５のそれぞれを操作することにより、画像形成装置１に、操作した機能アイコン５２１
～５２５に対応する機能を実行させることができる。ユーザは、表示パネル１３上に触れ
ることにより（タッチ操作）、これらの操作を行うことができる。
【００７４】
　ここで、原稿アイコン５１１～５１４は、ユーザのドラッグ操作に応じて、表示画面５
０１上で移動可能に表示されている。すなわち、原稿アイコン５１１～５１４をユーザが
指しながら、その指した位置を表示画面５０１上で移動させると（ドラッグ操作）、ユー
ザが指している位置に、指された原稿アイコン５１１～５１４が移動する。換言すると、
ユーザにより指された原稿アイコン５１１～５１４は、ユーザが指す位置が変化するのに
追従して、表示画面５０１上で移動する。
【００７５】
　ユーザは、原稿アイコン５１１～５１４について、機能アイコン５２１～５２５に向け
てドラッグ操作やフリック操作などの方向性を伴う操作を行ったり、ドロップ操作を行っ
たりすることができる。このような操作が行われると、画像形成装置１は、操作された原
稿アイコン５１１～５１４に対応する原稿について、処理を実行する。処理は、ユーザが
行った操作態様に応じて行われる。また、ユーザが上記方向性を伴う操作を行ったときに
は、処理は、ユーザが行った操作の方向性と機能アイコン５２１～５２５の位置などに応
じて行われる。
【００７６】
　これらの処理は、例えば、ＣＰＵ２０が、制御プログラム２７ａを実行し、画像形成装
置１の各部を制御することで実現される。以下、原稿アイコン５１１～５１４のうち例え
ば原稿アイコン５１１がユーザにより操作された場合を想定して、そのとき行われる画像
形成装置１の動作について説明する。
【００７７】
　図４は、原稿アイコン５１１の操作が行われたときに画像形成装置１で行われる動作の
一例を説明するフローチャートである。
【００７８】
　図４に示されるように、ステップＳ１０１において、原稿アイコン５１１が押下操作さ
れると、ドラッグ操作が開始される。ＣＰＵ２０は、ユーザによる当該ドラッグ操作が行
われたことを検知し、受け付ける。
【００７９】
　ステップＳ１０２において、ＣＰＵ２０は、操作された原稿アイコン５１１の位置Ｘを
取得する。位置Ｘは、ドラッグ操作が検出される前の原稿アイコン５１１の位置である。
位置Ｘは、表示画面５０１上の位置であり、例えば二次元の座標として示される。
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【００８０】
　ステップＳ１０３において、ＣＰＵ２０は、ドラッグ操作が続けられることにより、原
稿アイコン５１１が所定の距離だけ移動したか否かを判断する。本実施の形態では、例え
ば、原稿アイコン５１１が位置Ｘから所定の距離だけ離れたとき、ＣＰＵ２０は、所定の
距離だけ移動したと判断する。なお、これに限られず、ＣＰＵ２０は、原稿アイコン５１
１の移動軌跡の距離が所定の距離に達したとき、所定の距離だけ移動したと判断するよう
にしてもよい。
【００８１】
　ステップＳ１０３で所定の距離だけ移動したと判断された場合には、ステップＳ１０４
の処理を行う。ステップＳ１０４において、ＣＰＵ２０は、そのときの原稿アイコン５１
１の位置Ｙを取得する。すなわち、ＣＰＵ２０は、ドラッグ操作により所定距離だけ移動
した後の原稿アイコン５１１の位置Ｙを取得する。
【００８２】
　ステップＳ１０５において、ＣＰＵ２０は、取得した位置Ｘと位置Ｙとを用いて、原稿
アイコン５１１の移動方向を算出する。
【００８３】
　ステップＳ１０６において、ＣＰＵ２０は、例えば原稿アイコン５１１の当初の位置Ｘ
を始点として、その始点から見て、算出した移動方向上に、機能アイコン５２１～５２５
のいずれかがあるか否かを判断する。ＣＰＵ２０は、移動方向上に機能アイコン５２１～
５２５がある場合、ユーザのドラッグ操作は、その機能アイコン５２１～５２５と原稿ア
イコン５１１とを対応付けるものであると判定できる。この判定は、原稿アイコン５１１
の表示画面５０１における位置、機能アイコン５２１～５２５の表示画面における位置、
及びユーザのドラッグ操作の方向性に基づいて行われるものである。
【００８４】
　ステップＳ１０６において機能アイコン５２１～５２５がなければ、ＣＰＵ２０は、こ
こまでの一連の処理を終了する。なお、このとき、ＣＰＵ２０は、ユーザによる操作が継
続して行われていれば、原稿アイコン５１１についてのドラッグ操作が引き続き行われて
いるものとして以降の操作を受け付ける。これに限られず、ＣＰＵ２０は、ユーザによる
操作が継続して行われているか否かにかかわらず、ドラッグ操作がキャンセルされたもの
と判断するようにしてもよい。
【００８５】
　他方、ステップＳ１０６において機能アイコン５２１～５２５のいずれかがあれば、ス
テップＳ１０７において、ＣＰＵ２０は、その機能アイコン５２１～５２５の表示態様を
変更する。表示態様の変更は、例えば、ユーザが表示画面５０１を見て把握できるように
行われる。表示態様の変更の詳細については、後述する。
【００８６】
　ステップＳ１０８において、ＣＰＵ２０は、原稿アイコン５１１についてドロップ操作
（原稿アイコン５１１を離す操作）が行われたか否かを判断する。ＣＰＵ２０は、ドロッ
プ操作が行われるまで、待機する。
【００８７】
　ステップＳ１０８でドロップ操作が行われたことが検出されると、ステップＳ１０９に
おいて、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１０７において表示態様を変更した機能アイコン５２
１～５２５に対応する機能により、原稿アイコン５１１に対応する原稿についての処理を
実行させる。
【００８８】
　このとき、ＣＰＵ２０は、原稿アイコン５１１に対応する原稿についての処理を、実行
する機能に対応する機能アイコン５２１～５２５についての初期モードで実行する。初期
モードは、予め、その機能アイコン５２１～５２５について設定された実行モードである
。例えば、印刷機能に関しては、カラー印刷であるかモノクロ印刷であるかの別や、用紙
サイズや、トナー濃度などの設定事項に関する設定値が、実行モードについて設定可能で
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ある。初期モードは、例えば、これらの設定事項について標準的な設定値が設定されてい
