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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定項目名を含む帯状の設定項目領域を複数の設定項目ごとに並べて表示し、前記設定
項目領域内に設定値入力用画像を並べて表示し、それぞれの前記設定値入力用画像内に設
定値を示す１つの文字列と、１つのプレビュー画像を表示し、前記プレビュー画像は、現
在すでに設定されている前記設定値に文字列として表記された前記設定値を更に適用した
ときのジョブの出力結果を示すものであり、前記設定値入力用画像を並べて表示すること
により複数の前記プレビュー画像をサムネイル表示する表示部と、
　前記設定値入力用画像に対する操作を、選択した前記設定値入力用画像に対応する前記
設定値を設定する入力として受け付ける操作入力部と、
　前記設定項目が選択された頻度を示す頻度データを記憶する記憶部と、
　前記設定項目を前記頻度データに基づいて選択頻度の高い設定項目の前記設定項目領域
から順に表示順を定めるパネル制御部と、を含み、
　前記表示部は、前記サムネイル表示するとき、前記表示順に基づき選択頻度の高い前記
設定項目の前記設定項目領域から順に表示することを特徴とする表示入力装置。
【請求項２】
　設定項目名を含む帯状の設定項目領域を複数の設定項目ごとに並べて表示し、前記設定
項目領域内に設定値入力用画像を並べて表示し、それぞれの前記設定値入力用画像内に設
定値を示す１つの文字列と、１つのプレビュー画像を表示し、前記プレビュー画像は、現
在すでに設定されている前記設定値に文字列として表記された前記設定値を更に適用した
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ときのジョブの出力結果を示すものであり、前記設定値入力用画像を並べて表示すること
により複数の前記プレビュー画像をサムネイル表示する表示部と、
　前記設定値入力用画像に対する操作を、選択した前記設定値入力用画像に対応する前記
設定値を設定する入力として受け付ける操作入力部と、
　選択された前記設定値と関連がある前記設定項目を定義した関連性データを記憶する記
憶部と、を含み、
　前記表示部は、前記設定値入力用画像に対して操作を行って前記設定値が設定されたと
き、前記関連性データに選択された前記設定値と関連があるとして定義された前記設定項
目の前記設定項目領域を新たに割込表示させることを特徴とする表示入力装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、使用者を認証するための認証用データと、前記認証用データに基づき使
用が認められる使用者ごとに、各使用者が選択した前記設定項目の頻度を示す前記頻度デ
ータを記憶し、
　前記操作入力部は、使用者を認証するための認証入力を受け付け、
　前記表示部は、前記サムネイル表示するとき、認証できた使用者に対応する前記頻度デ
ータに基づき、認証できた使用者の選択頻度の高い前記設定項目の前記設定項目領域から
順に表示することを特徴とする請求項１に記載の表示入力装置。
【請求項４】
　前記操作入力部は、前記表示部に表示される前記設定項目領域を切り替えるための第１
スクロール操作を受け付け、
　前記表示部は、第１スクロール操作がなされると、スクロールにより表示されていない
前記設定項目の前記設定項目領域を表示させることを特徴とする請求項１乃至３の何れか
１項に記載の表示入力装置。
【請求項５】
　前記操作入力部は、前記設定項目領域内に表示される前記設定値入力用画像を切り替え
るための第２スクロール操作を受け付け、
　前記表示部は、第２スクロール操作がなされると、スクロールにより表示されていない
前記設定値に対応する前記設定値入力用画像を表示させることを特徴とする請求項１乃至
４の何れか１項に記載の表示入力装置。
【請求項６】
　前記操作入力部が前記設定値入力用画像を選択する入力に基づき前記設定値を設定する
入力を受け付けたとき、
　前記表示部は、表示している複数の前記プレビュー画像を、設定された前記設定値に応
じて変更することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の表示入力装置。
【請求項７】
　前記操作入力部は、複数の前記設定項目領域、及び、複数の前記設定値入力用画像を表
示している状態で、ジョブの実行開始指示を受け付けることを特徴とする請求項１乃至６
の何れか１項に記載の表示入力装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記操作入力部に対して予め定められた入力がなされると、選択された
設定項目に関する設定値を設定するための設定値設定画面で設定された全ての設定値を反
映した１枚の全設定値プレビュー画像を表示し、前記操作入力部に対して前記全設定値プ
レビュー画像を表示中に、前記プレビュー画像をサムネイル表示するためのモード移行操
作がなされると、前記設定項目領域と前記設定値入力用画像の表示を行うことを特徴とす
る請求項１乃至３の何れか１項に記載の表示入力装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の表示入力装置と、
　用紙を１枚ずつ送り込む給紙部と、
　排出トレイまで用紙を搬送する搬送部と、
　画像データに基づきトナー像を形成する画像形成部と、
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　トナー像を用紙に転写する転写部と、
　用紙に転写されたトナー像を定着させる定着部と、を含むことを特徴とする画像形成装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は設定用のキーなどの画像を表示する表示入力装置に関する。又、表示入力装置
を備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合機、プリンターのような画像形成装置には、操作、設定用のキーや画像、情報を表
示する表示部や、操作、設定のための入力を受け付けるためのタッチパネルなどを含む表
示入力装置が設けられる。ジョブの内容やジョブを実行したときの出力結果を確認できる
ように、表示入力装置はプレビュー画像を表示する場合がある。
【０００３】
　このようなプレビュー画像を表示する画像形成装置の一例が特許文献１に記載されてい
る。具体的に、特許文献１には、画面表示を行う表示部と、画像データに基づいて用紙に
画像形成する画像形成部と、を備え、ジョブに含まれる画像データに基づくサムネイル画
像と、当該ジョブに含まれる画像データに基づく排紙イメージを示すプレビュー画像と、
を有する画面を生成して前記表示部に表示させる制御部を備えた画像形成装置が記載され
ている。この構成により、ジョブに含まれる各ページのサムネイル画像と、プレビュー画
像とを同時に表示する（特許文献１：請求項１、段落［０００５］、図４等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２１６８９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　画像形成装置には、各機能（コピーや原稿読み取りなどの機能）を利用するうえで、選
択、設定できる設定項目が多数用意される（例えば、数十から数百）。そのため、設定で
は、漏れやミスが生ずる場合がある。ジョブに設定漏れや設定ミスがあったとき、実行さ
れたジョブは無駄となる。
【０００６】
　このような無駄が生じず、使用者の意図に沿う結果が得られるように適切な設定がなさ
れているか否かを確認できるようにすることがある。具体的には、印刷や送信などの開始
前に、使用者に設定された全ての設定値を反映させたプレビュー画像を表示することがあ
る。使用者は、プレビュー画像を確認することで、設定漏れや設定ミスを確認し、出力結
果に問題が有るか否かを確認できる。
【０００７】
　ここで、プレビュー画像を確認して設定ミスや設定漏れを発見した場合、従来、設定値
の再設定には、手間と時間がかかる。具体的に、プレビュー画像の表示後、再設定を行う
とき、（１）プレビュー画像の表示を中断→（２）設定したい設定項目の選択画面への遷
移→（３）設定項目を選択して表示される画面で設定値の設定→（４）再設定された設定
値を反映した再度のプレビュー画像の表示、というように手間がかかる。更に、再び設定
ミスや設定漏れを見つけた場合には、上記（１）～（４）が繰り返されることになる。こ
のように、プレビュー画像を表示する場合、設定完了まで時間を要することがあるという
問題がある。
【０００８】
　また、従来、画像形成装置などの表示入力装置では、プレビュー画像は１枚のみ表示さ
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れる。そして、従来、設定した設定値の全てが反映されたプレビュー画像のみが表示され
る。また、設定項目を選択し、設定値を設定する操作では、プレビュー画像は表示されな
いので、意図に沿うように設定項目（機能）の選択や設定値の設定が行えているかわかり
づらい。言い換えると、設定値を設定することで、ジョブはどのような結果になるか、及
び、設定項目や設定値の意味、機能を想起しづらいという問題がある。特に、初めての、
