
JP 5830506 B2 2015.12.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記号を含む記号列を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている前記記号列を表示する表示部と、
　前記表示部への接触位置を検出するタッチセンサーと、
　制御部と、
　表示切替部と
を備え、
　前記制御部は、
　前記タッチセンサーが検出した前記接触位置に基づいて削除対象記号列および削除基準
位置を特定し、
　ユーザーの前記表示部への接触操作中に前記表示切替部が押下される度に前記表示部に
表示される削除対象記号列の表示状態を後半非表示状態、前半非表示状態または全表示状
態のうちのいずれか１つの表示状態に切り替え、
　前記後半非表示状態は、前記削除対象記号列のうち前記削除基準位置よりも後に表示さ
れている後半記号列を非表示にする表示状態であり、
　前記前半非表示状態は、前記削除対象記号列のうち前記削除基準位置よりも前に表示さ
れている前半記号列を非表示にする表示状態であり、
　前記全表示状態は、前記削除対象記号列の全てを表示する表示状態である、入力装置。
【請求項２】
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　前記タッチセンサーが、前記接触位置が無くなったことを検出した際、前記制御部は、
前記表示部において表示されている記号列の表示を維持する、請求項１に記載の入力装置
。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記ユーザーの前記表示部への接触操作中に前記表示切替部が押下される度に前記表示
部に表示される削除対象記号列の表示状態を前記後半非表示状態、前記前半非表示状態、
および、前記全表示状態の順に繰り返し切り替える、
　または、
　前記前半非表示状態、前記後半非表示状態、および、前記全表示状態の順に繰り返し切
り替える、請求項１または請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　ユーザーが記号列を入力可能な入力部をさらに備え、
　前記表示部は、前記入力部から入力された前記記号列を表示する、請求項１から請求項
３のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記削除対象記号列を文単位、段落単位または記号列全体で特定する、
請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項６】
　前記表示切替部は、ソフトウェアキーまたはハードウェアキーである、請求項１から請
求項５のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の入力装置を備える、電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電子機器（例えば、携帯型情報端末および画像形成装置）に搭載される入力装置
として、文書の入力を表示部に表示されたキーボード（例えば、ソフトウェアキーボード
）によって行うものが提供されている。ユーザーが所望の文字を削除する場合、ユーザー
がクリアキーを短押しすることにより一文字ずつ文字を削除する、あるいは、ユーザーが
クリアキーを長押しして表示画面中の全文字を削除する。
【０００３】
　特許文献１には容易に所望の文字を削除する携帯端末が開示されている。特許文献１に
開示されている入力装置によれば、クリアキーの押下時間として、短押し、中押し、長押
しの３種類を用意し、短押しで文字１個削除、中押しで行などを削除、長押しで編集対象
の文字全体を一括削除する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２６３３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の携帯端末では、中押しで文字を削除する際、カーソ
ル表示以前またはカーソル表示以降のどちらか一方しか削除範囲を指定できないため、所
望の文字を削除することが困難であった。
【０００６】
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　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、容易に所望の範囲の記号列を削除する
ことができる入力装置および電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る入力装置は、記憶部と、表示部と、タッチセンサーと、制御部と、表示切
替部とを備える。前記記憶部は、複数の記号を含む記号列を記憶する。前記表示部は、前
記記憶部に記憶されている前記記号列を表示する。前記タッチセンサーは、前記表示部へ
の接触位置を検出する。前記制御部は、前記タッチセンサーが検出した前記接触位置に基
づいて削除対象記号列および削除基準位置を特定する。前記制御部は、ユーザーの前記表
示部への接触操作中に前記表示切替部が押下される度に前記表示部に表示される削除対象
