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(57)【要約】
【課題】電気機器等の表示部に次々に切り換えられて表
示される各操作画面において、操作者が各操作画面別の
操作を行う場合に、操作者の誤った操作に基づいた動作
が実行されてしまう虞を低減する。
【解決手段】動作制御部５２１は、表示部４１０に表示
されている操作画面に対応する操作指示について操作部
４００による受付が完了した時点から、当該操作画面が
異なる操作画面に切り換えられた後にかけての予め定め
られた時間は、当該切り換え後の操作画面に対応する操
作指示の受付を前記操作部に中止させ（Ｓ１０，Ｓ１１
でＮＯ）、当該予め定められた時間の経過後に（Ｓ１１
でＹＥＳ）、当該切り換え後の操作画面に対応する操作
指示の受付を操作部に開始させる（Ｓ１２）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者に対する操作案内を表示する表示部と、
　複数の操作画面を切り換えて前記表示部に表示させる表示制御部と、
　前記表示制御部によって前記表示部に表示されている操作画面に対応する操作指示を操
作者から受け付ける操作部と、
　前記表示部に表示されている操作画面に対応する操作指示について前記操作部による受
付が完了した時点から、当該操作画面が異なる操作画面に切り換えられた後にかけての予
め定められた時間は、当該切り換え後の操作画面に対応する操作指示の受付を前記操作部
に中止させ、当該予め定められた時間の経過後に、当該切り換え後の操作画面に対応する
操作指示の受付を前記操作部に開始させる動作制御部と
を備える表示制御装置。
【請求項２】
　前記操作部は、前記表示部に表示中の操作画面に対応する操作指示の入力に必要な情報
が入力される情報入力部と、前記情報入力部による情報入力の完了を示す入力完了指示が
入力される完了指示入力部とを有し、
　前記表示制御部は、前記完了指示入力部に入力完了指示が入力されたときに、前記表示
部の操作画面を予め定められている新たな操作画面に切り換えると共に、前記情報入力部
に入力可能な情報量まで前記必要な情報が当該情報入力部に入力されたときは、前記完了
指示入力部による入力完了指示の受付を待たずに、直ちに前記表示部の操作画面を前記新
たな操作画面に切り換える請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記操作部の前記完了指示入力部は、前記操作画面中に表示されてタッチパネル機能に
より操作者からの前記入力完了指示を受け付けるソフトキーである請求項２に記載の表示
制御装置。
【請求項４】
　前記操作部の前記情報入力部及び完了指示入力部は、前記表示部の操作画面以外の部分
に設けられた機械的キーにより前記操作者からの各指示を受け付ける請求項２に記載の表
示制御装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の表示制御装置と、
　前記操作部から入力される操作者からの指示に基づいて画像形成動作を行う画像形成部
と
を備える画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、及びこれを備えた画像形成装置に関し、特に、表示部での操
作画面表示時に操作者から操作指示を受け付ける技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電気機器においては、操作者が操作指示を入力する際の操作負担を軽減する
技術が提案されている。例えば、下記特許文献１に示される技術は、操作者がテレビジョ
ン装置のチューナ等にチャンネル番号を入力する際、操作者が入力したチャンネル番号の
一部から、操作者所望の放送番組に対応するチャンネルを推定して設定することで、チャ
ンネル番号入力のためのキー操作数を削減し、チャンネル番号の入力終了を確定させる操
作を不要にするものである。
【０００３】
　また、特許文献２に示される技術は、初期画面で操作者がキー操作を行った場合に、こ
の初期画面にいわゆるダイアログ画面を重ねて表示させ、当該ダイアログ画面において操
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作者が次の段階の操作を行えるようにすることで、操作者にとってのパーソナルコンピュ
ータの操作性向上を図るものである。
