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(57)【要約】
【課題】表示領域を指先や操作子でスライドさせるスラ
イド操作が行われる機器において、表示物の内容を確認
しやすくすること。
【解決手順】複合機の操作パネル部に設けられたタッチ
パネル部上には、フリック操作及びドラッグ操作を受け
付ける第一表示領域２１と、画面遷移が発生しても、常
にフリック操作及びドラッグ操作を受け付けることのな
い第二表示領域２２が設定される。第一表示領域２１は
、操作に伴って汚れや傷が付きやすいものの、第二表示
領域２２は汚れや傷が付きにくいので、フリック操作及
びドラッグ操作の対象となる表示物に関連する関連表示
物を第二表示領域２２に表示すれば、関連表示物に対す
る視認性が向上し、操作パネル部における操作性が向上
する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構と、
　画像を表示し、当該画像に対する利用者操作を受け付ける表示手段と、
　前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み
合わされた、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手
段と、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記第一表示領域に対する、前記第一方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスクロール制御手段
と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
、
　画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表
示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構を制
御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行させる画像処理機構制御手段
と
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構と、
　画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなされたときに
前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段と、
　前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み
合わされた、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手
段と、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第一表示領域内
の一の位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第一方
向へずれた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコ
ンスクロール制御手段と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
、
　画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表
示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構を制
御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行させる画像処理機構制御手段
と
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　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　所定の処理を実行する処理実行手段と、
　画像を表示し、当該画像に対する利用者操作を受け付ける表示手段と、
　前記処理実行手段による処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わ
された、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と
、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記第一表示領域に対する、前記第一方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスクロール制御手段
と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
、
　プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利
用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で
表示されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定
値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二
方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、
　前記第三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段
と、
　前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けら
れた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段と
　を備えており、
　前記処理実行手段は、前記処理実行手段による処理の実行開始を指令する利用者操作が
受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプ
リセット設定組に従って、前記所定の処理を実行する手段であり、
　前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけ
ずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置にある
前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段である
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　所定の処理を実行する処理実行手段と、
　画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなされたときに
前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段と、
　前記処理実行手段による処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わ
された、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と
、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第一表示領域内
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の一の位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第一方
向へずれた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコ
ンスクロール制御手段と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
、
　プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利
用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で
表示されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定
値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二
方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、
　前記第三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段
と、
　前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けら
れた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段と
　を備えており、
　前記処理実行手段は、前記処理実行手段による処理の実行開始を指令する利用者操作が
受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプ
リセット設定組に従って、前記所定の処理を実行する手段であり、
　前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけ
ずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置に設け
られた前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段である
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利
用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で
表示されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定
値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二
方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、
　前記第三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段
と、
　前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けら
れた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段と
　を備えており、
　前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけ
ずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置にある
前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段である
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利
用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で
表示されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定
値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二
方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、
　前記表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第三表示領域内
の一の位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第二方
向へずれた位置である場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせるアイコ
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ンスクロール制御手段と、
　前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けら
れた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段と
　を備えており、
　前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけ
ずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置にある
