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(57)【要約】
【課題】登録するジェスチャーの種類（文字種）を削減
できる情報処理装置を提供する。
【解決手段】情報処理装置１０は、起動部３０と、表示
部１４と、検知部２３と、登録部２８とを備える。起動
部３０は、上位機能を起動する。表示部１４は、上位機
能の名称が示された機能表示領域４１を表示する。検知
部２３は、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー
７１を検知する。登録部２８は、複数の上位機能ごと、
および、上位機能に含まれる下位機能を表わす複数の文
字種ごとに、ジェスチャー７１を登録する。検知部２３
は、さらに、上位機能ごとに、機能表示領域４１にジェ
スチャー７１が入力されたことを検知する。起動部３０
は、さらに、上位機能ごとに、入力されたジェスチャー
７１に基づいて、ジェスチャー７１に割り当てられた下
位機能を起動する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位機能を起動する起動部と、
　前記上位機能の種類が異なる機能表示領域を表示する表示部と、
　前記機能表示領域に入力されたジェスチャーを検知する検知部と、
　複数の前記上位機能ごと、および、前記上位機能に含まれる下位機能を表わす複数の文
字種ごとに、前記ジェスチャーを登録する登録部と
　を備え、
　前記検知部は、前記上位機能ごとに、前記機能表示領域に前記ジェスチャーが入力され
たことを検知し、
　前記起動部は、前記上位機能ごとに、入力された前記ジェスチャーに基づいて、前記ジ
ェスチャーに割り当てられた前記下位機能を起動する、情報処理装置。
【請求項２】
　複数の前記上位機能は、画像形成機能、データ送受信機能、画像読取機能のいずれかを
含み、
　前記上位機能が前記画像形成機能の場合、前記下位機能は、画像形成指示機能、画像形
成設定機能のいずれかを含み、
　前記上位機能が前記データ送受信機能の場合、前記下位機能は、送信指示機能、送信設
定機能のいずれかを含み、
　前記上位機能が前記画像読取機能の場合、前記下位機能は、画像読取指示機能、画像読
取設定機能のいずれかを含む、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記ジェスチャーを登録する登録モードを設定するモード設定部と、
　前記登録モードにおいて、前記機能表示領域に入力される前記ジェスチャーを認識する
認識部と
　をさらに備える、請求項１または請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記登録部は、ユーザーごとに前記ジェスチャーを登録するテーブルを有する、請求項
１～請求項３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記テーブルに基づいて、前記機能表示領域に入力された前記ジェスチャーを登録した
前記ユーザーを判別する判別部
　をさらに備える、請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記ジェスチャーの軌跡が、前記検知部の前記機能表示領域にないか否かを判定する判
定部をさらに備え、
　前記起動部は、前記軌跡の少なくとも一部が前記機能表示領域にないと判定された場合
に、前記下位機能を起動しない、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の情報処理
装置。
【請求項７】
　前記機能表示領域に入力された新たなジェスチャーと、前記登録部に登録された前記ジ
ェスチャーとを比較する比較部
　をさらに備え、
　前記モード設定部は、比較結果に基づいて前記登録モードを設定し、
　前記登録部は、前記新たなジェスチャーを登録する、請求項３に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１に記載された情報処理装置は、アプリケーションプログラムを起動するアプ
リ指定文字と、アプリケーションプログラムによって実現される機能に対応付けられた機
能指定文字とを、ユーザーが手書きで入力できる技術を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－６８７５２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、特許文献１に記載された情報処理装置は、ユーザーが手書き入力した手
書き文字によってひとつの機能を実行するため、機能が多くなるに従って多くの文字の種
類が必要になるという課題がある。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、登録するジェスチャーの種類（文字
種）を削減できる情報処理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】
【０００６】
　本発明の一局面によれば、情報処理装置は、起動部と、表示部と、検知部と、登録部と
を備える。前記起動部は、上位機能を起動する。前記表示部は、前記上位機能の種類が異
なる機能表示領域を表示する。前記検知部は、前記機能表示領域に入力されたジェスチャ
ーを検知する。前記登録部は、前記上位機能ごと、および、前記上位機能に含まれる下位
機能を表わす文字種ごとに、前記ジェスチャーを登録する。前記検知部は、さらに、前記
上位機能ごとに、前記機能表示領域に前記ジェスチャーが入力されたことを検知する。前
記起動部は、さらに、前記上位機能ごとに、入力された前記ジェスチャーに基づいて、前
記ジェスチャーに割り当てられた前記下位機能を起動する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、同じ文字種のジェスチャーを入力しても、上位機能ごとに異なる下位
機能が起動される。つまり、１つのジェスチャーに複数の下位機能を定義づけることがで
きるため、登録するジェスチャーの種類（文字種）を削減できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る情報処理装置を示す外観斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る情報処理装置を示す機能ブロック図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図４】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図５】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図６】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部の一部を示す図である。
【図７】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図８】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図９】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図１０】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部の一部を示す図である。
【図１１】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図１２】本実施形態１に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図１３】本実施形態１に係る情報処理装置の登録部が有するテーブルを示す図である。
【図１４】本実施形態１に係る情報処理装置の登録部が有するテーブルを示す図である。
【図１５】本実施形態１に係る情報処理装置の制御を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施形態２に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
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【図１７】本実施形態２に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図１８】本実施形態２に係る情報処理装置の制御を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の実施形態３に係る情報処理装置の表示部を示す図である。
【図２０】本実施形態３に係る情報処理装置の制御を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の実施形態４に係る情報処理装置の比較部の機能を示す概念図である。