る実行モードである。なお、初期モードは、適宜ユーザが変更可能なものであってもよい
。
【００８９】
　このようにして原稿アイコン５１１に対応する原稿について機能アイコン５２１～５２
５に対応する機能により処理が行われると、原稿アイコン５１１のドラッグ操作が行われ
てからの一連の動作が終了する。ドラッグ操作が継続して行われることによって、表示画
面５０１において原稿アイコンが機能アイコンに近接する（例えば、表示画面５０１にお
いて原稿アイコン５１１が機能アイコン５２１～５２５のいずれかに重なったり、互いの
距離が極めて近くなったりする状態をいう。）よりも前に、この処理は行われることとな
る。
【００９０】
　図５は、原稿アイコン５１１のドラッグ操作について説明する第１の図である。
【００９１】
　図５においては、原稿アイコンエリア５１０に原稿アイコン５１１のみが表示されてい
る場合を仮定して示している。図５において、ユーザの手の形は、ユーザの操作位置（原
稿アイコン５１１を押下してからの押下位置）を示している。
【００９２】
　原稿アイコン５１１についてユーザがドラッグ操作した場合を想定する。このとき、ユ
ーザの操作位置が変わるにつれて、原稿アイコン５１１の位置が移動する。例えば、ユー
ザが、操作位置５３０から操作位置５３１までドラッグ操作を行うと、原稿アイコン５１
１は、原稿アイコン５１１ａとして示される位置まで移動する。
【００９３】
　ここで、操作位置５３０（位置Ｘ）から、所定の距離Ｄ１だけ離れた位置の操作位置５
３１（位置Ｙ）までユーザがドラッグ操作を行うと、ＣＰＵ２０により、ドラッグ操作の
方向性が算出される。そして、ＣＰＵ２０は、ドラッグ操作の操作方向に、機能アイコン
５２１～５２５が位置するか否かを判定する。
【００９４】
　図６は、原稿アイコン５１１のドラッグ操作について説明する第２の図である。
【００９５】
　ドラッグ操作の操作方向に、機能アイコン５２１～５２５が位置すると判定されると、
当該機能アイコン５２１～５２５の表示態様が変更される。例えば、図５に示される例に
おいては、ユーザの操作方向に、印刷アイコン５２１が位置している。このとき、図６に
示されるように、印刷アイコン５２１は、若干通常時よりも拡大された印刷アイコン５２
１ａとして表示される。これにより、その存在が強調されるようにして、印刷アイコン５
２１ａが表示される。
【００９６】
　本実施の形態において、ドラッグ操作の操作方向に、機能アイコン５２１～５２５が位
置すると判定されると、ＣＰＵ２０は、原稿アイコン５１１と、当該機能アイコン５２１
とを対応付ける線５４１を表示画面５０１に描画する。原稿アイコン５１１と印刷アイコ
ン５２１とを対応付ける線５４１が表示画面５０１上に線５４１が表示される。線５４１
は、ユーザの操作方向を示すものとなる。ユーザは、この線５４１を見て、ドラッグ操作
の操作方向が、印刷アイコン５２１に向く方向であることを容易に確認できる。
【００９７】
　線５４１は、例えば点線である。これに限られず、矢印や実線によって、操作方向や、
原稿アイコン５１１と印刷アイコン５２１との対応付けが示されるようにしてもよい。
【００９８】
　なお、ユーザの操作の方向性が算出されたとき、ユーザの操作方向に機能アイコン５２
１～５２５が位置するか否かにかかわらず、線５４１が表示されるようにしてもよい。ユ
ーザは、この線５４１を見て、ドラッグ操作の操作方向がどのようであるか、容易に確認
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できる。
【００９９】
　図７は、機能アイコン５２１～５２５の表示態様の変更例について説明する図である。
【０１００】
　なお、機能アイコン５２１～５２５の表示態様の変更は、上述のようにそのアイコンを
拡大表示することにより行われるものに限られない。例えば、図５に示されるようにユー
ザの操作方向に印刷アイコン５２１が位置しているとき、図７に示されるように、印刷ア
イコン５２１は、若干通常時よりも表示色が変更された印刷アイコン５２１ｂとして表示
されるようにしてもよい。このような表示色を変更することによっても、印刷アイコン５
２１ｂの存在が強調されるように表示できる。これにより、ドラッグ操作の操作方向に印
刷アイコン５２１があることがユーザにより容易に認識される。
【０１０１】
　ユーザにより、例えば原稿アイコン５１１について操作方向に印刷アイコン５２１が位
置するようにドラッグ操作を行われると、このように、原稿アイコン５１１に関連付いて
いる印刷アイコン５２１の表示態様が変更されたり、線５４１が表示されたりする。ユー
ザは、これを表示画面５０１で確認すると、原稿アイコン５１１のドロップ操作を行う。
ドロップ操作が行われると、そのとき原稿アイコン５１１に関連付いている印刷アイコン
５２１の印刷機能が、原稿アイコン５１１に対応する原稿の情報について実行される。印
刷機能は、印刷機能の初期モードで実行される。例えば印刷機能について、初期モードと
して、両面印刷及びいわゆる２ｉｎ１印刷を行うことが設定されている場合には、印刷ジ
ョブの実行時において、原稿が、いわゆる２ｉｎ１で、両面印刷される。
【０１０２】
　なお、ユーザは、表示画面上で所定の入力を行うことにより、所定の実行モード（印刷
機能の実行モード、ファクシミリ機能の実行モード、…など）での機能の実行時に用いら
れる設定値を設定することができる。例えば、ユーザは、印刷機能について、初期モード
として両面印刷及び２ｉｎ１印刷を行うことが設定されている場合において、初期モード
として片面印刷及び１枚の用紙に１ページの印刷を行うように、設定できる。
【０１０３】
　このように、第１の実施の形態においては、ユーザは、処理対象とする原稿アイコン５
１１～５１４について、所望の機能に対応する機能アイコン５２１～５２５に向けてドラ
ッグ操作を行い、ドロップ操作を行うことで、容易にその機能の初期モードで処理を実行
させることができる（以下、このような操作方法を、短縮操作ということがある。）。原
稿アイコン５１１～５１４を機能アイコン５２１～５２５に近接させる前に処理を実行さ
せることができるので、ユーザによるドラッグ操作は短時間、短距離でよい。したがって
