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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の上位設定項目のそれぞれに対応し前記上位設定項目の選択指示を行うための複数
の上位項目シンボルを円弧状に配置した選択画面を表示部に表示する表示処理手段と、
　前記複数の上位項目シンボルの中から、利用者による所望の前記上位項目シンボルの選
択を受け付ける選択受付手段と、を備え、
　前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、選択された上位
項目シンボルを、選択された旨を示す規定位置に変更するとともに、表示されている他の
上位項目シンボルを、前記選択された上位項目シンボルとの位置関係を維持しながら変更
した前記選択画面であって、前記選択された上位項目シンボルに対応する前記上位設定項
目の下位設定項目に対応し前記下位設定項目の選択指示を行うための下位項目シンボルを
配置した前記選択画面である変更後の選択画面を前記表示部に表示し、
　前記表示処理手段は、さらに、前記選択された上位項目シンボルを前記他の上位項目シ
ンボルよりも拡大して配置するともに、前記選択された上位項目シンボルを示す文字情報
を前記他の上位項目シンボルを示す文字情報よりも拡大し、前記下位項目シンボルの表示
領域の上方中央に配置した前記変更後の選択画面を表示し、
　前記表示処理手段は、さらに、前記規定位置の右側に配置された前記他の上位項目シン
ボルを示す文字情報を、当該他の上位項目シンボルの右下方に配置し、前記規定位置の左
側に配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情報を、当該前記他の上位項目シン
ボルの下方に配置した前記変更後の選択画面を表示することを特徴とする表示処理装置。
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【請求項２】
　前記表示処理手段は、複数の前記下位項目シンボルを格子状に配置した前記変更後の選
択画面を前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項３】
　前記表示処理手段は、前記下位項目シンボルを前記上位項目シンボルよりも下方配置し
た前記変更後の選択画面を表示すること、
　を特徴とする請求項２に記載の表示処理装置。
【請求項４】
　前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、前記複数の上位
項目シンボルが擬似的に回転する状態を示す切替画面を表示し、その後、前記選択された
上位項目シンボルを、前記規定位置に変更するとともに、表示されている他の上位項目シ
ンボルを、前記選択された上位項目シンボルとの位置関係を維持しながら変更した前記選
択画面である変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項５】
　前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、前記表示部に表
示されていない前記上位項目シンボルを新たに配置するとともに、前記表示部に表示され
ていた前記上位項目シンボルを削除した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示するこ
と、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項６】
　前記表示処理手段は、前記複数の上位項目シンボルの配置位置を示す円弧状の曲線の画
像である線状画像を配置するとともに、前記複数の上位項目シンボルを前記線状画像上ま
たは前記線状画像の近傍に配置した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項７】
　前記選択受付手段は、さらに、利用者による前記複数の上位項目シンボルまたは前記複
数の上位項目シンボルの近傍に対する連続的な指示操作を受け付け、
　前記表示処理手段は、前記選択受付手段によって前記連続的な指示操作を受け付けた場
合、前記変更後の選択画面を連続的に切り替えて前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項８】
　前記表示処理手段は、前記規定位置に変更される上位項目シンボル以外の前記上位項目
シンボルに対応する前記下位項目シンボルを縮小して前記上位項目シンボルの近傍に配置
した前記変更後の選択画面を表示すること、
　を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の表示処理装置。
【請求項９】
　前記複数の上位項目シンボルと、前記上位項目シンボルを配置可能な領域を有する背景
画面とを記憶する記憶手段を、さらに備え、
　前記表示処理手段は、前記記憶手段から前記上位項目シンボルと前記背景画面とを読み
出して、読み出した前記複数の上位項目シンボルを前記背景画面に円弧状に配置した前記
選択画面を生成し、生成された前記選択画面を前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項８に記載の表示処理装置。
【請求項１０】
　前記表示処理手段は、前記選択された上位項目シンボルを、他の前記上位項目シンボル
よりも拡大して前記背景画面に配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変
更後の選択画面を前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項９に記載の表示処理装置。
【請求項１１】
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　前記記憶手段は、さらに、前記下位項目シンボルを前記上位項目シンボルと対応付けて
記憶し、
　前記表示処理手段は、さらに、前記記憶手段から前記選択された上位項目シンボルに対
応する前記下位項目シンボルを読み出して、読み出した前記下位項目シンボルを前記背景
画面に配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択画面を前記表
示部に表示すること、
　を特徴とする請求項９に記載の表示処理装置。
【請求項１２】
　前記表示処理手段は、複数の前記下位項目シンボルを前記背景画面に格子状に配置した
前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示する
こと、
　を特徴とする請求項１１に記載の表示処理装置。
【請求項１３】
　前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルを前記背景画面の上部に配置し、前記下位
項目シンボルを前記上位項目シンボルよりも下方配置した前記変更後の選択画面を生成し
、生成した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項１１に記載の表示処理装置。
【請求項１４】
　前記記憶手段は、さらに、前記切替画面を記憶し、
　前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、前記切替画面を
前記記憶手段から読み出して表示し、その後、前記記憶手段から前記上位項目シンボルと
前記背景画面とを読み出して、読み出した前記複数の上位項目シンボルを前記背景画面に
円弧状に配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択画面を前記
表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項９に記載の表示処理装置。
【請求項１５】
　前記表示処理手段は、前記複数の上位項目シンボルの配置位置を示す円弧状の曲線の画
像である線状画像を前記背景画面に配置するとともに、前記複数の上位項目シンボルを前
記線状画像上または前記線状画像の近傍に配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成
した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、
　を特徴とする請求項９に記載の表示処理装置。
【請求項１６】
　前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、前記背景画面を
前記記憶手段から読み出して、前記表示部に表示されていない前記上位項目シンボルを前
記背景画面に新たに配置するとともに、前記表示部に表示されていた前記上位項目シンボ
ルを削除した前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択画面を前記表示
部に表示すること、
　を特徴とする請求項９に記載の表示処理装置。
【請求項１７】
　複数の上位設定項目のそれぞれに対応し前記上位設定項目の選択指示を行うための複数
の上位項目シンボルを円弧状に配置した選択画面を表示部に表示するステップと、
　前記複数の上位項目シンボルの中から、利用者による所望の前記上位項目シンボルの選
択を受け付けるステップと、
　前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、選択された上位項目シンボルを、選択
された旨を示す規定位置に変更するとともに、表示されている他の上位項目シンボルを、
前記選択された上位項目シンボルとの位置関係を維持しながら変更した前記選択画面であ
って、前記選択された上位項目シンボルに対応する前記上位設定項目の下位設定項目に対
応し前記下位設定項目の選択指示を行うための下位項目シンボルを配置した前記選択画面
である変更後の選択画面を前記表示部に表示するステップと、
　前記選択された上位項目シンボルを前記他の上位項目シンボルよりも拡大して配置する
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ともに、前記選択された上位項目シンボルを示す文字情報を前記他の上位項目シンボルを
示す文字情報よりも拡大し、前記下位項目シンボルの表示領域の上方中央に配置した前記
変更後の選択画面を表示するステップと、
　前記規定位置の右側に配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情報を、当該他
の上位項目シンボルの右下方に配置し、前記規定位置の左側に配置された前記他の上位項
目シンボルを示す文字情報を、当該他の上位項目シンボルの下方に配置した前記変更後の
選択画面を表示するステップと、
　を含むことを特徴とする表示処理方法。
【請求項１８】
　複数の上位設定項目のそれぞれに対応し前記上位設定項目の選択指示を行うための複数
の上位項目シンボルを円弧状に配置した選択画面を表示部に表示するステップと、
　前記複数の上位項目シンボルの中から、利用者による所望の前記上位項目シンボルの選
択を受け付けるステップと、
　前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、選択された上位項目シンボルを、選択
された旨を示す規定位置に変更するとともに、表示されている他の上位項目シンボルを、
前記選択された上位項目シンボルとの位置関係を維持しながら変更した前記選択画面であ
って、前記選択された上位項目シンボルに対応する前記上位設定項目の下位設定項目に対
応し前記下位設定項目の選択指示を行うための下位項目シンボルを配置した前記選択画面
である変更後の選択画面を前記表示部に表示するステップと、
　前記選択された上位項目シンボルを前記他の上位項目シンボルよりも拡大して配置する
ともに、前記選択された上位項目シンボルを示す文字情報を前記他の上位項目シンボルを
示す文字情報よりも拡大し、前記下位項目シンボルの表示領域の上方中央に配置した前記
変更後の選択画面を表示するステップと、
　前記規定位置の右側に配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情報を、当該他
の上位項目シンボルの右下方に配置し、前記規定位置の左側に配置された前記他の上位項
目シンボルを示す文字情報を、当該他の上位項目シンボルの下方に配置した前記変更後の
選択画面を表示するステップと、
　をコンピュータに実行させる表示処理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機能設定および実行のための選択画面を表示する表示処理装置、表示処理方
法、および表示処理プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プリンタ、コピー、ファクシミリ、スキャナなどの各装置の機能を１つの筐体内
に収納した複合機、いわゆるＭＦＰ（Multi Function Peripheral）と呼ばれる画像形成
装置が知られている。このＭＦＰは、１つの筐体内に表示部、印刷部および撮像部などを
設けるとともに、プリンタ、コピーおよびファクシミリ装置にそれぞれ対応したソフトウ
ェアを設け、これらのソフトウェアを切り替えることによって、当該装置をプリンタ、コ
ピー、スキャナまたはファクシミリ装置として動作させるものである。
【０００３】
　このような従来のＭＦＰでは、上述の各種機能を実行する際の設定を行うため、液晶タ
ッチパネルなどの表示操作部が設けられている。近年のＭＦＰは、機能が複数存在する上