【図２２】本実施形態４に係る情報処理装置の制御を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。尚、図中、同一また
は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
【００１０】
　まず、図１を参照して、情報処理装置１０を説明する。図１は、本発明の実施形態に係
る情報処理装置１０を示す外観斜視図である。
【００１１】
　図１において、情報処理装置１０は、画像読取装置１１と、操作部１３と、画像形成装
置１６とを備える。
【００１２】
　画像読取装置１１は、自動原稿給紙装置（ＡＤＦ：Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅ
ｅｄｅｒ）と、スキャナーとを含む。
【００１３】
　画像読取装置１１は、原稿給紙台１２を有する。原稿給紙台１２に載置された図示しな
い原稿は、画像読取装置１１の図示しない搬送機構により、図示しない原稿読取面に搬送
され、図示しない画像読取部に読み取られて、画像データに変換される。
【００１４】
　操作部１３は、表示部１４と、操作ボタン１５とを有する。
【００１５】
　操作部１３は、ユーザーからの操作を受け付ける。
【００１６】
　表示部１４は、ユーザーに情報を表示し、または、ユーザーが入力した情報を、表示制
御部２７（図２）を介して制御部２０（図２）に出力する。表示部１４は、例えば、ＬＣ
Ｄ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）のようなディスプレーを含み、種
々の画像を表示する。また、ディスプレーは、タッチパネル機能を有しており、タッチセ
ンサーを含む。タッチパネル機能を有するディスプレーは、入力部の一部を構成する。入
力部は、情報を入力可能な複数のハードウェアボタンを含む。
【００１７】
　操作ボタン１５には、数字、記号等が付される。ユーザーは、操作ボタン１５を操作し
て、印字枚数などを指示することができる。
【００１８】
　ユーザーは、表示部１４を操作して、画像形成指示、画像形成設定、データ送受信指示
、データ送受信設定、画像読取指示、および画像読取設定を行うことができる。
【００１９】
　画像形成装置１６は、給送トレイ１７と、排出トレイ１８とを有する。
【００２０】
　画像形成装置１６は、内部に、図示しない印字機構として、例えば、給送機構、搬送機
構、帯電機構、露光機構、現像機構、転写機構、定着機構、または、排出機構が配置され
る。
【００２１】
　給送トレイ１７は、画像形成装置１６から引き出し可能であり、給送トレイ１７に載置
された図示しないシートは、給送機構、原稿搬送機構により給送される。
【００２２】
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　シートは、帯電機構、露光機構、現像機構、および転写機構によりトナーなどの現像剤
で現像され、定着機構に搬送される。
【００２３】
　シートは、定着機構でトナーなどの現像剤が定着され、排出機構により、排出トレイ１
８に排出される。
【００２４】
　次に、図１に加え、図２を参照して、実施形態に係る情報処理装置１０を説明する。図
２は、実施形態に係る情報処理装置１０を示す機能ブロック図である。
【００２５】
　本実施形態では、情報処理装置１０は、起動部３０と、表示部１４と、検知部２３と、
登録部２８とを備える。
【００２６】
　起動部３０は、登録部２８に記憶されたソフトウェアを読み出し、アプリケーションを
起動する。起動部３０は、上位機能を起動する。表示部１４は、上位機能の種類が異なる
機能表示領域４１と、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅアイコン４４と（図３）を
表示する。
【００２７】
　検知部２３は、後述するＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅにおいて、入力エリア
７０に入力されたジェスチャー７１を検知する（図７）。検知部２３は、後述する起動モ
ードにおいて、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー９０を検知する。検知部２３
の一例は、タッチパネルである。登録部２８は、ジェスチャー登録モードにおいて、上位
機能ごと、および、上位機能に含まれる下位機能を表わす文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳ
ＴＵＲＥＳ６５）（図６）ごとに、ジェスチャー７１を登録する。
【００２８】
　登録部２８は、ユーザーごとにジェスチャー７１を登録するテーブル２９を有する。
【００２９】
　さらに、検知部２３は、起動モードにおいて、上位機能ごとに、機能表示領域４１にジ
ェスチャー７１が入力されたことを検知する。起動部３０は、上位機能ごとに、入力され
たジェスチャー７１に基づいて、ジェスチャー７１に割り当てられた下位機能を起動する
。
【００３０】
　複数の上位機能は、画像形成機能、データ送受信機能、画像読取機能のいずれかを含む
。
【００３１】
　上位機能が画像形成機能の場合、下位機能は、画像形成指示機能、画像形成設定機能の
いずれかを含む。上位機能がデータ送受信機能の場合、下位機能は、データ送受信指示機
能、データ送受信設定機能のいずれかを含む。上位機能が画像読取機能の場合、下位機能
は、画像読取指示機能、画像読取設定機能のいずれかを含む。
【００３２】
　情報処理装置１０は、さらに、モード設定部２１と、認識部２２とを備える。モード設
定部２１は、情報処理装置１０の各機能を起動する起動モードを設定する。モード設定部
２１は、ジェスチャー７１を登録する登録モード（ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄ
ｅ）を設定する。認識部２２は、登録モード（ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅ）
において、入力エリア７０に入力されるジェスチャー７１を認識する。認識部２２は、起
動モードにおいて、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー９０を認識する。
【００３３】
　情報処理装置１０は、回線Ｌによりサーバー２００、または、クラウド３００と接続さ
れている。
【００３４】
　情報処理装置１０の具体例は、印刷装置、ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐ
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ｒｉｎｔｅｒ）、ファックス装置である。
【００３５】
　回線Ｌは、例えば、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉ
ｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）である。回線Ｌは、無線回線または有線回線のいずれ
かに限定されない。
【００３６】
　情報処理装置１０は、さらに、送受信部１９と、制御部２０と、表示制御部２７と、登
録部２８と、起動部３０とを備える。
【００３７】
　送受信部１９の一例は、ＣＯＤＥＣ（ＣＯＤＥＲ／ＤＥＣＯＤＥＲ）である。
【００３８】
　制御部２０は、モード設定部２１と、認識部２２と、検知部２３と、判別部２４と、判
定部２５と、比較部２６とを含む。
【００３９】
　制御部２０は、情報処理装置１０の動作を制御する。制御部２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）のようなプロセッサーを含む。モード設定部
２１と、認識部２２と、検知部２３と、判別部２４と、判定部２５と、比較部２６とは、
具体的には、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔ
ｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）などで実現される。
【００４０】
　登録部２８は、テーブル２９を含む。登録部２８は、記憶装置を含み、データおよびコ
ンピュータープログラムを記憶する。具体的には、登録部２８は、半導体メモリーのよう
な主記憶装置と、半導体メモリーおよび／またはハードディスクドライブのような補助記
憶装置とを含む。
【００４１】
　登録部２８は、リムーバブルメディアを含んでいてもよい。制御部２０のプロセッサー
は、登録部２８の記憶装置が記憶しているコンピュータープログラムを実行して、情報処
理装置１０の動作を制御する。
【００４２】
　起動部３０は、登録部２８に記憶されたソフトウェアを読み出し、アプリケーションを
