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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を入力するための情報入力画面を表示するための表示手段と、前記表示手段に重畳
して配置され、前記情報入力画面上の指定される位置を特定するための入力手段とを備え
、
　前記情報入力画面の一部の領域に表示された機能設定領域に、複数の機能設定キーが表
示され、
　前記入力手段によって、前記機能設定領域に対して所定の操作がなされたことが検出さ
れた場合、複数の前記機能設定キーの各々に対応する設定項目を詳細設定項目として、前
記機能設定キーと対応させて、前記情報入力画面に表示し、
　前記所定の操作は、機能設定キーの位置が前記入力手段により特定された場合に、該機
能設定キーに対応する設定項目を表示する操作と異なるフリック操作又は前記入力手段の
上で指をすべらせる操作であることを特徴とする情報入力装置。
【請求項２】
　前記機能設定キーの各々と対応させて表示される前記詳細設定項目が表示された、前記
情報入力画面上の領域に対して、前記詳細設定項目を表示するときと逆方向に前記所定の
操作がなされたことを受けて、前記情報入力画面上に表示されている前記詳細設定項目を
消去することを特徴とする請求項１に記載の情報入力装置。
【請求項３】
　前記詳細設定項目を表示するための前記所定の操作は、前記機能設定領域から、前記機
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能設定領域の周囲の、前記詳細設定項目を表示可能な領域に向かっての操作であることを
特徴とする請求項１又は２に記載の情報入力装置。
【請求項４】
　数値を入力するためのテンキーが、横一列で前記情報入力画面に表示され、
　前記テンキーは、前記詳細設定項目の上方又は下方に位置することを特徴とする請求項
１から３の何れか１項に記載の情報入力装置。
【請求項５】
　機能を設定する対象である装置の動作を指示するための複数のタスクトリガーキーが、
横一列で前記情報入力画面に表示され、
　複数の前記タスクトリガーキーは、前記詳細設定項目の上方又は下方に位置することを
特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の情報入力装置。
【請求項６】
　前記詳細設定項目の少なくとも１つは、前記詳細設定項目の位置が前記入力手段により
特定された場合、特定された詳細設定項目に関連するさらなる設定項目を含むダイアログ
をプルダウン形式で前記情報入力画面に表示し、
　前記ダイアログを表示する前記詳細設定項目は、前記情報入力画面の上側に表示される
ことを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の情報入力装置。
【請求項７】
　前記詳細設定項目が表示された状態で、前記機能設定キーの位置が前記入力手段により
特定された場合、前記機能設定キーに関する設定項目のうち、表示されている前記詳細設
定項目以外の項目を含む部分画面を表示することを特徴とする請求項１から６の何れか１
項に記載の情報入力装置。
【請求項８】
　前記部分画面は、前記機能設定キーに関する設定項目のうち、表示されている前記詳細
設定項目以外の項目のみを含むことを特徴とする請求項７に記載の情報入力装置。
【請求項９】
　前記部分画面において、前記機能設定キーに関する設定項目のうち、表示されている前
記詳細設定項目以外の項目が、表示されている前記詳細設定項目よりも明瞭に表示される
ことを特徴とする請求項７に記載の情報入力装置。
【請求項１０】
　請求項１から９の何れか１項に記載された情報入力装置を備え、
　前記情報入力装置を介してユーザの操作を受ける画像形成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報入力装置及び画像形成装置に関し、特に、多数の項目についての設定を
確認又は入力する必要がある情報入力装置及びそれを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複写機などの画像形成装置に関しては、多彩な複写処理機能を搭載した高速複写
可能な製品が商品化され市場に投入されている。
【０００３】
　しかし、多機能になるに伴って設定項目が多くなり、設定方法が複雑になる。日頃から
使い慣れたユーザでなければ、装置に搭載された多彩な機能を使いこなすのが難しく、複
写処理条件の設定操作ミスによってミスコピーをしてしまう場合がある。また、高速の複
写機においては、複写開始直後に設定の間違いに気づいた場合でも、開始した複写動作を
停止させるまでに、大量の複写物の印刷が完了してしまう。即ち、大量のミスコピーが発
生してしまうことになり、資源の無駄になる。したがって、複写等を実行する前に設定状
況を確認することができ、仕上がりを確認できることが必要となる。
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【０００４】
　例えば、下記特許文献１は、ユーザが選択した複数の機能とその出力イメージを得るこ
とができる画像形成装置を開示している。特許文献１の画像形成装置の操作パネルは、機