に、設定すべき項目が多くなっているため、わかりやすい設定画面（選択画面）を表示す
ることや、利用者による設定の操作負担を軽減することが求められている。
【０００４】
　これに対し、例えば、複数の機能のすべての設定項目を１画面に表示するのではなく、
所定のボタンやタブを選択することにより各機能の設定画面を切り替えて表示する方法な
どが実現されている。例えば、各機能の設定画面ごとにルーズリーフのインデックスのよ
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うな設定項目がついており、その設定項目を選択すると、選択された設定項目の設定画面
が最前面に表示されて諸条件の項目についての設定が可能になる。また、他の設定項目を
選択すれば、その機能の設定画面が最前面に表示され、同様に諸条件の項目についての設
定が可能となる技術が開示されている（特許文献１、図１７参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２２７８４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の表示方法では、各機能の設定画面の設定項目を同じ大きさ
で横一列に並べて表示するため、各設定項目が類似していて読みづらく、さらには、現在
どの設定項目が選択されているかを一目で把握することが困難であった。また、設定画面
の設定項目が横一列で表示しきれない場合には、複数列の設定項目を縦に並べて表示する
ことになる。このような場合、下段の設定項目を表示した後に上段の設定項目を表示する
と、上段の設定項目の設定画面が最前面に表示されるとともに、上段の設定項目と下段の
設定項目とが入れ替わるため、今までどの設定項目の設定を行っていたか、次に設定した
い設定項目がどの位置にあるのかを把握するのが困難となっていた。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、機能ごとの設定内容の表示方法を改善
することにより、設定項目の内容が認識し易く、所望の設定項目の位置を容易に把握でき
る表示処理装置、表示処理方法、および表示処理プログラム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】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、複数の上位
設定項目のそれぞれに対応し前記上位設定項目の選択指示を行うための複数の上位項目シ
ンボルを円弧状に配置した選択画面を表示部に表示する表示処理手段と、前記複数の上位
項目シンボルの中から、利用者による所望の前記上位項目シンボルの選択を受け付ける選
択受付手段と、を備え、前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた
場合、選択された上位項目シンボルを、選択された旨を示す規定位置に変更するとともに
、表示されている他の上位項目シンボルを、前記選択された上位項目シンボルとの位置関
係を維持しながら変更した前記選択画面であって、前記選択された上位項目シンボルに対
応する前記上位設定項目の下位設定項目に対応し前記下位設定項目の選択指示を行うため
の下位項目シンボルを配置した前記選択画面である変更後の選択画面を前記表示部に表示
し、前記表示処理手段は、さらに、前記選択された上位項目シンボルを前記他の上位項目
シンボルよりも拡大して配置するともに、前記選択された上位項目シンボルを示す文字情
報を前記他の上位項目シンボルを示す文字情報よりも拡大し、前記下位項目シンボルの表
示領域の上方中央に配置した前記変更後の選択画面を表示し、前記表示処理手段は、さら
に、前記規定位置の右側に配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情報を、当該
他の上位項目シンボルの右下方に配置し、前記規定位置の左側に配置された前記他の上位
項目シンボルを示す文字情報を、当該前記他の上位項目シンボルの下方に配置した前記変
更後の選択画面を表示することを特徴とする表示処理装置である。
【００１１】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記表示処
理手段は、複数の前記下位項目シンボルを格子状に配置した前記変更後の選択画面を前記
表示部に表示すること、を特徴とする。
【００１２】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項２に記載の表示処理装置において、前記表示処
理手段は、前記下位項目シンボルを前記上位項目シンボルよりも下方配置した前記変更後
の選択画面を表示すること、を特徴とする。
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【００１３】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記表示処
理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、前記複数の上位項目シンボル
が擬似的に回転する状態を示す切替画面を表示し、その後、前記選択された上位項目シン
ボルを、前記規定位置に変更するとともに、表示されている他の上位項目シンボルを、前
記選択された上位項目シンボルとの位置関係を維持しながら変更した前記選択画面である
変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、を特徴とする。
【００１４】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記表示処
理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、前記表示部に表示されていな
い前記上位項目シンボルを新たに配置するとともに、前記表示部に表示されていた前記上
位項目シンボルを削除した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、を特徴と
する。
【００１５】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記表示処
理手段は、前記複数の上位項目シンボルの配置位置を示す円弧状の曲線の画像である線状
画像を配置するとともに、前記複数の上位項目シンボルを前記線状画像上または前記線状
画像の近傍に配置した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、を特徴とする
。
【００１６】
　また、請求項７にかかる発明は、請求項１に記載の表示処理装置において、前記選択受
付手段は、さらに、利用者による前記複数の上位項目シンボルまたは前記複数の上位項目
シンボルの近傍に対する連続的な指示操作を受け付け、前記表示処理手段は、前記選択受
付手段によって前記連続的な指示操作を受け付けた場合、前記変更後の選択画面を連続的
に切り替えて前記表示部に表示すること、を特徴とする。
【００１７】
　また、請求項８にかかる発明は、請求項１～７のいずれか一つに記載の表示処理装置に
おいて、前記表示処理手段は、前記規定位置に変更される上位項目シンボル以外の前記上
位項目シンボルに対応する前記下位項目シンボルを縮小して前記上位項目シンボルの近傍
に配置した前記変更後の選択画面を表示すること、を特徴とする。
【００１８】
　また、請求項９にかかる発明は、請求項８に記載の表示処理装置において、前記複数の
上位項目シンボルと、前記上位項目シンボルを配置可能な領域を有する背景画面とを記憶
する記憶手段を、さらに備え、前記表示処理手段は、前記記憶手段から前記上位項目シン
ボルと前記背景画面とを読み出して、読み出した前記複数の上位項目シンボルを前記背景
画面に円弧状に配置した前記選択画面を生成し、生成された前記選択画面を前記表示部に
表示すること、を特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１０にかかる発明は、請求項９に記載の表示処理装置において、前記表示
処理手段は、前記選択された上位項目シンボルを、他の前記上位項目シンボルよりも拡大
して前記背景画面に配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択
画面を前記表示部に表示すること、を特徴とする。
【００２０】
　また、請求項１１にかかる発明は、請求項９に記載の表示処理装置において、前記記憶
手段は、さらに、前記下位項目シンボルを前記上位項目シンボルと対応付けて記憶し、前
記表示処理手段は、さらに、前記記憶手段から前記選択された上位項目シンボルに対応す
る前記下位項目シンボルを読み出して、読み出した前記下位項目シンボルを前記背景画面
に配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択画面を前記表示部
に表示すること、を特徴とする。
【００２１】
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　また、請求項１２にかかる発明は、請求項１１に記載の表示処理装置において、前記表
示処理手段は、複数の前記下位項目シンボルを前記背景画面に格子状に配置した前記変更
後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、を
特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１３にかかる発明は、請求項１１に記載の表示処理装置において、前記表
示処理手段は、前記上位項目シンボルを前記背景画面の上部に配置し、前記下位項目シン
ボルを前記上位項目シンボルよりも下方配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成し
た前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、を特徴とする。
【００２３】
　また、請求項１４にかかる発明は、請求項９に記載の表示処理装置において、前記記憶
手段は、さらに、前記切替画面を記憶し、前記表示処理手段は、前記上位項目シンボルの
選択を受け付けた場合、前記切替画面を前記記憶手段から読み出して表示し、その後、前
記記憶手段から前記上位項目シンボルと前記背景画面とを読み出して、読み出した前記複
数の上位項目シンボルを前記背景画面に円弧状に配置した前記変更後の選択画面を生成し
、生成した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示すること、を特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１５にかかる発明は、請求項９に記載の表示処理装置において、前記表示
処理手段は、前記複数の上位項目シンボルの配置位置を示す円弧状の曲線の画像である線
状画像を前記背景画面に配置するとともに、前記複数の上位項目シンボルを前記線状画像
上または前記線状画像の近傍に配置した前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変
更後の選択画面を前記表示部に表示すること、を特徴とする。
【００２５】
　また、請求項１６にかかる発明は、請求項９に記載の表示処理装置において、前記表示
処理手段は、前記上位項目シンボルの選択を受け付けた場合、前記背景画面を前記記憶手
段から読み出して、前記表示部に表示されていない前記上位項目シンボルを前記背景画面
に新たに配置するとともに、前記表示部に表示されていた前記上位項目シンボルを削除し
た前記変更後の選択画面を生成し、生成した前記変更後の選択画面を前記表示部に表示す
ること、を特徴とする。
【００２６】
　また、請求項１７にかかる発明は、複数の上位設定項目のそれぞれに対応し前記上位設
定項目の選択指示を行うための複数の上位項目シンボルを円弧状に配置した選択画面を表
示部に表示するステップと、前記複数の上位項目シンボルの中から、利用者による所望の
前記上位項目シンボルの選択を受け付けるステップと、前記上位項目シンボルの選択を受
け付けた場合、選択された上位項目シンボルを、選択された旨を示す規定位置に変更する
とともに、表示されている他の上位項目シンボルを、前記選択された上位項目シンボルと
の位置関係を維持しながら変更した前記選択画面であって、前記選択された上位項目シン
ボルに対応する前記上位設定項目の下位設定項目に対応し前記下位設定項目の選択指示を
行うための下位項目シンボルを配置した前記選択画面である変更後の選択画面を前記表示
部に表示するステップと、前記選択された上位項目シンボルを前記他の上位項目シンボル
よりも拡大して配置するともに、前記選択された上位項目シンボルを示す文字情報を前記
他の上位項目シンボルを示す文字情報よりも拡大し、前記下位項目シンボルの表示領域の
上方中央に配置した前記変更後の選択画面を表示するステップと、前記規定位置の右側に
配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情報を、当該他の上位項目シンボルの右
下方に配置し、前記規定位置の左側に配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情
報を、当該他の上位項目シンボルの下方に配置した前記変更後の選択画面を表示するステ
ップと、を含むことを特徴とする表示処理方法である。
【００２７】