起動する。起動部３０は、上位機能を起動する。起動部３０は、上位機能ごとに、入力さ
れたジェスチャー９０に基づいて、ジェスチャー９０に割り当てられた下位機能を起動す
る。
【００４３】
　起動部３０は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅを起動する。具体的には、モー
ド設定部２１がＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅに切り換え、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅ
ｔｔｉｎｇＭｏｄｅを設定すると、起動部３０は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄ
ｅを起動する。
【００４４】
　起動部３０は、起動モードを起動する。具体的には、モード設定部２１が起動モードに
切り換え、起動モードを設定すると、起動部３０は、起動モードを起動する。
【００４５】
　制御部２０において、モード設定部２１は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅと
、起動モードとを切り替えて設定する。
【００４６】
　ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅは、テーブル２９にジェスチャー７１を登録す
るモードである。ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅにおいて、認識部２２は、表示
部１４に表示された入力エリア７０に入力されたジェスチャー７１を認識する。登録部２
８は、テーブル２９にジェスチャー７１を登録する。
【００４７】
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　起動モードは、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー７１に基づいて、下位機能
を起動させるモードである。起動モードにおいて、認識部２２は、表示部１４に表示され
た機能表示領域４１に入力されたジェスチャー７１を認識する。起動部３０は、認識され
たジェスチャー７１に基づいて、下位機能を起動させる。
【００４８】
　上位機能は、例えば、画像読取機能、データ送受信機能、画像形成機能である。画像読
取機能は、例えば、画像読取装置１１により、原稿に記載された画像を読み取って、画像
データを生成する機能である。データ送受信機能は、例えば、電子メールソフトにより電
子メールを送受信する機能である。電子メールには、文字データまたは画像データが添付
され得る。画像形成機能は、例えば、ＭＦＰなどの画像形成装置１６により、シートに画
像を形成する機能である。
【００４９】
　下位機能は、画像読取機能、データ送受信機能、および画像形成機能のそれぞれの下位
に含まれる機能である。
【００５０】
　画像読取機能の下位機能は、画像読取指示機能、画像読取設定機能のいずれかを含む。
画像読取指示機能は、画像読取装置１１に、原稿に記載された画像情報を読み取って、画
像データを生成する機能を発揮させるよう指示する機能である。具体的には、ユーザーが
、端末により、または、情報処理装置１０の表示部１４により画像読取指示を出す。
【００５１】
　画像読取設定機能は、画像読取装置１１が、どのように原稿に記載された画像情報を読
み取るかの設定を行う機能である。例えば、ユーザーは、端末により、または、情報処理
装置１０の表示部１４により、カラー／モノクロの別、両面読み取りなどの設定を行う。
【００５２】
　データ送受信機能の下位機能は、データ送受信指示機能、データ送受信設定機能のいず
れかを含む。
【００５３】
　データ送受信指示機能は、電子メール（Ｅメール）またはＦａｘの送受信を指示する機
能である。
【００５４】
　例えば、ユーザーは、端末、または、情報処理装置１０の表示部１４に表示された電子
メールまたはＦａｘデータを送信するよう指示する。ユーザーは、端末、または、情報処
理装置１０の表示部１４により、回線Ｌから受信した電子メールまたはＦａｘデータを受
信するよう指示する。
【００５５】
　データ送受信設定機能は、電子メールまたはＦａｘをどのように送受信するかを設定す
る機能である。
【００５６】
　例えば、ユーザーは、端末、または、情報処理装置１０の表示部１４により、電子メー
ルまたはＦａｘデータをどのように送受信するかを設定する。
【００５７】
　画像形成機能の下位機能は、画像形成指示機能、画像形成設定機能のいずれかを含む。
【００５８】
　画像形成指示機能は、画像形成装置１６により、シートに画像形成するよう指示する機
能である。
【００５９】
　例えば、ユーザーは、端末、または、情報処理装置１０の表示部１４により、シートに
画像形成するよう指示する。
【００６０】
　画像形成設定機能は、画像形成装置１６により、シートにどのように画像形成するかを
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設定する機能である。
【００６１】
　例えば、ユーザーは、端末、または、情報処理装置１０の表示部１４により、シートの
サイズ、カラー／モノクロの別、両面印刷などを設定する。
【００６２】
　次に、制御部２０に含まれる認識部２２は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅに
おいて、入力エリア７０に入力されるジェスチャー７１を認識する。具体的には、ユーザ
ーが、ペンまたは指により表示部１４に入力したジェスチャー７１を、画像認識または文
字認識し、画像データとして出力する。
【００６３】
　認識部２２は、起動モードにおいて、機能表示領域４１に入力されるジェスチャー９０
を認識する。具体的には、ユーザーが、ペンまたは指により表示部１４に入力したジェス
チャー９０を、画像認識または文字認識し、画像データとして出力する。ジェスチャー７
１は、ユーザーが指を入力エリア７０または機能表示領域４１でなぞった筆跡であっても
よい。ジェスチャー７１は、ユーザーがペンを入力エリア７０または機能表示領域４１で
なぞった筆跡であってもよい。
【００６４】
　検知部２３は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅにおいて、ユーザーが、ペンま
たは指により表示部１４の入力エリア７０に入力したジェスチャー７１を検知し、画像デ
ータとして出力する。
【００６５】
　検知部２３は、起動モードにおいて、ユーザーが、ペンまたは指により表示部１４の機
能表示領域４１に入力したジェスチャー９０を検知し、画像データとして出力する。
【００６６】
　判別部２４は、入力エリア７０にジェスチャー７１が入力されたとき、登録部２８のテ
ーブル２９に基づいて、ジェスチャー７１を登録したユーザーを判別する。
【００６７】
　判別部２４は、機能表示領域４１にジェスチャー９０が入力されたとき、登録部２８の
テーブル２９に基づいて、ジェスチャー９０を登録したユーザーを判別する。
【００６８】
　判定部２５は、入力エリア７０にジェスチャー７１、または、機能表示領域４１に入力
されたジェスチャー９０が、登録部２８のテーブル２９に登録されているか否かを判定す
る。具体的には、判定部２５は、ユーザーが機能表示領域４１に入力したジェスチャー７
１の軌跡を解析し、同様の軌跡を有するジェスチャー７１が登録部２８のテーブル２９に
登録されているか否かを判定する。
【００６９】
　判定部２５は、ジェスチャー７１の軌跡が、検知部２３の機能表示領域４１にあるか否
かを判定する。具体的には、判定部２５は、ユーザーが機能表示領域４１に入力したジェ
スチャー７１の軌跡を解析し、ジェスチャー７１の少なくとも一部が機能表示領域４１に
ないことを判定する。
【００７０】
　比較部２６は、機能表示領域４１に入力された新ジェスチャー９３（図２１）と、登録
部２８に登録されたジェスチャーとを比較する。具体的には、ユーザーが機能表示領域４
１に新ジェスチャー９３を入力すると、新ジェスチャー９３と、テーブル２９に登録され
ているジェスチャーとを比較する。
【００７１】
　表示制御部２７は、画像データに基づき、表示部１４に表示される画像のレイアウトを
制御する。
【００７２】
（実施形態１）
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　次に、図１および図２に加えて、図３～図１５を参照して、実施形態１に係る情報処理
装置１０について具体的に説明する。
【００７３】
　実施形態１は、情報処理装置１０の登録部２８にジェスチャー７１を登録する実施形態
を説明する。
【００７４】
　図３～図５は、本実施形態１に係る情報処理装置１０の表示部１４を示す図である。図
６は、本実施形態１に係る情報処理装置１０の表示部１４の一部を示す図である。図７～