能表示部、詳細設定表示部、及び仕上り表示部を備えている。機能表示部に、印刷物の仕
上りイメージを示すアイコンを表示し、詳細設定表示部には、アイコンが選択された際に
、各アイコンに対応する機能に属する詳細機能を表示する。仕上り表示部には、印刷物の
仕上りイメージを表示する。これによって、現在選択されている機能及びその詳細と、そ
の仕上がりイメージとを同時に確認することができる、と記載されている。
【０００５】
　また、下記特許文献２は、操作性を向上させたユーザインターフェイス装置を備えた画
像処理装置を開示している。特許文献２の画像処理装置は、表示手段に処理対象画像又は
仕上がり予想画像を表示し、表示された画像の任意の場所が指定されると、指定された領
域に対応付けられた機能を表示し、画像に対する機能の設定を受け付ける。機能の設定が
なされた場合、設定された機能に応じた処理結果を示す仕上がり予想画像を、表示手段に
表示する。これにより、仕上がり予想画像上での場所指定操作に応じて、領域毎に設定可
能な機能設定項目の適切かつ明確な提示を行なうことができ、機能設定項目を適切に選択
することができるとともに、設定操作の操作性を向上させることができる、と記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－７８７２６号公報
【特許文献２】特開２００７－１０９２０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１及び２に開示された発明によって、選択された機能について、その詳細
な内容を表示することはできるが、複数の機能について、一度に詳細な内容を表示するこ
とはできない。したがって、多くの設定項目がある多機能な画像形成装置においては、ユ
ーザが設定状況全体を確認することは容易ではなく、依然としてミスコピーが発生する問
題がある。各設定項目を入力しようとすると、操作はさらに複雑になる。
【０００８】
　したがって、本発明は、操作パネル上に表示された複数の機能設定項目に関して、その
詳細内容を一度に表示し、ユーザによる設定状況の確認及びスムーズな機能設定を可能と
する情報入力装置及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】
【０００９】
　上記の目的は、下記によって達成することができる。
【００１０】
　即ち、本発明に係る情報入力装置は、情報を入力するための情報入力画面を表示するた
めの表示手段と、表示手段に重畳して配置され、情報入力画面上の指定される位置を特定
するための入力手段とを備え、情報入力画面の一部の領域に表示された機能設定領域に、
複数の機能設定キーが表示され、入力手段によって、機能設定領域に対して所定の操作が
なされたことが検出された場合、複数の機能設定キーの各々に対応する設定項目を詳細設
定項目として、機能設定キーと対応させて、情報入力画面に表示し、所定の操作は、機能
設定キーの位置が入力手段により特定された場合に、この機能設定キーに対応する設定項
目を表示する操作と異なる操作である。
【００１１】
　機能設定キーの各々と対応させて表示される詳細設定項目は、機能設定キーの各々に対
応する複数の設定項目の中から、使用頻度が高い順に選択された設定項目であることがで
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きる。
【００１２】
　また、機能設定キーの各々と対応させて表示される詳細設定項目の中で、設定されてい
る詳細設定項目を視認可能に表示することができる。
【００１３】
　また、数値を入力するためのテンキーが、横一列で情報入力画面に表示され、テンキー
は、詳細設定項目の上方又は下方に位置することができる。
 
【００１４】
　また、機能を設定する対象である装置の動作を指示するための複数のタスクトリガーキ
ーが、横一列で情報入力画面に表示され、複数のタスクトリガーキーは、詳細設定項目の
上方又は下方に位置することができる。
 
【００１５】
　また、詳細設定項目の少なくとも１つは、詳細設定項目の位置が入力手段により特定さ
れた場合、特定された詳細設定項目に関連するさらなる設定項目を含むダイアログをプル
ダウン形式で情報入力画面に表示し、ダイアログを表示する詳細設定項目は、情報入力画
面の上側に表示されることができる。
【００１６】
　また、詳細設定項目が表示された状態で、機能設定キーの位置が入力手段により特定さ
れた場合、機能設定キーに関する設定項目のうち、表示されている詳細設定項目以外の項
目を含む部分画面を表示することができる。
【００１７】
　部分画面は、機能設定キーに関する設定項目のうち、表示されている詳細設定項目以外
の項目のみを含むことができる。
【００１８】
　部分画面において、機能設定キーに関する設定項目のうち、表示されている詳細設定項
目以外の項目が、表示されている詳細設定項目よりも明瞭に表示されてもよい。
【００１９】
　また、本発明に係る画像処理装置は、上記の情報入力装置を備え、情報入力装置を介し
てユーザの操作を受ける。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、機能設定領域に表示された複数の機能設定キーに関して、その詳細設