あるいは、使い慣れない設定項目を用いるとき、わかりづらい。
【０００９】
　尚、特許文献１記載の技術は、複数枚のジョブに含まれるページのサムネイル画像と、
１枚のプレビュー画像を同時に表示するにとどまる。また、サムネイル画像はページの内
容を示すだけである。また、特許文献１記載の技術では、両面印刷や集約印刷や濃度設定
などの設定項目（機能）の設定値を変更するには、プレビュー画像の表示を中断し、設定
項目の選択と設定値の設定をやり直し、再度プレビュー画像を表示する必要がある。従っ
て、特許文献１記載の技術では、プレビュー画像を表示するうえでの上記の問題を解決す
るものではない。
【００１０】
　本発明は上記の問題点に鑑み、設定値を設定すると、ジョブではどのような結果になる
かを想起しやすくするとともに、プレビュー画像を表示する場合でも、簡単に設定値の変
更を行えるようにする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題解決のため、請求項１に係る表示入力装置は、設定項目名を含む帯状の設定項
目領域を複数の設定項目ごとに並べて表示し、前記設定項目領域内に設定値入力用画像を
並べて表示し、それぞれの前記設定値入力用画像内に設定値を示す１つの文字列と、１つ
のプレビュー画像を表示し、前記プレビュー画像は、現在すでに設定されている前記設定
値に文字列として表記された前記設定値を更に適用したときのジョブの出力結果を示すも
のであり、前記設定値入力用画像を並べて表示することにより複数の前記プレビュー画像
をサムネイル表示する表示部と、前記設定値入力用画像に対する操作を、選択した前記設
定値入力用画像に対応する前記設定値を設定する入力として受け付ける操作入力部と、前
記設定項目が選択された頻度を示す頻度データを記憶する記憶部と、前記設定項目を前記
頻度データに基づいて選択頻度の高い設定項目の前記設定項目領域から順に表示順を定め
るパネル制御部と、を含む。前記表示部は、前記サムネイル表示するとき、前記表示順に
基づき選択頻度の高い前記設定項目の前記設定項目領域から順に表示する。また、請求項
２に係る表示入力装置は、設定項目名を含む帯状の設定項目領域を複数の設定項目ごとに
並べて表示し、前記設定項目領域内に設定値入力用画像を並べて表示し、それぞれの前記
設定値入力用画像内に設定値を示す１つの文字列と、１つのプレビュー画像を表示し、前
記プレビュー画像は、現在すでに設定されている前記設定値に文字列として表記された前
記設定値を更に適用したときのジョブの出力結果を示すものであり、前記設定値入力用画
像を並べて表示することにより複数の前記プレビュー画像をサムネイル表示する表示部と
、前記設定値入力用画像に対する操作を、選択した前記設定値入力用画像に対応する前記
設定値を設定する入力として受け付ける操作入力部と、選択された前記設定値と関連があ
る前記設定項目を定義した関連性データを記憶する記憶部と、を含む。前記表示部は、前
記設定値入力用画像に対して操作を行って前記設定値が設定されたとき、前記関連性デー
タに選択された前記設定値と関連があるとして定義された前記設定項目の前記設定項目領
域を新たに割込表示させる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、設定値を設定すると、ジョブではどのような結果になるか、及び、設
定項目や設定値の意味、機能を想起しやすくなる。また、ジョブではどのような結果にな
るかを確認しながら設定することができる。また、プレビュー画像を表示する場合、設定
ミスや設定漏れがあった場合、従来のように、設定値の変更操作→プレビュー画像の確認
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を繰り返すことなく、簡単に設定値の変更を行える。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係る複合機の一例を示す図である。
【図２】実施形態に係る複合機と操作パネルのハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】実施形態に係る表示入力装置を説明するための示す図である。
【図４】実施形態に係る表示入力装置でのログイン画面を示す図である。
【図５】実施形態に係る表示入力装置での認証用データの一例を示す図である。
【図６】実施形態に係る表示入力装置で使用者が特に設定値を設定していない状態と使用
者が設定値を設定した状態での選択画面の一例を示す図である。
【図７】実施形態に係る操作パネルでのプレビュー画像の詳細表示モードを説明するため
の図である。
【図８】本実施形態の表示入力装置でのサムネイル表示を説明するための図である。
【図９】実施形態に係る頻度データの一例を示す図である。
【図１０】本実施形態に係る表示入力装置での表示する設定項目領域を切り替えるための
スクロール操作を示す図である。
【図１１】本実施形態に係る表示入力装置での表示する設定値入力用画像を切り替えるた
めのスクロール操作を示す図である。
【図１２】表示入力装置での設定値の設定に伴う割込表示と縮小プレビュー画像の切替を
示す図である。
【図１３】実施形態に係る関連性データの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図１～図１３を用い、実施形態を説明する。以下では、表示入力装置１を含む複
合機１００（画像形成装置に相当）を例に挙げ説明する。但し、本実施の形態に記載され
ている構成、配置等の各要素は、発明の範囲を限定せず、単なる説明例にすぎない。
【００１５】
（画像形成装置の概略）
　まず、図１を用い、実施形態に係る複合機１００の概略を説明する。図１は、実施形態
に係る複合機１００の一例を示す図である。
【００１６】
　図１に示すように、複合機１００の右側上方には、複合機１００に関して各種設定を行
うための操作パネル１ａ設けられる（詳細は後述）。又、図１に示すように、本実施形態
の複合機１００は、上部に原稿搬送部２ａと画像読取部２ｂが設けられる。また、複合機
１００は、内部に、給紙部３ａ、搬送部３ｂ、画像形成部３ｃ、中間転写部３ｄ、定着部
３ｅ、両面搬送部３ｆなどを含む。
【００１７】
　画像読取部２ｂは、原稿を読み取り、画像データを生成する。言い換えると、画像読取
部２ｂは、画像データを入力する部分として機能する。原稿搬送部２ａには原稿束を載置
することができ、原稿搬送部２ａは、自動的に連続して、画像読取部２ｂの読取位置（送
り読取用コンタクトガラス２１）に原稿を１枚ずつ搬送する。画像読取部２ｂは、原稿搬
送部２ａが搬送する原稿を読み取ることができる。また、原稿搬送部２ａは、上方にむけ
て開閉可能である。画像読取部２ｂは原稿搬送部２ａの下方の載置読取用コンタクトガラ
ス２２に載置された原稿を読み取ることもできる。
【００１８】
　印刷に関し、給紙部３ａは、用紙を１枚ずつ搬送部３ｂに送り込む。搬送部３ｂは、排
出トレイ３２まで用紙を搬送する。画像形成部３ｃは、画像データに基づきトナー像を形
成する。画像形成部３ｃは、感光体ドラム、帯電装置、現像装置などを含む画像形成ユニ
ット３１と、露光装置３２を含む。画像形成ユニット３１は複数設けられ、それぞれ異な
る色のトナー像を形成する。中間転写部３ｄは、各画像形成ユニット３１で形成されたト
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ナー像の１次転写を受け、用紙に２次転写する。定着部３ｅは、用紙に転写されたトナー
像を定着させる。トナー定着後の用紙（印刷済用紙）は排出トレイ３２に排出される。両
面搬送部３ｆは、両面印刷のとき、画像形成部３ｃの上流側に向けて片面印刷済みの用紙
を搬送する。
【００１９】
（操作パネル１ａ）
　次に、図１を用いて、実施形態に係る表示入力装置１としての操作パネル１ａを説明す
る。
【００２０】
　図１に示すように、操作パネル１ａは、複合機１００の正面上方に設けられる。操作パ
ネル１ａは、表示部１１、タッチパネル部１２（操作入力部に相当）、各種ハードキー１
３（操作入力部に相当）を含む。操作パネル１ａは、ハードキー１３として、コピー等の
処理開始指示用のスタートキー１３１や、数字入力用のテンキー部１３２などを含む。
【００２１】
　表示部１１は、液晶表示パネルである。尚、表示部１１は、有機ＥＬパネルなど他種の
表示パネルでもよい。表示部１１は、複合機１００の設定を行うためのメニューやキーが
配された画面、画像を表示する。使用者は、表示部１１に表示されたキーに対して操作を
行って、複合機１００の各種設定について入力できる。又、表示部１１は、複合機１００
等の状態などのメッセージ等の各種画像、画面を表示する。
【００２２】
　又、表示部１１に対し（上面に）タッチパネル部１２が設けられる。タッチパネル部１
２は、使用者がタッチした位置、座標を検知するためのものである。キーの表示位置とタ
ッチされた位置を比較することで、使用者が指定するキーが特定され、使用者の入力が受
け付けられる。尚、本実施形態のタッチパネル部１２は、複数点のタッチを検知できる。
例えば、静電容量式のタッチパネルが採用される。
【００２３】
　又、操作パネル１ａには複数の機能選択キー１３３が設けられる。使用者は、機能選択
キー１３３のなかのいずれかのキーを押して、複合機１００の有する機能のうち用いる機