　また、請求項１８にかかる発明は、複数の上位設定項目のそれぞれに対応し前記上位設
定項目の選択指示を行うための複数の上位項目シンボルを円弧状に配置した選択画面を表
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示部に表示するステップと、前記複数の上位項目シンボルの中から、利用者による所望の
前記上位項目シンボルの選択を受け付けるステップと、前記上位項目シンボルの選択を受
け付けた場合、選択された上位項目シンボルを、選択された旨を示す規定位置に変更する
とともに、表示されている他の上位項目シンボルを、前記選択された上位項目シンボルと
の位置関係を維持しながら変更した前記選択画面であって、前記選択された上位項目シン
ボルに対応する前記上位設定項目の下位設定項目に対応し前記下位設定項目の選択指示を
行うための下位項目シンボルを配置した前記選択画面である変更後の選択画面を前記表示
部に表示するステップと、前記選択された上位項目シンボルを前記他の上位項目シンボル
よりも拡大して配置するともに、前記選択された上位項目シンボルを示す文字情報を前記
他の上位項目シンボルを示す文字情報よりも拡大し、前記下位項目シンボルの表示領域の
上方中央に配置した前記変更後の選択画面を表示するステップと、前記規定位置の右側に
配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情報を、当該他の上位項目シンボルの右
下方に配置し、前記規定位置の左側に配置された前記他の上位項目シンボルを示す文字情
報を、当該他の上位項目シンボルの下方に配置した前記変更後の選択画面を表示するステ
ップと、をコンピュータに実行させる表示処理プログラムである。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、上位項目シンボルを円弧状に配置して表示部に表示し、上位項目シン
ボルの選択を受け付けた場合、選択された上位項目シンボルを、選択された旨を示す規定
位置に変更するとともに、表示されている他の上位項目シンボルを、選択された上位項目
シンボルとの位置関係を維持しながら変更した選択画面であって、選択された上位項目シ
ンボルに対応する上位設定項目の下位設定項目に対応し下位設定項目の選択指示を行うた
めの下位項目シンボルを配置した選択画面である変更後の選択画面を表示部に表示する。
そして、選択された上位項目シンボルを他の上位項目シンボルよりも拡大して配置すると
もに、選択された上位項目シンボルを示す文字情報を他の上位項目シンボルを示す文字情
報よりも拡大し、下位項目シンボルの表示領域の上方中央に配置した変更後の選択画面を
表示する。そして、規定位置の右側に配置された他の上位項目シンボルを示す文字情報を
、当該他の上位項目シンボルの右下方に配置し、規定位置の左側に配置された他の上位項
目シンボルを示す文字情報を、当該他の上位項目シンボルの下方に配置した変更後の選択
画面を表示することで、設定項目の内容が認識し易く、所望の設定項目の位置を容易に把
握できるという効果を奏する。
【００２９】
　また、本発明によれば、選択された上位項目シンボルに対応する下位項目シンボルを、
格子状に配置して表示するため、各設定を行う設定処理等の操作性を向上させることがで
きるという効果を奏する。
【００３０】
　また、本発明によれば、選択された上位項目シンボル以外の上位項目シンボルに対応す
る下位項目シンボルをも縮小して表示されるため、選択されていない上位設定項目におけ
る下位設定項目の内容を容易に把握でき、より操作性を向上させることができるという効
果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる表示処理装置、表示処理方法、および表
示処理プログラムの最良な実施の形態を詳細に説明する。以下の実施の形態では、表示処
理装置を、コピー、ファクシミリ、プリンタなどの複数の機能を一つの筐体に収納した複
合機（ＭＦＰ）に適用した場合について説明する。
【００３２】
（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態にかかる表示処理装置は、複数のメニューアイコンを円弧状に配置し
た選択画面を表示するものであって、いずれかのメニューアイコンが選択された場合には
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、選択されたメニューアイコンが所定位置に配置されるように、メニューアイコンを変更
した選択画面である変更後の選択画面を表示するものである。ここで、変更後の選択画面
とは、いずれかのメニューアイコンが選択された場合に表示される選択画面を示している
。
【００３３】
　アイコンとは、表示される画面上に、各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表
示したものをいう。また、メニューアイコンとは、装置の各機能の項目であるメニュー項
目のそれぞれに対応し、各メニュー項目の選択指示を行うアイコンを示している。また、
本実施の形態では、画面にアイコンを表示するものであるが、これに限定されるものでな
く、アイコンと、各種のデータや処理機能を記号や文字列等によって表示したものとを含
むシンボルを表示してもよい。
【００３４】
　図１は、第１の実施の形態にかかる表示処理装置の機能を実行することができるＭＦＰ
の機能ブロック図である。同図に示すようにＭＦＰ１００は、構成としてオペレーティン
グシステム１５３と、サービス層１５２と、アプリケーション層１５１と、記憶部１０４
と、操作パネル２００とを備えている。
【００３５】
　図１に示すように、ＭＦＰ１００の機能は階層関係となっており、オペレーティングシ
ステム１５３の上層にサービス層１５２が構築され、サービス層１５２の上層に後述する
本実施の形態の特徴部分が含まれたアプリケーション層１５１が構築されている。
【００３６】
　オペレーティングシステム１５３は、ハードウェアリソースを含めたＭＦＰ１００の資
源を管理し、サービス層１５２やアプリケーション層１５１に対して当該資源を利用した
機能を提供する。
【００３７】
　サービス層１５２は、ＭＦＰ１００が備えているハードウェアリソースを制御するドラ
イバーに相当する。後述するアプリケーション層１５１の実行処理部１０５からの出力処
理の要求に応じて、スキャナ制御部１２１、プロッタ制御部１２２、蓄積制御部１２３、
配信／メール送受信制御部１２４、ＦＡＸ送受信制御部１２５、通信制御部１２６等から
ＭＦＰ１００が備えているハードウェアリソースを制御して、様々な機能が実行される。
【００３８】
　記憶部１０４は、紙原稿から読み込まれた、またはメール若しくはＦＡＸから受信した
画像データを記憶する。また、記憶部１０４は、操作パネル２００（後述）に表示するた
めの画像として、メニューアイコン、サブメニューアイコン、設定アイコンの各アイコン
画像を記憶する。
【００３９】
　ここで、サブメニューアイコンとは、メニュー項目の下位項目であるサブメニュー項目
の選択指示を行う下位項目アイコンであり、サブメニュー項目が属するメニュー項目と対
応付けられて記憶部１０４に保存されている。対応付けは、メニューアイコンのファイル
名とサブメニューアイコンのファイル名とを対応付けたテーブルなどを保持しておけばよ
い。
【００４０】
　また、設定アイコンとは、メニュー項目またはサブメニュー項目の下位項目であって設
定可能な設定項目の選択指示を行う下位項目アイコンであり、設定項目が属するメニュー
項目のメニューアイコンまたは設定項目が属するサブメニュー項目のサブメニューアイコ
ンと対応付けられて記憶部１０４に保存されている。対応付けは、メニューアイコンもし
くはサブメニューアイコンのファイル名と設定アイコンのファイル名とを対応付けたテー
ブルなどを保持しておけばよい。
【００４１】
　また、記憶部１０４は、上述した、メニューアイコンや、サブメニューアイコン、設定
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アイコンが配置可能な領域である背景画面（後述）の画像（背景画面画像）と、メニュー
アイコンが円弧状に回転している状態を擬似的に示す切替画面（後述）の画像（切替画面
画像）とを記憶する。
【００４２】
　なお、記憶部１０４は、画像データ等のデータを記憶可能な記憶手段であり、例えばＨ
ＤＤ（Hard Disk Drive）、光ディスク、メモリカードなどの一般的に用いられるあらゆ
る記憶媒体で構成することができる。
【００４３】
　操作パネル２００は、選択画面の表示、選択画面上での入力の受け付けを行うユーザイ
ンターフェースである。
【００４４】
　図２は、ＭＦＰの操作パネルの一例を示した図である。図２に示したように、かかる操
作パネル２００は、初期設定キー２０１、コピーキー２０２、コピーサーバーキー２０３
、プリンタキー２０４、送信キー２０５、テンキー２０６、クリア／ストップキー２０７
、スタートキー２０８、予熱キー２０９、リセットキー２１０および液晶タッチパネル２
２０を有する。そして、液晶タッチパネル２２０に本実施の形態の特徴となる画面が表示
されることになるが、この画面については後述する。また、操作パネル２００の内部には
、液晶タッチパネル２２０への各種画面の表示の制御や各キーあるいは液晶タッチパネル
２２０からのキー入力を制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）がＭＦＰ本体のＣ
ＰＵとは別個に装備されている。この操作パネル２００のＣＰＵは、画面表示制御やキー
入力制御のみを行うため、ＭＦＰ本体のＣＰＵの性能より低い性能となっている。
【００４５】
　なお、ＭＦＰ１００は、記憶部１０４、操作パネル２００以外にもスキャナ、プロッタ
などの様々なハードウェアリソースを備えているが、説明は後述する。
【００４６】
　図１に戻り、アプリケーション層１５１は、表示処理部１０１と、選択受付部１０３と
、実行処理部１０５と、利用者認証部１０６を備えている。
【００４７】
　利用者認証部１０６は、ＭＦＰ１００を使用する際に、利用者認証を行う。利用者認証
の方法としては、当業者で周知な技術であるか否かを問わず、どのような認証の方法を用
いてもよい。利用者認証部１０６で利用者認証が成功した場合、ＭＦＰ１００で所定の機
能の使用が許可される。許可される機能としては、例えば、Ｅ＿ｍａｉｌの送受信等が存
在する。また、利用者認証部１０６による利用者認証は最初に行うこととし、後述する処
理を行う場合、原則として、すでに利用者認証は済んでいるものとする。
【００４８】
　表示処理部１０１は、液晶タッチパネル２２０に、各種機能の実行または設定項目の選
択や設定を行うための選択画面などを表示するものである。本実施の形態では、メニュー
アイコンを円弧状に配置した選択画面を表示して、選択受付部１０３で選択されたメニュ
ーアイコンを規定位置に変更するとともに、当該メニューアイコン以外の他のメニューア
イコンを、選択されたメニューアイコンとの位置関係を維持しつつ変更した選択画面であ
る変更後の選択画面に表示するという表示切り替えを行っている。ここで、円弧状とは、
例えば、曲線、放物線、正円の一部、楕円の一部等、回転を意識できる曲線であればよい
。本実施の形態では、円弧状を楕円の一部とし、これにより回転を意識させつつ、表示に
必要な領域を小さくできる。また、「メニューアイコンを規定位置に変更する」とは、円
弧状に配置されたメニューアイコンのいずれかが選択された場合、その選択されたメニュ
ーアイコンが円弧状に移動して所定位置に配置すること、あるいは選択されたメニューア
イコンを規定位置に配置した変更後の選択画面を表示することにより変更することをいう
。これにより、選択されたメニューアイコンが円弧状の曲線に沿って移動するように視認
されることになる。また、表示処理部１０１は、選択されたメニューアイコンのメニュー
項目に属するサブメニュー項目のサブメニューアイコンを、メニューアイコンの配置領域
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の下部に表示している。これは、メニューアイコンの内容が親（上位概念）であり、サブ
メニューアイコンや設定アイコンの内容が子（下位概念）であるという、親子関係（上位
概念と下位概念）を暗示する点で好ましい。
【００４９】
　図３は、選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。Ｈｏｍｅ画面とは、
利用者認証部１０６による利用者認証が成功した場合に、表示処理部１０１により、その
利用者に固有のメニューアイコンが表示された選択画面である。
【００５０】
　ここで、選択されたメニューアイコン等を配置した選択画面について説明する。本実施
の形態では、Ｈｏｍｅ画面を表示するメニューアイコン「Ｈｏｍｅ」、Ｊｏｂｓ画面を表
示するメニューアイコン「Ｊｏｂｓ」、Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ画面を表示するメニューアイ
コン「Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ」、Ｈｉｓｔｏｒｙ画面を表示するメニューアイコン「Ｈｉｓ
ｔｏｒｙ」の４つのメニューアイコンを備えているものとする。
【００５１】
　図３に示すように、液晶タッチパネル２２０に表示されるＨｏｍｅ画面は、実線の円弧
状の線状画像３０７が配置され、この線状画像上にメニューアイコン３０１、３０２、３