【特許文献１】特開２００３－１５２５０４号公報
【特許文献２】特開２００３－３２４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１及び特許文献２に示された技術を組み合わせる場合、次
の問題がある。すなわち、特許文献２での初期画面にダイアログ画面を重ねて表示させて
いるとき、このダイアログ画面での操作に、単に、特許文献１に示された技術（入力され
た記号又はその一部等から、操作者所望の指示の入力終了を確定させる操作を行わなくて
も、当該操作者所望の指示を設定する技術）を適用した場合、操作者には、所望の指示の
入力終了を確定させる操作を行うべきか否かの判断が付き難いことがあるため、操作者は
、指示入力終了の確定操作が不要であっても、当該指示入力終了の確定操作を行ってしま
うことがある。このように指示入力終了の確定操作が不要であるにも拘わらず、操作者が
当該不要な操作を行うと、操作部は、この不要な操作を、特許文献２のダイアログ画面か
ら更に遷移した次の画面において操作者が行った操作として受け付けてしまうため、操作
者が予期しない動作が実行されてしまうという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解消するためになされたものであり、電気機器等の表示部に次
々に切り換えられて表示される各操作画面において、操作者が各操作画面別の操作を行う
場合に、操作者の誤った操作に基づいた動作が実行されてしまう虞を低減することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、操作者に対する操作案内を表示する表示部と、
　複数の操作画面を切り換えて前記表示部に表示させる表示制御部と、
　前記表示制御部によって前記表示部に表示されている操作画面に対応する操作指示を操
作者から受け付ける操作部と、
　前記表示部に表示されている操作画面に対応する操作指示について前記操作部による受
付が完了した時点から、当該操作画面が異なる操作画面に切り換えられた後にかけての予
め定められた時間は、当該切り換え後の操作画面に対応する操作指示の受付を前記操作部
に中止させ、当該予め定められた時間の経過後に、当該切り換え後の操作画面に対応する
操作指示の受付を前記操作部に開始させる動作制御部と
を備える表示制御装置である。
【０００７】
　この発明によれば、例えば、操作者が、先に表示されている画面において操作指示の入
力操作を行っているときに、当該入力操作の終了を確定させる操作が更に必要であるか否
かの判断が付き難くて、当該操作者が、不要であるにも拘わらず当該入力操作の終了を確
定させる操作を行った場合であっても、動作制御部が、先に表示されていた操作画面に対
応する操作指示の受付が完了した時点から、当該操作画面が異なる操作画面に切り換えら
れた後にかけての予め定められた時間は、当該切り換え後の操作画面に対応する操作指示
の受付を操作部に中止させ、当該予め定められた時間の経過後に、当該切り換え後の操作
画面に対応する操作指示の受付を操作部に開始させるので、表示部に次々に切り換えられ
て表示される各操作画面において、操作者が各操作画面別の操作を行う場合に、操作者が
誤った操作を行ってしまったとしても、当該誤った操作に基づいた動作が実行されてしま
う虞を低減することができる。
【０００８】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示制御装置であって、前記操作部
は、前記表示部に表示中の操作画面に対応する操作指示の入力に必要な情報が入力される
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情報入力部と、前記情報入力部による情報入力の完了を示す入力完了指示が入力される完
了指示入力部とを有し、
　前記表示制御部は、前記完了指示入力部に入力完了指示が入力されたときに、前記表示
部の操作画面を予め定められている新たな操作画面に切り換えると共に、前記情報入力部
に入力可能な情報量まで前記必要な情報が当該情報入力部に入力されたときは、前記完了
指示入力部による入力完了指示の受付を待たずに、直ちに前記表示部の操作画面を前記新
たな操作画面に切り換えるものである。
【０００９】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の表示制御装置であって、前記操作部