能を選択する。機能選択キー１３３の中には、コピー機能を用いるときに押されるコピー
キー１３３ａや、画像読取部２ｂの読み取りに基づく画像データをコンピューター２００
やＦＡＸ装置３００に送信するときに押される送信キー１３３ｂなどが含まれる。そして
、表示部１１は、選択された機能（押した機能選択キー１３３）に関する設定項目を選択
するための選択画面５を表示する（詳細は後述）。
【００２４】
（複合機１００等のハードウェア構成）
　次に、図２を用いて、実施形態に係る複合機１００や操作パネル１ａのハードウェア構
成の一例を説明する。図２は複合機１００や操作パネル１ａのハードウェア構成の一例を
示す図である。
【００２５】
　まず、複合機１００本体内には主制御部４が設けられる。主制御部４は、操作パネル１
ａ、原稿搬送部２ａ、画像読取部２ｂ、給紙部３ａ、搬送部３ｂ、画像形成部３ｃ、中間
転写部３ｄ、定着部３ｅ、両面搬送部３ｆ等と接続され、これらの部分の動作制御を行う
。
【００２６】
　主制御部４は、ＣＰＵ４１等の制御を行う素子、回路を含む。ＣＰＵ４１は、記憶装置
４２に記憶される制御プログラム、制御用データに基づき演算等を行い、複合機１００の
各部を制御する。記憶装置４２は、主制御部４と接続される。記憶装置４２は、ＲＯＭ、
ＲＡＭ、ＨＤＤ等の不揮発性と揮発性の装置を組み合わせたものである。記憶装置４２は
、複合機１００の制御用プログラム、制御用データ、設定データ、画像データ等の各種デ
ータを記憶できる。
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【００２７】
　そして、主制御部４は、通信部４３と接続される。通信部４３は、ネットワークや公衆
回線等を介してコンピューター２００やＦＡＸ装置３００（図２では、いずれも便宜上１
つのみ図示）と接続される。主制御部４は、通信部４３を介して外部のコンピューター２
００や相手方ＦＡＸ装置３００に画像データなどの各種データを送信できる（スキャナ機
能、ＦＡＸ送信機能）。又、外部のコンピューター２００や相手方ＦＡＸ装置３００から
送信され、複合機１００に入力される画像データに基づき印刷を行うこともできる（プリ
ンター機能、ＦＡＸ受信機能）。
【００２８】
　又、主制御部４は、画像処理部４４を含む。画像処理部４４は、原稿を読み取って得ら
れた画像データ（入力画像データＤ５。図３参照）や通信部４３を介して複合機１００に
入力された画像データ（入力画像データＤ５。図３参照）に対して、画像処理を施す。画
像処理部４４が処理した画像データは、印刷や送信に用いられたり、記憶装置４２に記憶
されたりする。
【００２９】
　又、表示部１１は、印刷や送信のジョブを実行する前に、設定が適切であるか否かを確
認するための画像であり、操作パネル１ａで設定された設定値を反映しているプレビュー
画像を表示することができる。そして、画像処理部４４は、このプレビュー画像表示に必
要な画像データ（プレビュー画像表示用データＤ６。図３参照）を生成する。又、主制御
部４は、操作パネル１ａになされた入力を認識し、使用者の設定にあわせてコピーや原稿
読み取りや送信などのジョブが行われるように複合機１００を制御する。
【００３０】
（表示入力装置１の構成）
　次に、図３を用いて、実施形態に係る表示入力装置１の一例を説明する。図３は、実施
形態に係る表示入力装置１を説明するための示す図である。
【００３１】
　本実施形態の表示入力装置１は、操作パネル１ａを含む。操作パネル１ａは、表示入力
装置１の主要部分である。また、本体の記憶装置４２や、主制御部４を表示入力装置１の
一部として用いることができる。このように、複合機１００は、表示入力装置１を含む。
【００３２】
　まず、本実施形態の操作パネル１ａは、パネル制御部１０、表示部１１、タッチパネル
部１２、ハードキー１３（例えば、テンキー部１３２やスタートキー１３１）、メモリー
１４（記憶部に相当）、ドライバー回路１５などを含む。
【００３３】
　パネル制御部１０は、ＣＰＵやＩＣ等を含む。パネル制御部１０は、表示部１１の表示
を制御する。主制御部４は、表示に要するデータをパネル制御部１０に送信する。パネル
制御部１０は、主制御部４からの指示に基づき、表示や動作制御用のプログラムなどを記
憶するメモリー１４の記憶内容を参照し、表示部１１のパネルの表示を実際に制御するド
ライバー回路１５に表示すべき内容の指示を与える。
【００３４】
　又、パネル制御部１０は、タッチパネル部１２の出力を受け、タッチされた位置（座標
）を検知、認識する。この位置検知のため、タッチパネル部１２には、位置検知部１２１
が設けられる。位置検知部１２１は、タッチ位置（タッチされた点の座標）を検知するた
めのＩＣである。パネル制御部１０は、タッチパネル部１２（位置検知部１２１）の出力
に基づき、タッチ位置を認識する。そして、パネル制御部１０は、タッチ位置とタッチさ
れたときの表示部１１が表示していた画面の画像データを比較し、タッチされた位置に表
示されていたキーやボタンを認識する。タッチパネル部１２の出力と位置（座標）の対応
を示すテーブル等のデータは、メモリー１４に記憶される。メモリー１４は、ＲＯＭやＲ
ＡＭを含む。このように、パネル制御部１０は、使用者が操作したキーを認識できる。
【００３５】
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　また、操作パネル１ａには、ＲＡＭやＲＯＭを含むメモリー１４が設けられる。メモリ
ー１４には、画面表示用データＤ１、認証用データＤ２、頻度データＤ３、関連性データ
Ｄ４、入力画像データＤ５、プレビュー画像表示用データＤ６などが記憶される。これら
のデータは、記憶装置４２に記憶させるようにしてもよい。記憶装置４２に記憶させる場
合、パネル制御部１０は、必要なデータを記憶装置４２から送信させ、送信されたデータ
を受信する。
【００３６】
　画面表示用データＤ１は、コピーや送信などの各機能に対して設けられた設定項目を選
択するための画面（選択画面５）や、選択した設定項目について設定値を設定するための
画面（設定値設定画面）を表示するための画像データやテキストデータなどである。パネ
ル制御部１０は、画面表示用データＤ１のうち、操作パネル１ａになされた操作に応じて
表示すべき画面の表示に必要なデータを読み出し、読み出したデータに基づき、表示部１
１に画面、画像の表示を行わせる。
【００３７】
（プレビュー画像の表示）
　次に、図３に基づき、実施形態に係る操作パネル１ａ（表示入力装置１）でのプレビュ
ー画像の表示について説明する。
【００３８】
　本実施形態の表示入力装置１では、表示部１１にプレビュー画像を表示させることがで
きる。プレビュー画像はジョブの実行結果を示す画像である。本実施形態の表示入力装置
１では、多様なプレビュー画像が表示される（詳細は後述）。
【００３９】
　プレビュー画像は、原稿を読み取って得られた画像データである入力画像データＤ５や
、通信部４３が受信した入力画像データＤ５に基づいて生成される。図３に示すように、
原稿を読み取って得られた画像データや、通信部４３が受信した画像データは、記憶装置
４２に記憶される。また、操作パネル１ａのメモリー１４が入力画像データＤ５を記憶し
てもよい。
【００４０】
　そして、何らかのプレビュー画像を表示するとき、画像処理部４４は、プレビュー画像
表示用データＤ６（プレビュー画像として表示される画像データ）を生成する。例えば、
画像処理部４４は、使用者の設定に応じ（設定された設定値を反映させて）、プレビュー
表示する入力画像データＤ５に対し画像処理を行う。一般には、表示部１１のプレビュー
を表示する領域の画素数の方が、画像処理後の入力画像データＤ５の画素数よりも少ない
ので、画像処理部４４は、画素数を減らすアルゴリズムに基づき、プレビュー画像表示用
データＤ６を生成する。尚、プレビュー画像表示用データＤ６は、操作パネル１ａのパネ
ル制御部１０が生成してもよい。パネル制御部１０は、プレビュー画像表示用データＤ６
に基づき、各種プレビュー画像を表示部１１に表示させる。
【００４１】
（使用者の認証）
　次に、図３～図５を用いて、使用者の認証を説明する。図４は、ログイン画面Ｓ１を示
す図である。図５は、認証用データＤ２の一例を示す図である。
【００４２】
　まず、図３に示すように、メモリー１４や記憶装置４２（何れか一方でよい）は、使用
者の認証を行うための認証用データＤ２を記憶する。認証用データＤ２は、複合機１００
（表示入力装置１）を利用できる権限を有する使用者かどうかを判定するための（ログイ
ンを認めてよいか否か判定するための）データである。
【００４３】
　図５に示すように、認証用データＤ２では、使用権限を付与する使用者名と、各使用者
に対し、ログインユーザー名と、ログインパスワードが定められる。ログインユーザー名
と、ログインパスワードは、ログインに要する情報であり、管理者などが各使用者に割り
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当てる。尚、各使用者に関連付けて、アクセスレベル、所属部門、メールアドレス、ネッ
トワークアドレスといった項目もあわせて記憶するようにしてもよい。
【００４４】
　各使用者、ログインユーザー名、ログインパスワードは、操作パネル１ａ（タッチパネ
ル部１２１４）に対し、入力を行うことにより、変更、追加が可能である。また、コンピ