、初期モードによる処理の実行を速やかに指示可能である。例えば、出力態様にこだわら
ない、初期モードで出力してよい原稿については、すばやく、容易な操作で、印刷ジョブ
を投入することができる。その結果、ユーザは、速やかに印刷物を得ることができる。
【０１０４】
　なお、原稿アイコン５１１～５１４についてドラッグ操作が行われたとき、その移動方
向にある機能アイコン５２１～５２５（原稿アイコン５１１～５１４に対応付けられてい
る機能アイコン５２１～５２５）について、表示態様の変更は行われなくてもよい。また
、両者を結ぶような線５４１は、表示されなくてもよい。
【０１０５】
　また、原稿アイコン５１１～５１４についてドラッグ操作が行われた結果、その操作さ
れた原稿アイコン５１１～５１４が所定距離だけ移動した場合に、ドロップ操作が行われ
なくても、移動方向にある機能アイコン５２１～５２５の機能で、初期モードによる処理
が実行されるようにしてもよい。
【０１０６】
　［第２の実施の形態］
【０１０７】
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　第２の実施の形態における画像形成装置の基本的な構成は、第１の実施の形態における
それと同じであるためここでの説明を繰り返さない。ユーザは、初期モードによる処理の
実行方法も、第１の実施の形態における短縮操作と同様にして行うことができる。第２の
実施の形態においては、初期モードによる処理の実行と詳細設定したうえでの処理の実行
とを容易に区別して画像形成装置１に指示可能である点が第１の実施の形態と異なる。
【０１０８】
　第２の実施の形態に係る画像形成装置１では、原稿アイコン５１１～５１４がドラッグ
操作され、機能アイコン５２１～５２５にドロップ操作されたとき、機能アイコン５２１
～５２５に対応する機能の詳細設定モードに動作モードが移行する。詳細設定モードでは
、ドロップ操作がされた機能アイコン５２１～５２５に対応する詳細設定画面が、表示画
面５０１に表示される。ユーザは、詳細設定画面で、ドロップ操作された機能アイコン５
２１～５２５に対応する機能について詳細設定を行った上で、その機能を実行させること
ができる。
【０１０９】
　図８は、第２の実施の形態における画像形成装置１を用いた操作と表示画面５０１との
関係の一例を説明する図である。
【０１１０】
　以下、一例として、原稿アイコン５１１に対応する原稿を詳細設定を行ったうえで印刷
する場合について、ユーザが行う操作と画像形成装置１の動作とを説明する。
【０１１１】
　図８に示されるように、ユーザは、原稿アイコン５１１を押下操作し（操作位置５３０
）、印刷アイコン５２１に向けてドラッグする（ドラッグ操作）。ここで、印刷アイコン
５２１に向けてドラッグ操作が行われ、所定距離原稿アイコン５１１が移動すると、原稿
アイコン５１１と印刷アイコン５２１とが関連付いていると判断される。その結果、第１
の実施の形態と同様に、印刷アイコン５２１が拡大表示される（印刷アイコン５２１ａ）
。このように印刷アイコン５２１の表示態様が変更された後に、印刷アイコン５２１とは
離れた位置でドロップ操作が行われると、原稿について、初期モードでの印刷が実行され
ることになる（短縮操作による初期モードでの印刷実行。）。
【０１１２】
　ドロップ操作が行われずに操作が継続され、図８に示されるように原稿アイコン５１１
が印刷アイコン５２１に重なるまで移動されると（図８において操作位置５３２、原稿ア
イコン５１１ｂとして示されている。）、ユーザは、ドロップ操作を行う。ユーザがドロ
ップ操作を行うと、印刷機能に関する詳細設定画面が、表示パネル１３に表示画面として
表示される。すなわち、印刷機能の詳細設定モードに画像形成装置１の動作モードが移行
する。
【０１１３】
　図９は、印刷機能に関する詳細設定画面の一例を示す図である。
【０１１４】
　図９に示されるように、印刷機能に関する詳細設定画面５５１には、５つの機能設定ボ
タン５６１～５６５が設けられている。ユーザは、各機能設定ボタン５６１～５６５を操
作することで、そのボタンに対応する設定を行うことができる。原稿画質設定ボタン５６
１は、印刷画質に関する設定を行うためのボタンである。カラー設定ボタン５６２は、印
刷をカラーで行うかモノクロで行うかなどを設定するためのボタンである。濃度設定ボタ
ン５６３は、印刷濃度を設定するためのボタンである。用紙設定ボタン５６４は、印刷す
る用紙の大きさや、厚みなどに関する設定を行うためのボタンである。倍率設定ボタン５
６５は、小さい用紙に原稿を縮小して印刷するときや、大きい用紙に原稿を拡大して印刷
するときなどに設定を行うためのボタンである。ユーザは、このような詳細設定画面５５
１を経て、設定を行った後、所定の操作を行うことで、印刷を実行させることができる。
【０１１５】
　これらの処理は、例えば、ＣＰＵ２０が、制御プログラム２７ａを実行し、画像形成装
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置１の各部を制御することで実現される。以下、原稿アイコン５１１～５１４のうち例え
ば原稿アイコン５１１がユーザにより操作された場合を想定して、そのとき行われる画像
形成装置１の動作について説明する。
【０１１６】
　図１０は、第２の実施の形態において原稿アイコン５１１の操作が行われたときに画像
形成装置１で行われる動作の一例を説明する第１のフローチャートである。
【０１１７】
　図１０において、ステップＳ２０１からステップＳ２０８までの処理は、第１の実施の
形態のステップＳ１０１からステップＳ１０８までの処理と同様である。すなわち、ＣＰ
Ｕ２０は、原稿アイコン５１１についてドラッグ操作が行われると、その移動方向にある
機能アイコン５２１～５２５についての表示態様を変更する。そして、ＣＰＵ２０は、原
稿アイコン５１１が離されたか否か（ドロップ操作が行われたか否か）について、判断す
る。
【０１１８】
　ステップＳ２０８で原稿アイコン５１１が離されると、ステップＳ２０９において、Ｃ
ＰＵ２０は、離された位置に機能アイコン５２１～５２５が存在するか否かを判断する。
【０１１９】
　ステップＳ２０９において存在しない場合には（ＮＯ）、ステップＳ２１０において、