定内容を各機能設定キーと対応付けた形で一度に表示することができるので、ユーザは機
能設定の適否を容易に確認することができる。したがって、ユーザのスムーズな機能選択
を促すことができる。
【００２１】
　また、機能設定領域に表示される機能設定キー毎に詳細設定ウィンドウを表示させる場
合のように、全ての詳細機能を表示するのではなく、使用頻度の高い項目から優先的に表
示することで、ユーザによりスムーズな機能選択を促すことができる。
【００２２】
　また、現在の設定項目を明確に表示することにより、ユーザは設定をスムーズに変更す
ることができる。
【００２３】
　また、テンキーの表示形態を、画面のレイアウトに適した状態に変化させることで、画
面スペースの有効活用と、数値入力とを両立させることができる。
【００２４】
　また、タスクトリガーキーの表示形態を、画面のレイアウトに適した状態に変化させる
ことで、画面スペースの有効活用と画像形成装置の動作指示とを両立させることができる
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。
【００２５】
　また、プルダウン形式でダイアログ表示する設定項目を画面の上側に配置することで、
ユーザがプルダウンを指示した際に、ダイアログを設定項目の下方に向かって開くことが
できるので、ユーザに違和感を与えることなく、ユーザのスムーズな機能選択をさらに促
すことができる。
【００２６】
　また、各機能設定キーに関する詳細設定項目が表示された状態で、特定の機能設定キー
が押された場合に、既に表示されている詳細設定項目以外の項目を部分画面（機能設定ウ
ィンドウ）に明瞭に表示する、または、既に表示されている詳細設定項目以外の項目のみ
を機能設定ウィンドウに表示することによって、ユーザに戸惑いを与えることなく、ユー
ザのスムーズな機能選択を促すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示した画像形成装置のハードウェア構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１に示した画像形成装置が備える情報入力装置を示す平面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る画像形成装置において、エクスプレスモードを実現す
るためのプログラムの制御構造を示すフローチャートである。
【図５】図４に示した機能設定処理を実現するためのプログラムの制御構造を示すフロー
チャートである。
【図６】レギュラーモード画面の一例を示す図である。
【図７】図６のレギュラーモード画面において、「他の機能」キーが押されたときに表示
される機能一覧の一例を示す図である。
【図８】図６のレギュラーモード画面において倍率キーが押された場合に表示される画面
の一例を示す図である。
【図９】エクスプレスモード画面の一例を示す図である。
【図１０】図９のエクスプレスモード画面において倍率キーが押された場合に表示される
画面の一例を示す図である。
【図１１】図９のエクスプレスモード画面においてプルダウン形式でダイアログが表示さ
れた状態の一例を示す図である。
【図１２】エクスプレスモード画面の別の例を示す図である。
【図１３】図１２のエクスプレスモード画面においてプルダウン形式でダイアログが表示
された状態の一例を示す図である。
【図１４】図１２のエクスプレスモード画面においてスクロールバーをスライドさせた場
合の表示画面の一例を示す図である。
【図１５】エクスプレスモード画面において倍率キーが押された場合に表示される画面の
別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下の説明及び図面において、同一の部品には同一の参照番号を付してある。それらの
名称及び機能も同一である。従って、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して具体的に説明する。
【００３０】
　＜画像形成装置＞
　図１を参照して、本発明の実施の形態に係る画像形成装置１５０は、原稿読取部１５２
、画像形成部１５４、給紙部１５６、排紙トレイ１６０を有する排紙形成装置１５８、及
び情報入力装置１６２を備える。情報入力装置１６２は、画像形成装置１５０に所定の機
能を実行させるための操作装置であり、画像形成装置１５０に関する種々の設定を行なう
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ためのものであって、表示部１６４及び操作部１６６を有している。
【００３１】
　＜ハードウェアブロック＞
　図２を参照して、画像形成装置１５０は内部に、画像形成装置１５０全体を制御するＣ
ＰＵ１８０と、プログラム等を記憶するためのＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）１８２と、揮発性の記憶装置であるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）１８４と、通電が遮断された場合にもデータを保持する不揮発性記憶装置であるＨ
ＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１８６とを備えている。ＲＯＭ１８２には、画