記号列の表示状態を後半非表示状態、前半非表示状態または全表示状態のうちのいずれか
１つの表示状態に切り替える。前記後半非表示状態は、前記削除対象記号列のうち前記削
除基準位置よりも後に表示されている後半記号列を非表示にする表示状態である。前記前
半非表示状態は、前記削除対象記号列のうち前記削除基準位置よりも前に表示されている
前半記号列を非表示にする表示状態である。前記全表示状態は、前記削除対象記号列の全
てを表示する表示状態である。
【０００８】
　本発明に係る電子機器は、上記に記載の入力装置を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る入力装置によれば、制御部は、接触位置に基づいて削除対象記号列および
削除基準位置を特定し、ユーザーの接触操作中に表示切替部が押下される度に、削除対象
記号列の表示状態を、「後半非表示状態」、「前半非表示状態」、および「全表示状態」
に切り替える。したがって、ユーザーは所望の範囲の記号列に対して容易に記号列の削除
を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る入力装置を示すブロック図である。
【図２】（ａ）および（ｂ）は、本発明の実施形態に係る入力装置を示す模式図である。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施形態に係る入力装置の表示状態の切り替え方法
を示す模式図である。
【図４】本発明の実施形態に係る入力装置の表示状態の切り替え方法を示すフローチャー
トである。
【図５】本発明の他の実施形態に係る入力装置を示すブロック図である。
【図６】（ａ）は、本施形態に係る入力装置を示す模式図である。（ｂ）は、本実施形態
に係る入力装置が備える入力部と表示切替部とを示す模式図である。
【図７】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明による入力装置および電子機器の実施形態を説明する。た
だし、本発明は以下の実施形態に限定されない。
【００１２】
　［実施形態１］
　図１および図２を参照して、本発明に係る入力装置１０の実施形態を説明する。図１は
、本発明の実施形態１に係る入力装置１０を示すブロック図である。図２（ａ）および（
ｂ）は、本発明の実施形態に係る入力装置１０を示す模式図である。
【００１３】
　入力装置１０は、制御部２０と、記憶部３０と、表示部４０と、タッチセンサー４２と
、表示切替部４４とを備える。
【００１４】
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　記憶部３０は、複数の記号を含む記号列を記憶する。記号は例えば、ひらがな、カタカ
ナ、漢字ならびにアルファベットなどの文字、数字およびマーク（例えばアットマーク）
を含む。記憶部３０は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
およびＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）である。記憶部３０は、ユーザーに
よって入力された記号列、または通信によって受信した記号列を記憶する。
【００１５】
　表示部４０は、記憶部３０に記憶されている記号列を表示する。表示部４０は、例えば
、液晶パネルである。
【００１６】
　タッチセンサー４２は、ユーザーによる表示部４０への接触位置を検出する。
【００１７】
　表示切替部４４は、例えば、クリアキーである。表示切替部４４は、ハードウェアキー
またはソフトウェアキーである。
【００１８】
　制御部２０は、表示部４０と記憶部３０とを制御する。制御部２０は、例えば、ＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）である。制御部２０は、ユーザーに
よる表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される度に表示部４０に表示され
る表示状態を切り替える。
【００１９】
　まず、図２（ａ）を参照して、表示切替部４４がハードウェアキーである入力装置１０
の実施形態を説明する。本実施形態において、入力装置１０は画像形成装置に搭載される
。
【００２０】
　入力装置１０は、さらにスタートボタン６３を備える。ユーザーによってスタートボタ
ン６３が押下されると、画像形成装置が動作を開始する。表示部４０には、記号列７１「
ＡＢＣＤＥＦＧＨ」が表示される。ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４
４が押下される度に、制御部２０は、表示部４０に表示される表示状態を切り替える。表
示状態の切り替えについては、図３を参照して後述する。
【００２１】
　次に、図２（ｂ）を参照して、表示切替部４４がソフトウェアキーである入力装置１０
の実施形態を説明する。図２（ｂ）に示す入力装置１０は、表示切替部４４がソフトウェ
アキーであること以外は、図２（ａ）に示した入力装置１０と同じ構成であるので、重複
部分については説明を省略する。
【００２２】