前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段である
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記関連表示物表示制御手段は、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を示す情報と、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構制
御手段が前記画像処理機構を制御する際に、利用者が任意に入力可能な設定値を示す情報
と、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を変更する旨の指令
を入力する場合に、利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタンの画像
と、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組に従って画像処理を実行する
旨の指令を入力する場合に、利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタ
ンの画像と
のうち、少なくとも一つを前記関連表示物として前記表示手段に表示させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第
二方向へ所定量だけずれた位置にある前記第二表示領域であって、かつ、前記第一方向の
端部にある前記第二表示領域に前記関連表示物を表示させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記アイコン表示制御手段は、前記一つのアイコンを前記選択状態態様で前記第一表示
領域に表示させる際、当該アイコンに隣接し、かつ、当該アイコン対して前記第二方向へ
ずれた位置に、当該アイコンに対応する文字列を表示させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記関連表示物表示制御手段は、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を示す情報と、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構制
御手段が前記画像処理機構を制御する際に、利用者が任意に入力可能な設定値を示す情報
と、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を変更する旨の指令
を入力する場合に、利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタンの画像
と、
　前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組に従って画像処理を実行する
旨の指令を入力する場合に、利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタ
ンの画像と
のうち、少なくとも一つを前記関連表示物として前記表示手段に表示させ、
　前記第一表示領域に前記アイコンが表示された状態において、前記第二表示領域に表示
しなかった画像を、前記第三表示領域に前記設定画像が表示された状態において、前記第
二表示領域に前記関連表示物として表示させる
　ことを特徴とする請求項３～請求項６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
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　前記関連表示物表示制御手段は、前記表示手段において前記第三表示領域に前記設定画
像が表示される状態とされたときに、前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット
設定組に従って前記所定の処理を実行する旨の指令を入力する際に利用者によって操作さ
れる対象として前記表示手段に表示される第一ボタンの画像、又は、当該第一ボタンの画
像が含まれる画面を呼び出す際に利用者によって操作される対象として前記表示手段に表
示される第二ボタンの画像を、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけずれ
た位置にある前記第二表示領域であって、かつ、前記第三表示領域に対して前記第一方向
へ所定量だけずれた位置に設けられた前記第二表示領域に表示させる
　ことを特徴とする請求項３～請求項６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記関連表示物表示制御手段は、前記表示手段において前記第一表示領域に前記アイコ
ンが表示される状態とされたときに、前記選択状態にあるアイコンに対応するプリセット
設定組に従って前記所定の処理を実行する旨の指令を入力する際に利用者によって操作さ
れる対象として前記表示手段に表示される第一ボタンの画像を前記第二表示領域に表示し
、かつ、前記表示手段において前記第三表示領域に前記設定画像が表示される状態とされ
たときに、前記第一ボタンの画像が含まれる画面を呼び出す際に利用者によって操作され
る対象として前記表示手段に表示される第二ボタンの画像を前記第二表示領域に表示させ
、前記第一ボタンの表示位置及び前記第二ボタンの表示位置は、前記第一表示領域に対し
て前記第二方向へ所定量だけずれた位置にある前記第二表示領域であって、かつ、前記第
三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置に設けられた前記第二表示領域
、の内にあり、重複する位置である
　ことを特徴とする請求項３～請求項６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記設定項目表示制御手段は、各設定画像に対応する前記設定項目名を示す文字列が各
設定画像内に表示された前記設定画像を、前記第三表示領域内に表示させる手段とされて
おり、
　前記アイコン表示制御手段は、前記選択状態にあるアイコンを前記第一表示領域に表示
させる際には、前記第三表示領域内における前記設定項目名を示す文字列の表示位置に対
して前記第一方向へ所定量だけずれた位置に、前記選択状態にあるアイコンを表示し、し
かも、前記選択状態にあるアイコンに隣接し、かつ、当該アイコン対して前記第二方向へ
ずれた位置には、当該アイコンに対応する文字列を表示させる
　ことを特徴とする請求項３～請求項６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構を備える情報処理装置を制御する制御
部、画像を表示するとともに当該画像に対する利用者操作を検出可能に構成された表示手
段、及び前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予
め組み合わされた、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組
記憶手段を備える機器における前記制御部を、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記第一表示領域に対する、前記第一方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスクロール制御手段
と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
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、
　画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表
示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構を制
御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行させる画像処理機構制御手段
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対して画像を形成する画像形
成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構を備える情報処理装置を制御する制御
部、画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなされたとき
に前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段、及び前記
画像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わさ
れた、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段を備
える機器における前記制御部を、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第一表示領域内
の一の位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第一方
向へずれた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコ
ンスクロール制御手段と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
、
　画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表
示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構を制
御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行させる画像処理機構制御手段
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　画像を表示し、当該画像に対する利用者操作を受け付ける表示手段、及び前記画像処理
機構による画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わされた、設
定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段
　を備える情報処理装置が備える制御部を、
　所定の処理を実行する処理実行手段と、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記第一表示領域に対する、前記第一方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスクロール制御手段
と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
、
　プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利
用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で
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表示されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定
値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二
方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、
　前記第三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段
と、
　前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けら
れた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段
　として機能させるプログラムであり、
　前記処理実行手段は、前記処理実行手段による処理の実行開始を指令する利用者操作が
受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプ
リセット設定組に従って、前記所定の処理を実行する手段であり、
　前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけ
ずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置にある
前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段である
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなされたときに
前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段、及び前記画
像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わされ
た、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段
　を備える情報処理装置が備える制御部を、
　所定の処理を実行する処理実行手段と、
　画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなされたときに
前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段と、
　前記処理実行手段による処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わ
された、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と
、
　前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、
　前記表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第一表示領域内
の一の位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第一方
向へずれた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコ
ンスクロール制御手段と、
　前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置に
ある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリ
セット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と
、
　プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利
用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で
表示されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定
値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二
方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、
　前記第三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた
場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段
と、
　前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けら
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れた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段
　として機能させるプログラムであり、
　前記処理実行手段は、前記処理実行手段による処理の実行開始を指令する利用者操作が
受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプ
リセット設定組に従って、前記所定の処理を実行する手段であり、
　前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけ
ずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置に設け
られた前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段である
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示装置の表示領域に対して透明なタッチパネルを重ねて配置することにより、
表示領域にボタンなどを表示して、そのボタンに対するタッチ操作をタッチパネルで受け
付けるように構成されたタッチパネル付き表示装置が知られている（例えば、特許文献１
参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－４０５６１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には、ボタンに対するタッチ操作に関連する技術は提案
されているものの、表示領域を指先や操作子でスライドさせるスライド操作（フリック操
作やドラッグ操作）に関連する技術は提案されていない。
【０００５】
　また、上記特許文献１に記載の技術により、摩耗が進んだ領域とは別の位置へボタンを
移動させると新たな位置で摩耗が進むことになる。そのため、このような移動をいたずら
に繰り返すと、傷や汚れの付いた領域が徐々に増大し、表示物を鮮明に表示できる範囲が
狭まってしまう、という問題を招く。
【０００６】
　特に、タッチパネル上で上述のようなスライド操作が行われる場合には、傷や汚れの付
く範囲は広くなりやすいため、表示物の内容が確認しにくくなることがあり、その結果、
そのような表示物を対象にした操作を実施しにくくなることがある。
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、表示領域を指
先や操作子でスライドさせるスライド操作が行われる機器において、表示物の内容を確認
しやすくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　本発明の情報処理装置は、原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対
して画像を形成する画像形成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構と、画像を
表示し、当該画像に対する利用者操作を受け付ける表示手段と、前記画像処理機構による
画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わされた、設定値の組で
あるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、前記複数のプリセッ



(10) JP 2013-92844 A 2013.5.16

10

20

30

40

50

ト設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコンは選択状態にあるこ
とを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非選択状態にあることを
示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態
様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させるアイコン表示制御手段
と、前記第一表示領域に対する、前記第一方向へスライドする利用者操作が受け付けられ
た場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスクロール制御手
段と、前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位
置にある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応する
プリセット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手
段と、画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様
で表示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構
を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行させる画像処理機構制御
手段とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　このような情報処理装置によれば、アイコン表示手段によって表示されてスライド操作
が可能な第一表示領域に対し、その第一表示領域でのスライド操作方向（第一方向）とは
直交する方向（第二方向）へ所定量だけずれた位置に、第二表示領域が確保され、そこに
プリセット設定組に関連する表示物（関連表示物）が表示される。
【００１０】
　したがって、スライド操作が行われる第一表示領域に比べ、第二表示領域は傷や汚れが
付きにくいので、このような第二表示領域に関連表示物が表示されれば、そのような関連
表示物の内容を確認しやすくすることができる。
【００１１】
　また、本発明の情報処理装置は、次のような技術として把握することもできる。すなわ
ち、本発明の情報処理装置は、原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に
対して画像を形成する画像形成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構と、画像
を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなされたときに前記指
示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段と、前記画像処理機
構による画像処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わされた、設定
値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、前記複数の
プリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコンは選択状態
にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非選択状態にあ
ることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選
択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させるアイコン表示
制御手段と、前記表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第一
表示領域内の一の位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よ
りも第一方向へずれた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさ
せるアイコンスクロール制御手段と、前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する
第二方向へ所定量だけずれた位置にある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されて
いる一つのアイコンに対応するプリセット設定組に関連する表示物である関連表示物を表
示させる関連表示物表示制御手段と、画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けら
れた場合に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリセット設
定組に従って前記画像処理機構を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理
を実行させる画像処理機構制御手段とを備えたことを特徴とするものでもある。
【００１２】
　さらに、本発明の情報処理装置は、所定の処理を実行する処理実行手段と、画像を表示
し、当該画像に対する利用者操作を受け付ける表示手段と、前記処理実行手段による処理
に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わされた、設定値の組であるプリ
セット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、前記複数のプリセット設定組
それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコンは選択状態にあることを示す
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態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非選択状態にあることを示す態様
であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態様で、前
記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させるアイコン表示制御手段と、前記
第一表示領域に対する、前記第一方向へスライドする利用者操作が受け付けられた場合に
は、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスクロール制御手段と、前
記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置にある
第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリセッ
ト設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と、プ
リセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利用者
操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で表示
されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定値の
うち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二方向
に並べて表示させる設定表示制御手段と、前記第三表示領域に対する、前記第二方向へス
ライドする利用者操作が受け付けられた場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロ
ールさせる設定画像スクロール制御手段と、前記設定画像に対応する前記設定項目の設定
値を変更する旨の利用者操作が受け付けられた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶
させる設定値記憶制御手段とを備えており、前記処理実行手段は、前記処理実行手段によ
る処理の実行開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表
示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って、前記所定の処理を実
行する手段であり、前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二
方向へ所定量だけずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけ
ずれた位置にある前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段であることを特
徴とする。
【００１３】
　このような情報処理装置によれば、アイコン表示手段によって表示されてスライド操作
が可能な第一表示領域に対し、その第一表示領域でのスライド操作方向（第一方向）とは
直交する方向（第二方向）へ所定量だけずれた位置に、第二表示領域が確保される。しか
も、上記第一表示領域に加え、設定画像表示手段によって表示されてスライド操作が可能
な第三表示領域に対しても、その第三表示領域でのスライド操作方向（第二方向）とは直
交する方向（第一方向）へ所定量だけずれた位置に、第二表示領域が確保され、そのよう
な第二表示領域にプリセット設定組に関連する表示物（関連表示物）が表示される。
【００１４】
　したがって、スライド操作が行われる第一表示領域及び第三表示領域に比べ、第二表示
領域は傷や汚れが付きにくいので、このような第二表示領域に関連表示物が表示されれば
、そのような関連表示物の内容を確認しやすくすることができる。
【００１５】
　また、本発明の情報処理装置は、次のような技術として把握することもできる。すなわ
ち、本発明の情報処理装置は、所定の処理を実行する処理実行手段と、画像を表示する表
示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなされたときに前記指示体が接触又
は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段と、前記処理実行手段による処理
に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わされた、設定値の組であるプリ
セット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と、前記複数のプリセット設定組
それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコンは選択状態にあることを示す
態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非選択状態にあることを示す態様
であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態様で、前
記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させるアイコン表示制御手段と、前記
表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第一表示領域内の一の
位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第一方向へず
れた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスク
ロール制御手段と、前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量
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だけずれた位置にある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコ
ンに対応するプリセット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示
物表示制御手段と、プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかの
表示を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第三表示領域に、前
記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定組に含まれる複数の
設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画像を、前記第一方
向に直交する第二方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、前記第三表示領域に対す
る、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた場合には、前記設定画像を
前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段と、前記設定画像に対応す
る前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けられた場合に、変更後の設
定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段とを備えており、前記処理実行手段は、
前記処理実行手段による処理の実行開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、
前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って
、前記所定の処理を実行する手段であり、前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示
領域に対して前記第二方向へ所定量だけずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記
第一方向へ所定量だけずれた位置に設けられた前記第二表示領域に、前記関連表示物を表
示させる手段であることを特徴とするものでもある。
【００１６】
　ところで、本発明の情報処理装置は、プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少
なくともいずれかの表示を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の
第三表示領域に、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定
組に含まれる複数の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定
画像を、前記第一方向に直交する第二方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、前記
第三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた場合に
は、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段と、前
記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けられた
場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段とを備えており、前
記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけずれ
た位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置にある前記
第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段であると好ましい。
【００１７】
　あるいは、本発明の情報処理装置は、プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少
なくともいずれかの表示を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の
第三表示領域に、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定
組に含まれる複数の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定
画像を、前記第一方向に直交する第二方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、前記
表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第三表示領域内の一の
位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第二方向へず
れた位置である場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせるアイコンスク
ロール制御手段と、前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者
操作が受け付けられた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手
段とを備えており、前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二
方向へ所定量だけずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけ
ずれた位置にある前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段であると好まし
い。
【００１８】
　このような情報処理装置によれば、上記第一表示領域に加え、設定画像表示手段によっ
て表示されてスライド操作が可能な第三表示領域に対しても、その第三表示領域でのスラ
イド操作方向（第二方向）とは直交する方向（第一方向）へ所定量だけずれた位置に、第
二表示領域が確保され、そこにプリセット設定組に関連する表示物（関連表示物）が表示
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される。
【００１９】
　したがって、スライド操作が行われる第一表示領域及び第三表示領域に比べ、第二表示
領域は傷や汚れが付きにくいので、このような第二表示領域に関連表示物が表示されれば
、そのような関連表示物の内容を確認しやすくすることができる。
【００２０】
　また、本発明の情報処理装置において、前記関連表示物表示制御手段は、前記選択状態
にあるアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を示す情報と、前記選択状態にある
アイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構制御手段が前記画像処理
機構を制御する際に、利用者が任意に入力可能な設定値を示す情報と、前記選択状態にあ
るアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を変更する旨の指令を入力する場合に、
利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタンの画像と、前記選択状態に
あるアイコンに対応するプリセット設定組に従って画像処理を実行する旨の指令を入力す
る場合に、利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタンの画像とのうち
、少なくとも一つを前記関連表示物として前記表示手段に表示させると好ましい。
【００２１】
　また、本発明の情報処理装置において、前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示
領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置にある前記第二表
示領域であって、かつ、前記第一方向の端部にある前記第二表示領域に前記関連表示物を
表示させると好ましい。
【００２２】
　このような情報処理装置によれば、第一表示領域に対して第二方向へ所定量だけずれた
位置に設けられる第二表示領域が、設計上、比較的操作対象となりやすい表示手段の中央
付近から、更に第一方向へ所定量だけずれた位置に設けられることになる。
【００２３】
　したがって、第二表示領域には、傷や汚れがより一層付きにくくなり、これにより、関
連表示物の内容を確認しやすくすることができ、また、そのような関連表示物を対象にし
た表示手段上での操作を実施しやすくすることができる。
【００２４】
　また、本発明の情報処理装置において、前記アイコン表示制御手段は、前記一つのアイ
コンを前記選択状態態様で前記第一表示領域に表示させる際、当該アイコンに隣接し、か
つ、当該アイコン対して前記第二方向へずれた位置に、当該アイコンに対応する文字列を
表示させると好ましい。
【００２５】
　このような情報処理装置によれば、選択状態にあるアイコンについては、アイコンに対
応する文字列が表示されるので、そのような文字列として、アイコンに付けられたタイト
ルやプリセット設定組の特徴に関する説明などに相当する文字列を対応させておくことで
、アイコンだけではわかりにくいプリセット設定組の内容について、利用者に理解を促す
ことができる。
【００２６】
　また、このような文字列を表示させるに当たって、比較的操作対象とされやすいアイコ
ンの表示位置に対し、第二方向へずれた位置に文字列の表示位置があるので、アイコンに
対するスライド操作が行われても、文字列の表示位置には比較的傷や汚れが付きにくく、
文字列の内容を確認しやすくすることができる。
【００２７】
　また、本発明の情報処理装置において、前記関連表示物表示制御手段は、前記選択状態
にあるアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を示す情報と、前記選択状態にある
アイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像処理機構制御手段が前記画像処理
機構を制御する際に、利用者が任意に入力可能な設定値を示す情報と、前記選択状態にあ
るアイコンに対応するプリセット設定組の設定値を変更する旨の指令を入力する場合に、
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利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタンの画像と、前記選択状態に
あるアイコンに対応するプリセット設定組に従って画像処理を実行する旨の指令を入力す
る場合に、利用者による操作対象として前記表示手段に表示されるボタンの画像とのうち
、少なくとも一つを前記関連表示物として前記表示手段に表示させ、前記第一表示領域に
前記アイコンが表示された状態において、前記第二表示領域に表示しなかった画像を、前
記第三表示領域に前記設定画像が表示された状態において、前記第二表示領域に前記関連
表示物として表示させると好ましい。
【００２８】
　また、本発明の情報処理装置において、前記関連表示物表示制御手段は、前記表示手段
において前記第三表示領域に前記設定画像が表示される状態とされたときに、前記選択状
態にあるアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記所定の処理を実行する旨の指
令を入力する際に利用者によって操作される対象として前記表示手段に表示される第一ボ
タンの画像、又は、当該第一ボタンの画像が含まれる画面を呼び出す際に利用者によって
操作される対象として前記表示手段に表示される第二ボタンの画像を、前記第一表示領域
に対して前記第二方向へ所定量だけずれた位置にある前記第二表示領域であって、かつ、
前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置に設けられた前記第二表
示領域に表示させると好ましい。
【００２９】
　このような情報処理装置によれば、上述のような第一ボタン又は第二ボタンの画像が、
第二表示領域に表示されるので、比較的傷や汚れが付きやすい第一表示領域と第三表示領
域との双方を避けて、第一ボタン又は第二ボタンの画像を見やすく表示できる。
【００３０】
　また、本発明の情報処理装置において、前記関連表示物表示制御手段は、前記表示手段
において前記第一表示領域に前記アイコンが表示される状態とされたときに、前記選択状
態にあるアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記所定の処理を実行する旨の指
令を入力する際に利用者によって操作される対象として前記表示手段に表示される第一ボ
タンの画像を前記第二表示領域に表示し、かつ、前記表示手段において前記第三表示領域
に前記設定画像が表示される状態とされたときに、前記第一ボタンの画像が含まれる画面
を呼び出す際に利用者によって操作される対象として前記表示手段に表示される第二ボタ
ンの画像を前記第二表示領域に表示させ、前記第一ボタンの表示位置及び前記第二ボタン
の表示位置は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけずれた位置にある前
記第二表示領域であって、かつ、前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけず
れた位置に設けられた前記第二表示領域、の内にあり、重複する位置であると好ましい。
【００３１】
　このような情報処理装置によれば、上述のような第一ボタン又は第二ボタンの画像が、
第二表示領域に表示されるので、比較的傷や汚れが付きやすい第一表示領域や第三表示領
域を避けて、第一ボタン又は第二ボタンの画像を見やすく表示できる。しかも、第一ボタ
ンの表示位置及び第二ボタンの表示位置は、第二表示領域内で重複する位置とされている
ので、その重複位置で第二ボタンを操作して第一ボタンの画像が含まれる画面を呼び出せ
ば、更に同じ重複位置での操作によって第一ボタンを操作できる。したがって、第二ボタ
ン、第一ボタンの順に操作する際には、操作位置を上記重複位置から変更しなくても済み
、良好な操作性を確保することができる。
【００３２】
　また、本発明の情報処理装置において、前記設定項目表示制御手段は、各設定画像に対
応する前記設定項目名を示す文字列が各設定画像内に表示された前記設定画像を、前記第
三表示領域内に表示させる手段とされており、前記アイコン表示制御手段は、前記選択状
態にあるアイコンを前記第一表示領域に表示させる際には、前記第三表示領域内における
前記設定項目名を示す文字列の表示位置に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置に
、前記選択状態にあるアイコンを表示し、しかも、前記選択状態にあるアイコンに隣接し
、かつ、当該アイコン対して前記第二方向へずれた位置には、当該アイコンに対応する文
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字列を表示させると好ましい。
【００３３】
　このような情報処理装置によれば、設定画像が表示された際、設定項目名を示す文字列
が表示される部分は、特にスライド操作が行われやすい領域になりがちであるが、アイコ
ンが表示される画面へ遷移した際には、そのようなスライド操作が行われやすい領域から
第一方向へ所定量だけずれた位置に、選択状態にあるアイコンが表示されるので、選択状
態にあるアイコンを見やすくすることができる。
【００３４】
　また、選択状態にあるアイコンについては、アイコンに対応する文字列が表示されるの
で、そのような文字列として、アイコンに付けられたタイトルやプリセット設定組の特徴
に関する説明などに相当する文字列を対応させておくことで、アイコンだけではわかりに
くいプリセット設定組の内容について、利用者に理解を促すことができる。しかも、この
ような文字列を表示させるに当たって、比較的操作対象とされやすいアイコンの表示位置
に対し、第二方向へずれた位置に文字列の表示位置があるので、アイコンに対するスライ
ド操作が行われても、文字列の表示位置には比較的傷や汚れが付きにくく、文字列の内容
を確認しやすくすることができる。
【００３５】
　また、本発明のプログラムは、原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体
に対して画像を形成する画像形成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構を備え
る情報処理装置を制御する制御部、画像を表示するとともに当該画像に対する利用者操作
を検出可能に構成された表示手段、及び前記画像処理機構による画像処理に関する複数の
設定項目についての設定値が予め組み合わされた、設定値の組であるプリセット設定組を
複数記憶するプリセット設定組記憶手段を備える機器における前記制御部を、前記複数の
プリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコンは選択状態
にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非選択状態にあ
ることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選
択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させるアイコン表示
制御手段と、前記第一表示領域に対する、前記第一方向へスライドする利用者操作が受け
付けられた場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスクロー
ル制御手段と、前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量だけ
ずれた位置にある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコンに
対応するプリセット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示物表
示制御手段と、画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択
状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記画像
処理機構を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行させる画像処理
機構制御手段として機能させることを特徴とする。
【００３６】
　このようなプログラムによって、上述のような情報処理装置の制御部を、上述した各手
段として機能させれば、本発明の情報処理装置と同様の作用、効果を奏する。
　さらに、本発明のプログラムは、次のような技術として把握することもできる。すなわ
ち、本発明のプログラムは、原稿から画像を読み取る画像読取機構、及び被記録媒体に対
して画像を形成する画像形成機構のうち、少なくとも一方である画像処理機構を備える情
報処理装置を制御する制御部、画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接
触又は接近がなされたときに前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出
力する表示手段、及び前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目について