ＣＰＵ２０は、初期モードで、操作方向に対応する機能アイコン５２１～５２５の機能を
実行する。
【０１２０】
　ステップＳ２０９において存在する場合には（ＹＥＳ）、ステップＳ２１１において、
ＣＰＵ２０は、機能アイコン５２１～５２５に対応する機能について設定するための詳細
設定モードに動作モードを移行する。これにより、詳細設定画面が表示される。
【０１２１】
　図１１は、第２の実施の形態において原稿アイコン５１１の操作が行われたときに画像
形成装置１で行われる動作の一例を説明する第２のフローチャートである。
【０１２２】
　図１０のステップＳ２０６では、原稿アイコン５１１の移動方向に機能アイコン５２１
～５２５があるか否かが判断される。機能アイコン５２１～５２５がなければ、図１１の
処理に進む。
【０１２３】
　ステップＳ２０６で移動方向に機能アイコン５２１～５２５がなければ、ステップＳ２
１２の処理が行われる。すなわち、図１１に示されるように、ステップＳ２１２において
、ＣＰＵ２０は、原稿アイコン５１１がドロップ操作されたか否かを判断する。ドロップ
操作された途判断されれば、ステップＳ２１３の処理に移る。
【０１２４】
　ステップＳ２１３において、ＣＰＵ２０は、原稿アイコン５１１が離された位置に、機
能アイコン５２１～５２５があるか否かを判断する。
【０１２５】
　ステップＳ２１３で機能アイコン５２１～５２５があれば、ステップＳ２１４において
、ＣＰＵ２０は、ステップＳ２１１と同様に、その機能アイコン５２１～５２５に対応す
る機能について設定するための詳細設定モードに動作モードを移行する。
【０１２６】
　他方、ステップＳ２１３で機能アイコン５２１～５２５がなければ、ステップＳ２１５
において、ＣＰＵ２０は、ドラッグ処理をキャンセルする。すなわち、原稿アイコン５１
１についての処理は実行されず、表示画面５０１の表示が操作前の状態に戻る。
【０１２７】
　第２の実施の形態において、印刷アイコン５２１とは異なる機能アイコン５２２～５２
５に原稿アイコン５１１がドロップ操作されたときには、それぞれの機能アイコン５２２



(26) JP 5874465 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

～５２５に応じて、例えば次のように詳細設定画面が表示される。
【０１２８】
　例えば、ファクシミリアイコン５２２にドロップ操作が行われると、ファクシミリ送信
機能についての詳細設定画面として、ファクシミリ送信の送信先選択画面が表示される。
送信先選択画面では、ファクシミリ送信の送信先を、予め登録されている送信先候補から
選択することで指定したり、直接に番号入力を行って指定したりできる。なお、ファクシ
ミリアイコン５２２について短縮操作が行われ、初期モードで処理が行われる場合にも、
送信先選択画面が表示されるようにしてもよいし、所定の送信先に送信する処理が実行さ
れるようにしてもよい。
【０１２９】
　また、例えばプログラムアイコン５２５にドロップ操作が行われると、登録プログラム
機能についての詳細設定画面が表示される。画像形成装置１では、予め、ユーザにより選
択された機能について、所望の設定値を関連付けたうえで登録されている（登録プログラ
ム）。この詳細設定画面では、このような、予め特定の印刷設定や送信設定が行われた登
録プログラムについての設定画面が表示される。ユーザは、詳細設定画面の登録プログラ
ムを選択したり、設定値を用いて指定したり、直接に番号入力を行って指定したりできる
。これにより、ユーザは、容易に、原稿について、その登録プログラムで設定された内容
に基づいて機能を実行させることができる。
【０１３０】
　ここで、詳細設定画面は、プログラム登録された設定値が反映された状態で表示される
。例えば、登録プログラムとして、両面印刷及びいわゆる４ｉｎ１印刷を行うことが設定
されているとき、詳細設定モードに動作モードが移行すると、４ｉｎ１設定及び両面印刷
設定が既に選択されている状態で、詳細設定画面が表示される。なお、プログラムアイコ
ン５２５について、短縮操作が行われ、初期モードで処理が実行がされるときには、選択
原稿に対して、両面印刷及び４ｉｎ１印刷を行うように、ジョブが実行される。
【０１３１】
　図１２は、原稿アイコン５１１が送信アイコン５２３にドロップ操作されるときの画像
形成装置１の動作の一例を説明する図である。
【０１３２】
　図１２に示されるように、原稿アイコン５１１が、送信アイコン５２３上までドラッグ
された場合を想定する（図１２において、原稿アイコン５１１ｃ及び操作位置５３３で示
されている。なお、図１２では、機能アイコン５２１～５２５に関する表示態様の変更は
示されていない。）。この場合において、送信アイコン５２３にドロップ操作が行われる
と、情報送信機能についての詳細設定画面として、情報送信の送信先選択画面が表示され
る。ここで、情報送信機能では、例えば、ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）や電子メールにより、原稿のデータが送信先に送信される。
【０１３３】
　図１３は、情報送信機能に関する送信先選択画面の一例を示す図である。
【０１３４】
　図１３に示されるように、情報送信機能に関する送信先選択画面５５３には、カラー設
定ボタン５７２と、濃度設定ボタン５７３と、倍率設定ボタン５７４と、送信先選択ボタ
ン５７５とが配置されている。機能設定ボタン５７２～５７４は、印刷機能に関する詳細
設定画面５５１における機能設定ボタン５６２，５６３，５６５と同様のはたらきをする
ものである。送信先選択ボタン５７５は、ここでは例えば４人のユーザについて送信先と
する選択操作を受け付け可能に表示されている。各ユーザのボタンについては、そのユー
ザの連絡先情報（例えば、電子メールアドレスや、ＦＴＰサーバのアドレス及びアカウン
トなど）が関連付けられている。
【０１３５】
　ユーザは、このように表示された送信先選択画面５５３から、送信先とするユーザの選
択操作を行う。あわせて、必要であれば、送信する原稿の情報についてのカラー、濃度、
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倍率などを設定する操作を、機能設定ボタン５７２～５７４を利用して行うことができる