　表示部４０には、表示切替部４４が表示されている。表示切替部４４は、ソフトウェア
キーボードである。ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される
度に、制御部２０は、表示部４０に表示される表示状態を切り替える。表示状態の切り替
えについては、図３を参照して後述する。
【００２３】
　図１および図３を参照して、本発明に係る入力装置１０の表示状態の切り替え方法につ
いて説明する。図３（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施形態に係る入力装置１０の表示状態
の切り替え方法を示す模式図である。
【００２４】
　図３（ａ）に示すように、表示部４０には、記号列７１「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」が表示さ
れている。
【００２５】
　次に、図３（ｂ）に示すように、ユーザーが記号列７１中の「Ｄ」と「Ｅ」との間をタ
ッチすることによって、タッチセンサー４２は、接触位置Ｔを検出する。接触位置Ｔは「
Ｄ」と「Ｅ」との中間に位置する。
【００２６】
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　制御部２０は、接触位置Ｔに基づいて削除対象記号列を特定する。本実施形態では、制
御部２０は、記号列７１「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」を削除対象記号列として特定する。また、
制御部２０は、接触位置Ｔに基づいて削除基準位置を特定する。本実施形態では、制御部
２０は、接触位置Ｔを削除基準位置として特定する。
【００２７】
　本明細書において、削除対象記号列７１のうち削除基準位置Ｔよりも前に表示されてい
る記号列を前半記号列と記載する。また、本明細書において削除対象記号列のうち削除基
準位置Ｔよりも後に表示されている記号列を後半記号列と記載する。本実施形態では、削
除対象記号列「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」のうち記号列「ＡＢＣＤ」が前半記号列であり、記号
列「ＥＦＧＨ」が後半記号列である。
【００２８】
　図３（ｂ）に示すように、ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押
下される（１回目）と、制御部２０は、削除対象記号列７１の表示状態を、図３（ｃ）に
示すように、削除対象記号列７１のうち後半記号列７３「ＥＦＧＨ」を非表示にする。そ
の結果、表示部４０には、前半記号列７２「ＡＢＣＤ」のみが表示されている。
【００２９】
　図３（ｃ）に示すように、ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４がさ
らに押下される（２回目）と、制御部２０は、削除対象記号列７１の表示状態を、図３（
ｄ）に示すように、削除対象記号列７１のうち前半記号列７２「ＡＢＣＤ」を非表示にす
る。その結果、表示部４０には、後半記号列７３「ＥＦＧＨ」のみが表示されている。
【００３０】
　図３（ｄ）に示すように、ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４がさ
らに押下される（３回目）と、制御部２０は、削除対象記号列の表示状態を、図３（ｂ）
に示すように、削除対象記号列７１の全て（「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」）を再び表示する。
【００３１】
　このように、制御部２０は、ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が
押下される度に、表示部に表示される削除対象記号列の表示状態を、「後半非表示状態」
、「前半非表示状態」、および「全表示状態」の順に繰り返し切り替える。
【００３２】
　ユーザーが接触操作をやめる（すなわちユーザーが接触位置Ｔから指を離す）と、タッ
チセンサー４２が、接触位置が無くなったことを検出する。タッチセンサー４２が接触位
置Ｔの無くなったことを検出すると、制御部２０は記憶部３０を更新する。その結果、制
御部２０は、表示部４０において表示されている記号列の表示を維持する。
【００３３】
　上述したように、制御部２０は、タッチセンサー４２が検出した接触位置Ｔに基づいて
削除対象記号列および削除基準位置Ｔを特定し、ユーザーの表示部４０への接触操作中に
表示切替部４４が押下される度に、表示部に表示される削除対象記号列の表示状態を、「
後半非表示状態」、「前半非表示状態」、および「全表示状態」のうちのいずれか１つの
表示状態に切り替える。したがって、容易に所望の範囲の記号列を削除することができる
。
【００３４】
　また、タッチセンサー４２が、接触位置が無くなったことを検出した際、制御部は、表
示部４０に表示されている記号列の表示を維持する。したがって、容易に所望の範囲の記
号列の削除を行うことができる。
【００３５】
　図１および図４を参照して、本発明に係る入力装置１０の表示状態切替処理について説