０３、３０４が配置され、これによりメニューアイコン３０１、３０２、３０３、３０４
が円弧状に表示されている。そして、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコン３０２が、他のメ
ニューアイコンと比較して大きく拡大して規定位置に表示されることで、「Ｈｏｍｅ」の
メニューアイコン３０２が選択されていることを示している。
【００５２】
　ここで、規定位置とは、メニューアイコンが選択された旨を示す位置であり、具体的に
は、図３における画面上部の中央からやや左寄りで最左端のメニューアイコンから２番目
の位置Ｐが規定位置となる。いずれのメニューアイコンが選択された場合でも、この規定
位置Ｐに選択されたメニューアイコンが配置されるように、表示処理部１０１は選択され
たメニューアイコンを変更することになる。また、表示処理部１０１は、選択されたメニ
ューアイコン以外の、液晶タッチパネル２２０に表示されているメニューアイコンを、選
択されたメニューアイコンとの位置関係を維持しながら変更する。つまり、円弧状の線状
画像３０７に沿って、メニューアイコンの配列順序を維持しながら変更する。ここで、線
状画像３０７は、複数のメニューアイコンを円弧状に配置する位置を示す円弧状の曲線の
画像である。この線状画像は、例えば、実線、破線、点の集合等であって、メニューアイ
コンが円弧状に配置可能なものであればよく、本実施の形態では実線の画像としているが
、これに限定されるものではない。
【００５３】
　また、Ｈｏｍｅ画面（選択画面）には、メニューアイコン３０１、３０２、３０３、３
０４の下方に実線の境界線画像３０８が配置され、さらに下方に格子状に「Ｈｏｍｅ」の
メニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンのサブメニューアイコ
ン群３０５が配置されて表示されている。ここで、境界線画像３０８は、メニューアイコ
ンと、サブメニューアイコンや設定アイコンとの境目を示す直線状の画像である。境界線
画像は、実線、破線、点の集合等であって、メニューアイコンと、サブメニューアイコン
や設定アイコンとの境目を示すように配置されていればよい。本実施の形態では境界線画
像を実線とし、これによりメニューアイコンとサブメニューアイコンとの領域が分割され
ていることが認識され易くなる。また、メニューアイコンが配置された領域と、サブメニ
ューアイコンや設定アイコンが配置された領域とを異なる配色にすることで、メニューア
イコンと、サブメニューアイコンや設定アイコンとの境目を示してもよい。例えば、メニ
ューアイコンの配置領域の背景色を赤色に、サブメニューアイコンと設定アイコンの配置
領域の背景色を青色にする等があげられる。
【００５４】
　そして、サブメニューアイコン群３０５の右側にスクロールバー３０６を表示し、液晶
タッチパネル２２０に表示しきれないサブメニューアイコンや設定アイコンの表示をスク
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ロールさせて表示可能とする。
【００５５】
　例えば、この図３のＨｏｍｅ画面において、メニュー項目「Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ」に対
応するメニューアイコン３０１が利用者によって選択された場合、図４に示す選択画面（
変更後の選択画面）が液晶タッチパネル２２０に表示される。
【００５６】
　図４は、ＭＦＰに表示された選択画面の他の例を示す図である。図４では、図４に示す
ように、液晶タッチパネル２２０には、実線の円弧状の線状画像７０７が配置され、この
線状画像上にメニューアイコン７０１、７０２、７０３、７０４が配置され、これにより
メニューアイコン７０１、７０２、７０３、７０４が円弧状に表示されている。そして、
「Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ」のメニューアイコン７０２が、他のメニューアイコンより拡大し
て規定位置に表示されることで、「Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ」のメニューアイコン７０２が選
択されていることを示している。「Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ」のメニューアイコン７０２が選
択されたことで、メニューアイコンが反時計回りにアイコン一つ分隣りに変更して配置さ
れたことになるため、右端（７０４の位置）にあった「Ｊｏｂｓ」のメニューアイコンが
左端（７０１の位置）に変更し、右端から２番目（７０３の位置）にあった「Ｈｉｓｔｏ
ｒｙ」のメニューアイコンが右端に変更し、規定位置（７０２の位置）にあった「Ｈｏｍ
ｅ」のメニューアイコンが右端から２番目に変更して配置されている。また、選択画面に
は、メニューアイコン７０１、７０２、７０３、７０４の下方に実線の境界線画像７０８
が配置され、さらに下方に格子状に「Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ」のメニューアイコンに対応す
るサブメニューアイコンや設定アイコンのサブメニューアイコン群７０５が配置され、サ
ブメニューアイコン群７０５の右側にスクロールバー７０６が配置されている。
【００５７】
　ここで、表示処理部１０１は、選択画面を切り替える場合に、一旦、切替画面を表示し
、その後直ちに選択されたメニューアイコンを表示した選択画面を表示する。切替画面と
は、メニューアイコンが選択された場合に、選択されたメニューアイコンおよびその他の
メニューアイコンを円弧状に回転させて移動するように利用者にみせるための画面である
。
【００５８】
　図５は、切替画面の一例を示す図である。図５に示すように、切替画面の上部には、メ
ニューアイコンが移動して回転している状態を示すような円弧状の図形が配置され、切替
画面の下部には、サブメニューアイコンや設定アイコンが左右に移動している状態を示す
図形が配置されている。この切替画面を一旦表示した後に、選択されたメニューアイコン
を規定位置に配置した変更後の選択画面を表示することで、メニューアイコンが円弧状に
回転しているように表示できるとともに、実際に回転させた場合の表示処理演算の負荷を
軽減できる。
【００５９】
　ここで、選択されたメニューアイコンを変更する際、他のメニューアイコンもそれに伴
って変更する。選択画面上には予め定められた数（表示数）のメニューアイコンしか配置
できないため、かかる変更に伴って、選択画面上のメニューアイコンの一部は削除され、
一部が新たに選択画面上に追加されることになる。すなわち、メニューの設定項目の数だ
け、メニューアイコンは記憶部１０４に格納されて用意されているが、選択画面上では表
示数分しか表示されていないため、選択に伴うメニューアイコンの変更に従って、選択画
面上から消去されるアイコンおよび選択画面上に現れるアイコンが存在する。
【００６０】
　図６は、予め用意されたメニューアイコンと選択されるメニューアイコンとの関係を示
す説明図である。図６では、予め用意されているメニューアイコンの数が９個あり、表示
数が４個の場合を例に挙げて示している。図６に示すように、予め用意された全てのメニ
ューアイコンは、図６に示すように、楕円の円弧に沿って表示順に内部的に配置されてい
ると考える。そして、選択画面に表示される４個のメニューアイコン（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
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以外の５個のメニューアイコン（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ）は、図６に示すように、選択画面
の背後の円弧（点線部の円弧）に沿って内部的に配置されていると考える。そして、表示
されているメニューアイコンのうち所望のアイコンを選択すると、選択されたメニューア
イコンは規定位置に変更され、他のメニューアイコンもそれに伴って変更する。この結果
、変更に伴い、表示されているメニューアイコンの一部が選択画面背後の点線部の円弧上
に移動するように選択画面上から消去され、一方、選択画面背後の点線部の円弧上のメニ
ューアイコンのうち、表示順に従って消去された数と同一の数のメニューアイコンが選択
画面上に新たに現れることになる。
【００６１】
　例えば、図６において、メニューアイコンＢが選択されると、メニューアイコンＢは、
規定位置（図６に示すメニューアイコンＤの位置）に変更し、その変更に伴って全てのア
イコンが時計回りに回転し、右側にメニューアイコンＩ，Ｈが新たに現れ、メニューアイ
コンＣ、Ｄは、選択画面から消去されて点線部の円弧に移動するように変更すると考える
。ここで、図６において、選択画面には、４個のメニューアイコンが表示されているが、
表示されるメニューアイコンの数量は増減してもよい。また、メニューアイコンを５個以
上表示する場合、数量が多いほどメニューアイコンの大きさを小さくしてもよいし、図６
と同じような大きさのまま表示してもよい。図６と同じような大きさで表示する場合には
、メニューアイコンが見易く、かつ操作し易い点で好ましい。なお、選択画面に現れてい
ないメニューアイコンが図６の点線部の円弧上にあると考える場合には、上記のことは、
選択画面に現れていないメニューアイコンを追加した際に、選択画面に現れるメニューア
イコンの大きさを、選択画面に現れていないメニューアイコンの数に応じて少なくするこ
と、あるいは変化させないことに相当する。
【００６２】
　表示処理部１０１は、以上説明したように、選択画面の表示および切り替えを実行する
ものであるが、具体的には、次のような処理を行っている。選択画面を液晶タッチパネル
２２０に表示する場合、利用者認証部１０６による利用者認証が成功すると、最初にＨｏ
ｍｅ画面を表示する（図３参照）。すなわち、表示処理部１０１は、記憶部１０４から、
メニューアイコン画像、背景画面画像、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンに対応するサブ
メニューアイコン画像と設定アイコン画像を読み出す。ここで、背景画面画像とは、選択
画面からメニューアイコン、サブメニューアイコンを消去した状態の画面である。すなわ
ち、背景画面画像は、円弧状の線状画像３０７、境界線画像３０８のみが描画された画面
画像である。
【００６３】
　そして、表示処理部１０１は、読み出した「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンを規定位置
に配置するとともに、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンを含む複数のメニューアイコンを
背景画面の上部に円弧状に配置し、読み出したサブメニューアイコンや設定アイコンを背
景画面におけるメニューアイコンの下方であって、境界線画像の下方である背景画面の下
部に格子状に配置して選択画面を生成し、生成された選択画面を液晶タッチパネル２２０
に表示する。このように、メニューアイコンの下方にサブメニューアイコン等を配置する
ことで、それらのアイコンに対応する項目の関係が上位概念と下位概念であることが暗示
できる。また、格子状に配置する場合、例えば、４５度の傾斜をつけて格子状に配置した
り、市松模様に配置したり、水平垂直の格子状に配置することができる。また、本実施の
形態では、水平垂直な格子状に配置し、これにより見た目を簡潔に表示できるとともに、
表示に必要な領域を小さくできる。
【００６４】
　このとき、表示処理部１０１は、選択を受け付け規定位置に配置されるメニューアイコ
ン、この場合は「Ｈｏｍｅ」アイコンを、他のメニューアイコンと比較して一目で把握で
きる大きさに拡大して配置して液晶タッチパネル２２０に表示する。また、選択を受け付
けたメニューアイコン以外を、全て一定の大きさにして表示してもよいし、選択されたメ
ニューアイコンから遠ざかるに連れて徐々に小さく表示してもよい。



(14) JP 4887184 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

【００６５】
　また、表示処理部１０１は、選択受付部１０３（後述）により利用者からメニューアイ
コンの選択を受け付けた場合、記憶部１０４から切替画面画像を読み出し、読み出した切
替画面を液晶タッチパネル２２０に表示する。
【００６６】
　そして、切替画面を表示した後、表示処理部１０１は、選択されたメニューアイコンが
規定位置に配置されるように、メニューアイコンを変更して配置する。すなわち、表示処
理部１０１は、選択されたメニューアイコンを背景画面の規定位置に配置する。そして、
これにより例えば、メニューアイコンを時計回りに移動したように配置する場合、記憶部
１０４から液晶タッチパネル２２０に非表示のメニューアイコンを読み出して背景画面の
円弧状の右端部分に新たに配置し、変更前に配置されたメニューアイコンを時計回りに変
更するとともに、液晶タッチパネル２２０に表示されていた円弧状の左端部分のメニュー
アイコンを削除する。
【００６７】
　さらに、表示処理部１０１は、読み出した選択されたメニューアイコンに対応するサブ
メニューアイコン、設定アイコンを背景画面におけるメニューアイコンの下方に格子状に
配置する。そして、表示処理部１０１は、メニューアイコン、サブメニューアイコン、設
定アイコンを配置した背景画面を選択画面として液晶タッチパネル２２０に表示する。