の前記完了指示入力部は、前記操作画面中に表示されてタッチパネル機能により操作者か
らの前記入力完了指示を受け付けるソフトキーであるものである。
【００１０】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項２に記載の表示制御装置であって、前記操作部
の前記情報入力部及び完了指示入力部は、前記表示部の操作画面以外の部分に設けられた
機械的キーにより前記操作者からの各指示を受け付けるものである。
【００１１】
　これらの発明によれば、操作者が、先に表示されている画面において、情報入力部に入
力可能な情報量まで上記必要な情報が当該情報入力部に入力されており、操作者が完了指
示入力部に入力完了指示を入力しなくても、表示制御部が表示部の操作画面を新たな操作
画面に切り換える場合に、操作者が、完了指示入力部に入力完了指示を入力するという余
計な操作をしてしまっても、動作制御部は、当該切り換え後の操作画面に対応する操作指
示の受付を上記予め定められた時間だけ操作部に中止させるので、操作者が各操作画面別
の操作を行う場合に、操作者が操作を誤っても、当該誤った操作に基づいた動作が実行さ
れてしまう虞を低減することができる。
【００１２】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の表示制御装
置と、
　前記操作部から入力される操作者からの指示に基づいて画像形成動作を行う画像形成部
と
を備える画像形成装置である。
【００１３】
　この発明によれば、請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の発明と同様の作用を得る
ことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、電気機器等の表示部に次々に切り換えられて表示される各操作画面に
おいて、操作者が各操作画面別の操作を行う場合に、操作者が誤った操作を行ってしまう
虞を低減し、操作者が予期しない動作が当該電気機器等で実行されてしまう事態を回避で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の一例である複合機の構成を示す側面概
略図である。
【図２】操作部の部分拡大図である。
【図３】図１に示す複合機の制御ブロック図である。
【図４】表示部に各機能の動作状況を表示する際における処理の第１実施形態を示すフロ
ーチャートである。
【図５】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図６】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図７】表示部の表示画面の一例を示す図である。



(5) JP 2010-224976 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

【図８】表示部の表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る表示装置及びこれを備えた画像形成装置について説明する。図１は
、本発明の一実施形態に係る画像形成装置の一例である複合機の構成を示す側面概略図で
ある。図２は、操作部４００の部分拡大図である。複合機１は、スキャナ機能、ファクシ
ミリ機能、プリンタ機能、コピー機能等を兼ね備えている。複合機１は、本体部２００と
、本体部２００の用紙搬出側、例えば左側に配設された用紙後処理部３００と、操作者が
種々の操作指令等を入力するための操作部４００と、本体部２００の上部に配設された原
稿読み取り部５００と、原稿読み取り部５００の上部に配設された原稿給送部６００とか
ら構成される。
【００１７】
　図２にも示すように、操作部４００は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等からなる
表示部４１０と、操作者から操作指示が入力される操作キー部４３０を備える。操作キー
部４３０は、ヘルプキー４３１、スタートキー４３２、テンキー４３３、クイックサーチ
キー４３６、エンターキー４３７、及び機能切換キー４３４等を備える。
【００１８】
　ヘルプキー４３１は、操作者から、スキャナ機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能、