像形成装置１５０の動作を制御するために必要なプログラム及びデータが記憶されている
。情報入力装置１６２の表示部１６４は、表示パネル１７０及びタッチパネル１７２から
構成されている。表示パネル１７０は液晶ディスプレイ等の表示装置であり、その上に、
押圧された位置を検出するためのタッチパネル１７２が重畳されている。
【００３２】
　画像形成装置１５０はさらに、画像処理部１８８、画像メモリ１９０、バス１９２、及
びＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）１９４を備えている。ＣＰ
Ｕ１８０、ＲＯＭ１８２、ＲＡＭ１８４、ＨＤＤ１８６、情報入力装置１６２（表示パネ
ル１７０、タッチパネル１７２及び操作部１６６）、ＮＩＣ１９４、原稿読取部１５２、
画像処理部１８８、画像メモリ１９０、画像形成部１５４などは、バス１９２に接続され
ている。各部間のデータ（制御情報を含む）交換は、バス１９２を介して行なわれる。Ｃ
ＰＵ１８０は、バス１９２を介してＲＯＭ１８２からプログラムをＲＡＭ１８４上に読み
出して、ＲＡＭ１８４の一部を作業領域としてプログラムを実行する。即ち、ＣＰＵ１８
０は、ＲＯＭ１８２に格納されているプログラムに従って画像形成装置１５０を構成する
各部の制御を行ない、画像形成装置１５０の各機能を実現する。ＮＩＣ１９４は、外部の
ネットワーク１９６に接続されており、ネットワーク１９６を介して通信を行なうための
インターフェイスである。
【００３３】
　＜情報入力装置＞
　図３を参照して、情報入力装置１６２は、表示部１６４及び操作部１６６の両者により
一体構成されている。具体的には、操作部１６６は、ハードキーであるホームキー２４０
、電源キー２４２、及び節電キー２４４と、電源ＬＥＤ２４６とを備えている。電源キー
２４２は、画像形成装置１５０の電源をオン、オフするためのキーであり、節電キー２４
４は画像形成装置１５０を節電モードに設定するためのキーである。電源ＬＥＤ２４６は
、画像形成装置１５０の電源のオン状態で点灯する。ホームキー２４０は、表示部１６４
にホーム画面（あらかじめよく使う機能のキーを登録するための画面）を表示するための
キーである。
【００３４】
　表示部１６４に表示された画面は、機能設定領域２００、プレビュー領域２１０、アク
ションパネル領域２２０、タスクトリガー領域２３０を含んでいる。機能設定領域２００
には、画像形成装置１５０の各機能に関する設定を行なうための複数のキー（以下、機能
設定キーという）が表示されている。図３の機能設定領域２００には一部の機能設定キー
のみが表示されており、表示されていない機能設定キーは、「他の機能」キー２０２を押
せば表示される。プレビュー領域２１０は、テンキー領域２１２及びコピー部数の表示領
域２１４を含んでいる。コピー部数は、テンキー領域２１２に配置されたテンキーによっ
て入力される。図３では、コピー部数が１４枚に設定されている。
【００３５】
　アクションパネル領域２２０には、操作についての補助・助言・提案についての情報が
表示される。例えば、ユーザが特定の機能を選択すると、アクションパネル領域２２０に
はその機能に関連する機能が表示される。その機能と共通する目的のために他の機能が表
示されてもよい。
【００３６】
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　タスクトリガー領域２３０は、画像形成装置１５０にある処理を開始させるためのトリ
ガーとなるキーが表示される領域である。具体的には、白黒コピーを開始させるための白
黒開始キー２３２、カラーコピーを開始させるためのカラー開始キー２３４、コピー、Ｆ
ＡＸ送信などにおいて原稿を一旦読込んでプレビューする処理を開始させるためのスキャ
ンインキー２３６、及び、設定を全て解除するＣＡキー２３８が表示されている。
【００３７】
　この情報入力装置１６２においては、表示パネル１７０に表示される画面によって、本
画像形成装置１５０の状態及びジョブの処理状況等の確認が行なわれる。また、表示パネ
ル１７０に表示された画面の所定領域（文字、図形などを含み、１つのキーに対応する領
域）を、表示パネル１７０に重ねられたタッチパネル１７２上で選択する（タッチパネル
１７２上の該当部分を押す）ことによって、本画像形成装置１５０の機能設定及び動作指
示等ができる。
【００３８】
　情報入力装置１６２において、表示されたキーが押されたか否かを判定するには、公知
技術を用いればよい。例えば、タッチパネル１７２の２次元座標と、表示パネル１７０の
２次元座標との対応関係を予め定めておき、タッチパネル１７２上で押された位置が、表
示パネル１７０に表示された文字、図形などの領域に含まれるか否かを判定すればよい。
【００３９】
　＜ソフトウェア構成＞
　以下、ユーザによって情報入力装置１６２が操作され、画像形成装置１５０がエクスプ
レスモードを実現する処理について説明する。本実施の形態に係る画像形成装置１５０は
、「レギュラーモード」及び「エクスプレスモード」という２種類のモードで機能設定が
可能である。機能設定領域２００に表示された各機能設定キーを押し、開く部分画面（ウ
ィンドウ）で詳細設定を行なうモードをレギュラーモードという。レギュラーモードでは