ューター２００などで作成した認証用データＤ２を送信し、通信部４３で受信された認証
用データＤ２をメモリー１４や記憶装置４２に記憶させるようにしてもよい。
【００４５】
　操作パネル１ａ（複合機１００）は、最後に操作パネル１ａが操作されてから、あるい
は、ジョブが完了してから何ら操作されないまま予め定められた時間が経過すると、ログ
アウト状態となる（自動ログアウト）。あるいは、操作パネル１ａに設けられるログアウ
トキー（不図示）が押されたときもログアウト状態となる。
【００４６】
　ログアウト状態では、認証を受けるための入力は受け付けられるが、コピーや送信とい
ったジョプや、複合機１００のシステムに関する設定を行えない。具体的には、パネル制
御部１０は、設定項目を選択するための画面や、選択した設定項目内で設定値を設定する
ための設定値設定画面を表示部１１に表示させない。
【００４７】
　パネル制御部１０は、ログアウト状態では、図４に示すログイン画面Ｓ１を表示部１１
に表示させる。複合機１００（表示入力装置１）を使用したい者は、自己に割り当てられ
たログインユーザー名と、ログインパスワードを入力する。図４に示す画面で、ログイン
ユーザー名表示欄Ｓ１１や、ログインパスワード表示欄Ｓ１２の表示位置がタッチされる
と、パネル制御部１０は、文字入力用のソフトウェアキーボード（不図示）を表示部１１
に表示させる。このソフトウェアキーボードを利用し、ログインユーザー名と、ログイン
パスワードが入力される。
【００４８】
　そして、ログインキーＫ０の表示位置がタッチされると、パネル制御部１０は、入力さ
れたログインユーザー名とログインパスワードの組合せと、認証用データＤ２を比較して
、一致する使用者を認識する。認証用データＤ２内に、一致するログインユーザー名とロ
グインパスワードの組合せがなければ、パネル制御部１０は、認証失敗と判断する。この
場合、ログインは認められず、ログイン画面Ｓ１が表示されたままとなる。
【００４９】
　一致するログインユーザー名とログインパスワードの組合せがあると、パネル制御部１
０は、該当する使用者と認証する。この場合、ログインが認められ、パネル制御部１０は
、設定項目の選択画面５や、設定値設定画面などを表示する。尚、使用者の認証は、主制
御部４が行ってもよく、この場合、主制御部４は、認証できたか否か、及び、認証できた
場合には、認証された使用者をパネル制御部１０に通知する。
【００５０】
（設定項目の選択と設定値の設定）
　次に、図６を用いて、実施形態に係る操作パネル１ａでの設定項目の選択と選択した設
定項目での設定値の設定を説明する。図６は、実施形態に係る表示入力装置１で使用者が
特に設定値を設定していない状態と使用者が設定値を設定した状態での選択画面５の一例
を示す図である。
【００５１】
　本実施形態の操作パネル１ａ（複合機１００）では、ログイン状態のとき、機能選択キ
ー１３３により、コピー機能、送信機能など、用いる機能を選択することができる。尚、
複合機１００はコンピューター２００から送信された画像データや設定データに基づき印
刷を行うプリンター機能、読み取りで得られた画像データを蓄積し再利用できるボックス
機能など、他の機能も有している。
【００５２】
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　以下では、コピー機能を用いるときの設定項目の選択と、選択した設定項目での設定値
の設定を例に挙げて説明する。コピー機能は、原稿を読み取り、読み取りで得られた画像
データに基づき、印刷を行って原稿を複写する機能である。そして、コピー機能に関し、
複数の設定項目が用意される。尚、送信機能など、他の機能についても、複数の設定項目
が用意される。
【００５３】
　機能選択キー１３３のうち、コピーキー１３３ａが押されると、表示部１１はコピー機
能に関する設定項目を選択するための選択画面５を表示する。予め用意され、選択可能な
設定項目は多数に及ぶので、１画面内に設定項目を選択するためのキー（設定項目選択キ
ー）を表示しきれない。また、１つのキーが小さくなりすぎないようにキーを表示すべき
である。そのため、各設定項目は、複数のカテゴリー（タブ）のうち、何れか１つ、又は
、複数に予め分類される。
【００５４】
　そして、パネル制御部１０は、各種選択画面５内に、タブとしては、簡単設定タブ５１
、原稿／用紙／仕上げタブ５２、画質タブ５３、レイアウト編集タブ５４、応用／その他
タブ５５を表示部１１に表示させる。
【００５５】
　タブ５１～５５のいずれかがタッチされると、パネル制御部１０はタッチされたタブに
関連付けられた設定項目（タッチされたタブのカテゴリーに属すると予め分類された設定
項目）を選択するための選択画面５を表示部１１に表示させる。言い換えると、タッチさ
れたタブによって、表示される選択画面５が変わる。そして、選択画面５内には、設定項
目を選択するための選択キーが一覧的に表示される。
【００５６】
　図６は、レイアウト編集タブ５４の表示位置がタッチされたときに表示される選択画面
５の一例を示す。尚、簡単設定タブ５１には、使用者によって予め選択された設定項目に
対応するキーが並べられた選択画面５が表示される。原稿／用紙／仕上げタブ５２がタッ
チされると、原稿サイズや用紙サイズや、原稿や用紙の向きや、給紙元など、原稿や用紙
に関する設定項目を選択するための選択画面５が表示される。画質タブ５３がタッチされ
ると、印刷物の濃度など、画質に関する設定項目を選択するための選択画面５が表示され
る。応用／その他タブ５５がタッチされると、タブ５１～５５のいずれにも分類されない
設定項目を選択するための選択画面５が表示される。尚、レイアウト編集タブ５４以外の
タブに対応する各選択画面５の図示、説明は省略する。
【００５７】
　レイアウト編集タブ５４に対応する選択画面５には、コピーでの各ページの配置や、印
刷物の内容の編集に関する設定項目を選択するためのキー（設定項目選択キー）が配され
る。具体的に、レイアウト編集タブ５４に対応する選択画面５には、倍率の設定項目を選
択するためのズームキーＫ１、集約印刷の設定項目を選択するための集約キーＫ２、余白
設定や中央寄せの設定項目を選択するための余白中央寄せキーＫ３、製本印刷の設定項目
を選択するための製本キーＫ４、両面印刷の設定項目を選択するための両面分割キーＫ５
、表紙の設定項目を選択するための表紙キーＫ６、ページ番号挿入の設定項目を選択する
ためのページ番号挿入キーＫ７、枠消し印刷の設定項目を選択するための枠消しキーＫ８
といった複数の設定項目選択キーが配される。
【００５８】
　選択画面５に表示された設定項目選択キーの表示位置をタッチすることで、設定項目を
選択することができる。設定項目選択キーの表示位置がタッチされると、パネル制御部１
０は、選択された設定項目に関する設定値を設定するための設定値設定画面（不図示）を
表示部１１に表示させる。尚、選択画面５や設定値設定画面の表示に要する画像データ（
画面表示用データＤ１。図３参照）は、メモリー１４に記憶される。パネル制御部１０は
、メモリー１４内の画面表示用データＤ１を用いてタブへの操作に応じて選択画面５を表
示部１１に表示させ、設定項目選択キーへの操作に応じて設定値設定画面を表示部１１に



(11) JP 5923477 B2 2016.5.24

10

20

30

40

50

表示させる。
【００５９】
　例えば、ズームキーＫ１の表示位置をタッチして表示される設定画面では、コピーでの
倍率（原稿に対する複写物の比）を設定値として設定することができる。また、例えば、
ページ番号挿入キーＫ７の表示位置をタッチして表示される設定画面では、印刷物にペー
ジ番号を付すか否か、ページ番号を付すとき、印刷物中、どの位置にページ番号を付すか
などを設定値として設定することができる。その他のキーでもそれぞれ設定値設定画面が
用意されるが詳細は省略する。
【００６０】
　このように、パネル制御部１０は表示部１１に複数のタブを表示させ、タッチパネル部
１２がタブの表示位置へのタッチを検知すると、パネル制御部１０は、タブを基準として
分類された設定項目を選択するための設定項目選択キーを表示部１１に表示させる。そし
て、パネル制御部１０は、タッチパネル部１２の出力や、ハードキー１３の出力に基づき
、設定項目選択キーにより設定項目を選択することで表示される設定画面で設定値を設定
する操作を認識し、受け付ける。
【００６１】
　そして、図６に示すように、パネル制御部１０は、使用者によって設定値が設定されて
いない設定項目の設定項目選択キーの上側に、設定項目の内容を示す図柄、アイコンを表
示部１１に表示させる。
【００６２】
　一方、パネル制御部１０は、使用者によって設定値が設定された設定項目については、
図柄、アイコンにかえて、設定された設定値を表示部１１に表示させ、設定値の表示欄の
表示態様を設定操作がなされていないものと異ならせる。例えば、白黒反転や設定項目選
択キーの表示色の変更などで、表示態様が変化させられる。図６の下図は、使用者によっ
て、ページ番号挿入の設定項目を選択し、中央下にページ番号を挿入する設定値が設定さ
れた例を示している。
【００６３】
（全設定値プレビュー画像Ｐ１の表示）
　次に、図６、図７を用いて、実施形態に係る操作パネル１ａでの全設定値プレビュー画
像Ｐ１の表示を説明する。図７は、実施形態に係る操作パネル１ａでのプレビュー画像の