コピー機能等に関する各操作方法を表示する操作画面（ヘルプ画面）を表示部４１０に表
示させる指示を受け付けるものである。
【００１９】
　スタートキー４３２は、コピー動作やスキャン動作等の各動作を開始させる指示を操作
者から受け付ける。テンキー４３３は、コピー部数を指定する指示等を操作者から受け付
けるキーである。また、本実施形態では、テンキー４３３は、表示部４１０に表示中の操
作画面に対応する操作指示の入力に必要な情報（例えば、ユーザボックス番号）の入力を
受け付ける情報入力部として機能する。
【００２０】
　機能切換キー４３４は、コピー機能、送信機能（スキャナ機能、ファクシミリ機能等）
、文書ボックス機能（後述するＨＤＤ７４内に設けられている操作者毎の記憶領域（メー
ルボックス）に記憶されているデータを読み出してプリントする機能）等を相互に切り替
える機能切換指示を操作者から受け付けるキーである。
【００２１】
　クイックサーチキー４３６は、表示部４１０にユーザボックス指定画面が表示されてい
るときに、ユーザボックス番号の入力画面を表示させる指示を操作者から受け付けるキー
である。
【００２２】
　エンターキー（完了指示入力部）４３７は、表示部４１０に表示中の操作画面に対応す
る操作指示の入力が完了したことを示す入力完了指示の入力を操作者から受け付けるキー
である。
【００２３】
　表示部４１０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等からなり、タッチパネル機能を
組み合わせたタッチパネルユニット等を備えている。表示部４１０は、種々の操作画面を
表示すると共に、操作者が表示面（表示されている操作キー）をタッチすることで種々の
機能の実行指令を入力することが可能とされている。
【００２４】
　原稿給送部６０は、原稿載置部６０１、給紙ローラ６０２、原稿搬送部６０３及び原稿
排出部６０４を備え、原稿読み取り部５００は、スキャナ５０１を備える。給紙ローラ６
０２は、原稿載置部６０１にセットされた所要枚数分の原稿を一枚ずつ繰り出し、原稿搬
送部６０３は、繰り出される原稿を順次スキャナ５０１の読み取り位置に搬送する。スキ
ャナ５０１は搬送される原稿の画像を順次読み取り、読み取られた原稿は原稿排出部６０
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４に排出される。
【００２５】
　本体部２００は、複数の給紙カセット２０１、複数の給紙ローラ２０２、転写ローラ２
０３、感光体ドラム２０４、露光装置２０６、現像装置２０７、定着ローラ２０８、排出
口２０９、及び排出トレイ２１０等を備える。
【００２６】
　感光体ドラム２０４は、矢印方向に回転しながら帯電装置（図示省略）によって一様に
帯電される。露光装置２０６は、原稿読み取り部５００において読み取られた原稿の画像
に応じて変調されたレーザ光を感光体ドラム２０４上に走査し、ドラム表面に各色毎の静
電潜像を形成する。現像装置２０７は、黒色の現像剤を感光体ドラム２０４に供給してト
ナー画像を形成する。
【００２７】
　一方、給紙ローラ２０２は、印刷用紙が収納された給紙カセット２０１から印刷用紙を
引き出し、転写ローラ２０３まで給送する。転写ローラ２０３は、搬送された印刷用紙に
感光体ドラム２０４上のトナー像を転写させ、定着ローラ２０８は、転写されたトナー像
を加熱して印刷用紙に定着させる。その後、印刷用紙は、本体部２００の排出口２０９か
ら用紙後処理部３００に搬入される。また、印刷用紙は、必要に応じて排出トレイ２１０
へも排出される。
【００２８】
　用紙後処理部３００は、搬入口３０１、印刷用紙搬送部３０２、搬出口３０３及びスタ
ックトレイ３０４等を備える。印刷用紙搬送部３０２は、排出口２０９から搬入口３０１
に搬入された印刷用紙を順次搬送し、最終的に搬出口３０３からスタックトレイ３０４へ
印刷用紙を排出する。スタックトレイ３０４は、搬出口３０３から搬出された印刷用紙の
集積枚数に応じて矢印方向に上下動可能に構成されている。
【００２９】
　図３は、図１に示す複合機の制御ブロック図である。複合機１は、スキャナ部１１、画
像処理部２１、プリンタ部３１、操作部４００、制御部５１、ネットワークＩ／Ｆ（イン
ターフェース）部７１、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）７４、及びファクシミリ通信
部７５を備える。
【００３０】