【００６８】
　また、他のメニューアイコンを選択した場合の選択画面について説明する。図７は、Ｍ
ＦＰに表示された選択画面の他の一例を示す図である。図７では、図３におけるＨｏｍｅ
画面において、「Ｊｏｂｓ」のメニューアイコンが選択された場合を示している。図７に
示すように、液晶タッチパネル２２０には、背景画面に実線の円弧状の線状画像８０７が
配置され、この線状画像上にメニューアイコン８０１、８０２、８０３、８０４が配置さ
れ、円弧状に表示されている。そして、「Ｊｏｂｓ」のメニューアイコン８０２が、他の
メニューアイコンより拡大して規定位置に表示されることで、「Ｊｏｂｓ」のメニューア
イコン８０２が選択されていることを示している。「Ｊｏｂｓ」のメニューアイコンが選
択されたことで、メニューアイコンが時計回りにアイコン二つ分隣りに変更して配置され
たことになるため、右端から２番目（８０３の位置）にあった「Ｈｉｓｔｏｒｙ」のメニ
ューアイコンが左端（８０１の位置）に変更し、規定位置（８０２の位置）にあった「Ｈ
ｏｍｅ」のメニューアイコンが右端（８０４の位置）に変更し、左端にあった「Ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎｓ」のメニューアイコンが右端から２番目に変更して配置されている。また、選
択画面には、メニューアイコン８０１、８０２、８０３、８０４の下方に実線の境界線画
像８０８が配置され、さらに下方に格子状に「Ｊｏｂｓ」のメニューアイコンに対応する
サブメニューアイコンや設定アイコンのサブメニューアイコン群８０５が配置されて表示
され、サブメニューアイコン群８０５の右側にスクロールバー８０６が配置されている。
【００６９】
　さらに、他のメニューアイコンを選択した場合の選択画面について説明する。図８は、
ＭＦＰに表示された選択画面の他の一例を示す図である。図８では、図３におけるＨｏｍ
ｅ画面において、「Ｈｉｓｔｏｒｙ」のメニューアイコンが選択された場合を示している
。図８に示すように、液晶タッチパネル２２０には、背景画面に実線の円弧状の線状画像
９０７が配置され、この線状画像上にメニューアイコン９０１、９０２、９０３、９０４
が配置され、円弧状に表示されている。そして、「Ｈｉｓｔｏｒｙ」のメニューアイコン
９０２が、他のメニューアイコンより拡大して規定位置に表示されることで、「Ｈｉｓｔ
ｏｒｙ」のメニューアイコン９０２が選択されていることを示している。「Ｈｉｓｔｏｒ
ｙ」のメニューアイコンが選択されたことで、メニューアイコンが時計回りにアイコン一
つ分隣りに変更して配置されたことになるため、規定位置（９０２の位置）にあった「Ｈ
ｏｍｅ」のメニューアイコンが左端（９０１の位置）に変更し、左端にあった「Ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎｓ」のメニューアイコンが右端（９０４の位置）に変更し、右端にあった「Ｊｏ
ｂｓ」のメニューアイコンが右端から２番目（９０３の位置）に変更して配置されている
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。また、選択画面には、メニューアイコン９０１、９０２、９０３、９０４の下方に実線
の境界線画像９０８が配置され、さらに「Ｈｉｓｔｏｒｙ」のメニューアイコンに対応す
るＭＦＰ１００の履歴（サブメニューアイコン）９０５が配置されて表示され、履歴９０
５の右側にスクロールバー９０６が配置されている。
【００７０】
　また、表示処理部１０１は、選択受付部１０３（後述）によって連続的な指示操作を受
け付けた場合、メニューアイコンが時計回り方向や反時計回り方向に移動しているように
、選択画面を連続的に切り替えて液晶タッチパネル２２０に表示する。例えば、利用者が
メニューアイコンもしくはその近傍の位置を一定時間継続してタッチ入力をした場合、こ
れを連続指示として受け付けて、上述した選択画面、切替画面、他の選択画面の表示切り
替えを連続して行うことにより、メニューアイコンが時計回り方向や反時計回り方向に移
動しているように表示する。
【００７１】
　選択受付部１０３は、表示処理部１０１により表示された選択画面における複数のメニ
ューアイコンから、利用者による所望のメニューのメニューアイコンの選択を受け付ける
。具体的には、表示処理部１０１により液晶タッチパネル２２０に表示されたメニュー項
目を利用者により押下された場合、選択受付部１０３は、その押下されたメニュー項目が
選択されたものとして受け付ける。また、選択受付部１０３は、初期設定キー２０１等の
各種ボタンからの入力を受け付ける。
【００７２】
　さらに、選択受付部１０３は、利用者によりメニューアイコン上またはメニューアイコ
ン近傍を押下され続けた場合、メニューアイコンが予め定めた方向（例えば時計回り方向
）に移動しているように選択画面を連続的に切替える指示操作として受け付ける。または
、選択受付部１０３は、利用者によりメニューアイコン上またはメニューアイコン近傍を
時計回り方向にドラッグされた場合に、メニューアイコンが時計回り方向に移動している
ように選択画面を連続的に切替える指示操作として受け付け、メニューアイコン上または
メニューアイコン近傍を反時計回り方向にドラッグされた場合に、メニューアイコンが反
時計回り方向に移動しているように選択画面を連続的に切替える指示操作として受け付け
る。ここで、ドラッグとは、液晶タッチパネル２２０上のいずれかの位置を利用者の指等
で押下したまま移動させることをいう。
【００７３】
　実行処理部１０５は、入力処理部１１１および出力処理部１１２を備え、ＭＦＰ１００
が有する機能を用いた入出力処理を実行する。そして、実行処理部１０５で処理した内容
に基づいて、サービス層１５２に備えられた各制御部が、ハードウェアリソースを制御す
ることで、ハードウェアを用いた処理が行われる。
【００７４】
　入力処理部１１１は、選択受付部１０３により選択を受け付けたメニューアイコンにお
ける設定アイコンに対応する入力機能を用いた画像データを入力処理する。例えば、選択
受付部１０３が、設定アイコン「Ｄｅｓｉｇｎ Ｐｒｉｎｔ」の選択を受け付けた場合、
入力処理部１１１がスキャナ制御部１２１より図示しないスキャナを制御することで、紙
原稿の読み込み処理を行う。
【００７５】
　出力処理部１１２は、選択受付部１０３により選択を受け付けたメニューアイコンにお
ける設定アイコンに対応する出力機能を用いた画像データを出力処理する。例えば、選択
受付部１０３が、設定アイコン「Ｄｅｓｉｇｎ Ｐｒｉｎｔ」の選択を受け付けた場合、
出力処理部１１２がプロッタ制御部１２２により図示しないプロッタを制御することで、
紙原稿として印刷処理を制御する。
【００７６】
　次に、このように構成された第１の実施の形態にかかるＭＦＰ１００による表示処理に
ついて説明する。図９は、第１の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフロー
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チャートである。
【００７７】
　まず、選択受付部１０３が、利用者が入力したログイン情報を受け付ける（ステップＳ
１０）。具体的には、選択受付部１０３は、ログイン画面上で入力されたユーザ名および
パスワードをログイン情報として受け付ける。ログイン画面とは、例えば、初期画面に表
示されるログイン用のボタンを利用者が選択した際などに表示される画面である。
【００７８】
　次に、利用者認証部１０６が、選択受付部１０３により受け付けたログイン情報を元に
利用者認証の処理を行う（ステップＳ１１）。利用者認証が成功すると、表示処理部１０
１は、その利用者のＨｏｍｅ画面を表示するため、記憶部１０４から背景画面画像とメニ
ューアイコン画像と、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコン
画像や設定アイコン画像を読み出す。表示処理部１０１は、読み出した背景画面にメニュ
ーアイコンを円弧状に配置する（ステップＳ１２）。表示処理部１０１は、背景画面のメ
ニューアイコンの下方に、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンに対応するサブメニューアイ
コンや設定アイコンを格子状に配置する（ステップＳ１３）。そして、表示処理部１０１
は、メニューアイコン、サブメニューアイコン、または設定アイコンを配置することで生
成した、ログインした利用者のＨｏｍｅ画面を液晶タッチパネル２２０に表示する（ステ
ップＳ１４）。このＨｏｍｅ画面が図３のＨｏｍｅ画面である。
【００７９】
　次に、選択受付部１０３は、他のメニューアイコンの選択を受け付けたか否かを判断す
る（ステップＳ１５）。他のメニューアイコンにより表示される選択画面とは、定型的な
処理を定義したジョブ（Ｊｏｂ）を表示するＪｏｂｓ画面、ＭＦＰ１００の個々の機能（
コピー、ＦＡＸ送信など）を表示するＦｕｎｃｔｉｏｎｓ画面、および処理の履歴を表示
するＨｉｓｔｏｒｙ画面などをいう。
【００８０】
　他のメニューアイコンの選択を受け付けた場合（ステップＳ１５：Ｙｅｓ）、表示処理
部１０１は、切替画面を液晶タッチパネル２２０に表示する（ステップＳ１６）。他のメ
ニューアイコンの選択を受け付けなかった場合（ステップＳ１５：Ｎｏ）、切替画面は表
示されずにステップＳ２０の処理へ進む。
【００８１】
　次に、表示処理部１０１は、選択されたメニューアイコンを背景画面の規定位置に変更
して配置し、他のメニューアイコンを、選択されたメニューアイコンの位置に応じて変更
して配置する（ステップＳ１７）。そして、表示処理部１０１は、記憶部１０４から選択
されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコン画像や設定アイコン画像を読み
出す。表示処理部１０１は、背景画面のメニューアイコンの下方に、選択されたメニュー
アイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを配置する（ステップＳ１８）
。そして、表示処理部１０１は、メニューアイコン、サブメニューアイコン、または設定
アイコンを背景画面に配置することで生成した選択画面として液晶タッチパネル２２０に
表示する（ステップＳ１９）。ここで表示した選択画面（変更後の選択画面）が図４、図
７、図８などの選択画面である。
【００８２】
　次に、選択画面から設定アイコンの選択を受け付けたか否かの判断をする（ステップＳ
２０）。設定アイコンの選択を受け付けた場合（ステップＳ２０：Ｙｅｓ）、表示処理部
１０１は、その設定アイコンに対応する設定画面を液晶タッチパネル２２０に表示する（
ステップＳ２１）。そして、表示された設定画面から各種設定を行う。一方、設定アイコ
ンの選択を受け付けなかった場合（ステップＳ２０：Ｎｏ）、ステップＳ２１の処理は行
わない。また、表示処理部１０１により表示した選択画面において、設定アイコンが表示
されていない場合も、ステップＳ２１の処理は行わない。
【００８３】
　次に、選択受付部１０３は、ログアウト要求を受け付けたか否かを判断する（ステップ
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Ｓ２２）。ログアウト要求は、例えば、画面の下部に表示されるログアウト用のボタンが
選択されたときに受け付ける。
【００８４】
　ログアウト要求を受け付けていない場合（ステップＳ２２：Ｎｏ）、他のメニューアイ
コンの選択受付処理に戻り処理が繰り返される（ステップＳ１５）。一方、ログアウト要
求を受け付けた場合（ステップＳ２２：Ｙｅｓ）、表示処理部１０１は、ログイン前の初
期画面を表示する（ステップＳ２３）。
【００８５】
　このように、第１の実施の形態では、複数のメニューアイコンを円弧状に配置した選択
画面を表示し、利用者からのメニューアイコンの選択を受け付けた場合、選択されたメニ
ューアイコンを拡大して規定位置に変更するとともに、表示されている他のメニューアイ
コンを、選択されたメニューアイコンとの位置関係を維持しながら円弧状に変更した選択
画面である変更後の選択画面を液晶タッチパネル２２０に表示する。そして、選択された
メニューアイコンの下方に、選択されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコ
ンや設定アイコンを表示する。従って、メニューアイコンを円弧状に配置したり変更させ
ることで、選択画面に表示されたメニューアイコンの内容が認識し易く、所望のメニュー
アイコンの位置を容易に把握できる。また、選択されたメニューアイコンに対応するサブ
メニューアイコンや設定アイコンを、格子状に配置して表示するため、各設定を行う設定
処理等の操作性を向上させることができる。
【００８６】
（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態では、複数のメニューアイコンを円弧状に配置した選択画面を表示し
、いずれかのメニューアイコンが選択された場合には、選択されたメニューアイコンを規
定位置に変更し、メニューアイコンの下方に選択されたメニューアイコンに対応するサブ
メニューアイコン等を変更した選択画面である変更後の選択画面を表示するものである。
第２の実施の形態では、さらに、選択されていないメニューアイコンそれぞれに対応する
サブメニューアイコン等を縮小して、選択されていないメニューアイコンの近傍に表示す
るものである。
【００８７】