詳細表示モードを説明するための図である。
【００６４】
　まず、全設定値プレビュー画像Ｐ１は、使用者により設定された設定値の全てを反映し
たプレビュー画像である。
【００６５】
　尚、使用者が選択していない設定項目については、予め定められたデフォルトの設定値
が適用される。例えば、ページ番号挿入や、集約印刷や、中央寄せのような、設定項目（
機能）を利用するか否かと定め得る性質の設定項目では、デフォルトの設定値は、その設
定項目（機能）を「用いない（実行しない）」旨の値とされる。一方、倍率や濃度のよう
に、単純に、Ｙｅｓ、Ｎｏ（ＯＮ、ＯＦＦ）で定めることができず（設定項目を利用する
か否かと定めることができず）、何らかの具体的な値を設定する必要がある設定項目につ
いては、デフォルトの設定値は、経験的に最も使用頻度が高いと認められる値にされる（
例えば、ズームの設定項目については「等倍」、濃度であれば、「標準」など。）。各設
定項目のデフォルトの設定値を示すデータ（デフォルト設定値データ）は、メモリー１４
に記憶される（記憶装置４２でもよい）。
【００６６】
　設定項目を選択するための各種選択画面５では、図６の上図と下図のそれぞれに示すよ
うに、プレビュー画像表示領域Ｆ１が設けられる。全設定値プレビュー画像Ｐ１を表示さ
せるには、選択画面５に設けられたプレビューキーＫ９（図６の上図参照）の表示位置を
タッチする。
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【００６７】
　ここで、本実施形態の表示入力装置１では、プレビュー画像は、入力画像データＤ５（
原稿の読み取りで得られた画像データや、通信部４３で受信された画像データ）に基づい
て表示される。
【００６８】
　そのため、タッチパネル部１２がプレビューキーＫ９の表示位置へのタッチを認識する
と、原稿搬送部２ａへの原稿セットを検知するセンサー（不図示）に基づき、原稿搬送部
２ａに原稿がセットされていると検知しているとき、主制御部４は、原稿搬送部２ａに全
ての原稿を連続的に搬送させ、画像読取部２ｂに搬送される原稿の全ページの読み取りを
行わせる（全ページではなく一部でもよい）。一方、原稿搬送部２ａに原稿がセットされ
ていると検知できないとき、主制御部４は、載置読取用コンタクトガラス２２（図１参照
）に載置された原稿の読み取りを画像読取部２ｂに行わせる。そして、画像読取部２ｂは
原稿の画像データを生成し、記憶装置４２は生成された画像データを記憶する。尚、記憶
装置４２に記憶させておいた画像データのみに基づいて印刷や送信を行うときは、原稿の
読み取りは不要である。
【００６９】
　そして、画像処理部４４（パネル制御部１０でもよい）は、入力画像データＤ５に対し
、現在の設定値に応じた画像処理を施し、画像処理後の画像データに基づいて、全設定値
プレビュー画像Ｐ１のプレビュー画像表示用データＤ６（全設定値プレビュー画像Ｐ１の
画像データ）を生成する。そして、主制御部４は、生成されたプレビュー画像表示用デー
タＤ６に基づき、表示部１１に全設定値プレビュー画像Ｐ１を表示させる。
【００７０】
　図６の下図は、ページ番号挿入の設定項目で、中央下にページ番号を付す設定値が設定
されている状態で、プレビューキーＫ９への操作により、表示される全設定値プレビュー
画像Ｐ１を例示している。
【００７１】
　ここで、本実施形態の表示入力装置１では、さらに詳細に全設定値プレビュー画像Ｐ１
を確認できるように、全設定値プレビュー画像Ｐ１を拡大表示する詳細表示モードを有す
る。詳細表示モードとするには、全設定値プレビュー画像Ｐ１の表示に伴って、プレビュ
ーキーＫ９に変わって表示される詳細設定キーＫ１０の表示位置をタッチする。
【００７２】
　詳細設定キーＫ１０の表示位置がタッチされると、パネル制御部１０は、図７に示すよ
うな詳細プレビュー画面Ｓ２を表示部１１に表示させる。詳細プレビュー画面Ｓ２では、
選択画面５よりも全設定値プレビュー画像Ｐ１が大きく表示される。また、全設定値プレ
ビュー画像Ｐ１を拡大表示するための拡大キーＫ１１や、縮小表示するための縮小キーＫ
１２や、拡大表示したときの全設定値プレビュー画像Ｐ１中の表示位置を移動させるため
の４つの移動キーＫ１３が配される。
【００７３】
　また、表示中の全設定値プレビュー画像Ｐ１と異なるページを表示させるための前ペー
ジキーＫ１４や次ページキーＫ１５が配される。表示するページを切り替えるとき、画像
処理部４４又はパネル制御部１０は、切替先のページの入力画像データＤ５に対し、設定
されている設定値に応じた画像処理を施し、画像処理後の画像データに基づき、プレビュ
ー画像表示用データＤ６を生成する。これにより、どのページを表示させても、表示部１
１は、設定中の設定値が反映された全設定値プレビュー画像Ｐ１を表示する。
【００７４】
（サムネイル表示）
　次に、図８に基づき、本実施形態の表示入力装置１でのプレビュー画像のサムネイル表
示について説明する。図８は、本実施形態の表示入力装置１でのサムネイル表示を説明す
るための図である。
【００７５】
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　まず、本実施形態の表示入力装置１は、複数のプレビュー画像をサムネイル表示するモ
ード（以下、「サムネイル表示モード」と称する。）を有する。サムネイル表示モードで
表示されるプレビュー画像は、選択画面５や詳細プレビュー画面Ｓ２のときよりも小さく
なるので、サムネイル表示モードで表示されるプレビュー画像を「縮小プレビュー画像６
」と称する。そして、図８は、サムネイル表示モードでの表示される縮小プレビュー画像
６の一例を示している。
【００７６】
　予め定められた操作（モード移行操作）がなされると、パネル制御部１０は、サムネイ
ル表示モードでのプレビュー画像（縮小プレビュー画像６）を表示部１１に表示させる。
尚、モード移行操作は、適宜定めることができる。本実施形態の表示入力装置１でのモー
ド移行操作は、図６の下図、図７での全設定値プレビュー画像Ｐ１の表示領域に対する長
押し操作である。また、選択画面５や詳細プレビュー画面Ｓ２内に、サムネイル表示モー
ドに移行するためのキーを表示してもよい。
【００７７】
　表示部１１の画面サイズは有限であり、サムネイル表示するとしても、表示できる画像
の数には限りがある。そこで、図８では、太い破線により、サムネイル表示モードに移行
したときに１画面で表示される範囲（一度に表示されるプレビュー画像の範囲）を示して
いる。そして、図８での太い破線外のプレビュー画像は、操作することで表示させること
ができる候補の一例として示している（詳細は後述）。
【００７８】
　サムネイル表示モードでは、パネル制御部１０は、設定項目名を含む設定項目領域７を
複数の設定項目ごとに並べて表示部１１に表示させる。設定項目領域は、画面の左端から
右端に及ぶ一定幅の帯状の領域である。
【００７９】
　図８は、設定項目領域７を列方向（上下方向）に並べる例を示している。また、図８の
例では、各設定項目の配列順は、上から、カラーモード、集約、濃度、ズームの順である
例を示している。表示させ得る設定項目領域７の種類は、各選択画面５で選択可能な設定
項目と同数である。
【００８０】
　パネル制御部１０は、各設定項目領域７内に、設定値入力用画像８を複数配した状態で
表示部１１に表示させる。設定値入力用画像は、ブロック状（矩形）の領域を有する。図
８に示すように、本実施形態の表示入力装置１では、設定値入力用画像８は、１画面内に
、行方向に３つ配される。
【００８１】
　パネル制御部１０は、各設定値入力用画像８内に、対応する設定項目で設定できる設定
値のうちの１つの名称（文字列）と、現在すでに設定されている設定値を反映するととも
に、付されている文字列の設定値を更に適用したときのジョブの出力結果を示す縮小プレ
ビュー画像６を表示部１１に表示させる。これにより、表示部１１は、複数のプレビュー
画像（縮小プレビュー画像６）をサムネイル表示する。
【００８２】
　尚、パネル制御部１０は、各設定項目の現在の設定値（「ＯＦＦ」など）に対応する設
定値入力用画像８では、設定値を示す文字列が内側に記された帯状画像（バー）を白抜で
表示させ、選択されていない設定値の設定値入力用画像８と異なる態様で表示させる。
【００８３】
　画像処理部４４（パネル制御部１０でもよい）は、入力画像データＤ５に基づき、各縮
小プレビュー画像６を表示するためのプレビュー画像表示用データＤ６（縮小プレビュー
画像６の画像データ）を生成する。具体的には、画像処理部４４（パネル制御部１０）は
、設定されている全ての設定値を反映すると共に、設定値入力用画像８に割り当てられた
設定値を反映した画像処理を入力画像データＤ５に施す。尚、使用者が選択していない設
定項目については、予め定められたデフォルトの設定値が適用される。
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【００８４】
　そして、画像処理部４４（パネル制御部１０）は、画像処理後の画像データに基づき、
各縮小プレビュー画像６生成用のアルゴリズムに基づき、縮小プレビュー画像６用のプレ
ビュー画像表示用データを生成する。パネル制御部１０は、このプレビュー画像表示用デ
ータに基づき、各縮小プレビュー画像６を表示部１１に表示させる。
【００８５】