　スキャナ部１１は、図１に示すスキャナ５０１を構成する露光ランプ１２及びＣＣＤ（
電荷結合素子）１３を含む。スキャナ部１１は、露光ランプ１２により原稿を照射し、そ
の反射光をＣＣＤ１３で受光することにより、原稿から画像を読み取り、読み取った画像
に対応する画像を画像処理部２１へ出力する。
【００３１】
　画像処理部２１は、補正部２２、画像加工部２３及び画像メモリ２４を含む。画像処理
部２１は、読み取られた画像を必要に応じて補正部２２及び画像加工部２３により処理す
る。画像処理部２１によって処理された画像は印刷用に画像メモリ２４に記憶され、又は
プリンタ部３１に出力される。補正部２２は、読み取られた画像に対してレベル補正、γ
補正等の所定の補正処理を行う。画像加工部２３は、画像の圧縮又は伸張処理、及び拡大
又は縮小処理等の種々の加工処理を行う。
【００３２】
　プリンタ部３１は、図１に示す給紙カセット２０１及び給紙ローラ２０２等から構成さ
れる用紙搬送部３２、図１に示す感光体ドラム２０４、露光装置２０６及び現像装置２０
７等から構成される画像形成部３３、図１に示す転写ローラ２０３等から構成される転写
部３４、及び図１に示す定着ローラ２０８等から構成される定着部３５を含む。プリンタ
部３１は、スキャナ部１１により読み取られた原稿データを用いて画像を記録紙に印刷す
る。具体的には、用紙搬送部３２は記録紙を画像形成部３３へ搬送し、画像形成部３３は
上記の画像に対応するトナー像を形成し、転写部３４はトナー像を記録紙に転写し、定着
部３５はトナー像を記録紙に定着させて画像を形成する。



(7) JP 2010-224976 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

【００３３】
　ネットワークＩ／Ｆ部７１は、ネットワークインタフェース（10/100Base-TX）等を用
い、ＬＡＮを介して外部装置との間での種々のデータの送受信を制御する。ＨＤＤ７４は
、スキャナ部１１によって読み取られた画像及び当該画像に設定されている出力形式等を
記憶する。
【００３４】
　操作部４００は、図１及び図２に示したように表示部４１０、操作キー部４３０を備え
る。表示部４１０は、タッチパネル機能により各種指示の入力を受け付ける複数のキーを
表示制御部５２２による制御の下で表示する。
【００３５】
　例えば、表示部４１０には、後述する図６に示すユーザボックス番号入力画面Ｃの表示
時に、当該画面内に「OK」キー４１１と、キャンセルキー４１２とが表示制御部５２２の
表示制御により表示される。
【００３６】
　「OK」キー（完了指示入力部）４１１は、ユーザボックス番号入力画面に対応する操作
指示入力の完了を示す入力完了指示の入力をタッチパネル機能により操作者から受け付け
るキーである。すなわち、「OK」キー４１１は、機械的なハードキーからなるエンターキ
ー４３７と同様の機能を果たすソフトキーである。
【００３７】
　キャンセルキー４１２は、ユーザボックス番号入力画面に対応する操作指示が操作者に
より既に入力済みである場合に、当該入力済みの操作指示の入力を取り消す指示をタッチ
パネル機能により操作者から受け付けるソフトキーである。
【００３８】
　操作キー部４３０には、図２に示した機能切換キー４３４、スタートキー４３２、テン
キー４３３、クイックサーチキー４３６、及びエンターキー４３７等が設けられている。
制御部５１のＣＰＵ５２は、上記表示部４１０及び操作部４００の各キーから、操作者に
よって入力された指示を受け付ける。
【００３９】
　ファクシミリ通信部７５は、符号化／復号化部（図示省略）、変復調部（図示省略）及
びＮＣＵ（Network Control Unit）（図示省略）を含む。ファクシミリ通信部７５は、ス
キャナ部１１によって読み取られた原稿の画像データを、電話回線を介してファクシミリ
装置等へ送信したり、ファクシミリ装置等から送信された画像データを受信したりする。
符号化／復号化部は、送信する画像データを圧縮・符号化し、受信した画像データを伸長
・復号化する。変復調部は、圧縮・符号化された画像データを音声信号に変調し、受信し
た信号（音声信号）を画像データに復調する。ＮＣＵは、送受信先となるファクシミリ装
置等との電話回線による接続を制御する。
【００４０】
　制御部５１は、ＣＰＵ５２と、データ記憶部５３とを備える。ＣＰＵ５２は、複合機１
の動作制御を司るものである。
【００４１】
　データ記憶部５３は、操作者に対する操作案内を行うための操作画面を表示するための