明する。図４は、本発明の実施形態に係る入力装置１０の表示状態切替処理を示すフロー
チャートである。
【００３６】
　ステップＳ１００：表示部４０には、記号列の全てが表示されている。表示部４０は、
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記憶部３０に記憶されている記号列を表示する。
【００３７】
　ステップＳ１０２：タッチセンサー４２は、接触位置Ｔを検出する。そして、制御部２
０は、接触位置Ｔに基づいて削除対象記号列７１および削除基準位置を特定する。
【００３８】
　ステップＳ１０４：制御部２０は、接触位置Ｔが無くなったか否かを判定する。制御部
２０が、接触位置Ｔが無くなったと判定した場合（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、すなわ
ち、タッチセンサー４２が、接触位置Ｔが無くなったことを検出した場合、表示状態切替
処理は、ステップＳ１２２に進み、記憶部３０に記憶されている記号列の情報を表示部４
０に表示されている記号列の情報に更新する。制御部２０が、接触位置Ｔが無くなってい
ないと判定した場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、すなわち、タッチセンサー４２が、接
触位置Ｔを検出し続けている場合、表示状態切替処理は、ステップＳ１０６に進む。
【００３９】
　ステップＳ１０６：制御部２０は、表示切替部４４が押下されたか否かを判定する。制
御部２０が、表示切替部４４が押下されていないと判定した場合（ステップＳ１０６：Ｎ
ｏ）、表示状態切替処理は、ステップＳ１０４に戻る。制御部２０が、表示切替部４４が
押下されたと判定した場合（ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、表示状態切替処理は、ステッ
プＳ１０８に進む。
【００４０】
　ステップＳ１０８：制御部２０は、表示部４０に表示される削除対象記号列７１の表示
状態を後半非表示状態にする。
【００４１】
　ステップＳ１１０：制御部２０は、接触位置Ｔが無くなったか否かを判定する。制御部
２０が、接触位置Ｔが無くなったと判定した場合（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、すなわ
ち、タッチセンサー４２が、接触位置Ｔが無くなったことを検出した場合、表示状態切替
処理は、ステップＳ１２２に進み、記憶部３０に記憶されている記号列の情報を表示部４
０に表示されている記号列の情報に更新する。制御部２０が、接触位置Ｔが無くなってい
ないと判定した場合（ステップＳ１１０：Ｎｏ）、すなわち、タッチセンサー４２が、接
触位置Ｔを検出し続けている場合、表示状態切替処理は、ステップＳ１１２に進む。
【００４２】
　ステップＳ１１２：制御部２０は、表示切替部４４が押下されたか否かを判定する。制
御部２０は、表示切替部４４が押下されていないと判定した場合（ステップＳ１１２：Ｎ
ｏ）、表示状態切替処理は、ステップＳ１１０に戻る。制御部２０が、表示切替部４４が
押下されたと判定した場合（ステップＳ１１２：Ｙｅｓ）、表示状態切替処理は、ステッ
プＳ１１４に進む。
【００４３】
　ステップＳ１１４：制御部２０は、表示部４０に表示される削除対象記号列７１の表示
状態を、前半非表示状態にする。
【００４４】
　ステップＳ１１６：制御部２０は、接触位置Ｔが無くなったか否かを判定する。制御部
２０が、接触位置Ｔが無くなったと判定した場合（ステップＳ１１６：Ｙｅｓ）、すなわ
ち、タッチセンサー４２が、接触位置Ｔが無くなったことを検出した場合、表示状態切替
処理は、ステップＳ１２２に進み、記憶部３０に記憶されている記号列の情報を表示部４
０に表示されている記号列の情報に更新する。制御部２０が、接触位置Ｔが無くなってい
ないと判定した場合（ステップＳ１１６：Ｎｏ）、すなわち、タッチセンサー４２が、接
触位置Ｔを検出し続けている場合、表示状態切替処理は、ステップＳ１１８に進む。
【００４５】
　ステップＳ１１８：制御部２０は、表示切替部４４が押下されたか否かを判定する。制
御部２０は、表示切替部４４が押下されていないと判定した場合（ステップＳ１１８：Ｎ
ｏ）、表示状態切替処理は、ステップＳ１１６に戻る。制御部２０が、表示切替部４４が
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押下されたと判定した場合（ステップＳ１１８：Ｙｅｓ）、表示状態切替処理は、ステッ
プＳ１２０に進む。
【００４６】
　ステップＳ１２０：制御部２０は、表示部４０に表示される削除対象記号列７１の表示
状態を、全表示状態にする。そして、表示状態切替処理は、再びステップＳ１０４に戻る
。
【００４７】
　表示状態切替処理において、接触位置Ｔが無くなるまでステップＳ１０４～ステップＳ
１２０を繰り返すことによって、制御部２０は、表示切替部４４が押下される度に、表示
部４０に表示される削除対象記号列７１の表示状態を、後半非表示状態、前半非表示状態
、および、全表示状態の順に繰り返し切り替える。接触位置Ｔが無くなる場合、すなわち
、タッチセンサー４２が、接触位置Ｔが無くなったことを検出した場合、記憶部３０に記