基本的に、機能毎に設定ウィンドウを開かなければならない。これに対して、機能設定キ
ーを押さなくても詳細設定を行なうことができるモード、即ち、レギュラーモードよりも
速く詳細設定を行なうことができるモードをエクスプレスモードという。
【００４０】
　なお、以下において、特に明記しない場合、ＣＰＵ１８０が、ＲＯＭ１８２から読み出
したプログラムを実行することによって各処理が実現される。また、以下において、表示
パネル１７０に表示された画面の所定領域（例えばキー）が押されるとは、タッチパネル
１７２の対応部分が押されることを意味する。
【００４１】
　図４を参照して、画像形成装置１５０が起動された場合、エクスプレスモードを実現す
るためのプログラムのステップ３００において、図６に示すレギュラーモード画面６００
を表示パネル１７０に表示する。レギュラーモード画面６００は、エクスプレスモードが
実行される前の通常モードにおける画面である。
【００４２】
　ステップ３０２において、機能設定領域２００上で、ユーザが右方向に「フリック操作
」を行なったか否かを判定する。フリック操作とは、タッチパネル１７２に指などを触れ
た状態で、一方向に軽く払う操作を意味する。この操作は、タッチパネル１７２上のタッ
チされている位置の時間的変化を観測することで判定することができる。
【００４３】
　ステップ３０２において、右方向にフリック操作がなされたと判定した場合、ステップ
３０４に移行する。右方向にフリック操作がなされていないと判定した場合、ステップ３
０６に移行する。
【００４４】
　ステップ３０６において、レギュラーモード画面６００において、何れかのキーが押さ
れたか否かを判定する。何れかのキーが押された場合、ステップ３０８に移行して、対応
する処理を実行する。例えば、図６のレギュラーモード画面６００において、「他の機能
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」キー２０２が押された場合、図７の画面６２０が表示される。画面６２０では、機能一
覧表示領域６２２に機能の一覧が表示されているが、表示されていない機能があるので、
機能一覧表示領域６２２の右側に、一覧表示をスクロールさせるためのスクロールバー６
２４が表示されている。画面６２０において、表示された何れかの領域を押して、対応す
る機能を設定することができる。基本設定キー６２６が押されると、レギュラーモード画
面６００に戻る。
【００４５】
　また、機能設定領域２００の機能設定キーの何れかが押された場合、対応する詳細設定
ウィンドウが表示される。例えば、倍率キー６０２が押された場合、図８の画面６４０が
表示される。画面６４０では、レギュラーモード画面６００に重ねて倍率設定ウィンドウ
６４２が表示されている。倍率設定ウィンドウ６４２におけるコピー倍率の設定は、パー
セント表示されているキーを押して直接指定することによって、又は、アップ、ダウンキ
ー６４４を押して２５～４００の範囲の数値を指定することによって行なわれる。「その
他の倍率」キーは、倍率設定ウィンドウ６４２に表示されている倍率以外の、予め設定さ
れている倍率を表示させるためのキーである。設定が完了した後、右上隅に表示された×
記号を押して倍率設定ウィンドウ６４２を閉じると、レギュラーモード画面６００に戻る
。
【００４６】
　ステップ３０６で、何もキーが押されていないと判定した場合、ステップ３１０に移行
し、ＯＦＦ操作、即ち電源キー２４２が押されたか否かを判定する。電源キー２４２が押
されたと判定した場合、本プログラムを終了する。電源キー２４２が押されていないと判
定した場合、ステップ３０２に戻る。
【００４７】
　このようにステップ３０２、３０６、３１０によって、レギュラーモード画面６００が
表示された状態で、ユーザの操作を待ち受け、右側にフリック操作がなされたと判定した
場合、以下に示すエクスプレスモードに移行する。
【００４８】
　ステップ３０４において、図９のエクスプレスモード画面６６０を表示する。エクスプ
レスモード画面６６０では、機能設定領域２００の右側に詳細設定領域６６２が表示され
ている。詳細設定領域６６２内には、各機能設定キーに関して設定可能な項目（詳細設定
項目）を表すキーを、各機能設定キーの右横方向に表示している。例えば、カラーモード
キーの右側には、左から、自動キー６６４、カラー印刷キー６６６、白黒印刷キー６６８
、単色印刷キー６７０、２色印刷キー６７２が表示されている。詳細設定領域６６２内に
は、現在設定されている各機能の状態が強調表示される。図９では太枠で表示されており
、カラーモードがカラー印刷に、原稿が自動に、コピー濃度が自動に、用紙が自動に、両
面コピーが片面コピーに、ステープルソート（仕上げ）が部数単位にまとめるように、そ
れぞれ設定されている。なお、倍率に関しては、原稿及び用紙が自動に設定されているの
で、それらに適合するように倍率が決定される。
【００４９】
　なお、図９では、選択可能な原稿の種類として、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、２１６×３４０
が表示されているが、左スクロールキー６７４又は右スクロールキー６７６を押すことに