の設定値が予め組み合わされた、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリ
セット設定組記憶手段を備える機器における前記制御部を、前記複数のプリセット設定組
それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコンは選択状態にあることを示す
態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非選択状態にあることを示す態様
であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態様である非選択状態態様で、前
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記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させるアイコン表示制御手段と、前記
表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点では前記第一表示領域内の一の
位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時点での位置よりも第一方向へず
れた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさせるアイコンスク
ロール制御手段と、前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する第二方向へ所定量
だけずれた位置にある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコ
ンに対応するプリセット設定組に関連する表示物である関連表示物を表示させる関連表示
物表示制御手段と、画像処理の開始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記
選択状態態様で表示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って前記
画像処理機構を制御することにより、前記画像処理機構による画像処理を実行させる画像
処理機構制御手段として機能させるものでもある。
【００３７】
　また、本発明のプログラムは、画像を表示し、当該画像に対する利用者操作を受け付け
る表示手段、及び前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目についての設
定値が予め組み合わされた、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセッ
ト設定組記憶手段を備える情報処理装置が備える制御部を、所定の処理を実行する処理実
行手段と、前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つ
のアイコンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンにつ
いては非選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは
異なる態様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表
示させるアイコン表示制御手段と、前記第一表示領域に対する、前記第一方向へスライド
する利用者操作が受け付けられた場合には、前記アイコンを前記第一方向へスクロールさ
せるアイコンスクロール制御手段と、前記第一表示領域に対して前記第一方向に直交する
第二方向へ所定量だけずれた位置にある第二表示領域に、前記選択状態態様で表示されて
いる一つのアイコンに対応するプリセット設定組に関連する表示物である関連表示物を表
示させる関連表示物表示制御手段と、プリセット設定組の設定項目又は設定値のうち少な
くともいずれかの表示を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記表示手段の第
三表示領域に、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリセット設定組
に含まれる複数の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかに対応する複数の設定画
像を、前記第一方向に直交する第二方向に並べて表示させる設定表示制御手段と、前記第
三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けられた場合には
、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御手段と、前記
設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け付けられた場
合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段として機能させるプロ
グラムであり、前記処理実行手段は、前記処理実行手段による処理の実行開始を指令する
利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表示されている一つのアイコン
に対応するプリセット設定組に従って、前記所定の処理を実行する手段であり、前記関連
表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だけずれた位置
、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置にある前記第二表
示領域に、前記関連表示物を表示させる手段である。
【００３８】
　このようなプログラムによって、上述のような情報処理装置の制御部を、上述した各手
段として機能させれば、本発明の情報処理装置と同様の作用、効果を奏する。
　さらに、本発明のプログラムは、次のような技術として把握することもできる。すなわ
ち、本発明のプログラムは、画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触
又は接近がなされたときに前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力
する表示手段、及び前記画像処理機構による画像処理に関する複数の設定項目についての
設定値が予め組み合わされた、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセ
ット設定組記憶手段を備える情報処理装置が備える制御部を、所定の処理を実行する処理
実行手段と、画像を表示する表示面と、前記表示面への指示体による接触又は接近がなさ
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れたときに前記指示体が接触又は接近した位置に対応した出力情報を出力する表示手段と
、前記処理実行手段による処理に関する複数の設定項目についての設定値が予め組み合わ
された、設定値の組であるプリセット設定組を複数記憶するプリセット設定組記憶手段と
、前記複数のプリセット設定組それぞれに対応する複数のアイコンのうち、一つのアイコ
ンは選択状態にあることを示す態様である選択状態態様で、残りのアイコンについては非
選択状態にあることを示す態様であって前記選択状態にあることを示す態様とは異なる態
様である非選択状態態様で、前記表示手段の第一表示領域に第一方向に並べて表示させる
アイコン表示制御手段と、前記表示手段が出力する出力情報の対応する位置が、一の時点
では前記第一表示領域内の一の位置であり、一の時点に続く断続する時点では、直前の時
点での位置よりも第一方向へずれた位置である場合には、前記アイコンを前記第一方向へ
スクロールさせるアイコンスクロール制御手段と、前記第一表示領域に対して前記第一方
向に直交する第二方向へ所定量だけずれた位置にある第二表示領域に、前記選択状態態様
で表示されている一つのアイコンに対応するプリセット設定組に関連する表示物である関
連表示物を表示させる関連表示物表示制御手段と、プリセット設定組の設定項目又は設定
値のうち少なくともいずれかの表示を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記
表示手段の第三表示領域に、前記選択状態態様で表示されているアイコンに対応するプリ
セット設定組に含まれる複数の設定項目又は設定値のうち少なくともいずれかに対応する
複数の設定画像を、前記第一方向に直交する第二方向に並べて表示させる設定表示制御手
段と、前記第三表示領域に対する、前記第二方向へスライドする利用者操作が受け付けら
れた場合には、前記設定画像を前記第二方向へスクロールさせる設定画像スクロール制御
手段と、前記設定画像に対応する前記設定項目の設定値を変更する旨の利用者操作が受け
付けられた場合に、変更後の設定値を記憶手段に記憶させる設定値記憶制御手段として機
能させるプログラムであり、前記処理実行手段は、前記処理実行手段による処理の実行開
始を指令する利用者操作が受け付けられた場合に、前記選択状態態様で表示されている一
つのアイコンに対応するプリセット設定組に従って、前記所定の処理を実行する手段であ
り、前記関連表示物表示制御手段は、前記第一表示領域に対して前記第二方向へ所定量だ
けずれた位置、かつ前記第三表示領域に対して前記第一方向へ所定量だけずれた位置に設
けられた前記第二表示領域に、前記関連表示物を表示させる手段であることを特徴とする
ものでもある
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】複合機の内部構成を示すブロック図。
【図２】アイコン選択画面の表示状態と操作状態との関係を示すアクティビティ図。
【図３】リスト表示画面の表示状態と操作状態との関係を示すアクティビティ図。
【図４】設定内容変更画面の表示状態と操作状態との関係を示すアクティビティ図。
【図５】アイコン選択画面の説明図。
【図６】リスト表示画面の説明図。
【図７】設定内容変更画面の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　次に、本発明の実施形態について、具体的な例を挙げて説明する。
　　［複合機の構成］
　複合機１は、図１（ａ）に示すように、制御部１１、画像読取部１２、画像形成部１３
、ネットワーク通信部１４、電話通信部１５、及び操作パネル部１６などを備えている。
【００４１】
　制御部１１は、周知のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及びＮＶＲＡＭなどを備えるマイクロ
コンピュータを中心に構成されている。この制御部１１において、ＣＰＵはＲＯＭに記憶
されたプログラムに従って後述する処理を実行し、これにより、複合機１の各部が制御さ
れている。
【００４２】
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　画像読取部１２は、イメージセンサ、自動原稿送り装置（Automatic Document Feeder
；ＡＤＦ）などによって構成され、ＡＤＦによって搬送される原稿又はフラットベッドの
プラテンガラス上に置かれた原稿からイメージセンサで画像を読み取り、その画像を表す
画像データを生成することができる。画像形成部１３は、インクジェット方式あるいは電
子写真方式などを採用した画像形成機構によって構成され、シート状の被記録媒体（例え
ば記録用紙）に対して画像を記録することができる。
【００４３】
　ネットワーク通信部１４は、ネットワークインターフェースカード（Network Interfac
e Card；ＮＩＣ）等によって構成される。電話通信部１５は、モデム等によって構成され
、電話回線（図示略）を介して通信を行う際に利用される。
【００４４】
　操作パネル部１６は、液晶ディスプレイ部１６Ａ、内照式表示部１６Ｂ、及びタッチパ
ネル部１６Ｃによって構成される。
　これらのうち、液晶ディスプレイ部１６Ａは、任意の画像をフルカラーで表示可能なＬ
ＣＤモジュールによって構成されている。この液晶ディスプレイ部１６Ａには、各種アイ
コンや利用者操作用ボタンなどの画像、及び各種情報を示すテキストなどが、操作状況に
応じて動的に表示される。
【００４５】
　内照式表示部１６Ｂは、図１（ｂ）に示すように、テンキーやその他の利用者操作用ボ
タンを示す画像が表示される部分である。この内照式表示部１６Ｂの前面パネル上には、
各画像が表示されることとなる位置に対応付けて光透過部が設けられ、各光透過部の背後
に設けられた発光素子を点灯させると、透過光によって各画像が所定の色で発光表示され
る。なお、液晶ディスプレイ部１６Ａの表示面と内照式表示部１６Ｂの表示面は、同一面
上に位置するように配設されている。
【００４６】
　タッチパネル部１６Ｃは、周知の方式（例えば静電容量方式など）で指先や操作子によ