憶されている記号列の情報を表示部４０に表示されている記号列の情報に更新する。
【００４８】
　［実施形態２］
　図５を参照して、本発明の他の実施形態に係る入力装置１５を説明する。図５は、本発
明の他の実施形態に係る入力装置１５を示すブロック図である。
【００４９】
　入力装置１５は、制御部２０と、記憶部３０と、表示部４０と、タッチセンサー４２と
、表示切替部４４と、入力部４６とを備える。本実施形態に係る入力装置１５は、入力部
４６をさらに備える点を除いて、図１を参照して説明した入力装置１０と同様な構成を有
するため、重複部分については説明を省略する。
【００５０】
　入力部４６によってユーザーが記号列を入力可能である。入力部４６は、例えば、ソフ
トウェアキーボードである。ユーザーは、表示部４０に表示されたソフトウェアキーボー
ドの記号をタッチすることによって、記号列を入力することができる。制御部２０は、ユ
ーザーによって入力された記号列を記憶部３０に記憶させる。また、制御部２０は、記憶
部３０に記憶された記号列を、表示部４０に表示させる。
【００５１】
　図５および図６を参照して、本発明に係る入力装置１５の実施形態を説明する。図６（
ａ）は、本施形態に係る入力装置１５を示す模式図である。図６（ｂ）は、本実施形態に
係る入力装置１５が備える入力部４６と表示切替部４４とを示す模式図である。図６（ａ
）に示す入力装置１５は、入力部４６をさらに備えること以外は、図２（ｂ）に示した入
力装置１０と同じ構成であるので、重複部分については説明を省略する。
【００５２】
　入力装置１５は、制御部２０と、記憶部３０と、表示部４０と、タッチセンサー４２と
、表示切替部４４と、入力部４６とを備える。
【００５３】
　入力部４６はソフトウェアキーボードである。入力部４６は、表示部４０の表示面内に
表示される。入力部４６には、記号がキーボード状に並んで表示される。ユーザーは、入
力部４６の記号をタッチすることによって、記号列を入力することができる。本実施形態
では、ユーザーによって入力された記号列７１「ＡＢＣＤＥＦＧＨ」が表示部４０に表示
されている。制御部２０は、ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押
下される度に表示部４０に表示される表示状態を切り替える。
【００５４】
　図５および図６を参照して説明したように、入力装置１５は、ユーザーが記号列を入力
可能な入力部をさらに備える。表示部は、前記入力部によって入力された記号列を表示す
る。したがって、制御部２０は、入力部によって入力された記号列に対して、ユーザーの
表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される度に、表示部に表示される削除
対象記号列の表示状態を、「後半非表示状態」、「前半非表示状態」、および「全表示状
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態」のうちのいずれか１つの表示状態に切り替える。したがって、ユーザーが入力下記号
列に対して容易に所望の範囲の記号列の削除を行うことができる。
【００５５】
　図１～図６を参照して説明した入力装置１０および入力装置１５において、制御部２０
は、削除対象記号列を記号列全体として特定していたが、本発明はこれに限定されない。
例えば、制御部２０は、削除対象記号列を文単位で特定してもよい。あるいは、制御部２
０は、削除記号列を段落単位で特定してもよい。削除記号列を文単位で特定する場合、制
御部２０は、例えば、制御部２０によって特定された削除基準位置Ｔよりも１つ前の句点
の次の記号から、削除基準位置Ｔよりも１つ後の句点までを削除対象記号列として特定す
る。制御部２０が、削除対象記号列の単位を変更することによって、ユーザーが必要に応
じた文字削除を行うことができる。
【００５６】
　［実施形態３］
　図７を参照して、本発明に係る電子機器の一例として画像形成装置を説明する。図７は
、本発明の実施形態に係る画像形成装置１００を示す模式図である。画像形成装置１００
は、複写機、プリンター、ファクシミリ又はこれらの機能を兼ね備えた複合機であり得る
。
【００５７】
　画像形成装置１００は、入力装置１０と画像読取部５０と画像形成部６０とを備える。
画像形成部６０は、定着装置１１０、給紙カセット１２０、作像部１３０、トナー補給装
置１４０、用紙排出部１５０および用紙搬送部１６０を有している。画像形成装置１００
は、入力装置１０によって入力された情報に基づいて動作する。例えば、画像形成装置１
００は、入力装置１０によって入力されたメールアドレス宛に、画像読取部５０によって
読み取られたデータを送信する。画像形成部６０は、画像読取部５０によって読み取られ
た画像データに基づいて画像を形成する。
【００５８】
　給紙カセット１２０には、印刷用の用紙Ｐが収容されている。印刷を行う際、給紙カセ
ット１２０内の用紙Ｐは、作像部１３０と定着装置１１０とを経由して用紙排出部１５０
から排出されるように、用紙搬送部１６０によって搬送される。
【００５９】
　作像部１３０では、トナー像を用紙Ｐに形成する。作像部１３０には、感光体１３１と