よって、２つのスクロールキー間の表示を変更すること、即ち、表示されていない原稿種
類を表示することができる。倍率に関しても同様に、左スクロールキー及び右スクロール
キーが表示されており、２つのスクロールキー間の表示を変更して、表示されていない倍
率を表示することができる。
【００５０】
　エクスプレスモード画面６６０の機能設定領域２００において、レギュラーモード画面
６００に表示されていた「ステープルソート」キー及び「仕上げ」キーは、まとめて、「
ステープルソート(仕上げ)」キーとして表示されている。これは、レギュラーモード画面
６００のテンキー領域２１２に表示されていたテンキー及びクリアキーを、詳細設定領域
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６６２の上方に横一列に表示しているためである。横一列にテンキーを表示することによ
って、エクスプレスモード画面６６０においても、テンキーを用いて数値を入力すること
、例えばコピー部数を入力することができる。
【００５１】
　詳細設定領域６６２の横方向の長さには制限があるので、機能によっては設定可能なキ
ーを全て表示することはできない。全てを表示できない機能に関しては、代表的なキー（
例えば、基本的なキー又は使用頻度の高いキー）を表示する。詳細設定領域６６２に表示
されていない項目について設定するには、後述するように、機能設定領域２００の該当す
る機能設定キーを押して設定することができる。
【００５２】
　ステップ３２０において、詳細設定領域６６２の上で左方向にフリック操作されたか否
かを判定する。左方向にフリック操作されたと判定した場合、ステップ３２２に移行し、
ステップ３２２においてレギュラーモード画面６００を表示して、ステップ３０２に戻る
。左方向にフリック操作されていないと判定した場合、ステップ３２４に移行する。
【００５３】
　ステップ３２４において、機能設定変更指示がなされたか否か、即ち、機能設定領域２
００の機能設定キー又は詳細設定領域６６２に表示されたキーが押されたか否かを判定す
る。機能設定変更指示がなされたと判定した場合、ステップ３２６に移行して機能設定処
理を行い、その後ステップ３２０に戻る。
【００５４】
　ステップ３２４において機能設定変更指示がなされていないと判定した場合、ステップ
３２８に移行する。ステップ３２８において、エクスプレスモード画面６６０において、
機能設定領域２００の機能設定キー又は詳細設定領域６６２に表示されたキー以外の何れ
かのキーが押されたか否かを判定する。何れかのキーが押された場合、ステップ３０８に
移行して、対応する処理を実行する。ステップ３２８で、キーが押されていないと判定し
た場合、ステップ３１０に移行する。ステップ３０８、３１０に関しては、ステップ３２
０に戻る点を除いて、上記と同じであり、説明を繰返さない。
【００５５】
　このようにステップ３２０、３２４、３２８、３１０によって、エクスプレスモード画
面６６０が表示された状態で、ユーザの操作を待ち受け、機能設定変更指示があれば、以
下に示す機能設定処理を行なう。
【００５６】
　機能設定処理を実現するためのプログラムのステップ４００において、ステップ３２４
で押されたキーが、機能設定領域２００の機能設定キーであるか否かを判定する。機能設
定キーであると判定した場合、ステップ４０２において、エクスプレスモード画面６６０
に重ねて詳細設定のための部分画面（以下、詳細設定ウィンドウという）を表示する。詳
細設定ウィンドウにおいて設定が完了すれば、ステップ４０４に移行する。ステップ４０
４において、選択された機能を反映し、詳細設定ウィンドウを消した後、復帰し、エクス
プレスモード画面６６０に戻る。
【００５７】
　例えば、エクスプレスモード画面６６０において押されたキー（ステップ３２４で押さ
れたと判定されたキー）が、倍率キー６０２であった場合、図１０の画面６８０が表示さ
れる。画面６８０には、倍率設定ウィンドウ６８２が表示されている。レギュラーモード
画面６００において倍率キー６０２が押された場合に表示される図８の画面６４０に表示
された倍率設定ウィンドウ６４２とは異なり、倍率設定ウィンドウ６８２には「基本変倍
」に関する２つのキー（用紙から指定キー６８４及び寸法から指定キー６８６）及び「た
てよこ独立変倍」を設置するためのタブしか表示されていない。これは、倍率に関するこ
れら以外の設定項目（キー）は、図９のエクスプレスモード画面６６０の詳細設定領域６
６２に表示されているからである。なお、図９では「その他の倍率」等は表示されていな
いが、上記したように、倍率キー６０２と同じ行に表示された２つのスクロールキー間の
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表示をスクロールさせて、「その他の倍率」等を表示することができる。このように、エ
クスプレスモード画面６６０において特定の機能設定キーが押された場合に表示される詳
細設定ウィンドウ（例えば、倍率キーが押された場合には倍率設定ウィンドウ）には、詳
細設定領域６６２に表示されていない項目のみが表示される。
【００５８】
　なお、エクスプレスモード画面６６０上に表示される詳細設定ウィンドウにおいてのみ
設定可能な項目（詳細設定領域６６２では設定できない項目）には、例えば次の項目があ