図９は、本実施形態１に係る情報処理装置１０の表示部１４を示す図である。図１０は、
本実施形態１に係る情報処理装置１０の表示部１４の一部を示す図である。図１１および
図１２は、本実施形態１に係る情報処理装置１０の表示部１４を示す図である。
【００７５】
　図１３および図１４は、本実施形態１に係る情報処理装置１０の登録部２８が有するテ
ーブル２９を示す図である。図１５は、本実施形態１に係る情報処理装置１０の制御を示
すフローチャートである。
【００７６】
　まず、図３に示すように、起動部３０は、アプリケーションを起動する。
【００７７】
　表示制御部２７（図２）は、表示部１４に、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表示させる。
表示部１４は、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表示する。
【００７８】
　モード設定部２１は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅを設定する。
【００７９】
　表示部１４は、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０において、さらに、複数の機能表示領域４１
を表示する。機能表示領域４１には、上位機能の名称が表示される。
【００８０】
　表示部１４は、機能表示領域４１Ａに、上位機能であるＣｏｐｙ機能を表示する。Ｃｏ
ｐｙ機能の一例は、画像形成機能である。表示部１４は、機能表示領域４１Ｂに、上位機
能であるＳｅｎｄ機能を表示する。Ｓｅｎｄ機能の一例は、電子メール送受信機能である
。表示部１４は、機能表示領域４１Ｃに、上位機能であるＦａｘ機能を表示する。Ｆａｘ
機能の一例は、ファックス送受信機能である。
【００８１】
　表示部１４は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅアイコン４４を表示する。ユー
ザーが、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅアイコン４４を指示すると、モード設定
部２１は、情報処理装置１０のモードをＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅに切り替
え、設定する。
【００８２】
　図４に示すように、表示部１４は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇｓＭｏｄｅ画面４５
を表示する。ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇｓＭｏｄｅ画面４５では、表示部１４は、Ｃ
ｏｐｙアイコン４６と、Ｓｅｎｄアイコン４７と、Ｆａｘアイコン４８と、Ｈｏｍｅアイ
コン４９とを表示する。
【００８３】
　実施形態１では、例えば、ユーザーが、Ｃｏｐｙアイコン４６と、Ｆａｘアイコン４８
とを選択した実施形態について説明する。
【００８４】
　まず、ユーザーがＣｏｐｙアイコン４６を指示すると、図５に示すように、表示部１４
は、Ｃｏｐｙ機能におけるジェスチャー登録の選択メニューを表示する。同様に、図４に
おいて、ユーザーがＳｅｎｄアイコン４７を表示すると、表示部１４は、図示しないＳｅ
ｎｄ機能におけるジェスチャー登録の選択メニューを表示する。ユーザーがＦａｘアイコ
ン４８を選択すると、表示部１４は、図示しないＦａｘ機能におけるジェスチャー登録の
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選択メニューを表示する。
【００８５】
　図４において、ユーザーがＨｏｍｅアイコン４９を指示すると、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ
４０に戻ることができる。表示部１４は、図３で説明したＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表
示する。
【００８６】
　Ｃｏｐｙ機能におけるジェスチャー登録の選択メニューは、図５に示すように、例えば
、ＣｏｐｙＧｅｓｔｕｒｅｓアイコン６０と、ＮｕｍｂｅｒｏｆＣｏｐｉｅｓアイコン６
１と、Ｐｒｅｖｉｅｗアイコン６２とを有する。
【００８７】
　図５において、ユーザーが、ＣｏｐｙＧｅｓｔｕｒｅｓアイコン６０を指示すると、登
録部２８は、Ｃｏｐｙ機能におけるジェスチャー７１Ａを登録可能にする。ユーザーが、
ＮｕｍｂｅｒｏｆＣｏｐｉｅｓアイコン６１を指示すると、登録部２８は、印刷枚数を登
録可能にする。ユーザーが、Ｐｒｅｖｉｅｗアイコン６２を指示すると、表示部１４は、
登録しようとするジェスチャー７１のプレビューを表示する。
【００８８】
　図５において、ユーザーが、ＮｕｍｂｅｒｏｆＣｏｐｉｅｓアイコン６１を指示すると
、図６に示すように、表示部１４は、ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５（文字種）を
表示する。
【００８９】
　ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５は、例えば、複数のエレメント６６で構成される
。エレメント６６の一例は、「２」、「Ｓ」、「Ｐ」、「Ｃ」、「９」、「Ｖ」、「Ｑ」
、「６」、および「Ｎ」である。これらのエレメント６６は、一例として、一筆書きでき
る数字またはアルファベットが好適である。
【００９０】
　ユーザーは、上位機能に応じて、エレメント６６を自由に定義できる。具体的には、ユ
ーザーは、表示部１４から、上位機能ごとに、それぞれのエレメント６６を設定できる。
登録部２８は、設定されたエレメント６６を登録する。
【００９１】
　例えば、上位機能がＣｏｐｙ機能である場合、ユーザーは、「２」のエレメント６６を
、「２枚印刷する」に定義できる。例えば、上位機能がＣｏｐｙ機能である場合、ユーザ
ーは、「Ｐ」のエレメント６６を、「両面印刷する」に定義できる。登録部２８は、定義
されたエレメント６６を登録する。
【００９２】
　また、上位機能がＦａｘ機能である場合、ユーザーは、「２」のエレメント６６を、「
リスト番号２番の送信アドレスにファックス送信する」に定義できる。登録部２８は、定
義されたエレメント６６を登録する。
【００９３】
　図６に示すように、ユーザーが「２」のエレメント６６を指示すると、図７に示すよう
に、表示部１４は、「２」のエレメント６６に対応する「２」のジェスチャーを入力する
入力エリア７０を表示する。さらに、図７に示すように、表示部１４は、Ｓａｖｅアイコ
ン７２と、Ｄｅｌｅｔｅアイコン７３と、Ｐｒｅｖｉｅｗアイコン７４とを表示してもよ
い。また、ユーザーが、図６に示すエレメント６６を指示するステップは、省略されても
よい。
【００９４】
　入力エリア７０は、選択された「２」のエレメント６６について、ユーザーが指または
ペンを用いて、ユーザー固有のジェスチャー７１Ａを描画する領域である。
【００９５】
　ユーザーがＳａｖｅアイコン７２を指示すると、描画したジェスチャー７１Ａが登録部
２８のテーブル２９（図２）に登録される。ユーザーがＤｅｌｅｔｅアイコン７３を指示
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すると、描画したジェスチャー７１Ａが消去される。ユーザーがＤｅｌｅｔｅアイコン７
３を指示すると、すでに登録部２８のテーブル２９に登録されたジェスチャー７１Ａが消
去されてもよい。当該事項は、他の実施形態にも適用され得る。
【００９６】
　ユーザーがＰｒｅｖｉｅｗアイコン７４を指示すると、すでに登録部２８のテーブル２
９に登録されているジェスチャー７１が表示されてもよい。ユーザーがＰｒｅｖｉｅｗア
イコン７４を指示すると、登録部２８のテーブル２９に登録される予定のジェスチャー７
１Ａの画像が表示されてもよい。当該事項は、他の実施形態にも適用され得る。
【００９７】
　図７に示すように、ユーザーは、図６において「２」のエレメント６６を選択したので
、図７に示す入力エリア７０に「２」を描画する。
【００９８】
　図７に示すように、ユーザーがＳａｖｅアイコン７２を指示すると、入力エリア７０に
描画されたユーザー固有の「２」のジェスチャー７１Ａが、登録部２８のテーブル２９に
登録されたＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５の「２」のエレメント６６に登録される
。
【００９９】
　表示制御部２７は、ジェスチャー７１Ａの登録が完了すると、図８に示すように、再び
、図５と同様のＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇｓＭｏｄｅ画面４５を表示してもよい。
【０１００】