各種データや、スキャナ機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能、コピー機能等の各機能
の動作状況を表示するための画像データ（画像、文字、記号等の各データを含む）を記憶
している。
【００４２】
　ＣＰＵ５２は、動作制御部５２１及び表示制御部５２２を備える。動作制御部５２１は
、複合機１の各部（操作部４００、スキャナ部１１，画像処理部２１、プリンタ部３１等
）の動作制御を司る。動作制御部５２１は、例えば、表示制御部５２２によって表示部４
１０の操作画面が異なる操作画面に切り換えられた後の予め定められた時間は、当該切り
換え後の操作画面に対応する操作指示の受付を操作部４００に中止させ、当該予め定めら
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れた時間の経過後に、当該切り換え後の操作画面に対応する操作指示の受付を操作部４０
０に開始させる制御を行う。
【００４３】
　表示制御部５２２は、表示部４１０の表示動作を制御する。表示制御部５２２は、デー
タ記憶部５３から、操作画面の表示に必要な画像データ等を読み出して表示部４１０に表
示させる。
【００４４】
　なお、本発明の一実施形態に係る表示制御装置は、操作部４００と、表示部４１０と、
動作制御部５２１と、表示制御部５２２を備えてなる。
【００４５】
　次に、複合機１による、表示部４１０に各機能の動作状況を表示する際における処理の
第１実施形態について説明する。図４は、表示部４１０に各機能の動作状況を表示する際
における処理の第１実施形態を示すフローチャート、図５乃至図８は表示部４１０の表示
画面の一例を示す図である。
【００４６】
　複合機１の主電源が操作者によってオンにされると、表示制御部５２２は、表示部４１
０に図５に示すような初期画面Ａを表示させる（Ｓ１）。本実施形態では、表示制御部５
２２は、初期画面Ａの一例として、表示部４１０に、コピー機能の動作条件が設定可能な
表示画面を表示させる例を示す。
【００４７】
　表示制御部５２２が、表示部４１０に初期画面Ａを表示させているときに、操作者によ
り操作キー部４３０の機能切換キー４３４をなす文書ボックス４３４１が押下され、この
押下操作に基づいて、表示制御部５２２に文書ボックス機能の開始指示が受け付けられる
と（Ｓ２でＹＥＳ）、表示制御部５２２は、図６に例を示すような、ユーザボックス指定
画面Ｂを表示部４１０に表示させる（Ｓ３）。
【００４８】
　なお、Ｓ２において他の動作指示を実行させる指示が入力された場合は、当該指示が示
す他の動作が動作制御部５２１によって実行される（Ｓ２でＮＯ，Ｓ１３）。
【００４９】
　ここで、ユーザボックス指定画面Ｂとは、ＨＤＤ７４内の記憶領域に各ユーザ毎に別々
に設けられているメールボックスについて、当該メールボックス群から、文書ファイルの
読み出しの対象とするメールボックスの指定を、表示部４１０のタッチパネル機能により
操作者から受け付ける画面である。
【００５０】
　上記ユーザボックス指定画面Ｂの表示時に、操作キー部４３０のクイックサーチキー４
３６が操作者により押下され、ユーザボックス番号の入力画面Ｃ（図７，ダイアログ画面
）を表示させる指示がクイックサーチキー４３６に受け付けられると（Ｓ４でＹＥＳ）、
表示制御部５２２は、ユーザボックス番号の入力画面Ｃを、ユーザボックス指定画面の上
に重ねて表示部４１０に表示させ、当該ユーザボックス番号入力画面Ｃにおいて操作者が
次の段階の操作を行えるようにする（Ｓ５）。
【００５１】
　ここで、当該ユーザボックス番号の入力画面Ｃは、ＨＤＤ７４内の記憶領域に各ユーザ
毎に別々に設けられているメールボックス（各ユーザが所有する文書ファイルが保存され
るフォルダ）について、これらメールボックス群から、文書ファイルの読み出しの対象と
するメールボックスを指定するために、各メールボックス毎に付されているユーザボック
ス番号の入力を操作者から受け付ける画面である。
【００５２】
　なお、上記ユーザボックス指定画面Ｂの表示時に、操作キー部４３０のクイックサーチ
キー４３６が操作者により押下されない場合は（Ｓ４でＮＯ）、ユーザボックス指定画面
Ｂでタッチパネル機能によりユーザのメールボックス表示部分Ｍ１～Ｍ５のいずれかが操
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作者により指定されたか否かを判断し（Ｓ１４）、メールボックス表示部分Ｍ１～Ｍ５の