る。「原稿」に関しては、「サイズ入力」、「サイズの登録／消去」、及び、「ＡＢ指定
とインチサイズ指定の切り替え」がある。「コピー濃度」に関しては、「コピー原稿モー
ド」及び「カラー強調」がある。「用紙」に関しては、「手差しトレイの設定変更」があ
る。「ステープルソート（仕上げ）」には、「中とじの設定」がある。
【００５９】
　ステップ４００において、ステップ３２４で押されたキーが機能設定キーでないと判定
した場合、ステップ４０６に移行する。ステップ４０６において、ステップ３２４で押さ
れたキーが詳細設定領域６６２内の直接選択可能なキーか否かを判定する。詳細設定領域
６６２内には、押すことで機能を直接指定することができるキーと、押されたときに、さ
らなる項目（キー）を表示し、表示された項目の中から選択させるキーとがある。さらな
る項目を表示するキーには、キーの右端に下向きの三角形が表示されている。例えば、カ
ラーモードの右側に表示された自動キー６６４、カラー印刷キー６６６、及び白黒印刷キ
ー６６８は、機能を直接選択できるキーである。単色印刷キー６７０、２色印刷キー６７
２、コピー濃度の行の文字／印刷写真キー６７８、及び、原稿の行の登録サイズキーは、
さらなる項目をプルダウン形式で表示するためのキーである。これらのキーは、画面の上
側、より具体的には詳細設定領域６６２の右上側に配置されている。
【００６０】
　ステップ４０６において、直接選択可能なキーであると判定した場合、ステップ４０４
に移行して、選択された機能を反映し、復帰する。ステップ４０６において、直接選択可
能なキーでないと判定した場合、ステップ４０８に移行して、さらなる項目を含むダイア
ログをプルダウン形式で表示する。例えば、文字／印刷写真キー６７８が押された場合、
図１１の画面７００のように、文字／印刷写真キー６７８の下方にダイアログ７０２を表
示する。
【００６１】
　ステップ４１０において、ダイアログ７０２内に表示された項目の何れかが選択された
か否か、即ち何れかのキーが押されたか否かを判定する。ダイアログ７０２内の何れかの
キーが押されたと判定した場合、ステップ４１２に移行する。ステップ４１０において、
ダイアログ７０２内の何れのキーも押されていないと判定した場合、ステップ４１４に移
行する。ステップ４１４において、ダイアログ７０２外の領域が押されたか否かを判定す
る。ダイアログ７０２外の領域が押されたと判定した場合、ステップ４１６に移行する。
ステップ４１４において、ダイアログ７０２外の領域が押されていないと判定した場合、
ステップ４１０に戻る。したがって、ステップ４１０及び４１４によって、ダイアログ７
０２内のキー、又は、ダイアログ７０２外の領域が押されるのを待ち受ける。
【００６２】
　ユーザによって、ダイアログ７０２内のキーが押された場合、ステップ４１２において
、ユーザが選択した（押した）キーを明確に視認できるように、押されたキーを短時間明
示した後、ダイアログ７０２を消去する。図１１では、「文字／印刷写真」が選択された
ことを太枠で表示している。その後、ステップ４０４において、指定された機能設定を反
映させて、復帰する。
【００６３】
　ユーザによって、ダイアログ７０２外の領域が押された場合、ステップ４１６において
、ダイアログ７０２を消去して、復帰する。
【００６４】
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　以上によって、エクスプレスモードにおいて、画像形成装置１５０の機能設定状況の詳
細を一度に表示し、且つ、設定変更を受け付ける画面を表示することができる。したがっ
て、ユーザは、設定されている機能全体を一度に把握することができる。また、ユーザは
、変更すべき設定を速やかに発見することができ、変更を容易に行なうことができる。
【００６５】
　以上では、タスクトリガー領域２３０のキー配置が、レギュラーモードとエクスプレス
モードとで変化しない場合を説明したが、これに限定されない。例えば図１２に示したよ
うに、タスクトリガー領域のキー配置がエクスプレスモード画面において変化してもよい
。図１２のエクスプレスモード画面７２０は、図９のエクスプレスモード画面６６０と異
なり、タスクトリガー領域のキー配置が変更され、スクロールバー７２２が表示されてい
る。エクスプレスモード画面７２０では、タスクトリガーキーが横一列に配置されている
が、その他のキー配置は、エクスプレスモード画面６６０と同様である。したがって、上
記で説明したプログラム及び画面表示は、エクスプレスモード画面７２０に関しても同様
である。例えば、エクスプレスモード画面７２０において文字／印刷写真キー６７８が押
された場合、図１３の画面７４０のように、文字／印刷写真キー６７８の下方にダイアロ
グ７０２が表示される。
【００６６】
　エクスプレスモード画面７２０においても、レギュラーモード画面６００と同様に、表
示されている機能設キー以外の機能設定キーを、「他の機能」キーを押して表示すること
もできるが、エクスプレスモード画面７２０では、スクロールバー７２２を用いて表示す
ることもできる。図１４の画面７６０は、画面７２０においてスクロールバー７２２が下
方にスクロールされた状態を示す。画面７６０では、画面７２０に表示されていた機能設