　本実施の形態のＭＦＰの構成は、第１の実施の形態と同様であるため、図１を参照して
、第１の実施の形態と異なる機能を有する構成について説明する。
【００８８】
　表示処理部１０１は、第１の実施の形態における機能に加え、選択されたメニューアイ
コン以外のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを縮小して
メニューアイコンの近傍に配置した選択画面を表示するものである。
【００８９】
　図１０は、選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。図１０に示すよう
に、液晶タッチパネル２２０に表示されるＨｏｍｅ画面は、図３と同様、実線の円弧状の
線状画像１０１０が配置され、この線状画像状にメニューアイコン１００１、１００２、
１００３、１００４が配置され、これによりメニューアイコン１００１、１００２、１０
０３、１００４が円弧状に表示されている。そして、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコン１
００２が、他のメニューアイコンと比較して大きく拡大して規定位置に表示されることで
、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコン１００２が選択されていることを示している。
【００９０】
　また、Ｈｏｍｅ画面（選択画面）には、メニューアイコン１００１、１００２、１００
３、１００４の下方に実線の境界線画像１０１１が配置され、さらに下方に格子状に「Ｈ
ｏｍｅ」のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンのサブメニ
ューアイコン群１００５が配置されて表示されている。サブメニューアイコン群１００５
の右側にスクロールバー１００６を表示し、液晶タッチパネル２２０に表示しきれないサ
ブメニューアイコンや設定アイコンの表示をスクロールさせて表示可能とする。
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【００９１】
　さらに、第２の実施の形態では、「Ｈｏｍｅ」メニューアイコン以外のメニューアイコ
ンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを縮小した縮小サブメニューアイコン
群１００７、１００８、１００９が、「Ｈｏｍｅ」以外のメニューアイコンの近傍に配置
されて表示されている。第２の実施の形態では、表示処理部１０１は、利用者からメニュ
ーアイコンの選択があった場合、このような選択画面を切り替え表示している。なお、選
択画面の切り替えの際には、第１の実施の形態と同様に、一旦切替画面を表示してから、
次の選択画面（変更後の選択画面）を表示している。
【００９２】
　具体的には、表示処理部１０１は、次のような処理を行っている。利用者認証部１０６
による利用者認証が成功すると、表示処理部１０１は、記憶部１０４から、メニューアイ
コン画像、背景画面画像、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンに対応するサブメニューアイ
コン画像と設定アイコン画像、「Ｈｏｍｅ」以外のメニューアイコンであって、Ｈｏｍｅ
画面に表示されるメニューアイコンに対応するサブメニューアイコン画像と設定アイコン
画像を読み出す。表示処理部１０１は、読み出した「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンを規
定位置に配置するとともに、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンを含む複数のメニューアイ
コンを背景画面の上部に円弧状に配置し、読み出した「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンに
対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを背景画面におけるメニューアイコンの下
方であって、境界線画像の下方である背景画面の下部に格子状に配置し、さらに、読み出
した「Ｈｏｍｅ」以外のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコ
ンを縮小して「Ｈｏｍｅ」以外のメニューアイコンの近傍に配置して選択画面を生成し、
生成された選択画面を液晶タッチパネル２２０に表示する。このとき、表示処理部１０１
は、選択を受け付け規定位置に配置されるメニューアイコン、この場合は「Ｈｏｍｅ」ア
イコンを、他のメニューアイコンと比較して一目で把握できる大きさに拡大して配置して
液晶タッチパネル２２０に表示する。また、表示処理部１０１は、「Ｈｏｍｅ」以外のメ
ニューアイコンを選択した場合でも同様に、選択したメニューアイコン以外のメニューア
イコンの近傍に、それぞれのサブメニューアイコンや設定アイコンを縮小して表示する。
【００９３】
　次に、このように構成された第２の実施の形態にかかるＭＦＰ１００による表示処理に
ついて説明する。図１１は、第２の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフロ
ーチャートである。
【００９４】
　まず、利用者からのログイン情報の受付から利用者認証までの処理（ステップＳ３０、
３１）は、第１の実施の形態における図９と同様であるため説明を省略する（ステップＳ
１０、１１）。
【００９５】
　利用者認証が成功すると、表示処理部１０１は、その利用者のＨｏｍｅ画面を表示する
ため、記憶部１０４から背景画面画像と、メニューアイコン画像と、「Ｈｏｍｅ」のメニ
ューアイコンに対応するサブメニューアイコン画像や設定アイコン画像と、「Ｈｏｍｅ」
以外のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコン画像や設定アイコン画像とを読
み出す。表示処理部１０１は、読み出した背景画面にメニューアイコンを円弧状に配置す
る（ステップＳ３２）。表示処理部１０１は、背景画面のメニューアイコンの下方に、「
Ｈｏｍｅ」のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを格子状
に配置する（ステップＳ３３）。また、表示処理部１０１は、読み出した「Ｈｏｍｅ」以
外のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを縮小して、「Ｈ
ｏｍｅ」以外のメニューアイコンそれぞれの近傍に配置する（ステップＳ３４）。そして
、表示処理部１０１は、メニューアイコン、サブメニューアイコン、または設定アイコン
を配置することで生成した、ログインした利用者のＨｏｍｅ画面を液晶タッチパネル２２
０に表示する（ステップＳ３５）。このＨｏｍｅ画面が図１０のＨｏｍｅ画面である。
【００９６】
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　次に、選択受付部１０３は、他のメニューアイコンの選択を受け付けたか否かを判断す
る（ステップＳ３６）。他のメニューアイコンの選択を受け付けた場合（ステップＳ３６
：Ｙｅｓ）、表示処理部１０１は、切替画面を液晶タッチパネル２２０に表示する（ステ
ップＳ３７）。他のメニューアイコンの選択を受け付けなかった場合（ステップＳ３６：
Ｎｏ）、切替画面は表示されずにステップＳ４２の処理へ進む。
【００９７】
　次に、表示処理部１０１は、選択されたメニューアイコンを背景画面の規定位置に変更
して配置し、他のメニューアイコンを、選択されたメニューアイコンの位置に応じて変更
して配置する（ステップＳ３８）。そして、表示処理部１０１は、記憶部１０４から選択
されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコン画像や設定アイコン画像と、選
択されたメニューアイコン以外のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコン画像
や設定アイコン画像とを読み出す。表示処理部１０１は、背景画面のメニューアイコンの
下方に、選択されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを
配置する（ステップＳ３９）。また、表示処理部１０１は、読み出した選択されたメニュ
ーアイコン以外のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを縮
小して、選択されたメニューアイコン以外のメニューアイコンそれぞれの近傍に配置する
（ステップＳ４０）。そして、表示処理部１０１は、メニューアイコン、サブメニューア
イコン、または設定アイコンを背景画面に配置することで生成した選択画面として液晶タ
ッチパネル２２０に表示する（ステップＳ４１）。
【００９８】
　次に、設定アイコンの選択から初期画面の表示までの処理（ステップＳ４２～４５）は
、第１の実施の形態における図９と同様であるため説明を省略する（ステップＳ２０～２
３）。
【００９９】
　このように、第２の実施の形態では、複数のメニューアイコンを円弧状に配置した選択
画面を表示し、利用者からのメニューアイコンの選択を受け付けた場合、選択されたメニ
ューアイコンを拡大して規定位置に変更するとともに、表示されている他のメニューアイ
コンを、選択されたメニューアイコンとの位置関係を維持しながら円弧状に変更した選択
画面である変更後の選択画面を液晶タッチパネル２２０に表示する。そして、選択された
メニューアイコンの下方に、選択されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコ
ンや設定アイコンを表示する。また、選択されていないメニューアイコンの近傍に、選択
されていないメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを縮小し
て表示する。従って、メニューアイコンを円弧状に配置したり変更させることで、選択画
面に表示されたメニューアイコンの内容が認識し易く、所望のメニューアイコンの位置を
容易に把握できる。また、選択されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコン
や設定アイコンを、格子状に配置して表示するため、各設定を行う設定処理等の操作性を
向上させることができる。さらに、選択されたメニューアイコン以外のメニューアイコン
に対応するサブメニューアイコンや設定アイコンも表示されるため、選択されていないメ
ニュー項目におけるサブメニュー項目や設定項目の内容を容易に把握でき、より操作性を
向上させることができる。
【０１００】
（第３の実施の形態）
　第１、２の実施の形態では、表示処理部１０１によって、メニューアイコンを上部に配
置し、メニューアイコンの下方にサブメニューアイコン等を配置することで上下に表示し
ているが、これに限定されるものではない。例えば、表示処理部１０１によって、メニュ
ーアイコンを左側に配置し、メニューアイコンの右側にサブメニューアイコン等を配置す
ることで左右に表示してもよい。なお、メニューアイコンとサブメニューアイコン等の配
置以外は、第１の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１０１】
　図１２は、選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。図１２に示すよう
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に、液晶タッチパネル２２０に表示されるＨｏｍｅ画面は、画面の左側に、実線の円弧状
の線状画像１１０７が配置され、この線状画像上にメニューアイコン１１０１、１１０２
、１１０３、１１０４が配置され、これによりメニューアイコン１１０１、１１０２、１
１０３、１１０４が円弧状に表示されている。そして、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコン
１１０２が、他のメニューアイコンと比較して大きく拡大して規定位置に表示されること
で、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコン１１０２が選択されていることを示している。
【０１０２】
　本実施の形態の規定位置とは、メニューアイコンが選択された旨を示す位置として、図
１２における画面左の中央からやや下寄りで最下端のメニューアイコンから２番目の位置
である。いずれのメニューアイコンが選択された場合でも、この規定位置に選択されたメ
ニューアイコンが配置されるように、表示処理部１０１は選択されたメニューアイコンを
変更することになる。また、表示処理部１０１は、選択されたメニューアイコン以外の、
液晶タッチパネル２２０に表示されているメニューアイコンを、選択されたメニューアイ
コンとの位置関係を維持しながら変更する。つまり、円弧状の線状画像１１０７に沿って
、メニューアイコンの配列順序を維持しながら変更する。線状画像１１０７は、第１、２
の実施の形態と同様に、複数のメニューアイコンを円弧状に配置する位置を示す円弧状の
曲線の画像である。
【０１０３】
　また、Ｈｏｍｅ画面には、メニューアイコン１１０１、１１０２、１１０３、１１０４
の右側に実線の境界線画像１１０８が配置され、さらに右側に格子状に「Ｈｏｍｅ」のメ
ニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンのサブメニューアイコン
群１１０５が配置されて表示されている。境界線画像１１０８は、第１、２の実施の形態
と同様に、メニューアイコンと、サブメニューアイコンや設定アイコンとの境目を示す直
線状の画像である。
【０１０４】
　そして、サブメニューアイコン群１１０５の右側にスクロールバー１１０６を表示し、
液晶タッチパネル２２０に表示しきれないサブメニューアイコンや設定アイコンの表示を
スクロールさせて表示可能とする。
【０１０５】
　このように、第３の実施の形態では、複数のメニューアイコンを円弧状に配置した選択
画面を表示し、利用者からのメニューアイコンの選択を受け付けた場合、選択されたメニ
ューアイコンを拡大して規定位置に変更するとともに、表示されている他のメニューアイ
コンを、選択されたメニューアイコンとの位置関係を維持しながら円弧状に変更した選択
画面である変更後の選択画面を液晶タッチパネル２２０に表示する。そして、選択された
メニューアイコンの右側に、選択されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコ
ンや設定アイコンを表示する。従って、メニューアイコンを円弧状に配置したり変更させ
ることで、選択画面に表示されたメニューアイコンの内容が認識し易く、所望のメニュー
アイコンの位置を容易に把握できる。また、選択されたメニューアイコンに対応するサブ
メニューアイコンや設定アイコンを、格子状に配置して表示するため、各設定を行う設定
処理等の操作性を向上させることができる。
【０１０６】
（第４の実施の形態）
　第１、２の実施の形態では、表示処理部１０１によって、メニューアイコンを上部に配
置し、メニューアイコンの下方にサブメニューアイコン等を配置することで上下に表示し
ているが、表示処理部１０１によって、メニューアイコンを左上に配置し、メニューアイ
コンの右下にサブメニューアイコン等を配置することで斜めに表示してもよい。なお、メ
ニューアイコンとサブメニューアイコン等の配置以外は、第１の実施の形態と同様である
ため、説明を省略する。
【０１０７】
　図１３は、選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。図１３に示すよう
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に、液晶タッチパネル２２０に表示されるＨｏｍｅ画面は、画面の左上に、実線の円弧状
の線状画像１２０７が配置され、この線状画像上にメニューアイコン１２０１、１２０２
、１２０３、１２０４が配置され、これによりメニューアイコン１２０１、１２０２、１
２０３、１２０４が左上に円弧状に表示されている。そして、「Ｈｏｍｅ」のメニューア
イコン１２０２が、他のメニューアイコンと比較して大きく拡大して規定位置に表示され
ることで、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコン１２０２が選択されていることを示している
。
【０１０８】
　本実施の形態の規定位置とは、メニューアイコンが選択された旨を示す位置として、図
１３における画面左の中央からやや下寄りで最左端のメニューアイコンから２番目の位置
である。いずれのメニューアイコンが選択された場合でも、この規定位置に選択されたメ
ニューアイコンが配置されるように、表示処理部１０１は選択されたメニューアイコンを
変更することになる。また、表示処理部１０１は、選択されたメニューアイコン以外の、
液晶タッチパネル２２０に表示されているメニューアイコンを、選択されたメニューアイ
コンとの位置関係を維持しながら変更する。つまり、円弧状の線状画像１２０７に沿って
、メニューアイコンの配列順序を維持しながら変更する。線状画像１２０７は、第１、２
の実施の形態と同様に、複数のメニューアイコンを円弧状に配置する位置を示す円弧状の
曲線の画像である。
【０１０９】
　また、Ｈｏｍｅ画面には、メニューアイコン１２０１、１２０２、１２０３、１２０４
の右下に実線の境界線画像１２０８が配置され、さらに右下に格子状に「Ｈｏｍｅ」のメ
ニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンのサブメニューアイコン
群１２０５が配置されて表示されている。境界線画像１２０８は、第１、２の実施の形態
と同様に、メニューアイコンと、サブメニューアイコンや設定アイコンとの境目を示す直
線状の画像である。
【０１１０】
　そして、サブメニューアイコン群１２０５の右側にスクロールバー１２０６を表示し、
液晶タッチパネル２２０に表示しきれないサブメニューアイコンや設定アイコンの表示を
スクロールさせて表示可能とする。
【０１１１】
　このように、第４の実施の形態では、複数のメニューアイコンを円弧状に配置した選択
画面を表示し、利用者からのメニューアイコンの選択を受け付けた場合、選択されたメニ
ューアイコンを拡大して規定位置に変更するとともに、表示されている他のメニューアイ
コンを、選択されたメニューアイコンとの位置関係を維持しながら円弧状に変更した選択
画面である変更後の選択画面を液晶タッチパネル２２０に表示する。そして、選択された
メニューアイコンの左下方に、選択されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイ
コンや設定アイコンを表示する。従って、メニューアイコンを円弧状に配置したり変更さ
せることで、選択画面に表示されたメニューアイコンの内容が認識し易く、所望のメニュ
ーアイコンの位置を容易に把握できる。また、選択されたメニューアイコンに対応するサ
ブメニューアイコンや設定アイコンを、格子状に配置して表示するため、各設定を行う設
定処理等の操作性を向上させることができる。
【０１１２】
（第５の実施の形態）
　第１、２の実施の形態では、表示処理部１０１によって、メニューアイコンを上部に配
置し、メニューアイコンの下方にサブメニューアイコン等を配置することで上下に表示し
ているが、表示処理部１０１によって、メニューアイコンの表示領域（以下、「メニュー
アイコン領域」という。）とサブメニューアイコン等の表示領域（以下、「サブメニュー
アイコン領域」という。）とを別画面で構成し、メニューアイコン領域の画面を選択画面
の奥側に配置し、その上にサブメニューアイコン領域の画面を重畳して配置することでメ
ニューアイコン領域とサブメニューアイコン領域とを前後に重畳表示してもよい。なお、
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メニューアイコンとサブメニューアイコン等の配置以外は、第１の実施の形態と同様であ
るため、説明を省略する。
【０１１３】
　図１４は、選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。図１４に示すよう
に、液晶タッチパネル２２０に表示されるＨｏｍｅ画面は、メニューアイコン領域１３０
８とサブメニューアイコン領域１３０９とが、メニューアイコン領域１３０８を奥側にし
て重畳表示されている。そして、メニューアイコン領域１３０８には、実線の円弧状の線
状画像１３０７が配置され、この線状画像上にメニューアイコン１３０１、１３０２、１
３０３、１３０４が配置され、これによりメニューアイコン１３０１、１３０２、１３０
３、１３０４が円弧状に表示され、画面の上部の奥側に表示されている。そして、「Ｈｏ
ｍｅ」のメニューアイコン１３０２が、他のメニューアイコンと比較して大きく拡大して
規定位置に表示されることで、「Ｈｏｍｅ」のメニューアイコン１２０２が選択されてい
ることを示している。また、サブメニューアイコン領域１３０９には、サブメニューアイ
コンとスクロールバー１３０６とが表示されている。
【０１１４】
　本実施の形態の規定位置とは、メニューアイコンが選択された旨を示す位置として、図
１４における画面上部の中央からやや左寄りで最左端のメニューアイコンから２番目の位
置である。いずれのメニューアイコンが選択された場合でも、この規定位置に選択された
メニューアイコンが配置されるように、表示処理部１０１は選択されたメニューアイコン
を変更することになる。また、表示処理部１０１は、選択されたメニューアイコン以外の
、液晶タッチパネル２２０に表示されているメニューアイコンを、選択されたメニューア
イコンとの位置関係を維持しながら変更する。つまり、円弧状の線状画像１３０７に沿っ
て、メニューアイコンの配列順序を維持しながら変更する。線状画像１３０７は、第１、
２の実施の形態と同様に、複数のメニューアイコンを円弧状に配置する位置を示す円弧状
の曲線の画像である。
【０１１５】
　また、Ｈｏｍｅ画面のサブメニューアイコン領域１３０９には、格子状に「Ｈｏｍｅ」
のメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンのサブメニューアイ
コン群１３０５が配置されて表示され、画面の下部の手前側に、メニューアイコン領域１
３０８のメニューアイコン１３０２に一部重なるように表示されている。そして、サブメ
ニューアイコン群１３０５の右側にスクロールバー１３０６を表示し、液晶タッチパネル
２２０に表示しきれないサブメニューアイコンや設定アイコンの表示をスクロールさせて
表示可能とする。
【０１１６】
　このように、第５の実施の形態では、複数のメニューアイコンを円弧状に配置した選択
画面を表示し、利用者からのメニューアイコンの選択を受け付けた場合、選択されたメニ
ューアイコンを拡大してメニューアイコン領域１３０８の規定位置に変更するとともに、
表示されている他のメニューアイコンを、選択されたメニューアイコンとの位置関係を維
持しながら円弧状に変更した選択画面である変更後の選択画面を液晶タッチパネル２２０
に表示する。そして、選択されたメニューアイコンが表示されたメニューアイコン領域１
３０８の手前側に、選択されたメニューアイコンに対応するサブメニューアイコンや設定
アイコンを配置したサブメニューアイコン領域１３０９をメニューアイコン領域１３０８
に重畳して表示する。従って、メニューアイコンを円弧状に配置したり変更させることで
、選択画面のメニューアイコン領域１３０８に表示されたメニューアイコンの内容が認識
し易く、所望のメニューアイコンの位置を容易に把握できる。また、選択されたメニュー
アイコンに対応するサブメニューアイコンや設定アイコンを、サブメニューアイコン領域
１３０９に格子状に配置して表示するため、各設定を行う設定処理等の操作性を向上させ
ることができる。
【０１１７】
　第１～５の実施の形態では、表示処理部１０１によって、線状画像上にメニューアイコ
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ンを配置して表示しているが、線状画像の近傍、例えば線状画像の円弧状の外側などにメ
ニューアイコンを配置して表示するように構成してもよい。
【０１１８】
　第１～５の実施の形態では、メニューアイコンの選択を受け付けた場合、表示処理部１
０１によって、一旦切替画面を表示した後に、メニューアイコンを所定位置に変更した選
択画面である変更後の選択画面を表示することで、メニューアイコンが円弧状に回転して
移動して利用者に視認されるように構成しているが、表示処理部１０１によって、実際に
メニューアイコンを円弧状に回転移動させながら表示するように構成してもよい。この場
合は、選択されたメニューアイコンに対して最短距離の向きに回転させたり、常に時計回
りもしくは反時計回りに回転するよう構成すればよい。また、選択されたメニューアイコ
ンが所定位置に変更されるまでの過程の画面を予め記憶部１０４に保存しておき、メニュ
ーアイコンが選択された場合、それらの画面を連続的に表示することで、メニューアイコ
ンを円弧状に移動させるように表示してもよい。
【０１１９】
　また、第１～５の実施の形態では、表示処理部１０１によって選択画面を表示する際に
、背景画面にメニューアイコン、サブメニューアイコンなどを配置した選択画面を生成し
、生成した選択画面を液晶タッチパネル２２０に表示しているが、メニューアイコンが回
転しているような選択画面を表示することができれば、かかる処理に限定されるものでは
ない。例えば、予めメニューアイコンの配置の異なる選択画面の画像を、メニューアイコ
ンの数分記憶部１０４に保存して用意しておき、利用者によりメニューアイコンが選択さ
れた場合には、表示処理部１０１によって、選択されたメニューアイコンを拡大して規定
位置に配置した選択画面を記憶部１０４から読み出して、背景画面への各種アイコンの配
置を行わずに、読み出した選択画面を液晶タッチパネル２２０に表示するように構成する
ことができる。この場合には、背景画面へのアイコンを配置する処理を行わずにすむため
、表示処理を高速に行うことが可能となる。
【０１２０】
　また、第１～５の実施の形態では、表示処理部１０１によって、選択されたメニューア
イコンを規定位置で拡大して表示しているが、これに限定されるものではなく、規定位置
に選択されたメニューアイコンを変更するだけで拡大表示を行わないように構成してもよ
い。
【０１２１】
　第１～５の実施の形態では、表示処理部１０１によって、メニューアイコンを円形状に
して、その円内にそれぞれのメニュー項目のイラストを加えてメニュー項目を識別可能と
しているが、これに限定されることなく、他の形状や他のイラストをメニューアイコンと
してもよい。例えば、星型、菱形などの様々な形状のメニューアイコンや、木目、布、金
属等の様々な材質のメニューアイコン、赤、青、黄色等の様々な色のメニューアイコンに