現像装置１３２と転写装置１３３とが含まれている。
【００６０】
　感光体１３１には、例えば、画像読取部５０で生成された原稿画像の電子信号に基づい
たレーザーによって静電潜像が形成される。現像装置１３２は現像ローラー１２１を有し
ている。現像ローラー１２１は、感光体１３１にトナーを供給して静電潜像を現像させる
ことで、感光体１３１にトナー像を形成する。トナーは、トナー補給装置１４０から現像
装置１３２へ補給される。
【００６１】
　転写装置１３３は、感光体１３１に形成されたトナー像を用紙Ｐに転写する。
【００６２】
　定着装置１１０では、定着部材１１１と加圧部材１１２とによって用紙Ｐを加熱及び加
圧することで、作像部１３０において形成された未定着のトナー像を溶融させて用紙Ｐに
定着させる。
【００６３】
　なお、本発明は、上記の実施の形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲で種々の態様において実施することが可能であり、例えば、以下のような変形も可能で
ある。
【００６４】
　（１）図１～図６を参照して説明した入力装置では、制御部２０は、ユーザーの表示部
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４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される度に、表示部に表示される削除対象記
号列の表示状態を、「後半非表示状態」、「前半非表示状態」、および「全表示状態」の
順に繰り返し切り替えていたが、表示状態の切り替え順は、「後半非表示状態」、「前半
非表示状態」、および「全表示状態」の順に限定されない。例えば、制御部２０は、ユー
ザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される度に、表示部に表示され
る削除対象記号列の表示状態を、「前半非表示状態」、「後半非表示状態」、および「全
表示状態」の順に切り替えてもよい。
【００６５】
　（２）図１～図６を参照して説明した入力装置では、制御部２０は、ユーザーの表示部
４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される度に、表示部に表示される削除対象記
号列の表示状態を、「後半非表示状態」、「前半非表示状態」、および「全表示状態」の
順に繰り返し切り替えていたが、「前半非表示状態」および「後半非表示状態」の一方が
出現しなくてもよい。例えば、ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が
押下される度に、制御部２０は、表示部に表示される削除対象記号列の表示状態を、「前
半非表示状態」、「全表示状態」の順に繰り返し切り替えてもよい。あるいは、ユーザー
の表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される度に、制御部２０は、表示部
に表示される削除対象記号列の表示状態を、「後半非表示状態」、「全表示状態」の順に
繰り返し切り替えてもよい。
【００６６】
　また、制御部２０は、「全表示状態」に切り替えなくてもよい。例えば、制御部２０は
、ユーザーの表示部４０への接触操作中に表示切替部４４が押下される度に、表示部に表
示される削除対象記号列の表示状態を、「後半非表示状態」および「前半非表示状態」の
順に交互に切り替えてもよい。
【００６７】
　（３）図１～図６を参照して説明した実施形態に係る入力装置は、横書きの記号に対し
て記号列を削除していたが、入力装置が削除する記号列は横書きに限定されない。例えば
、入力装置が削除する記号列は縦書きでもよい。
【００６８】
　（４）図７を参照して、入力装置１０を備える電子機器として画像形成装置を用いて説
明したが、入力装置１０を備える電子機器は画像形成装置に限定されない。例えば、入力
装置１０を備える電子機器は、スマートフォン、タブレットおよびタッチパネル搭載のパ
ーソナルコンピューターで有りえる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の入力装置は、タッチパネルを備えた電子機器に好適に用いられる。
【符号の説明】
【００７０】
１０　　　　入力装置
１５　　　　入力装置
２０　　　　制御部
３０　　　　記憶部
４０　　　　表示部
４２　　　　タッチセンサー
４４　　　　表示切替部
４６　　　　入力部
５０　　　　画像読取部
６０　　　　画像形成部
７１　　　　削除対象記号列
７２　　　　前半記号列
７３　　　　後半記号列
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１００　　　画像形成装置
１１０　　　定着装置
１１１　　　定着部材
１１２　　　加圧部材
１２０　　　給紙カセット
１３０　　　作像部
１３１　　　感光体
１３２　　　現像装置
１３３　　　転写装置
１４０　　　トナー補給装置
１５０　　　用紙排出部
１６０　　　用紙搬送部

【図１】 【図２】
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