定キー（カラーモードキー、原稿キー、コピー濃度キー、倍率キー）及びそれらに対応す
る詳細設設項目が消えて、画面７２０に表示されていなかった機能設定キー（仕上げキー
、パンチキー、紙折りキー、排紙トレイキー）及びそれらに対応する詳細設定項目が表示
されている。
【００６７】
　また、上記では、エクスプレスモード画面において機能設定キーが押された場合、図１
０に示したように、一部のキー（詳細設定領域に表示されていないキーのみ）を詳細設定
ウィンドウに表示する場合を説明したが、これに限定されない。レギュラーモード画面で
、機能設定キーが押された場合に表示される詳細設定ウィンドウでのみ設定可能な項目（
キー）、即ちエクスプレスモード画面の詳細設定領域で直接設定できない項目（キー）が
、他の項目よりも明瞭に表示できれば、どのような表示であってもよい。例えば、図１５
の画面７８０に示すように、詳細設定領域に表示されているキーを不明瞭に、例えば輝度
を低くして表示（図１５では薄く表示）してもよい。また、レギュラーモードの詳細設定
ウィンドウでのみ設定可能な項目を、強調表示し（例えば、枠を太く表示する、周囲と異
なる色で表示するなど）、エクスプレスモード画面で設定可能な項目を通常の表示として
もよい。なお、詳細設定ウィンドウに、エクスプレスモード画面で設定可能な項目（キー
）を表示する場合には、それらのキーが押されても操作不能にすることが好ましい。この
とき、設定できる項目が無い旨を示すメッセージを表示することがより好ましい。
【００６８】
　なお、レギュラーモードでしか設定できない項目が無い、即ち、エクススプレスモード
画面で全ての詳細項目を設定できる場合には、次のような表示形態であってもよい。例え
ば、機能設定キーが押されても、詳細設定ウィンドウを表示しない。または、機能設定キ
ーが押された場合、項目（キー）を全く含まない詳細設定ウィンドウを表示する。または
、機能設定キーが押された場合、項目を全て不明瞭な状態で表示して詳細設定ウィンドウ
を表示する。これらのとき、設定できる項目が無い旨を示すメッセージを表示することが
好ましい。
【００６９】
　また、テンキー及びクリアキーを、詳細設定領域６６２の上方に横一列で表示し、タス
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クトリガーキーを、詳細設定領域６６２の下方に横一列で表示する場合を説明したが、こ
れに限定されない。例えば、テンキー及びクリアキーを、詳細設定領域６６２の下方に横
一列で表示してもよい。また、タスクトリガーキーを、詳細設定領域６６２の上方に横一
列で表示してもよい。
【００７０】
　また、上記では、押されたキーの下方にプルダウン形式でダイアログを表示する場合を
説明したが、これに限定されない。例えば、押されたキーの上方にプルアップ形式でダイ
アログを表示してもよい。
【００７１】
　また、ステップ３２０において、詳細設定領域６６２の上で左方向にフリック操作され
たか否かを判定する場合を説明したが、これに限定されない。例えば、機能設定領域２０
０の上で左方向にフリック操作されたか否かを判定してもよい。
【００７２】
　また、詳細設定領域６６２を表示又は消去する操作は、フリック操作に限定されない。
例えば、詳細設定領域６６２を表示する操作は、機能設定領域２００を指でタッチしたま
ま、指を右方向にすべらせる操作（スライド操作）であってもよい。この場合、詳細設定
領域６６２を消去する操作は、詳細設定領域６６２上での左方向へのスライド操作である
ことが好ましい。
【００７３】
　また、右方向へのフリック操作で、詳細設定領域を表示する場合を説明したが、これに
限定されない。画面上で機能設定領域が表示されている位置に応じて、適宜変更されるべ
きである。即ち、機能設定領域の周囲に、詳細設定領域を表示可能な領域（空き領域）が
あれば、機能設定領域からその空き領域に向かってフリック操作がなされた場合に詳細設
定領域を表示すればよい。例えば、機能設定領域が表示部１６４の右端に配置されている
場合には、左方向へのフリック操作で、機能設定領域の左側に詳細設定領域を表示する。
この場合、右方向へのフリック操作で詳細設定領域を消去する。
【００７４】
　以上、実施の形態を説明することにより本発明を説明したが、上記した実施の形態は例
示であって、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、種々変更して実施
することができる。
【符号の説明】
【００７５】
１５０　画像形成装置
１５２　原稿読取部
１５４　画像形成部
１６２　情報入力装置
１６４　表示部
１６６　操作部
１７０　表示パネル
１７２　タッチパネル
１８０　ＣＰＵ
１８２　ＲＯＭ
１８４　ＲＡＭ
１８６　ＨＤＤ
２００　機能設定領域
２１０　プレビュー領域
２１２　テンキー領域
２２０　アクションパネル領域
２３０　タスクトリガー領域
６００　レギュラーモード画面



(13) JP 5199325 B2 2013.5.15

６２２　機能一覧表示領域
６４２、６８２　倍率設定ウィンドウ
６６０、７２０　エクスプレスモード画面
６６２　詳細設定領域
７０２　ダイアログ
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