　そして、タッチパネル部１２は、設定値入力用画像８（縮小プレビュー画像６でもよい
）を選択する入力を、選択した設定値入力用画像８に対応する設定値を設定する入力とし
て受け付ける。これにより、図６に示すような選択画面５に戻ることなく、設定値を変更
したり、追加したりすることができる。
【００８６】
（設定項目領域７の表示順）
　次に、図８、図９を用いて、実施形態に係る表示入力装置１での設定項目領域７の表示
順について説明する。図９は実施形態に係る頻度データＤ３の一例を示す図である。
【００８７】
　上述のように、コピーや送信などのような各機能を利用する上で、多数の設定項目（機
能）が用意される。そのため、全ての設定項目の設定項目領域７を１画面内に適度な大き
さで同時に表示することができない。
【００８８】
　そこで、本実施形態の表示入力装置１では、設定項目領域７の表示順が定められる。パ
ネル制御部１０は、サムネイル表示モードに移行したときに、表示順が上位３つの設定項
目領域７を最初に表示する。また、サムネイル表示モードでは、スクロール操作によって
表示する設定項目領域７を切り替えることができる（詳細は後述）。そして、表示順が上
位のものほど、サムネイル表示モードに移行したときに最初に表示される画面から少ない
スクロール量で表示させることができる。
【００８９】
　ここで、本実施形態の表示入力装置１では、パネル制御部１０は、頻度データＤ３に基
づき、設定項目領域７の表示順を定める。頻度データＤ３は、メモリー１４に記憶される
（記憶装置４２でもよい。図３参照。）
【００９０】
　図９に示すように、頻度データＤ３は、設定操作中に設定項目が選択された頻度（ジョ
ブ実行時に設定がキャンセルされたか否かを問わない）、あるいは、ジョブ実行時に選択
されている回数を示すデータである。また、頻度データＤ３は、使用者ごとに（使用者単
位で）選択した設定項目の頻度を示すデータを含む。頻度は、例えば、回数である（この
場合、頻度は正の整数値）。あるいは、頻度は、回数を演算した値（例えば、所定値で除
した値）でもよい。
【００９１】
　図９を用いて、頻度データＤ３を説明する。図９では、便宜上、頻度データＤ３のうち
、一部の設定項目についての頻度についてのみ示し、他の設定項目は省略している。実際
には、全ての設定項目について選択頻度がカウントされる。そして、各設定項目について
、選択された回数（選択された状態でジョブが実行された回数）を統計的にカウントした
結果が頻度データＤ３に格納される。
【００９２】
　図９の例では、頻度は、使用者Ａについては、ｎ１＞ｎ２＞ｎ３＞ｎ４＞・・・＞ｎｘ
１である。使用者Ｂについては、ｎ５＞ｎ６＞ｎ７＞ｎ８＞・・・＞ｎｘ２である。使用
者Ａの場合、設定項目領域７の表示順は、頻度（回数）が多い順番に沿って、「カラーモ
ード」、「集約」、「濃度」、「ズーム」、といった順番になり、図８に示すような設定
項目領域７の表示順となる。言い換えると、図８は、図９の使用者Ａがサムネイル表示モ
ードに移行したときの設定項目領域７の表示順を示している。
【００９３】
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　また、使用者Ｂについては、「集約」、「カラーモード」、「両面印刷」、「ズーム」
といった設定項目領域７の表示順となり、サムネイル表示モードに移行したとき、最初の
画面には、上から順に「集約」、「カラーモード」、「両面印刷」の設定項目領域７が表
示されることになる。
【００９４】
　このように、パネル制御部１０は、認証できた使用者に対応する頻度データＤ３に基づ
き、認証できた使用者の選択頻度の高い設定項目の設定項目領域７から順に表示部１１に
表示させる。また、パネル制御部１０は、設定項目が選択される度に、あるいは、ジョブ
が実行されると、ログイン中の使用者の頻度データＤ３をメモリー１４や記憶装置４２に
更新させる。その結果、使用者がよく用いる設定項目に対応する設定項目領域７ほど、優
先して表示されやすくなる。
【００９５】
　尚、各設定項目については、頻度データＤ３とは別に、デフォルトの表示順が予め定め
られている。パネル制御部１０は、選択回数が同じ複数の設定項目間や、選択したことが
ない複数の設定項目間では、デフォルトの表示順に基づいて表示順を定める。
【００９６】
（スクロール操作）
　次に、図１０、図１１を用いて、本実施形態の表示入力装置１でのスクロール操作につ
いて説明する。図１０は、本実施形態に係る表示入力装置１での表示する設定項目領域７
を切り替えるためのスクロール操作を示す図である。図１１は、本実施形態に係る表示入
力装置１での表示する設定値入力用画像８を切り替えるためのスクロール操作を示す図で
ある。
【００９７】
　本実施形態の説明では、表示部１１に表示される設定項目領域７を切り替えるためのス
クロール操作を「第１スクロール操作」と称する。また、設定項目領域７内に表示される
設定値入力用画像８を切り替えるためのスクロール操作を「第２スクロール操作」と称す
る。
【００９８】
　タッチパネル部１２は、第１スクロール操作を受け付ける。どのような操作を第１スク
ロール操作と扱うかは、適宜定めることができる。本実施形態の表示入力装置１では、タ
ッチパネル部１２のタッチ位置をタッチしたまま、上、又は、下方向に移動させる操作が
第１スクロール操作と扱われる。
【００９９】
　具体的に、パネル制御部１０は、タッチ位置を下方向に移動させる操作を、表示順での
下位の設定項目領域７に表示を切り替える操作と認識する。パネル制御部１０は、下方向
へのタッチ位置の移動距離が長いほど、より下位の設定項目領域７を表示部１１に表示さ
せる。又は、下位方向への設定項目領域７の表示切り替え速度（スクロール速度）を速く
する。一方、パネル制御部１０は、下方向への移動距離が短いほど、第１スクロール操作
前の設定項目領域７に表示順が近い設定項目領域７を表示部１１に表示させる、又は、下
位方向への設定項目領域７の表示切り替え速度（スクロール速度）を遅くする。
【０１００】
　図１０に示す例では、第１スクロール操作により、表示順の最上位の「カラーモード」
の設定項目領域７が表示されなくなり、「集約」の設定項目領域７と、「濃度」の設定項
目領域７が１列ずつ繰り上がり、「濃度」の次の表示順である「ズーム」の設定項目領域
７が新たに表示された例を示している（図１０の下図参照）。言い換えると、図８に示し
た１画面外の設定項目領域７であった「ズーム」の設定項目以降の設定項目領域７が第１
スクロール操作によって、新たに表示される。
【０１０１】
　このように、第１スクロール操作によって、所望の設定項目の設定項目領域７を表示さ
せることができる。尚、第１スクロール操作によっては、設定項目領域７の表示順の関係
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は変わらない（維持される）
【０１０２】
　一方、パネル制御部１０は、タッチ位置を上方向に移動させる操作を、表示順での上位
の設定項目領域７に向けて表示を切り替える操作と認識する。パネル制御部１０は、上方
向への移動距離が長いほど、より上位の設定項目領域７を表示部１１に表示させる、又は
、上位方向への設定項目領域７の表示切り替え速度（スクロール速度）を速くする。一方
、パネル制御部１０は、上方向への移動距離が短いほど、第１スクロール操作前の設定項
目領域７に表示順が近い設定項目領域７を表示部１１に表示させる、又は、上位方向への
設定項目領域７の表示切り替え速度（スクロール速度）を遅くする。
【０１０３】
　また、タッチパネル部１２は、第２スクロール操作を受け付ける。どのような操作を第
２スクロール操作と扱うかは、適宜定めることができる。本実施形態の表示入力装置１で
は、表示を切り替えたい（スクロールさせたい）設定項目領域７内での、タッチパネル部
１２をタッチしたまま、タッチ位置を左方向、又は、右方向に移動させる操作が第２スク
ロール操作と扱われる。
【０１０４】
　具体的に、パネル制御部１０は、タッチパネル部１２をタッチしたままタッチ位置を右
方向に移動させる操作で、右側に配された設定値入力用画像８に表示を切り替える操作と
認識する。尚、各設定項目領域７において、設定値入力用画像８の配列順は予め定められ
ている。例えば、図８に示すように、集約の設定項目領域７では、左から順に、「ＯＦＦ
」、「２ｉｎ１（左→右配置）」、「４ｉｎ１（Ｚ配置）」、「４ｉｎ１（Ｎ配置）」、
「２ｉｎ１（右→左配置）」と予め決まっている。
【０１０５】
　図１１に示す例では、濃度の設定項目領域７に対して、第２スクロール操作を行う例を
示している。そして、第２スクロール操作により、表示されていなかった「＋２（２段階
濃くする）の設定値」に対応する設定値入力用画像８と、「－２（２段階薄くする）の設
定値」に対応する設定値入力用画像８と、「＋３（３段階濃くする）の設定値」に対応す
る設定値入力用画像８とが新たに表示された例を示している（図１１の下図参照）。言い
換えると、パネル制御部１０は、図８に示した１画面外に表示しきれなかった設定値入力
用画像８を、第２スクロール操作によって、新たに表示部１１に表示させる。
【０１０６】
　一方、パネル制御部１０は、タッチ位置を左方向に移動させる操作を、左側に配された
設定値入力用画像８に表示を切り替える操作と認識する。
【０１０７】
（設定値の設定に伴う割込表示）
　次に、図１２、図１３を用いて、設定値の設定に伴う割込表示について説明する。図１