るタッチ操作を検出可能な透明なフィルム状の入力デバイスである。このタッチパネル部
１６Ｃは、液晶ディスプレイ部１６Ａ及び内照式表示部１６Ｂの表示面に重ねて配置され
ている。本実施形態においては、タッチパネル部１６Ｃによってタッチ操作が検出された
際、タッチ操作された位置に応じた出力信号がタッチパネル部１６Ｃから制御部１１に出
力される。制御部１１は、出力信号に基づいて、そのタッチ操作が、ドラッグ操作やフリ
ック操作などのスライド操作なのか、あるいはシングルタップ操作やダブルタップ操作な
どのタップ操作なのか、ピンチ操作なのか、を判断する。制御部１１は、また、液晶ディ
スプレイ部１６Ａの表示面と重なる範囲、及び内照式表示部１６Ｂによって表示される画
像と重なる位置に対するタッチ操作であるか否かも判断する。制御部１１は、判断したタ
ッチ操作の種類と位置とに対応する処理を実行する。
【００４７】
　　［操作パネル入出力処理］
　次に、複合機１の操作パネル部１６でタッチ操作を行われたときに実行される操作パネ
ル入出力処理について、図２～図４に示すアクティビティ図に基づいて説明する。なお、
以下の説明では、複合機１においてコピー機能の設定変更を行う場合を例に挙げて、操作
パネル部１６での入出力処理（タッチ操作検出処理及び画面表示出力処理）について説明
するが、他の機能（例えば、スキャン機能やファクス機能）の設定変更を行う場合でも、
基本的な操作方法や表示態様は、以下に説明する例とほぼ同様となる。
【００４８】
　複合機１の操作パネル部１６で、初期画面（図示略）に表示されるメニューからコピー
機能を選択すると、制御部１１は、図５（ａ）及び同図（ｂ）に例示するようなアイコン
選択画面２０を表示する（Ｓ１０）。アイコン選択画面２０は、コピー機能に関する設定
を行うに当たって、予め用意されている複数のプリセット設定組（コピー機能に関する複
数の設定が予め組み合わされた設定の組）の中から、一つのプリセット設定組を選択する
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操作を実施可能な画面である。
【００４９】
　このアイコン選択画面２０には、コピー枚数、用紙種別（図５（ａ）では文字列「普通
紙」。）、用紙サイズ（図５（ａ）では文字列「Ａ４」。）、排出トレイの設定（図５（
ａ）では文字列「オートトレイ設定」。）、複数のプリセット設定組に対応するアイコン
、現時点で選択状態にある一つのアイコン（図５（ａ）では周囲に四角形枠が付与された
アイコン。）に対応するテキスト情報（図５（ａ）では文字列「標準コピー」。）、詳細
設定ボタン、モノクロコピースタートボタン、カラーコピースタートボタンなどが配置さ
れている。
【００５０】
　このようなアイコン選択画面２０が液晶ディスプレイ部１６Ａに表示される状態におい
て、タッチパネル部１６Ｃ上には、図５（ｂ）に示すように、フリック操作及びドラッグ
操作（スライド操作）の開始を有効に受け付けるための領域（フリック・ドラッグ領域（
スライド操作領域））である第一表示領域２１が存在する。また、第一表示領域２１とは
別の範囲には、後述する処理の中で画面遷移が発生しても、常にフリック操作及びドラッ
グ操作（スライド操作）の開始を有効に受け付けない第二表示領域２２が存在する。
【００５１】
　制御部１１は定期的（例えば５０ミリ秒ごと）にタッチパネル部１６Ｃが出力する出力
信号を監視している。タッチパネル部１６Ｃが所定時間以上出力信号を出力していない状
態で、第一表示領域２１内の位置がタッチされたことを示す出力信号をタッチパネル部１
６Ｃが出力した以降にタッチパネル部１６Ｃが出力する出力信号が示す位置が、同じ方向
にずれていっている場合、制御部１１はドラッグ操作がなされていると判断する。ドラッ
グ操作と判断した以降にタッチパネル部１６Ｃが出力する出力信号が示す位置が、所定の
加速度以上の加速度でずれていった場合に、制御部１１はドラッグ操作がフリック操作で
終了したと判断する。ドラッグ操作と判断した以降に、ドラッグ操作がフリック操作で終
了したと制御部１１が判断することなく、タッチパネル部１６Ｃが所定時間以上出力信号
を出力しなかった場合（離上操作（タッチパネル部１６Ｃから指先や操作子を離間させる
操作）がなされた場合）に、制御部１１は、ドラッグ操作が離上操作で終了したと判断す
る。タッチパネル部１６Ｃが所定時間以上出力信号を出力していない状態で、第二表示領
域２２内の位置がタッチされたことを示す出力信号をタッチパネル部１６Ｃが出力したと
しても、制御部１１は、ドラッグ操作であるかどうかの判断を行わない。
【００５２】
　Ｓ１０でアイコン選択画面２０を表示した後、第一表示領域２１において横方向（左右
方向）へのドラッグ操作が行われた場合に、制御部１１は、ドラッグに追随する方向へア
イコンを移動させる（Ｓ２０）。そして、ドラッグ操作が終了した場合に、制御部１１は
、アイコンの移動を終了する（Ｓ３０）。
【００５３】
　離上操作でドラッグ操作を終了した場合、制御部１１は、現在位置から最も近い規定状
態にアイコンを移動する（Ｓ４０）。すなわち、アイコンは、ドラッグ中は任意の位置を
移動するものの、離上操作が行われた際には、直ちに任意の位置で停止するのではなく、
最寄りの規定位置にまで移動したところで停止する。これにより、アイコンは事前に決め
られている位置で整列する。なお、Ｓ４０の後は、図２中の（１）へと進む。
【００５４】
　一方、Ｓ３０の後、フリック操作でドラッグ操作を終了した場合、若しくは、Ｓ１０の
後、フリック操作が行われた場合、そのフリック操作をタッチパネル部１６Ｃで検出した
ら、制御部１１は、フリック方向にアイコンを移動する（Ｓ５０）。
【００５５】
　フリック操作におけるタッチパネル部１６Ｃが出力する出力信号が示す位置がずれる速
度ないし加速度が制御部１１において算出され、制御部１１は、その速度ないし加速度に
応じた初速でアイコンの移動を開始させる。また、その後は、アイコンの速度を徐々に減
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速し、最終的には速度がゼロに近づいたら、最寄りの規定位置でアイコンを停止させる。
なお、Ｓ５０の後は、図２中の（１）へと進む。
【００５６】
　また、Ｓ１０の後、詳細設定ボタン、モノクロコピースタートボタン、カラーコピース
タートボタン等に対するタッチ操作も、タッチパネル部１６Ｃによって検出される。ここ
で、詳細設定ボタンが押下されたことをタッチパネル部１６Ｃで検出した場合は、図３に
示すＳ１１０へと進むことになる。また、モノクロコピースタートボタン、又はカラーコ
ピースタートボタンが押下されたことをタッチパネル部１６Ｃで検出した場合、制御部１
１は、その時点での設定に従って、画像読取部１２及び画像形成部１３を制御し、これに
より、複合機１によるコピー処理が実行される。なお、図２ではユーザーインターフェー
ス関連のアクティビティ（処理）を抜粋して示してあるので、コピー処理に関連する詳細
については、図示を省略してある。
【００５７】
　さて、図３に示すＳ１１０へ進んだ場合、制御部１１は、リスト表示画面３０を表示す
る（Ｓ１１０）。リスト表示画面３０は、その時点で選択状態にあるプリセット設定組に
対応する複数の設定項目と、各設定項目の設定値とを一覧表示するための画面である。
【００５８】
　このリスト表示画面３０には、画面の見出し（図６（ａ）では文字列「コピー設定」。
）、複数の設定項目とその設定値（図６（ａ）では設定項目「記録紙タイプ」と、その設
定値「普通紙」、…等々。）、画面外にはみ出している設定項目をスクロール表示させる
ためのスクロールバー、ショートカット登録ボタン、選択状態にあるプリセット設定組に
対応するアイコン、ＯＫボタンなどが配置されている。
【００５９】
　このようなリスト表示画面３０が液晶ディスプレイ部１６Ａに表示される状態において
、タッチパネル部１６Ｃ上には、図６（ｂ）に示すように、フリック操作及びドラッグ操
作（スライド操作）の開始を有効に受け付ける領域（フリック・ドラッグ領域（スライド
操作領域））である第三表示領域３１が存在する。また、第三表示領域３１とは別の範囲
には、常にフリック操作及びドラッグ操作（スライド操作）の開始を有効に受け付けない
第二表示領域３２が存在する。第二表示領域３２は、先に説明した第二表示領域２２（図
５（ｂ）参照。）と同一範囲の領域である。
【００６０】
　制御部１１は、アイコン選択画面２０の場合と同様の判断手法で第三表示領域３１での
操作を受け付ける一方、第二表示領域３２ではタッチされたことを示す出力信号をタッチ
パネル部１６Ｃが出力したとしても、制御部１１は第二表示領域３２での操作に関する判
断を行わない。
【００６１】
　Ｓ１１０でリスト表示画面３０を表示した後、第三表示領域３１において縦方向（上下
方向）へのドラッグ操作が行われた場合に、制御部１１は、ドラッグに追随する方向へリ
スト（縦列配置された複数の設定項目）を移動させる（Ｓ１２０）。そして、ドラッグ操
作が終了した場合に、制御部１１は、リストの移動を終了する（Ｓ１３０）。
【００６２】
　離上操作でドラッグ操作を終了した場合、制御部１１は、現在位置から最も近い規定状
態にリストを移動する（Ｓ１４０）。すなわち、リストは、ドラッグ操作中は任意の位置
を移動するものの、離上操作が行われた際には、直ちに任意の位置で停止するのではなく
、最寄りの規定位置にまで移動したところで停止する。なお、Ｓ１４０の後は、図３中の
（２）へと進む。
【００６３】
　一方、Ｓ１３０の後、フリック操作でドラッグ操作を終了した場合、若しくは、Ｓ１１
０の後、フリック操作が行われた場合、そのフリック操作をタッチパネル部１６Ｃで検出
したら、制御部１１は、フリック方向にリストを移動する（Ｓ１５０）。なお、Ｓ１５０
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の後は、図３中の（２）へと進む。
【００６４】
　また、Ｓ１１０の後、スクロールバーの上下両端にある上下矢印ボタンを押下する操作
が行われた場合、その操作をタッチパネル部１６Ｃで検出したら、制御部１１は、リスト
を矢印方向（上矢印ボタンであれば上方向、下矢印ボタンであれば下方向）へ移動する（
Ｓ１６０）。なお、Ｓ１６０の後は、図３中の（２）へと進む。
【００６５】
　また、Ｓ１１０の後、リストの各設定項目に対応するボタン（以下、リストのボタンと
称する。）、ショートカット登録ボタン、ＯＫボタン等に対するタッチ操作も、タッチパ
ネル部１６Ｃによって検出される。ここで、ＯＫボタンが押下されたことをタッチパネル
部１６Ｃで検出した場合は、図２に示すＳ１０へと進むことになる。また、リストのボタ
ンを押下・離上する操作がなされたことをタッチパネル部１６Ｃで検出した場合は、図４
に示すＳ２１０へと進むことになる。
【００６６】
　さて、図４に示すＳ２１０へ進んだ場合、制御部１１は、設定内容変更画面４０を表示
する（Ｓ２１０）。設定内容変更画面４０は、その時点で設定変更の対象とされている設
定項目に対して設定可能な設定値の候補を一覧表示するための画面である。
【００６７】
　この設定内容変更画面４０には、設定項目を示す文字列（図７（ａ）では文字列「コピ
ー画質」。）、設定値の候補（図７（ａ）では「標準」、「高速」、「高画質」。）、シ
ョートカット登録ボタン、選択状態にあるプリセット設定組に対応するアイコンなどが配
置されている。なお、設定値の候補が多くて画面外にはみ出す場合は、リスト表示画面３
０（図６（ａ）参照。）と同様、はみ出した設定値の候補をスクロール表示させるための
スクロールバーも表示される。
【００６８】
　このような設定内容変更画面４０が液晶ディスプレイ部１６Ａに表示される状態におい
て、タッチパネル部１６Ｃ上には、図７（ｂ）に示すように、フリック操作及びドラッグ
操作（スライド操作）の開始を有効に受け付ける領域（フリック・ドラッグ領域（スライ
ド操作領域））である第三表示領域４１が存在する。また、第三表示領域４１とは別の範
囲には、常にフリック操作及びドラッグ操作（スライド操作）の開始を有効に受け付けな
い第二表示領域４２が設定される。第二表示領域４２は、先に説明した第二表示領域２２
，３２（図５（ｂ），図６（ｂ）参照。）と同一範囲の領域である。すなわち、第二表示
領域２２，３２，４２は、画面が遷移しても常にフリック操作及びドラッグ操作（スライ
ド操作）を受け付けることのない状態が維持される。
【００６９】
　制御部１１は、アイコン選択画面２０及びリスト表示画面３０の場合と同様の判断手法
で第三表示領域４１での操作を受け付ける一方、第二表示領域４２ではタッチされたこと
を示す出力信号をタッチパネル部１６Ｃが出力したとしても、制御部１１は第二表示領域
４２での操作に関する判断を行わない。
【００７０】
　Ｓ２１０で設定内容変更画面４０を表示した後、第三表示領域４１において縦方向（上
下方向）へのドラッグ操作が行われた場合、制御部１１は、ドラッグに追随する方向へリ
スト（縦列配置された複数の設定値の候補）を移動させる（Ｓ２２０）。そして、ドラッ