。これにより、機能設定ボタン５７２～５７４を通じて設定された状態で、原稿の情報が
、選択されたユーザに送信される。
【０１３６】
　なお、原稿アイコン５１１について、送信アイコン５２３に向けた短縮操作が行われる
と、ＣＰＵ２０は、所定の送信先に、原稿アイコン５１１に対応する原稿の情報の送信を
行う。例えば、個人ユーザが画像形成装置１にログインし、ＢＯＸ内の原稿を送信する場
合を想定する。この場合、初期モードでは、操作した個人ユーザの送信宛先に原稿を送信
するジョブが実行される（Ｓｃａｎ－ｔｏ－ｍｅ機能）。Ｓｃａｎ－ｔｏ－ｍｅ機能は、
予め、個人ユーザの情報の１つとして、そのユーザの電子メールアドレスを設定しておく
ことで、自分あてに原稿を送信する機能である。送信機能が初期モードで実行されると、
選択された原稿が、自分の電子メールアドレスあてに送信される。これにより、速やかに
情報送信を行うことができる。
【０１３７】
　図１４は、原稿アイコン５１１がＢＯＸアイコン５２４にドロップ操作されるときの画
像形成装置１の動作の一例を説明する図である。
【０１３８】
　図１４に示されるように、原稿アイコン５１１が、ＢＯＸアイコン５２４上までドラッ
グされた場合を想定する（図１４において、原稿アイコン５１１ｄ及び操作位置５３４で
示されている。なお、図１４では、機能アイコン５２１～５２５に関する表示態様の変更
は示されていない。）。この場合において、ＢＯＸアイコン５２４にドロップ操作が行わ
れると、ＢＯＸへの情報記憶機能についての詳細設定画面として、記憶領域選択画面が表
示される。ここで、情報記憶機能では、例えば、スキャンにより読み取られた画像等、種
々の原稿が、あるＢＯＸから、記憶先のＢＯＸに記憶される。
【０１３９】
　図１５は、ＢＯＸへの情報記憶機能に関する記憶領域選択画面の一例を示す図である。
【０１４０】
　図１５に示されるように、情報記憶機能に関する記憶領域選択画面５５５には、例えば
４つのＢＯＸ選択ボタン５８１～５８４が配置されている。ＢＯＸ選択ボタン５８１は、
例えば「ボックス１」のＢＯＸに対応する。ＢＯＸ選択ボタン５８２は、例えば「ボック
ス２」のＢＯＸに対応する。ＢＯＸ選択ボタン５８３は、例えば「ボックス３」のＢＯＸ
に対応する。ＢＯＸ選択ボタン５８４は、例えば「ボックス４」のＢＯＸに対応する。
【０１４１】
　ユーザは、このように表示された記憶領域選択画面５５５において、記憶先とするＢＯ
Ｘの選択操作を行う。原稿の情報は、このようにして選択されたＢＯＸ選択ボタン５８１
～５８４に対応するＢＯＸに、記憶される。
【０１４２】
　なお、原稿アイコン５１１について、ＢＯＸアイコン５２４に向けた短縮操作が行われ
ると、ＣＰＵ２０は、所定の記憶領域に、原稿アイコン５１１に対応する原稿の情報の記
憶を行う。例えば、操作したユーザのＢＯＸに、原稿の情報が記憶される。これにより、
速やかに情報記憶を行うことができる。
【０１４３】
　以上説明したように、第２の実施の形態によれば、短縮操作により初期モードで各機能
を実行させられ、かつ、原稿アイコン５１１～５１４をドラッグ操作した後、機能アイコ
ン５２１～５２５にドロップ操作することで、詳細設定画面を表示させて各機能を実行さ
せることができる。したがって、直感的な操作で、様々な態様で機能を実行させることが
できる。
【０１４４】
　［第３の実施の形態］
【０１４５】
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　第３の実施の形態における画像形成装置の基本的な構成は、第２の実施の形態における
それと同じであるためここでの説明を繰り返さない。ユーザは、初期モードによる処理の
実行方法も、第２の実施の形態における短縮操作と同様にして行うことができる。第３の
実施の形態においては、第２の実施の形態と同様に短縮操作が行われた後に、ドラッグ操
作の方向が変化すると、その変化後のドラッグ操作の方向に応じて、機能アイコンとの対
応付けが行われる。
【０１４６】
　第３の実施の形態に係る画像形成装置１では、ＣＰＵ２０は、原稿アイコン５１１～５
１４がドラッグ操作された後、ドラッグ操作の操作方向（原稿アイコン５１１～５１４の
移動方向）が変化すると、それを検出する。そして、その後、ＣＰＵ２０は、ドラッグ操
作により原稿アイコン５１１～５１４が所定距離だけ移動すると、移動後の原稿アイコン
５１１～５１４の位置を検出する。ＣＰＵ２０は、ドラッグ操作の操作方向が変わってか
らの操作方向を、原稿アイコン５１１～５１４の操作方向が変化したときの位置（ここが
基点となる。）と、移動後の位置とから算出する。そして、その算出した原稿アイコン５
１１～５１４の移動方向に機能アイコン５２１～５２５があるか否かを判定する。機能ア
イコン５２１～５２５があれば、その機能アイコン５２１～５２５と原稿アイコン５１１
～５１４とを対応付ける。すなわち、その後原稿アイコン５１１～５１４がドロップ操作
がされたときには、対応付けられている機能アイコン５２１～５２５の機能で、当該原稿
アイコン５１１～５１４の原稿についての処理が初期モードで実行される。
【０１４７】
　図１６は、第３の実施の形態における画像形成装置１を用いた操作と表示画面５０１と
の関係の一例を説明する図である。
【０１４８】
　以下、一例として、原稿アイコン５１１に対応する原稿の情報について、初期モードで
ＢＯＸに送信詳細設定を行う場合について、ユーザが行う操作と画像形成装置１の動作と
を説明する。以下の説明では、原稿アイコン５１１のドラッグ操作が開始されてから、い
ったん印刷アイコン５２１に向けてドラッグ操作が行われ、その後、ＢＯＸアイコン５２
４に向けて操作方向が変更された場合を想定する。
【０１４９】
　原稿アイコン５１１のドラッグ操作が印刷アイコン５２１に向けて開始されると（操作
位置５３１から操作位置５３１）、印刷アイコン５１１の表示態様が変更される。そして
、操作位置５３１からドラッグ操作の操作方向が変更され、操作位置５３１から所定距離
だけ移動した位置（操作位置５３１ａ）までドラッグ操作が継続されると、操作位置５３
１及び操作位置５３１ａから特定される操作方向に、機能アイコン５２１～５２５がある
か否かが確認される。ここでは、ドラッグ操作はＢＯＸアイコン５２４に向けて行われて