２は、表示入力装置１での設定値の設定に伴う割込表示と縮小プレビュー画像６の切替を
示す図である。図１３は、実施形態に係る関連性データＤ４の一例を示す図である。
【０１０８】
　上述のように、タッチパネル部１２は、設定値入力用画像８に対してタッチする操作（
タッチ後にスクロール操作をすることなく指を離す操作）を、タッチされた設定値入力用
画像８に対応する設定値を設定する操作と受け付ける。
【０１０９】
　設定値の設定がなされると、パネル制御部１０は、頻度データＤ３に基づく表示順によ
らず（頻度データＤ３に基づく表示順を無視して）、設定された設定値（選択された設定
値入力用画像８）と関連すると定められた設定項目の設定項目領域７を表示部１１に割込
表示させる。
【０１１０】
　具体的に、パネル制御部１０は、設定値が設定された設定値入力用画像８の上側、又は
、下側の何れか一方に隣接して、関連すると定められた設定項目の設定項目領域７を表示
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させる。言い換えると、割込表示は、サムネイル表示モードでの設定値設定（設定値入力
用画像８の選択）に反応した、特定の設定項目領域７の強制的な表示順の繰り上げともい
える。
【０１１１】
　各設定項目間の関連性は、関連性データＤ４で定められる。関連性データＤ４は、メモ
リー１４（記憶装置４２でもよい）に記憶される。図１３に示すように、関連性データＤ
４では、各種設定値に対して関連がある（同時に設定されやすい）と判断する設定項目が
定義される。
【０１１２】
　例えば、２ｉｎ１や４ｉｎ１のような集約印刷で印刷枚を減らす設定は、経費削減の観
点でトナーや用紙の消費を減らすために設定がなされる場合がある。そのため、２ｉｎ１
や４ｉｎ１の設定値が設定されたとき、「エコプリント」の設定項目で、「エコプリント
ＯＮ（エコプリント実行）」の設定値もあわせて設定される場合が多い。言い換えると、
「２ｉｎ１」や「４ｉｎ１」と、「エコプリントＯＮ」は、組み合わされて設定される場
合が多い。尚、エコプリントは、通常の印刷よりもトナーの消費量を減らして印刷を行う
機能である（印刷物の濃度は、通常の印刷よりも薄い）。
【０１１３】
　図１３に示す関連性データＤ４では、２ｉｎ１の設定値と、４ｉｎ１の各設定値は、エ
コプリントの設定項目と関連性があると定義されている。又、反対に、図１３の関連性デ
ータＤ４ではエコプリントＯＮの設定値に対しては、集約の設定項目と関連性があると定
義されている。
【０１１４】
　図１２の下図は、サムネイル表示モードで「２ｉｎ１」の設定値の設定が設定されると
、パネル制御部１０が、図１３に示す関連性データＤ４で関連があると定められた「エコ
プリント」の設定項目領域７を表示部１１に割込表示させる例を示している。
【０１１５】
　このような、各設定値について組み合わせて使用される設定項目（設定値でもよい）を
検討した結果が、関連性データＤ４が定められる。尚、タッチパネル部１２やハードキー
１３で、関連性データＤ４を変更する入力を受け付け、パネル制御部１０は、関連性デー
タＤ４を変更する入力に応じ、メモリー１４や記憶装置４２に、関連性データＤ４を更新
させてもよい。これにより、使用者の使用状況を勘案した関連性データＤ４に基づき、割
込表示を行うことができる。
【０１１６】
　また、各設定値について、組み合わせて用いられた設定値（実行されたジョブで使用者
により設定された設定値）をカウントしておき、パネル制御部１０は、組み合わせて使用
された回数が閾値回数以上であって、最も回数が多い設定値を含む設定項目を、関連性が
高い設定項目と判断し、割込表示してもよい。この場合、使用者による設定値の設定履歴
は、使用者ごとにメモリー１４に記憶される。
【０１１７】
（縮小プレビュー画像６の切替）
　次に、図１２を用いて、縮小プレビュー画像６の切替について説明する。
【０１１８】
　上述のように、タッチパネル部１２は、設定値入力用画像８に対してタッチする操作（
タッチ後にスクロール操作をすることなく指を離す操作）を、タッチされた設定値入力用
画像８に対応する設定値を設定する操作と受け付ける。設定値が設定されると、設定値が
変更されたことになる。
【０１１９】
　そこで、パネル制御部１０は、縮小プレビュー画像６を新たに設定された設定値（変更
された設定値）に応じて変更する。
【０１２０】
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　画像処理部４４（パネル制御部１０でもよい）は、入力画像データＤ５に基づき、各縮
小プレビュー画像６を表示するためのプレビュー画像表示用データＤ６（縮小プレビュー
画像６の画像データ）を生成する。具体的には、画像処理部４４（パネル制御部１０）は
、変更後の全ての設定値を反映すると共に、各設定値入力用画像８に割り当てられた設定
値を反映した画像処理を入力画像データＤ５に施す。尚、使用者が選択していない設定項
目については、予め定められたデフォルトの設定値が適用される。
【０１２１】
　そして、画像処理部４４（パネル制御部１０）は、画像処理後の画像データと縮小プレ
ビュー画像６生成用のアルゴリズム（縮小画像処理）に基づき、新たな縮小プレビュー画
像６用のプレビュー画像表示用データを生成する。パネル制御部１０は、このプレビュー
画像表示用データに基づき、各縮小プレビュー画像６を表示部１１に表示させる。これに
より、設定値の設定前と設定値の設定後では、新たに設定された設定値を含む設定項目領
域７以外の縮小プレビュー画像６が変更される。
【０１２２】
　具体的に、図１２を用いて説明する。図１２の上図は、タッチパネル部１２が、集約の
設定項目の設定値を、「ＯＦＦ（集約なし）」から「２ｉｎ１」に変更する操作（「２ｉ
ｎ１」に対応する設定値入力用画像８への操作）を受け付けたことを示している。
【０１２３】
　そして、図１２の下図は、集約の設定項目の設定値を「２ｉｎ１」に変更したことに伴
い、集約の設定項目領域７に隣接する（集約の設定項目領域７の上側と下側の）設定項目
領域７内の各縮小プレビュー画像６が、集約なしの状態から２ｉｎ１の状態の縮小プレビ
ュー画像６に切り替えられた（変更された）ことを示している。また、パネル制御部１０
が、「２ｉｎ１」の設定値に関連があるとの判断して、「エコプリント」の設定項目領域
７を表示部１１に割込表示させることを示している。
【０１２４】
（ジョブの実行とサムネイル表示モードの終了）
　次に、図８、図１０～図１２を用いて、実施形態に係る表示入力装置１でのジョブの実
行開始とサムネイル表示モードの終了について説明する。
【０１２５】
　サムネイル表示モードでは、パネル制御部１０は、表示部１１の表示画面内に、設定さ
れた設定値を反映したジョブの実行開始を指示するための実行キーＫ１６を表示部１１に
表示させる。図８、図１０～図１２に示すように、本実施形態の表示入力装置１のサムネ
イル表示モードでは、最上位の設定項目領域７の領域内に実行キーＫ１６が固定的に表示
される。
【０１２６】
　タッチパネル部１２が実行キーＫ１６の表示位置への操作を受け付けると、パネル制御
部１０は、主制御部４に向けてジョブの実行開始が指示されたことや、設定された設定値
を示すデータ（信号）を送信する。このデータを受け、主制御部４は、設定された設定値
に応じた印刷や送信のようなジョブを実行させる。尚、スタートキー１３１を押す操作が
あったとき、ジョブの実行が開始されるようにしてもよい。
【０１２７】
　また、サムネイル表示モードでは、パネル制御部１０は、表示部１１の表示画面内に、
サムネイル表示モードの終了を指示するための戻るキーＫ１７（サムネイル表示モード終
了キー）を表示部１１に表示させる。図８、図１０～図１２に示すように、本実施形態の
表示入力装置１のサムネイル表示モードでは、最上位の設定項目領域７の領域内に実行キ
ーＫ１６に並べて戻るキーＫ１７が固定的に表示される。
【０１２８】
　タッチパネル部１２が戻るキーＫ１７の表示位置への操作を受け付けると、パネル制御
部１０はサムネイル表示モードを終了し、サムネイル表示モードを表示する前の画面を表
示部１１に表示させる。例えば、パネル制御部１０は、選択画面５や詳細プレビュー画面
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Ｓ２を表示させる。尚、パネル制御部１０は、サムネイル表示モード終了後での選択画面
５や詳細プレビュー画面Ｓ２には、サムネイル表示モードで設定された設定値を反映した
全設定値プレビュー画像Ｐ１を表示部１１に表示させる。
【０１２９】
　このようにして、実施形態に係る表示入力装置１は、設定項目名を含む設定項目領域７
を複数の設定項目ごとに並べて表示し、設定項目領域７内に、対応する設定項目で設定で
きる設定値を示す文字列と、現在すでに設定されている設定値とともに文字列として表記
された設定値を更に反映したときのジョブの出力結果を示すプレビュー画像（縮小プレビ
ュー画像６）を含む設定値入力用画像８を並べて表示することにより複数のプレビュー画
像をサムネイル表示する表示部１１と、設定値入力用画像８に対する操作を、選択した設
定値入力用画像８に対応する設定値を設定する入力として受け付ける操作入力部（タッチ
パネル部１２、ハードキー１３）と、を含む。
【０１３０】