　次に、図８に示すＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇｓＭｏｄｅ画面４５において、ユーザ
ーがＦａｘアイコン４８を指示すると、図９に示すように、表示部１４は、例えば、Ｃｏ
ｐｙＧｅｓｔｕｒｅｓ６０と、ＮｕｍｂｅｒｏｆＡｄｄｒｅｓｓアイコン６３と、Ｐｒｅ
ｖｉｅｗアイコン６４とを表示する。
【０１０１】
　ユーザーがＣｏｐｙＧｅｓｔｕｒｅｓ６７を指示すると、例えば、Ｆａｘしようとする
原稿をコピーする枚数を登録できる。ユーザーがＮｕｍｂｅｒｏｆＡｄｄｒｅｓｓアイコ
ン６３を指示すると、例えば、Ｆａｘの送信アドレスのリスト番号を登録できる。
【０１０２】
　ユーザーがＰｒｅｖｉｅｗアイコン６４を指示すると、例えば、ユーザーが登録しよう
とするリスト番号の描画をプレビューさせることができる。ユーザーがＰｒｅｖｉｅｗア
イコン６４を指示すると、例えば、すでに登録されているリスト番号の画像をプレビュー
させてもよい。
【０１０３】
　図９に示すように、ユーザーがＮｕｍｂｅｒｏｆＡｄｄｒｅｓｓアイコン６３を指示す
ると、表示部１４は、図１０に示すように、ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５を表示
する。
【０１０４】
　ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５は、一例として、複数の数字またはアルファベッ
トを含むことが好適である。図１０に示すＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５は、例え
ば、複数のエレメント６６で構成される。エレメント６６の一例は、図６と同様の、「２
」、「Ｓ」、「Ｐ」、「Ｃ」、「９」、「Ｖ」、「Ｑ」、「６」、および「Ｎ」である。
これらのエレメント６６は、一例として、一筆書きできる数字またはアルファベットが好
適である。
【０１０５】
　つまり、図６のＣｏｐｙジェスチャーを示すＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５のエ
レメント６６と、図１０のＦａｘジェスチャーを示すＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６
５のエレメント６６とは同一であることが好適である。同一のジェスチャーで異なる下位
機能を起動させるためである。
【０１０６】
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　図１０に示すように、ユーザーがＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５の「２」のエレ
メント６６を指示すると、図１１に示すように、表示部１４は、「２」のエレメント６６
に対応する入力エリア８１を表示する。さらに、図１１に示すように、表示部１４は、Ｓ
ａｖｅアイコン８３と、Ｄｅｌｅｔｅアイコン８４と、Ｐｒｅｖｉｅｗアイコン８５とを
表示してもよい。
【０１０７】
　入力エリア８１は、選択された「２」のエレメント６６について、ユーザーが指または
ペンを用いて、ユーザー固有のジェスチャー７１Ｂを描画する領域である。
【０１０８】
　ユーザーがＳａｖｅアイコン８３を指示すると、描画したジェスチャー７１Ｂがテーブ
ル２９のＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５の「２」のエレメント６６に登録される。
ユーザーがＤｅｌｅｔｅアイコン８４を指示すると、描画したジェスチャー７１Ｂが消去
される。ユーザーがＤｅｌｅｔｅアイコン８４を指示すると、すでに登録部２８のテーブ
ル２９に登録されたジェスチャー７１Ｂが消去されてもよい。
【０１０９】
　ユーザーがＰｒｅｖｉｅｗアイコン８５を指示すると、すでに登録部２８のテーブル２
９に登録されているジェスチャー７１Ｂが表示されてもよい。ユーザーがＰｒｅｖｉｅｗ
アイコン８５を指示すると、登録部２８のテーブル２９に登録される予定のジェスチャー
７１Ｂの画像が表示されてもよい。
【０１１０】
　図１１に示すように、ユーザーは、図１０において「２」のエレメント６６を選択した
ので、図１１に示す入力エリア８１に「２」を描画する。
【０１１１】
　図１１に示すように、ユーザーがＳａｖｅアイコン８３を指示すると、入力エリア８１
に描画されたユーザー固有の「２」が、登録部２８のテーブル２９に登録される。
【０１１２】
　表示制御部２７は、ジェスチャー７１Ｂの登録が完了すると、図１２に示すように、再
び、図５および図８と同様のＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇｓＭｏｄｅ画面４５を表示し
てもよい。
【０１１３】
　図１２に示すように、ユーザーがＨｏｍｅアイコン８２を指示すると、表示制御部２７
は、表示部１４にＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表示させてもよい。表示部１４は、表示制
御部２７の制御に基づいて、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表示する。
【０１１４】
　次に、図１３および図１４を参照して、登録部２８のテーブル２９を説明する。図１３
および図１４に示すように、一例として、テーブル２９の縦枠に上位機能を記載する。テ
ーブル２９の横枠に下位機能を記載する。
【０１１５】
　図１３および図１４に示すテーブル２９は、登録部２８がユーザーごとにジェスチャー
７１を登録する。つまり、図１３は、ユーザーＡが登録したジェスチャー７１Ａのテーブ
ル２９Ａを示す。図１４は、ユーザーＢが登録したジェスチャー７１Ａのテーブル２９Ｂ
を示す。
【０１１６】
　図１３に示すテーブル２９Ａの縦枠は、例えば、上位機能である、コピー、印刷、ファ
ックス、メール、スキャナーの各機能が記載される。
【０１１７】
　図１３に示すテーブル２９Ａの横枠は、例えば、各上位機能における下位機能が表示さ
れる。上位機能がコピーである場合、下位機能の「２」または「３」は、例えば、コピー
枚数が定義されてよい。下位機能の「Ｐ」は、例えば、両面印字が定義されてよい。
【０１１８】
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　下位機能の数、または、下位機能の定義は、ユーザーが、例えば、表示部１４から適宜
定義できる。
【０１１９】
　図１３に示すように、例えば、各上位機能に対して、下位機能の「２」の欄に登録され
るジェスチャー７１Ａは、すべてユーザーＡにより登録されるので、ユーザーＡに特有の
同一または類似の字体である。しかし、同じ「２」であっても、コピーの「２」とファッ
クスの「２」では互いに異なる定義で登録されている。
【０１２０】
　すなわち、上位機能がコピーの場合、下位機能の「２」は、例えば、コピー枚数として
定義されている。上位機能がファックスの場合、下位機能の「２」は、例えば、送信アド
レスのリスト番号として定義されている。
【０１２１】
　次に、図１４は、ユーザーＢが登録したジェスチャー７１Ａのテーブル２９Ｂを示す。
テーブル２９Ｂの縦枠および横枠は、図１３で説明したテーブル２９Ａと同一であっても
よい。
【０１２２】
　テーブル２９Ｂに登録されたユーザーＢの字体は、一般的に、ユーザーＡの字体と異な
る。従って、後述する判別部２４は、字体に基づいて、ユーザーＡによる指示とユーザー
Ｂによる指示とを判別することができる。
【０１２３】
　具体的には、図１４に示すテーブル２９Ｂにおいて、例えば、上位機能がＣｏｐｙであ
る場合の下位機能である「２」は、ページ数を示す。ユーザーＢは、図１６で後述するＨ
ＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０の機能表示領域４１Ａで、「２」をジェスチャーすると、Ｃｏｐ
ｙが２枚印字される。
【０１２４】
　図１４に示すテーブル２９Ｂにおいて、例えば、上位機能がＦａｘ機能である場合の下
位機能である「２」は、送信アドレスのリスト番号を示す。ユーザーＢは、図１６で後述
するＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０の機能表示領域４１Ｃで、「２」をジェスチャーすると、
リスト番号２番の送信アドレスに、Ｆａｘが送信される。
【０１２５】
　次に、図１５を参照して、本実施形態１に係る情報処理装置１０の制御を説明する。図
１５は、本実施形態１に係る情報処理装置１０の制御を示すフローチャートである。図１
５に示すように、処理は、ステップＳ１０からステップＳ１８を含む。具体的には次の通
りである。
【０１２６】
　図１５に示すように、ステップＳ１０において、起動部３０は、アプリケーションを起
動する。処理は、ステップＳ１１に進む。
【０１２７】