いるところ、図１６に示されるように、操作方向にはＢＯＸアイコン５２４が存在する。
そのため、原稿アイコン５１１ａとＢＯＸアイコン５２４とが対応付けられ、ＢＯＸアイ
コン５２４の表示態様は変更される（５２４ａ）。
【０１５０】
　このとき、表示画面５０１において、第１の実施の形態と同様に、操作位置５３１に対
応する原稿アイコン５１１ａとＢＯＸアイコン５２４との間を結ぶように、線５４１ａが
表示される。これにより、原稿アイコン５１１とＢＯＸアイコン５２４とが対応付けられ
ていることを、ユーザが容易に把握できる。なお、線５４１ａは表示されなくてもよい。
【０１５１】
　ここで、先に表示態様が変更された印刷アイコン５２１は、ドラッグ操作の操作方向が
変更されたときに、表示態様が通常どおりのものに戻される。換言すると、ドラッグ操作
の操作方向が変更され、操作方向に印刷アイコン５２１があるとはいえなくなったときに
、原稿アイコン５１１と印刷アイコン５２１との対応付けは解除される。
【０１５２】
　このようにして原稿アイコン５１１がＢＯＸアイコン５２４と対応付けられると、ユー
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ザは、ドロップ操作を行うことで、原稿アイコン５１１に対応する原稿の情報について、
初期モードで、ＢＯＸへの情報記憶機能を実行させることができる。
【０１５３】
　第３の実施の形態においては、ユーザは、ドラッグ操作を開始した後でも、最初からド
ラッグ操作をやり直すことなく、実行対象の機能を変更できる。したがって、画像形成装
置１がより使いやすいものとなる。
【０１５４】
　［第４の実施の形態］
【０１５５】
　第４の実施の形態における画像形成装置の基本的な構成は、第２の実施の形態における
それと同じであるためここでの説明を繰り返さない。ユーザは、初期モードによる処理の
実行方法も、第２の実施の形態における短縮操作と同様にして行うことができる。第４の
実施の形態においては、原稿アイコンについてフリック操作が行われた場合においても、
機能アイコンとの対応付けが行われる。
【０１５６】
　図１７は、第４の実施の形態において原稿アイコンのフリック操作が行われた場合の画
像形成装置１の動作を示すフローチャートである。
【０１５７】
　図１７に示されるように、ステップＳ３０１において、原稿アイコン５１１～５１４に
ついてユーザによるフリック操作が行われると、ＣＰＵ２０はそれを検知する。
【０１５８】
　ステップＳ３０２において、ＣＰＵ２０は、フリック操作の方向（フリック方向）を取
得する。
【０１５９】
　ステップＳ３０３において、ＣＰＵ２０は、フリック方向に機能アイコン５２１～５２
５があるか否かを判断する。判断は、フリック方向と、機能アイコン５２１～５２５のそ
れぞれの位置と、フリック操作が行われた原稿アイコン５１１～５１４の位置とに応じて
行われる。
【０１６０】
　ステップＳ３０３において機能アイコン５２１～５２５がなければ、ステップＳ３０４
において、ＣＰＵ２０は、フリック操作に対する処理を行わず、処理をキャンセルする。
【０１６１】
　他方、ステップＳ３０３において機能アイコン５２１～５２５があれば、ステップＳ３
０５において、ＣＰＵ２０は、機能アイコン５２１～５２５の表示態様を変更する。すな
わち、機能アイコン５２１～５２５と原稿アイコン５１１～５１４とを対応付ける。
【０１６２】
　ステップＳ３０６において、ＣＰＵ２０は、該当する機能アイコン５１１～５１４に対
応する機能で、フリック操作が行われた原稿アイコン５１１～５１４の原稿についての処
理を実行する。処理は、その機能の初期モードで行われる。
【０１６３】
　図１８は、第４の実施の形態における画像形成装置１を用いた操作と表示画面５０１と
の関係の一例を説明する図である。
【０１６４】
　以下、一例として、原稿アイコン５１１に対応する原稿について、初期モードで印刷機
能を実行させる場合について、ユーザが行う操作と画像形成装置１の動作とを説明する。
【０１６５】
　図１８に示されるように、ユーザは、原稿アイコン５１１について、アイコン画像に指
で触れた後、その指をはじくようにして、フリック操作を行う。図１８において、フリッ
ク操作の方向は、矢印Ｆ１で示されている。フリック操作が、印刷アイコン５２１に向け
て行われると、ＣＰＵ２０は、印刷アイコン５２１と原稿アイコン５１１とを対応付ける
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。これにより、原稿アイコン５１１に対応する原稿について、初期モードで、印刷する処
理が実行される。
【０１６６】
　他の機能アイコン５２２～５２５に向けてフリック操作が行われたときの動作も、これ
と同様である。すなわち、原稿アイコン５１１に対応付けられた機能アイコン５２２～５
２５が次のそれぞれである場合において、実行される処理は、例えば、次のようである。
【０１６７】
　ファクシミリアイコン５２２の場合、例えば、宛先選択画面が表示される。なお、原稿
アイコン５１１のファクシミリアイコン５２２へのドロップ操作が行われた場合にも、第
２の実施の形態と同様に、宛先選択画面が表示される。
【０１６８】
　送信アイコン５２３の場合、Ｓｃａｎ－ｔｏ－ｍｅ機能により原稿が送信される。なお
、原稿アイコン５１１の送信アイコン５２３へのドロップ操作が行われた場合には、第２
の実施の形態と同様に、原稿設定も行うことができる送信先選択画面５５３が表示されれ
ばよい。
【０１６９】
　ＢＯＸアイコン５２４の場合、フリック操作を行ったユーザの個人ＢＯＸに原稿が移動
（記憶）される。なお、原稿アイコン５１１のＢＯＸアイコン５２４へのドロップ操作が
行われた場合には、第２の実施の形態と同様に、移動先ＢＯＸの選択画面（記憶領域選択
画面５５５）が表示される。
【０１７０】
　プログラムアイコン５２５の場合、プログラム登録された設定にてジョブが実行される
。なお、プログラムアイコン５２５にドロップ操作が行われると、第２の実施の形態と同
様に、プログラム登録された設定値が反映された状態で、登録プログラム機能についての
詳細設定画面（印刷設定画面など））が表示される。
【０１７１】
　なお、第４の実施の形態において、原稿アイコン５１１～５１４を機能アイコン５２１