いずれかが操作者により指定されるか、クイックサーチキー４３６が操作者により押下さ
れるまではＳ３の表示処理を行い（Ｓ１４でＮＯ）、メールボックス表示部分Ｍ１～Ｍ５
のいずれかが操作者により指定された場合は（Ｓ１４でＹＥＳ）、後述するＳ９の処理に
移る。
【００５３】
　上記Ｓ５でのユーザボックス番号入力画面Ｃの表示中に、操作者が操作キー部４３０の
テンキー４３３を操作して、文書の読み出しの対象とするユーザのメールボックスに付さ
れているメールボックス番号が入力され、この入力後にユーザボックス番号入力画面内の
「OK」キー４１１又は操作キー部４３０のエンターキー４３７が押下されると（Ｓ６でＹ
ＥＳ）、表示制御部５２２は、当該入力されたメールボックス番号を受け付ける（Ｓ８）
。
【００５４】
　また、Ｓ６において「OK」キー４１１又はエンターキー４３７が操作者により押下され
ない場合であっても、操作者によるテンキー４３３の操作のみで、メールボックス番号の
特定に必要な最大桁数が入力された場合は（Ｓ７でＹＥＳ）、当該最大桁数での入力内容
で特定されるメールボックス番号を、表示制御部５２２が受け付ける（Ｓ８）。すなわち
、操作者は、テンキー４３３によりメールボックス番号の特定に必要な最大桁数まで入力
した場合は、「OK」キー４１１又はエンターキー４３７を押下しなくても、表示制御部５
２２に、当該最大桁数まで入力されたメールボックス番号が受け付けられる。一方、操作
者は、テンキー４３３によりメールボックス番号の特定に必要な最大桁数まで入力しなく
ても、「OK」キー４１１又はエンターキー４３７を押下すれば、表示制御部５２２に、当
該入力したメールボックス番号を受け付けさせることができるようになっている。
【００５５】
　上記Ｓ８におけるメールボックス番号の受け付け後、表示制御部５２２は、当該入力が
受け付けられたメールボックス番号で特定されるメールボックス内に記憶されている文書
ファイルのタイトル一覧を表示するタイトル一覧画面Ｄを表示部４１０に表示させる（Ｓ
９）。
【００５６】
　このとき、動作制御部５２１は、例えば内蔵するタイマによる時間計測により、Ｓ８で
メールボックス番号を受け付けた時点から、Ｓ９でのタイトル一覧画面Ｄの表示後にかけ
ての予め定められた時間（例えば、200msec～300msec）の間、操作部４００に操作者から
の操作指示の受付を中止させる（Ｓ１０，Ｓ１１でＮＯ）。
【００５７】
　上記予め定められた時間の経過後（Ｓ１１でＹＥＳ）、動作制御部５２１は、Ｓ９での
タイトル一覧画面Ｄが表示されている画面に対応する操作者からの操作指示の受付を、操
作部４００に開始させる（Ｓ１２）。
【００５８】
　上記Ｓ１０，Ｓ１１の処理を行わなければ、例えば、ユーザボックス番号入力画面Ｃの
表示中に、操作者が、テンキー４３３によりメールボックス番号の特定に必要な最大桁数
まで入力したにも拘わらずエンターキー４３７を押下してしまうと、遷移後のタイトル一
覧画面Ｄの表示中にエンターキー４３７が押下されたものとみなされ、タイトル一覧画面
Ｄの表示中におけるエンターキー４３７の押下操作に対応する動作が動作制御部５２１に
より行われてしまう虞があるが、上記Ｓ１０，Ｓ１１の処理を行うことで当該事態を回避
することが可能になる。
【００５９】
　なお、上記図１乃至図８に示した実施形態に係る構成及び処理は、本発明に係る表示制
御装置及び画像形成装置の構成及び処理の単なる一例に過ぎず、本発明に係る画像形成装
置の構成及び処理を上記に示した内容に限定するものではない。
【００６０】
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　また、上記各実施形態では、本発明に係る画像形成装置を複合機１として説明したが、
本発明に係る画像形成装置は複合機に限定されず、コピー機、ファクシミリ装置、プリン
タ等でも構わない。
【符号の説明】
【００６１】
１　　　　　複合機
４００　　　操作部
４１０　　　表示部
４１１　　　「OK」キー
４３３　　　テンキー
４３７　　　エンターキー
５２１　　　動作制御部
５２２　　　表示制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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