よって、メニュー項目を識別できるようにしてもよい。
【０１２２】
　第１～５の実施の形態では、表示処理装置をＭＦＰに適用した例を示したが、本発明は
これに限定されることなく所定の情報が表示可能なものであれば本発明を適用できる。例
えば、データを印刷する複写機、ファクシミリ装置、ＰＣ（Personal Computer）、車の
現在地を表示したり指定した目的地までの経路を表示するカーナビゲーション（car navi
gation system）等を表示処理装置として本発明を適用できる。
【０１２３】
　複写機、ファクシミリ装置、カーナビゲーション等に適用する場合には、各種機能の設
定を行う画面に表示されるメニュー等を本実施の形態と同様に円弧状に表示し、液晶タッ
チパネルから選択等を受け付けるよう構成すればよい。また、液晶タッチパネルなどの表
示画面から入力を行う表示部を備えていないＰＣ等に適用する場合は、各種機能の設定を
行う画面に表示されるメニュー等を本実施の形態と同様に円弧状に表示し、マウス等の入
力装置からの入力により選択等を受け付けるよう構成すればよい。
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【０１２４】
　図１５は、第１～５の実施の形態にかかるＭＦＰのハードウェア構成を示すブロック図
である。同図に示すように、このＭＦＰ１００は、コントローラ１０とエンジン部（Engi
ne）６０とをＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バスで接続した構成となる
。コントローラ１０は、ＭＦＰ１００全体の制御と描画、通信、操作パネル２００からの
入力を制御するコントローラである。エンジン部６０は、ＰＣＩバスに接続可能なプリン
タエンジンなどであり、たとえば白黒プロッタ、１ドラムカラープロッタ、４ドラムカラ
ープロッタ、スキャナまたはファックスユニットなどである。なお、このエンジン部６０
には、プロッタなどのいわゆるエンジン部分に加えて、誤差拡散やガンマ変換などの画像
処理部分が含まれる。
【０１２５】
　コントローラ１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、ノースブリッジ（
ＮＢ）１３と、システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）１２と、サウスブリッジ（ＳＢ）１４と、
ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）１７と、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Ci
rcuit）１６と、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１８とを有し、ＮＢ１３とＡＳＩＣ
１６との間をＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）バス１５で接続した構成となる。ま
た、ＭＥＭ－Ｐ１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２ａと、ＲＡＭ(Random Access M
emory)１２ｂと、をさらに有する。
【０１２６】
　ＣＰＵ１１は、ＭＦＰ１００の全体制御をおこなうものであり、ＮＢ１３、ＭＥＭ－Ｐ
１２およびＳＢ１４からなるチップセットを有し、このチップセットを介して他の機器と
接続される。
【０１２７】
　ＮＢ１３は、ＣＰＵ１１とＭＥＭ－Ｐ１２、ＳＢ１４、ＡＧＰ１５とを接続するための
ブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に対する読み書きなどを制御するメモリコントローラと
、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
【０１２８】
　ＭＥＭ－Ｐ１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展開用
メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ１２ａ
とＲＡＭ１２ｂとからなる。ＲＯＭ１２ａは、プログラムやデータの格納用メモリとして
用いる読み出し専用のメモリであり、ＲＡＭ１２ｂは、プログラムやデータの展開用メモ
リ、プリンタの描画用メモリなどとして用いる書き込みおよび読み出し可能なメモリであ
る。
【０１２９】
　ＳＢ１４は、ＮＢ１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッジで
ある。このＳＢ１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ１３と接続されており、このＰＣＩバス
には、ネットワークインターフェース（Ｉ／Ｆ）部なども接続される。
【０１３０】
　ＡＳＩＣ１６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣ（In
tegrated Circuit）であり、ＡＧＰ１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ１８およびＭＥＭ－Ｃ１７
をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ１６は、ＰＣＩターゲットお
よびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ１６の中核をなすアービタ（ＡＲＢ）と、ＭＥＭ－Ｃ１７
を制御するメモリコントローラと、ハードウェアロジックなどにより画像データの回転な
どをおこなう複数のＤＭＡＣ（Direct Memory Access Controller）と、エンジン部６０
との間でＰＣＩバスを介したデータ転送をおこなうＰＣＩユニットとからなる。このＡＳ
ＩＣ１６には、ＰＣＩバスを介してＦＣＵ（Fax Control Unit）３０、ＵＳＢ（Universa
l Serial Bus）４０、ＩＥＥＥ１３９４（the Institute of Electrical and Electronic
s Engineers 1394）インターフェース５０が接続される。
【０１３１】
　ＭＥＭ－Ｃ１７は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモリ
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であり、ＨＤＤ１８は、画像データの蓄積、プログラムの蓄積、フォントデータの蓄積、
フォームの蓄積を行うためのストレージである。
【０１３２】
　ＡＧＰ１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスアクセ
ラレーターカード用のバスインターフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に高スループットで
直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレーターカードを高速にするもの
である。
【０１３３】
　なお、上述した実施の形態で示した表示処理装置で実行される表示処理プログラムは、
ＲＯＭ等に予め組み込まれて提供される。
【０１３４】
　また、上述した実施形態で示した表示処理装置で実行される表示処理プログラムは、イ
ンストール可能な形式または実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルデ
ィスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読み
取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【０１３５】
　さらに、本実施形態の表示処理装置で実行される表示処理プログラムを、インターネッ
ト等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロ
ードさせることにより提供するように構成してもよい。また、本実施形態の表示処理装置
で実行される表示処理プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配
布するように構成してもよい。
【０１３６】
　本実施の形態の表示処理装置で実行される表示処理プログラムは、上述した各部（表示
処理部、選択受付部、実行処理部、および利用者認証部）を含むモジュール構成となって
おり、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記ＲＯＭから表示処理プロ
グラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、上記各部
が主記憶装置上に生成されるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】第１の実施の形態にかかる表示処理装置の機能を実行することができるＭＦＰの
機能ブロック図である。
【図２】ＭＦＰの操作パネルの一例を示した図である。
【図３】選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。
【図４】ＭＦＰに表示された選択画面の他の例を示す図である。
【図５】切替画面の一例を示す図である。
【図６】予め用意されたメニューアイコンと選択されるメニューアイコンとの関係を示す
説明図である。
【図７】ＭＦＰに表示された選択画面の他の一例を示す図である。
【図８】ＭＦＰに表示された選択画面の他の一例を示す図である。
【図９】第１の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフローチャートである。
【図１０】選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。
【図１１】第２の実施の形態における表示処理の全体の流れを示すフローチャートである
。
【図１２】選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。
【図１３】選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。
【図１４】選択画面であるＨｏｍｅ画面の一例を示す模式図である。
【図１５】第１、２の実施の形態にかかるＭＦＰのハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
【０１３８】
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　１０　コントローラ
　１１　ＣＰＵ
　１２　システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）
　１２ａ　ＲＯＭ
　１２ｂ　ＲＡＭ
　１３　ノースブリッジ（ＮＢ）
　１４　サウスブリッジ（ＳＢ）
　１５　ＡＧＰバス
　１６　ＡＳＩＣ
　１７　ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）
　１８　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　３０　ＦＣＵ
　４０　ＵＳＢ
　５０　ＩＥＥＥ１３９４インターフェース
　６０　エンジン部
　１０１　表示処理部
　１０３　選択受付部
　１０４　記憶部
　１０５　実行処理部
　１０６　利用者認証部
　１１１　入力処理部
　１１２　出力処理部
　１２１　スキャナ制御部
　１２２　プロッタ制御部
　１２３　蓄積制御部
　１２４　配信／メール送受信制御部
　１２５　ＦＡＸ送受信制御部
　１２６　通信制御部
　１５１　アプリケーション層
　１５２　サービス層
　１５３　オペレーティングシステム
　２００　操作パネル
　２０１　初期設定キー
　２０２　コピーキー
　２０３　コピーサーバーキー
　２０４　プリンタキー
　２０５　送信キー
　２０６　テンキー
　２０７　クリア／ストップキー
　２０８　スタートキー
　２０９　予熱キー
　２１０　リセットキー
　２２０　液晶タッチパネル
　３０１，３０２，３０３，３０４，７０１，７０２，７０３，７０４，８０１，８０２
，８０３，８０４，９０１，９０２，９０３，９０４，１００１，１００２，１００３，
１００４，１１０１，１１０２，１１０３，１１０４，１２０１，１２０２，１２０３，
１２０４，１３０１，１３０２，１３０３，１３０４　メニューアイコン
　３０５，７０５，８０５，１００５，１１０５，１２０５，１３０５　サブメニューア
イコン群
　３０６，７０６，８０６，９０６，１００６，１１０６，１２０６，１３０６　スクロ
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　３０７，７０７，８０７，９０７，１０１０，１１０７，１２０７，１３０７　線状画
像
　３０８，７０８，８０８，９０８，１０１１，１１０８，１２０８　境界線画像
　１００７，１００８，１００９      　縮小サブメニューアイコン群
　９０５　履歴
　１３０８　メニューアイコン領域
　１３０９　サブメニューアイコン領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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