～５２５に対応付けるようにするフリック操作が行われたとき、対応付けられる機能アイ
コン５２１～５２５の表示態様が変更される。これにより、ユーザは、どの機能アイコン
５２１～５２５について実行させる操作を行うことができたか、容易に知ることができる
。なお、このようにして機能アイコン５２１～５２５についての表示態様を変更してから
、実際にその機能アイコン５２１～５２５に対応する処理が実行されるまでに、所定時間
の猶予期間を設けるようにし、ユーザのキャンセル操作を受け付けられるようにしてもよ
い。
【０１７２】
　このように、第４の実施の形態においては、ユーザは、原稿アイコン５１１～５１４に
ついてフリック操作を行うだけで、それに対応する原稿についての処理を実行させること
ができる。したがって、より直感的に、すばやく、画像形成装置１に処理を実行させるこ
とができるようになる。
【０１７３】
　［その他］
【０１７４】
　上述の各実施の形態に記載のそれぞれの特徴が適宜組み合わされて、画像形成装置が構
成されていてもよい。また、例えば第４の実施の形態において、第１の実施の形態のよう
なドラッグ操作時の動作は行われず、フリック操作が行われたときにのみ、初期モードで
の処理が実行されるようにしてもよい。
【０１７５】
　操作された原稿アイコンと対応付けられた機能アイコンについて、表示態様の変更は、
ユーザにその機能アイコンを実行可能であることを示せるような態様のものであれば、ど
のような方法を用いてもよい。
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【０１７６】
　ＣＰＵは、原稿アイコンと機能アイコンとが対応付けられ、機能アイコンの表示態様が
変更された後で、フリック操作が行われたときに、当該機能アイコンに対応する処理を初
期モードで行うようにしてもよい。
【０１７７】
　原稿アイコンと対応付けられた機能アイコンについて、表示態様の変更は行われなくて
もよい。この場合、例えば短縮操作が行われた後、ドロップ操作が行われたりフリック操
作が行われたりした場合に、初期モードでの動作が実行されるようにすればよい。
【０１７８】
　上述の各実施の形態について、ＣＰＵは、ドラッグ操作、ドロップ操作やフリック操作
が行われた原稿アイコンを、それと対応付けられた機能アイコンまで移動させるアニメー
ション表示を行うようにしてもよい。例えば、アニメーション表示は、機能アイコンの表
示態様を変更するときに行われるようにして、原稿アイコンと機能アイコンとが対応付け
られていることをユーザが容易に把握できるようにしてもよい。また、例えば、アニメー
ション表示は、処理が実行されるときに行われ、これから画像形成装置で行われる処理に
ついてユーザが容易に把握できるようにしてもよい。
【０１７９】
　ドラッグ操作が行われてから所定距離だけ移動した後の位置でなくても、ドラッグ操作
が行われてから所定時間だけ移動した後の位置を用いて、ドラッグ操作の移動方向（操作
方向）を算出するようにしてもよい。また、ドラッグ操作の方向性を判断するときの閾値
となる所定距離や所定時間は、画像形成装置を操作するすべてのユーザにおいて一律に設
定されていてもよいし、操作するユーザ毎に（例えば管理者と一般ユーザなどを区別して
）設定されていてもよい。
【０１８０】
　表示画面に表示される機能アイコンは、上述に限られない。画像形成装置１が有する機
能に応じて、適当なものが表示されるようにしてもよい。
【０１８１】
　また、原稿アイコンに替えて、又は原稿アイコンと共に、例えば原稿読取部を示すアイ
コンなど、これから画像形成装置１において生成される情報についてのアイコンが表示さ
れるようにしてもよい。例えば、原稿読取部を示すアイコンについて、送信アイコンに対
応付けるようにする短縮操作が行われることで、画像読取部にセットされた原稿が初期モ
ードで読み込まれ、生成された情報が、初期モードで情報送信される用に構成されていて
もよい。
【０１８２】
　画像形成装置の表示パネルは、タッチパネルでなくてもよい。この場合であっても、ユ
ーザは、画像形成装置に接続されたポインティングデバイスを用いて、例えば表示画面中
に表示されるカーソルアイコンを移動させながらドラッグ操作等を行うことで、上記動作
を実行させることができる。
【０１８３】
　画像形成装置は、画像形成装置と通信可能な外部端末を用いて遠隔操作可能であっても
よい。例えば、外部端末の表示パネルにおいて、画像形成装置の表示パネルと同等の表示
が行われ、外部端末において、画像形成装置の表示パネルについて行われる操作と同等の
操作が受け付けられるようにしてもよい。
【０１８４】
　画像形成装置としては、モノクロ／カラーの複写機、プリンタ、ファクシミリ装置やこ
れらの複合機（ＭＦＰ）などいずれであってもよい。
【０１８５】
　上述の実施の形態における処理は、ソフトウェアによって行っても、ハードウェア回路
を用いて行ってもよい。
【０１８６】
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　上述の実施の形態における処理を実行するプログラムを提供することもできるし、その
プログラムをＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
メモリカードなどの記録媒体に記録してユーザに提供することにしてもよい。プログラム
はインターネットなどの通信回線を介して、装置にダウンロードするようにしてもよい。
上記のフローチャートで文章で説明された処理は、そのプログラムに従ってＣＰＵなどに
より実行される。
【０１８７】
　上記実施の形態は、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した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請
求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１８８】
　１　画像形成装置
　１１　操作部
　１３　表示パネル（表示部の一例）
　１５　操作位置検出部
　１７　画面制御部
　２０　ＣＰＵ
　２３　ＲＯＭ
　２５　ＲＡＭ
　２７ａ　制御プログラム
　３０　画像形成部
　４０　原稿読取部
　５０　通信部
　５０１　表示画面