　これにより、操作入力部（タッチパネル部１２、ハードキー１３）は、サムネイル表示
されたプレビュー画像（縮小プレビュー画像６）を選択する行為を、表示中での設定値を
変更、追加する入力と受け付ける。従って、従来のように、プレビュー画像をみて設定漏
れや設定ミスを確認したときに、従来のような設定値の再設定に手間（設定値の再設定操
作やプレビュー画像の再表示など）を要さずに、簡易、迅速に設定値の変更を行うことが
できる。
【０１３１】
　また、各設定値入力用画像８には、付された設定値を更に適用したときのジョブの出力
結果を示すプレビュー画像（縮小プレビュー画像６）が含まれるので、使用者は、設定値
を設定したときのジョブの出力結果を容易に想起することができる。従って、従来のよう
に、設定された全設定値を反映したプレビュー画像を１パターンのみ表示させるのではな
く、現在の設定値から別途、設定値を適用したときのプレビュー画像を並列して表示させ
ることができる。そして、使用者は、出力結果を容易に想起できる。また、使用者は、設
定項目名や設定項目に含まれる設定値の名称とその内容を細かく知らなくても、所望する
態様のプレビュー画像を選択するだけで、所望の結果が得られるように設定を行うことが
できる。
【０１３２】
　また、実施形態に係る表示入力装置１は、設定項目が選択された頻度を示す頻度データ
Ｄ３を記憶する記憶部（メモリー１４、記憶装置４２）を含み、表示部１１は、サムネイ
ル表示するとき、選択頻度の高い設定項目の設定項目領域７から順に表示する。
【０１３３】
　これにより、使用頻度の高い設定項目領域７から順番に表示させることができる。従っ
て、よく使われるような設定項目の設定項目領域７から表示させることができ、使用者が
確認や操作を望む設定項目領域７や設定値入力用画像８を優先的に表示させることができ
る。
【０１３４】
　また、記憶部（メモリー１４、記憶装置４２）は、使用者を認証するための認証用デー
タＤ２と、認証用データＤ２に基づき使用が認められる使用者ごとに、各使用者が選択し
た設定項目の頻度を示す頻度データＤ３を記憶し、操作入力部（タッチパネル部１２、ハ
ードキー１３）は、使用者を認証するための認証入力を受け付け、表示部１１は、サムネ
イル表示するとき、認証できた使用者に対応する頻度データＤ３に基づき、認証できた使
用者の選択頻度の高い設定項目の設定項目領域７から順に表示する。
【０１３５】
　これにより、使用者にあわせて、設定項目領域７の表示順を最適化することができる。
従って、より速やかに設定値設定を完了できるように、設定項目領域７の表示順を個人単
位でカスタマイズすることができる。
【０１３６】
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　また、記憶部（メモリー１４、記憶装置４２）は、選択された設定値と関連がある設定
項目を定義した関連性データＤ４を記憶し、表示部１１は、設定値入力用画像８に対して
操作を行って設定値が設定されたとき、関連性データＤ４に選択された設定値と関連があ
るとして定義された設定項目の設定項目領域７を新たに割込表示させる。
【０１３７】
　これにより、設定値の設定に対する反応として、組み合わせて設定される可能性が高く
、関連性が高い設定項目領域７が表示される。従って、スムーズに設定値の設定を行うこ
とができ、表示入力装置１の使いやすさを向上させることができる。
【０１３８】
　また、操作入力部（タッチパネル部１２、ハードキー１３）は、表示部１１に表示され
る設定項目領域７を切り替えるための第１スクロール操作を受け付け、表示部１１は、第
１スクロール操作がなされると、スクロールにより表示されていない設定項目の設定項目
領域７を表示させる。
【０１３９】
　これにより、表示させる設定項目（設定項目領域７）を滑らかに切り替えることができ
、所望の設定項目を容易に表示させることができる。
【０１４０】
　また、操作入力部（タッチパネル部１２、ハードキー１３）は、設定項目領域７内に表
示される設定値入力用画像８を切り替えるための第２スクロール操作を受け付け、表示部
１１は、第２スクロール操作がなされると、スクロールにより表示されていない設定値に
対応する設定値入力用画像８を表示させる。
【０１４１】
　これにより、表示させる設定値（設定値入力用画像８）を滑らかに切り替えることがで
き、所望の設定値入力用画像８を容易に表示させることができる。
【０１４２】
　また、操作入力部（タッチパネル部１２、ハードキー１３）が設定値入力用画像８を選
択する入力に基づき設定値を設定する入力を受け付けたとき、表示部１１は、表示してい
る複数のプレビュー画像（縮小プレビュー画像６）を、設定された設定値に応じて変更す
る。
【０１４３】
　これにより、設定値の設定値を繰り返しても、各設定値入力用画像８のプレビュー画像
（縮小プレビュー画像６）は、新たに設定された設定値が反映されたものであり、最終的
なジョブの出力結果の一例を示すものとなる。従って、ジョブの出力結果が想起しやすい
ように、各プレビュー画像を切り替えることができる。
【０１４４】
　また、操作入力部（タッチパネル部１２、ハードキー１３）は、複数の設定項目領域７
、及び、複数の設定値入力用画像８を表示している状態で、ジョブの実行開始指示を受け
付ける。
【０１４５】
　この構成によれば、操作入力部（タッチパネル部１２、ハードキー１３）は、複数の設
定項目領域７、及び、複数の設定値入力用画像８を表示している状態で、ジョブの実行開
始指示を受け付ける。これにより、各プレビュー画像（縮小プレビュー画像６）を確認し
た後、余分な操作なしで直ちにジョブの実行を指示することができる。
【０１４６】
　また、表示部１１は、操作入力部（タッチパネル部１２、ハードキー１３）に対して予
め定められた入力がなされると、設定値設定画面で設定された全ての設定値を反映した１
枚の全設定値プレビュー画像Ｐ１を表示し、操作入力部に対して全設定値プレビュー画像
Ｐ１を表示中に、プレビュー画像（縮小プレビュー画像６）をサムネイル表示するための
モード移行操作がなされると、設定項目領域７と設定値入力用画像８の表示を行う。
【０１４７】
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　これにより、全設定値プレビュー画像Ｐ１を確認して、設定ミスや設定漏れがあった場
合にのみ、サムネイル表示を行うモードに移行して、設定値の変更を行えるようにするこ
とができる。言い換えると、設定項目領域７や設定値入力用画像８の表示に（サムネイル
表示に）、特別な操作を求め、設定に漏れやミスがない場合には、設定項目領域７や設定
値入力用画像８の表示をせずにすまして、表示を簡素化することができる。
【０１４８】
　また、実施形態に係る画像形成装置（複合機１００）は、上ジュッの表示入力装置１を
含む。
【０１４９】
　そのため、実施形態に係る複合機１００では、プレビュー画像（縮小プレビュー画像６
）を表示中での設定値を変更、追加する入力を受け付けられる。従って、従来では、プレ
ビュー画像（全設定値を反映したプレビュー画像）を表示した後、設定のやり直しを行う
場合、プレビュー画像の表示の中断→必要な設定値を設定するための設定画面の表示操作
→設定値の設定→プレビュー画像の再表示というように、手間を要するものであった。し
かし、このような手間が不要で使いやすい表示入力装置１を含むので、設定を容易、迅速
に行える画像形成装置（複合機１００）を提供することができる。また、プレビュー画像
を表示する場合でも簡易に設定値の変更を行うことができる画像形成装置（複合機１００
）を提供することができる。また、設定値を変更、追加したときのジョブの結果への影響
を容易に確認することができ、設定ミスや設定漏れのない画像形成装置を提供することが
できる。
【０１５０】
　本発明の実施形態を説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明
の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
【０１５１】
　例えば、設定項目領域７を縦方向（列状）に、設定値入力用画像８を横方向（行状）に
並べて表示する例を説明したが、設定項目領域７を横方向（行状）に、設定値入力用画像
８を縦方向（列状）に並べて表示するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　本発明は、表示部１１とタッチパネル部１２を有し、プレビュー画像（仕上がり画像）
を表示するする表示入力装置１や、画像形成装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０１５３】
１００　複合機（画像形成装置）　　　　　１　　　表示入力装置
１１　　表示部　　　　　　　　　　　　　１２　　タッチパネル部（操作入力部）
１３　　ハードキー（操作入力部）　　　　１４　　メモリー（記憶部）
４２　　記憶装置（記憶部）
６　　　縮小プレビュー画像（プレビュー画像）
７　　　設定項目領域　　　　　　　　　　８　　　設定値入力用画像
Ｄ２　　認証用データ　　　　　　　　　　Ｄ３　　頻度データ
Ｄ４　　関連性データ　　　　　　　　　　Ｐ１　　全設定値プレビュー画像
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