　ステップＳ１１において、モード設定部２１は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄ
ｅを設定する。処理は、ステップＳ１２に進む。
【０１２８】
　ステップＳ１２において、表示部１４は、上位機能を表示する。処理は、ステップＳ１
３に進む。
【０１２９】
　ステップＳ１３において、検知部２３は、上位機能を検知する。処理は、ステップＳ１
４に進む。
【０１３０】
　ステップＳ１４において、ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５を表示する。処理は、
ステップＳ１５に進む。
【０１３１】
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　ステップＳ１５において、認識部２２は、選択されたＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ
６５を認識する。処理は、ステップＳ１６に進む。
【０１３２】
　ステップＳ１６において、表示部１４は、入力エリア７０を表示する。処理は、ステッ
プＳ１７に進む。
【０１３３】
　ステップＳ１７において、検知部２３は、ジェスチャー７１を検知する。処理は、ステ
ップＳ１８に進む。
【０１３４】
　ステップＳ１８において、登録部２８は、テーブル２９にジェスチャー７１を登録する
。そして、処理は終了する。
【０１３５】
　本実施形態によれば、複数のユーザー（ユーザーＡおよびユーザーＢ）が同じ文字種（
ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５）のジェスチャー７１を入力しても、登録部２８は
、字体に基づいて、ユーザーごとに、かつ、上位機能ごとに異なる下位機能を登録する。
つまり、ユーザーごとに、１つのジェスチャー７１に複数の下位機能を定義づけることが
できるため、登録するジェスチャー７１の種類（文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥ
Ｓ６５））をさらに好適に削減できる。
【０１３６】
　さらに、モード設定部２１により登録モード（ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅ
画面４５）が設定されることにより、入力エリア７０へ入力された文字または記号は、登
録されるジェスチャー７１として認識される。そのため、上位機能を起動するためのジェ
スチャー９０の入力と区別することができ、好適にジェスチャー７１を登録できる。
【０１３７】
（実施形態２）
　次に、図１および図２に加えて、図１６～図１８を参照して、本発明の実施形態２に係
る情報処理装置１０について説明する。図１６および図１７は、本発明の実施形態２に係
る情報処理装置１０の表示部１４を示す図である。図１８は、本実施形態２に係る情報処
理装置１０の制御を示すフローチャートである。
【０１３８】
　実施形態２は、ジェスチャー９０を入力することによる、下位機能の起動について説明
する。
【０１３９】
　実施形態２では、図２に示すように、情報処理装置１０は、さらに、判別部２４を備え
る。判別部２４は、テーブル２９に基づいて、機能表示領域４１に入力されたジェスチャ
ー９０を登録したユーザーを判別する。
【０１４０】
　図２に示すように、起動部３０は、登録部２８に記憶されたソフトウェアを読み出し、
アプリケーションを起動する。さらに、起動部３０は、起動モードを起動する。
【０１４１】
　図１６に示すように、表示部１４は、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表示する。表示部１
４は、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０において、上位機能であるＣｏｐｙ機能を表示する機能
表示領域４１Ａを表示する。表示部１４は、上位機能であるＳｅｎｄ機能を表示する機能
表示領域４１Ｂを表示する。表示部１４は、上位機能であるＦａｘ機能を表示する機能表
示領域４１Ｃを表示する。
【０１４２】
　さらに、表示部１４は、ＧｅｓｔｕｒｅＳｅｔｔｉｎｇＭｏｄｅアイコン４４を表示す
る。
【０１４３】
　図１６では、ユーザーＡは、図示しない原稿について、コピーを２枚とりたいと考えて
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いるものとする。
【０１４４】
　ユーザーＡは、表示部１４上で、Ｃｏｐｙ機能を表示する機能表示領域４１Ａに、指ま
たはペンで「２」となぞることにより、「２」のジェスチャー９０を入力する。
【０１４５】
　検知部２３は、機能表示領域４１Ａにジェスチャー９０が入力されたことを検知する。
【０１４６】
　認識部２２は、「２」のジェスチャー９０を認識する。
【０１４７】
　判別部２４は、テーブル２９Ａに基づいて、機能表示領域４１Ａに入力されたジェスチ
ャー９０を登録したユーザーＡを判別する。すなわち、判別部２４は、機能表示領域４１
Ａに入力された「２」のジェスチャー９０の字体と、テーブル２９Ａに登録された字体と
を照合し、「２」のジェスチャー９０が、ユーザーＡにより入力されたジェスチャー９０
であることを判別する。
【０１４８】
　図１３で先述した通り、登録部２８のテーブル２９Ａにおいて、上位機能がＣｏｐｙで
あるとき、下位機能の「２」は、印刷枚数が定義されている。従って、起動部３０は、画
像形成装置１６を起動する。画像形成装置１６は、図示しない原稿についてコピーを２枚
印刷する。
【０１４９】
　次に、図１７では、ユーザーＡは、図示しない原稿をＦａｘで送信したいと考えている
ものとする。
【０１５０】
　ユーザーＡは、表示部１４上で、Ｆａｘ機能を表示する機能表示領域４１Ｃに、指また
はペンで「２」となぞることにより、「２」のジェスチャー９１を入力する。
【０１５１】
　検知部２３は、機能表示領域４１Ｃにジェスチャー９１が入力されたことを検知する。
【０１５２】
　認識部２２は、「２」のジェスチャー９１を認識する。
【０１５３】
　判別部２４は、テーブル２９Ａに基づいて、機能表示領域４１Ｃに入力されたジェスチ
ャー９１を登録したユーザーＡを判別する。すなわち、判別部２４は、機能表示領域４１
Ｃに入力された「２」の字体と、テーブル２９Ａに登録された字体とを照合し、「２」の
ジェスチャー９１が、ユーザーＡにより入力されたジェスチャー９１であることを判別す
る。
【０１５４】
　図１３で先述した通り、登録部２８のテーブル２９Ａにおいて、上位機能がＦａｘであ
るとき、下位機能の「２」は、送信アドレスのリスト番号「２」が定義されている。従っ
て、起動部３０は、Ｆａｘ機能を起動する。送受信部１９は、図示しない原稿について、
送信アドレスのリスト番号「２」に、Ｆａｘを送信する。
【０１５５】
　次に、図１８を参照して、情報処理装置１０の制御を説明する。図１８に示すように、
処理は、ステップＳ２０からステップＳ２５を含む。具体的には次の通りである。
【０１５６】
　図１８に示すステップＳ２０において、起動部３０は、ソフトウェアを登録部２８から
読み出し、アプリケーションを起動する。処理は、ステップＳ２１に進む。
【０１５７】
　ステップＳ２１において、起動部３０は、起動モードを起動する。処理は、ステップＳ
２２に進む。
【０１５８】
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　ステップＳ２２において、認識部２２は、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー
９０（ジェスチャー９１）を認識する。処理は、ステップＳ２３に進む。
【０１５９】
　ステップＳ２３において、判別部２４は、ジェスチャー９０の字体と、テーブル２９Ａ
に登録された字体とを照合する。処理は、ステップＳ２４に進む。
【０１６０】
　ステップＳ２４において、判別部２４は、ユーザーＡにより入力されたジェスチャー９
０（ジェスチャー９１）であることを判別する。処理は、ステップＳ２５に進む。
【０１６１】
　ステップＳ２５において、起動部３０は、ジェスチャー９０（ジェスチャー９１）に定
義された下位機能を起動する。そして、処理は終了する。
【０１６２】
　本実施形態によれば、同じ文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５）のジェスチ
ャー７１を入力しても、上位機能ごとに異なる下位機能が起動される。つまり、１つのジ
ェスチャー７１に複数の下位機能を定義づけることができるため、登録するジェスチャー
７１の種類（文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５））を削減できる。
【０１６３】
　また、本実施形態によれば、同じ文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５）のジ