　５１１～５１４　原稿アイコン
　５２１～５２５　機能アイコン
　５５１　（印刷機能の）詳細設定画面
　５５３　送信先選択画面（詳細設定画面の一例）
　５５５　記憶領域選択画面（詳細設定画面の一例）



(33) JP 5874465 B2 2016.3.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(34) JP 5874465 B2 2016.3.2

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(35) JP 5874465 B2 2016.3.2

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(36) JP 5874465 B2 2016.3.2

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(37) JP 5874465 B2 2016.3.2

【図１７】 【図１８】



(38) JP 5874465 B2 2016.3.2

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)           Ｇ０３Ｇ   21/00     ３８６　        　　　　　
   Ｂ４１Ｊ  29/38     (2006.01)           Ｇ０３Ｇ   21/00     ３７６　        　　　　　
   Ｂ４１Ｊ  29/42     (2006.01)           Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｚ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ４１Ｊ   29/42     　　　Ｆ        　　　　　

(72)発明者  後藤　自朗
            東京都千代田区丸の内一丁目６番１号　コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社内
(72)発明者  渥美　知之
            東京都千代田区丸の内一丁目６番１号　コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社内
(72)発明者  永谷　健太郎
            東京都千代田区丸の内一丁目６番１号　コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社内
(72)発明者  及川　宗
            東京都千代田区丸の内一丁目６番１号　コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社内

    審査官  猪瀬　隆広

(56)参考文献  特開２００６－１６４０５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２５９９８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０１５４１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－３０７６８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０１４５５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－００５６１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２８６７００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３７７６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－００７０２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／０２０１０３（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１１－２３８２００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－００３７４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１４５８８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１１８７６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－０３８７６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４１８８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０７３９９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２５２２７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３０６２１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１０９６１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０４００１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３２１９６４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０３，　３／０４８－　３／０４８９　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／４２　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　２１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