ェスチャー７１を入力しても、画像形成ジョブごとに異なる画像形成指示機能、画像形成
設定機能が起動される。同じ文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５）のジェスチ
ャー７１を入力しても、データ送信ジョブごとに異なる送信指示機能、送信設定機能が起
動される。
【０１６４】
　同じ文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５）のジェスチャー７１を入力しても
、画像読取ジョブごとに異なる画像読取指示機能、画像読取設定機能が起動される。つま
り、１つのジェスチャー７１に複数の下位機能を定義づけることができるため、登録する
ジェスチャー７１の種類（文字種（ＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥＳ６５））を削減でき
る。
【０１６５】
　本実施形態によれば、同じ文字種でも、ユーザーごとに字体が異なることから、テーブ
ル２９に登録された字体に基づいて、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー９０が
どのユーザーによって登録されたかを判別することができる。従って、同一の文字種が機
能表示領域４１に入力されても、判別されたユーザーが定義した下位機能を好適に起動す
ることができる。
【０１６６】
（実施形態３）
　次に、図１９および図２０を参照して、本発明に係る情報処理装置１０の実施形態３に
ついて説明する。図１９は、本発明の実施形態３に係る情報処理装置１０の表示部１４を
示す図である。図２０は、本実施形態３に係る情報処理装置１０の制御を示すフローチャ
ートである。
【０１６７】
　実施形態３は、入力されたジェスチャー９２が認識されない実施形態について説明する
。
【０１６８】
　実施形態３では、情報処理装置１０は、さらに、判定部２５を備える。判定部２５は、
ジェスチャー９２の軌跡が、検知部２３の機能表示領域４１にないか否かを判定する。
【０１６９】
　起動部３０は、ジェスチャー９２の軌跡の少なくとも一部が機能表示領域４１にないと
判定された場合に、下位機能を起動しない。
【０１７０】



(17) JP 2021-99711 A 2021.7.1

10

20

30

40

50

　図２に示すように、起動部３０は、登録部２８に記憶されたソフトウェアを読み出し、
アプリケーションを起動する。さらに、起動部３０は、起動モードを起動する。
【０１７１】
　表示部１４は、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表示する。表示部１４は、ＨＯＭＥＳＣＲ
ＥＥＮ４０において、上位機能であるＣｏｐｙ機能を表示する機能表示領域４１Ａを表示
する。
【０１７２】
　図１９では、例えば、ユーザーＡは、図示しない両面原稿のコピーをとりたいと考えて
いるものとする。
【０１７３】
　ユーザーＡは、表示部１４上で、Ｃｏｐｙ機能を表示する機能表示領域４１Ａに、指ま
たはペンで「Ｐ」となぞることにより、「Ｐ」のジェスチャー９０を入力する。図１３で
先述した登録部２８のテーブル２９Ａにおいて、上位機能がＣｏｐｙ機能であるとき、下
位機能の「Ｐ」は、両面原稿のＣｏｐｙが定義されているものとする。
【０１７４】
　検知部２３は、機能表示領域４１Ａにジェスチャー９２が入力されたことを検知する。
【０１７５】
　判定部２５は、ジェスチャー９２の軌跡および字体と、テーブル２９に登録された字体
とを照合してもよい。
【０１７６】
　判定部２５は、ジェスチャー９２の軌跡が、検知部２３の機能表示領域４１にあるか否
かを判定する。
【０１７７】
　判定部２５は、ジェスチャー９２の軌跡の一部が、検知部２３の機能表示領域４１にな
いことを判定する。
【０１７８】
　表示部１４は、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー９２が、テーブル２９に登
録されていないことを注意表示してもよい。表示部１４は、機能表示領域４１に入力され
たジェスチャー９２の一部が機能表示領域４１にないことを注意表示してもよい。
【０１７９】
　さらに、表示部１４は、ジェスチャー９２を機能表示領域４１に再入力するよう、喚起
表示してもよい。
【０１８０】
　起動部３０は、判定部２５の判定結果に基づき、ジェスチャー９２の入力を無効処理し
、下位機能を起動させない。
【０１８１】
　このとき、判定部２５は、ジェスチャー９２の軌跡の一部が、検知部２３の機能表示領
域４１にないことを判定した回数をカウントしてもよい。
【０１８２】
　起動部３０は、判定部２５のカウントが所定回数以上のとき、ジェスチャー９２の入力
を無効処理し、下位機能を起動させないようにしてもよい。
【０１８３】
　次に、図２０を参照して、情報処理装置１０の制御を悦明する。図２０に示すように、
処理は、ステップＳ３０からステップＳ３９を含む。具体的には次の通りである。
【０１８４】
　図２０に示すステップＳ３０において、起動部３０は、ソフトウェアを登録部２８から
読み出し、アプリケーションを起動する。処理は、ステップＳ３１に進む。
【０１８５】
　ステップＳ３１において、起動部３０は、起動モードを起動する。処理は、ステップＳ
３２に進む。
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【０１８６】
　ステップＳ３２において、認識部２２は、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー
９２を認識する。処理は、ステップＳ３３に進む。
【０１８７】
　ステップＳ３３において、判定部２５は、ジェスチャー９２の軌跡が、検知部２３の機
能表示領域４１にないか否かを判定する。ジェスチャー９２の全部が機能表示領域４１に
あると判定された場合（ステップＳ３３において、Ｎｏ）、処理は、ステップＳ３４に進
む。ジェスチャー９２の一部が機能表示領域４１にないと判定された場合（ステップＳ３
３において、Ｙｅｓ）、処理は、ステップＳ３６に進む。
【０１８８】
　ステップＳ３４において、判定部２５は、ジェスチャー９２の軌跡および字体と、テー
ブル２９に登録された字体とを照合する。処理は、ステップＳ３５に進む。
【０１８９】
　ステップＳ３５において、起動部３０は、テーブル２９に登録されたジェスチャー９２
の定義に基づき、下位機能を起動させる。そして、処理は終了する。
【０１９０】
　ステップＳ３６において、表示部３６は、注意表示する。処理は、ステップＳ３７に進
む。
【０１９１】
　ステップＳ３７において、表示部１４は、ジェスチャー９２を再入力することを喚起表
示する。処理は、ステップＳ３８に進む。
【０１９２】
　ステップＳ３８において、判定部２５は、ジェスチャー９２の軌跡の一部が、検知部２
３の機能表示領域４１にないことを判定した回数が所定回数以上か否かを判定する。所定
回数以上である場合（ステップＳ３８において、Ｙｅｓ）、処理は、ステップＳ３９に進
む。所定回数未満である場合（ステップＳ３８において、Ｎｏ）、処理は、ステップＳ３
０に進み、ステップＳ３０からの処理を繰り返す。
【０１９３】
　ステップＳ３９において、起動部３０は、判定部２５の判定結果に基づき、ジェスチャ
ー９２の入力を無効処理し、下位機能を起動させない。そして、処理は終了する。
【０１９４】
　本実施形態によれば、ジェスチャー９２の軌跡の一部が機能表示領域４１にないと判定
された場合に、下位機能を起動させないようにする。従って、ユーザーに正確なジェスチ
ャー９２の入力を促し、下位機能を好適に起動させることができる。
【０１９５】
（実施形態４）
　次に、図２および図３に加え、図２１および図２２を参照して、本発明に係る情報処理
装置１０の実施形態４について説明する。図２１は、本発明の実施形態３に係る情報処理
装置１０の比較部２６の機能を示す概念図である。図２２は、本実施形態４に係る情報処
理装置１０の制御を示すフローチャートである。
【０１９６】
　実施形態４では、情報処理装置１０は、さらに、比較部２６を備える。比較部２６は、
機能表示領域４１に入力された新ジェスチャー９３と、登録部２８に登録されたジェスチ
ャーとを比較する。
【０１９７】
　さらに、モード設定部２１は、比較部２６の比較結果に基づいて、登録モードを設定す
る。登録部２８は、新ジェスチャー９３を登録する。
【０１９８】
　図２に示すように、起動部３０は、登録部２８に記憶されたソフトウェアを読み出し、
アプリケーションを起動する。さらに、起動部３０は、起動モードを起動する。
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【０１９９】
　図３で先述したように、表示部１４は、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０を表示する。表示部
１４は、ＨＯＭＥＳＣＲＥＥＮ４０において、上位機能であるＣｏｐｙ機能を表示する機
能表示領域４１Ａを表示する。
【０２００】
　図２１では、例えば、ユーザーＡは、図示しない両面原稿のコピーをとりたいと考えて
いるものとする。
【０２０１】
　ユーザーＡは、表示部１４上で、Ｃｏｐｙ機能を表示する機能表示領域４１Ａに、指ま
たはペンで「Ｐ」となぞることにより、「Ｐ」のジェスチャー９３（新ジェスチャー９３
）を入力する。図１３で先述した登録部２８のテーブル２９Ａにおいて、上位機能がＣｏ
ｐｙ機能であるとき、下位機能の「Ｐ」は、両面原稿のＣｏｐｙが定義されているものと
する。
【０２０２】
　検知部２３は、機能表示領域４１Ａにジェスチャー９３（新ジェスチャー９３）が入力
されたことを検知する。
【０２０３】
　比較部２６は、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー９３（新ジェスチャー９３
）と、登録部２８のテーブル２９に登録されたＤＥＦＩＮＥＤＧＥＳＴＵＲＥ６５の「Ｐ
」のエレメント６６に登録されたジェスチャーとを比較する。
【０２０４】
　比較部２６は、ジェスチャー９３（新ジェスチャー９３）が、登録部２８のテーブル２
９に登録されているか否かを判定する。
【０２０５】
　起動部３０は、比較部２６が、ジェスチャー９３（新ジェスチャー９３）が、登録部２
８のテーブル２９に登録されていると判定した場合、下位機能を起動する。
【０２０６】
　表示部１４は、ジェスチャー９３（新ジェスチャー９３）が、テーブル２９に登録され
ていないことを注意表示してもよい。
【０２０７】
　さらに、表示部１４は、新ジェスチャー９３を機能表示領域４１に再入力するよう、喚
起表示してもよい。
【０２０８】
　起動部３０は、比較部２６が、新ジェスチャー９３が、登録部２８のテーブル２９に登
録されていないと判定した場合、登録モードを起動する。
【０２０９】
　図３～図１５で説明したように、表示部１４は、機能表示領域４１Ａを表示する。登録
部２８は、テーブル２９に新ジェスチャー９３を登録する。
【０２１０】
　次に、図２２を参照して、情報処理装置１０の制御を悦明する。図２２に示すように、
処理は、ステップＳ４０からステップＳ５１を含む。具体的には次の通りである。
【０２１１】
　図２２に示すステップＳ４０において、起動部３０は、ソフトウェアを登録部２８から
読み出し、アプリケーションを起動する。処理は、ステップＳ４１に進む。
【０２１２】
　ステップＳ４１において、起動部３０は、起動モードを起動する。処理は、ステップＳ
４２に進む。
【０２１３】
　ステップＳ４２において、認識部２２は、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー
９３（新ジェスチャー９３）を認識する。処理は、ステップＳ４３に進む。
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【０２１４】
　ステップＳ４４において、比較部２６は、機能表示領域４１に入力されたジェスチャー
９３（新ジェスチャー９３）と、登録部２８に登録されたジェスチャーとを比較する。比
較部２６は、ジェスチャー９３（新ジェスチャー９３）が、登録部２８のテーブル２９に
登録されているか否かを判定する。
【０２１５】
　ジェスチャー９３（新ジェスチャー９３）がテーブル２９に登録されていると判定され
た場合（ステップＳ４４において、Ｙｅｓ）、処理は、ステップＳ４５に進む。ジェスチ
ャー９３（新ジェスチャー９３）がテーブル２９に登録されていないと判定された場合（
ステップＳ４４において、Ｎｏ）、処理は、ステップＳ４６に進む。
【０２１６】
　ステップＳ４５において、起動部３０は、ジェスチャー９３に基づいて、下位機能を起
動する。そして、処理は終了する。
【０２１７】
　ステップＳ４６において、表示部３６は、注意表示する。処理は、ステップＳ４７に進
む。
【０２１８】
　ステップＳ４７において、表示部１４は、新ジェスチャー９３を登録することを喚起表
示する。処理は、ステップＳ４８に進む。
【０２１９】
　ステップＳ４８において、起動部３０は、登録モードを起動する。処理は、ステップＳ
４９に進む。
【０２２０】
　ステップＳ４９において、表示部１４は、入力エリア７０を表示する。処理は、ステッ
プＳ５０に進む。
【０２２１】
　ステップＳ５０において、検知部２３は、入力エリア７０に新ジェスチャー９３が入力
されたことを検知する。処理は、ステップＳ５１に進む。
【０２２２】
　ステップＳ５１において、登録部２８は、テーブル２９に、新ジェスチャー９３を登録
する。そして、処理は終了する。
【０２２３】
　本実施形態によれば、ユーザーが入力した新ジェスチャー９３が、登録されたジェスチ
ャーと異なる場合、好適にジェスチャーを新ジェスチャー９３に更新して登録できる。
【０２２４】
　以上、図面（図１～図２２）を参照しながら、本発明の実施形態を説明した。但し、本
発明は、上記の実施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る。また、上記の各実施形態に開示されている複数
の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の発明の形成が可能である。例えば、
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。図面は、理解しやすくするために、
それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図面作成の都合上から実際とは異なる
場合がある。また、上記の実施形態で示す各構成要素は一例であって、特に限定されるも
のではなく、本発明の構成から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２２５】
　本発明は、情報処理装置の分野に利用可能である。
【符号の説明】
【０２２６】
１０　　情報処理装置
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１１　　画像読取装置
１２　　原稿給紙台
１３　　操作部
１４　　表示部
１５　　操作ボタン
１６　　画像形成装置
１７　　給送トレイ
１８　　排出トレイ
１９　　送受信部
２０　　制御部
２１　　モード設定部
２２　　認識部
２３　　検知部
２４　　判別部
２５　　判定部
２６　　比較部
２７　　表示制御部
２８　　登録部
２９　　テーブル
３０　　起動部
２００　サーバー
３００　クラウド

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】



(26) JP 2021-99711 A 2021.7.1

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)           Ｇ０３Ｇ   21/00     ３８６　        　　　　　

(72)発明者  カール　クリスティアン　レイ・パンティン
            大阪府大阪市中央区玉造１丁目２番２８号　京セラドキュメントソリューションズ株式会社内
(72)発明者  アール　ジョン・アバキタ
            大阪府大阪市中央区玉造１丁目２番２８号　京セラドキュメントソリューションズ株式会社内
(72)発明者  ジョン　レイ・アリガト
            大阪府大阪市中央区玉造１丁目２番２８号　京セラドキュメントソリューションズ株式会社内
(72)発明者  クライブ　オルシー・バントッグ
            大阪府大阪市中央区玉造１丁目２番２８号　京セラドキュメントソリューションズ株式会社内
Ｆターム(参考) 2C061 AP01  AP03  AP07  AQ06  AR01  AR03  AS02  BB10  CQ04  HK05 
　　　　 　　        HK11  HN04  HN15 
　　　　 　　  2H270 QA13  QA19  QA35  QA43  QA48  QA55  QB14  ZC03  ZC04 
　　　　 　　  5C062 AA02  AA05  AB20  AB23  AB42  AC22  AC24  AC58  AE15 
　　　　 　　  5E555 AA04  AA09  AA12  AA71  BA27  BB27  BC13  BC20  CA13  CB10 
　　　　 　　        CB11  CB12  CB33  CB45  CB52  CB53  CC01  CC03  DD11  EA05 
　　　　 　　        EA13  EA25  FA00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