グ操作が終了した場合に、制御部１１は、リストの移動を終了する（Ｓ２３０）。
【００７１】
　離上操作でドラッグ操作を終了した場合、制御部１１は、現在位置から最も近い規定状
態にリストを移動する（Ｓ２４０）。すなわち、設定値の候補のリストは、ドラッグ操作
中は任意の位置を移動するものの、離上操作が行われた際には、直ちに任意の位置で停止
するのではなく、最寄りの規定位置にまで移動したところで停止する。なお、Ｓ２４０の
後は、図４中の（３）へと進む。
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【００７２】
　一方、Ｓ２３０の後、フリック操作でドラッグ操作を終了した場合、若しくは、Ｓ２１
０の後、フリック操作が行われた場合、そのフリック操作をタッチパネル部１６Ｃで検出
したら、制御部１１は、フリック方向にリストを移動する（Ｓ２５０）。なお、Ｓ２５０
の後は、図４中の（３）へと進む。
【００７３】
　ちなみに、図６（ａ）には図示されていないが、リストをスクロールさせるためのスク
ロールバーが表示されている場合には、Ｓ２１０の後、スクロールバーの上下両端にある
上下矢印ボタンを押下する操作が行われることもある。その場合、そのような操作をタッ
チパネル部１６Ｃで検出したら、制御部１１は、リストを矢印方向（上矢印ボタンであれ
ば上方向、下矢印ボタンであれば下方向）へ移動する（Ｓ２６０）。なお、Ｓ２６０の後
は、図４中の（３）へと進む。
【００７４】
　また、Ｓ２１０の後、リストの各設定値候補に対応するボタン（以下、リストのボタン
と称する。）、ショートカット登録ボタン等に対するタッチ操作も、タッチパネル部１６
Ｃによって検出される。ここで、リストのボタンを押下・離上する操作がなされたことを
タッチパネル部１６Ｃで検出した場合は、対応する設定値を設定（有効化）した上で、図
３に示すＳ１１０へと進むことになる。
【００７５】
　ところで、以上が、コピー機能の設定変更を行うときに表示される画面と、その画面上
で実施可能な操作に関する説明であるが、図５（ｂ）に示したアイコン選択画面２０にお
いて、第一表示領域２１はスライド操作が行われるので、他の領域よりも汚れや傷が付き
やすくなる。中でも、アイコンが表示される領域２１Ａは、横方向（左右方向）へ擦られ
る頻度が高く、その周辺部以上に汚れや傷が付きやすい傾向にある。
【００７６】
　ただし、この複合機１においては、アイコンが表示される領域２１Ａのスライド操作方
向に対し、垂直な縦方向（上下方向）へ領域２１Ａからずれた位置にある領域２１Ｂに、
選択状態にあるアイコンするテキスト情報（図５（ａ）では文字列「標準コピー」。）を
表示している。そのため、同種の情報が領域２１Ａに表示される場合に比べ、領域２１Ａ
の汚れや傷に起因してテキスト情報が見にくくなるのを抑制することができる。
【００７７】
　また、図６（ｂ）及び図７（ｂ）に示したリスト表示画面３０や設定内容変更画面４０
において、第三表示領域３１，４１はスライド操作が行われるので、他の領域よりも汚れ
や傷が付きやすくなる。中でも、リスト中の文字列が表示される領域３１Ａ，４１Ａは、
縦方向（上下方向）へ擦られる頻度が高く、その周辺部以上に汚れや傷が付きやすい傾向
にある。
【００７８】
　ただし、この複合機１においては、リスト中の文字列が表示される領域３１Ａ，４１Ａ
のスライド操作方向に対し、垂直な横方向（左右方向）へ領域３１Ａからずれた位置にあ
る領域３１Ｂに、設定値を示すテキスト情報を表示している。そのため、同種の情報が領
域３１Ａに表示される場合に比べ、領域３１Ａの汚れや傷に起因してテキスト情報が見に
くくなるのを抑制することができる。
【００７９】
　さらに、既に説明したとおり、第二表示領域２２，３２，４２については、常に第一表
示領域２１，第三表示領域３１，４１のいずれにも重ならない領域として確保されている
。したがって、第二表示領域２２，３２，４２では、全くスライド操作が行われないので
、スライド操作に伴う汚れの付着や傷の発生を防ぐことができる。よって、このような第
二表示領域２２，３２，４２に重要な情報を表示すれば、そのような情報を鮮明に表示す
ることができ、そのような鮮明な情報を確認しつつ、第一表示領域２１や第三表示領域３
１，４１でのスライド操作を実施することができる。
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【００８０】
　例えば、上記実施形態においては、第二表示領域２２，３２，４２には、プリセット設
定に関連する表示物（第二表示領域２２ではプリセット設定の設置値、第二表示領域３２
，４２ではプリセット設定をショートカット登録するためのボタン）を表示している。こ
れらの表示物は、プリセット設定に関連する操作を行っている際には、重要な情報やボタ
ンとなるので、このようなプリセット設定に関連する関連表示物を第二表示領域２２，３
２，４２に配置することで、操作性を向上させたり誤操作の防止を図ったりすることがで
きる。
【００８１】
　　［効果］
　以上説明したとおり、この複合機１によれば、スライド操作の開始を有効に受け付ける
第一表示領域２１に比べ、第二表示領域２２，３２，４２は傷や汚れが付きにくいので、
このような第二表示領域２２，３２，４２に関連表示物（第二表示領域２２ではプリセッ
ト設定の設置値、第二表示領域３２，４２ではプリセット設定をショートカット登録する
ためのボタン）が表示されれば、そのような関連表示物の内容を確認しやすくすることが
でき、また、そのような関連表示物を対象にした操作パネル部１６上での操作を実施しや
すくすることができる。
【００８２】
　また、この複合機１によれば、第一表示領域２１に対して、その第一表示領域２１で有
効に受け付けるスライド操作のスライド方向とは直交する方向へ所定量だけずれた位置に
、第二表示領域２２，３２，４２が確保されるので、第二表示領域２２，３２，４２はス
ライド操作中の指によるい傷や汚れが付きにくく、関連表示物の内容を確認しやすくする
ことや、関連表示物を対象にした操作を実施しやすくなる。
【００８３】
　また、この複合機１によれば、第一表示領域２１に加え、第三表示領域３１，４１に対
しても、その第三表示領域３１，４１でのスライド操作方向とは直交する方向へ所定量だ
けずれた位置に、第二表示領域２２，３２，４２が確保されるので、第二表示領域２２，
３２，４２はスライド操作中の指によるい傷や汚れが付きにくく、関連表示物の内容を確
認しやすくすることや、関連表示物を対象にした操作を実施しやすくなる。
【００８４】
　また、上記複合機１によれば、カラーコピースタートボタンの画像が、第二表示領域２
２に表示され、また、ＯＫボタンの画像が第二表示領域３２に表示されるので、比較的傷
や汚れが付きやすい第一表示領域２１や第三表示領域３１，４１を避けて、カラーコピー
スタートボタンやＯＫボタンの画像を見やすく表示できる。また、カラーコピースタート
ボタンやＯＫボタンの表示位置は、第二表示領域２２，３２内で重複する位置とされてい
るので、その重複位置でＯＫボタンを操作してカラーコピースタートボタンの画像が含ま
れる画面を呼び出せば、更に同じ重複位置での操作によってカラーコピースタートボタン
を操作できる。したがって、ＯＫボタン、カラーコピースタートボタンの順に操作する際
には、操作位置を上記重複位置から変更しなくても済み、良好な操作性を確保することが
できる。
【００８５】
　また、上記複合機１によれば、設定項目名を示す文字列が表示される領域３１Ａは、特
にスライド操作が行われやすい領域になりがちであるが、アイコン選択画面２０へ遷移し
た際には、そのようなスライド操作が行われやすい領域３１Ａから横方向へ所定量だけず
れた位置に、選択状態にあるアイコンが表示されるので、選択状態にあるアイコンを見や
すくすることができる。
【００８６】
　また、選択状態にあるアイコンについては、領域２１Ｂにアイコンに対応する文字列が
表示されるので、そのような文字列として、アイコンに付けられたタイトルやプリセット
設定組の特徴に関する説明などに相当する文字列を対応させておくことで、アイコンだけ
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ではわかりにくいプリセット設定組の内容について、利用者に理解を促すことができる。
しかも、このような文字列を表示するに当たって、比較的操作対象とされやすいアイコン
の表示位置となる領域２１Ａに対し、縦方向へずれた位置に文字列を表示する領域２１Ｂ
があるので、アイコンに対するスライド操作が行われても、文字列の表示位置には比較的
傷や汚れが付きにくく、文字列の内容を確認しやすくすることができる。
【００８７】
　　［その他の実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限
定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。
【００８８】
　例えば、上記実施形態では、タッチパネル部１６Ｃについては、周知の方式（例えば静
電容量方式など）でタッチ操作を検出可能であればよい旨を説明したが、静電容量方式以
外の方式としては、例えば、電磁誘導方式、赤外線方式、表面弾性波方式、抵抗膜方式な
どを利用することができる。
【００８９】
　また、上記実施形態では、液晶ディスプレイ部１６Ａ及び内照式表示部１６Ｂの双方で
単一のタッチパネル部１６Ｃを共用する例を示したが、液晶ディスプレイ部１６Ａと内照
式表示部１６Ｂとで、それぞれ別々のタッチパネル部が設けられていてもよい。その場合
、それら別々のタッチパネル部は、同じ方式のものであってもよいが、それぞれ異なる方
式のタッチパネル部であってもよい。例えば、一方は指先での操作に適した方式で、他方
は操作子（例えば、操作用のペン）での操作に適した方式にするとか、一方は分解能が高
い方式で、他方は分解能が低いものの安価な方式にする、といったことが可能である。
【００９０】
　また、上記実施形態では、表示デバイスである液晶ディスプレイ部１６Ａと入力デバイ
スであるタッチパネル部１６Ｃを重ねた構造にすることで、表示機能及び入力機能の双方
を備える操作パネル部１６を構成してあったが、単一のデバイスで表示機能及び入力機能
の双方を備えるデバイスを利用すれば、そのような単一のデバイスで操作パネル部１６を
構成することもできる。
【００９１】
　また、上記実施形態では、複合機１が備える制御部１１及び操作パネル部１６により、
上述の各種表示及び各種入力の受け付けを実現する例を示したが、複合機１とパーソナル
コンピュータ（ＰＣ）やスマートフォンなどの情報処理装置とを接続した場合は、それら
の情報処理装置が備える制御部、表示部、及び入力部を利用して、上述の各種表示及び各
種入力の受け付けを実現することも可能である。
【００９２】
　具体的には、図４から図８のフローチャートに示した各処理と同等な処理を、複合機１
に接続された情報処理装置の制御部に実行させるプログラムを情報処理装置にインストー
ルし、そのプログラムに従った処理を情報処理装置の制御部が実行する。これにより、情
報処理装置が備える表示部及び入力部において、上述の各種表示及び各種入力の受け付け
が実現され、例えば、図１から図３に示す画面は、情報処理装置が備える表示部に表示さ
れる。また、Ｓ８０，Ｓ８５のような複合機１が備える構成を制御する処理ステップは、
情報処理装置から複合機１へコピー実行の指令を送信する処理ステップで代替され、これ
により、複合機１側では、指令を受けた制御部１１が複合機１が備える構成を制御する。
【００９３】
　加えて、上記実施形態では、コピー機能に関する設定変更について例示したが、他の機
能に関する設定変更についても、同様のユーザーインターフェースで実現できるのはもち
ろんである。
【００９４】
　また、上記実施形態では、ファクス機能、スキャン機能、コピー機能などを備える複合
機１を例に挙げたが、単機能のプリンタ、単機能のイメージスキャナ、単機能のファクシ
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ナルコンピュータ（ＰＣ）やスマートフォンなどの情報処理装置を、表示部及び入力部と
して利用する構成とする場合にも、そのような情報処理装置での制御対象については、上
述のような単機能のプリンタ、スキャナ、ファクシミリ装置とすることができる。この場
合、情報処理装置では、図４から図８のフローチャートが示す処理と同等な処理を実行さ
せるためのプログラムを利用して、それら単機能の機器を対象とした表示及び入力などを
実行することとなる。あるいは、上述したパーソナルコンピュータ（ＰＣ）やスマートフ
ォンなどの情報処理装置において、情報処理装置そのものの設定変更を行う場合であって
も、タッチパネルディスプレイを採用している情報処理装置であれば、本発明の構成を採
用することができる。
【００９５】
　また、上記実施形態では、選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組の設定
値を示す情報（図５（ｂ）参照。）、ショートカット登録ボタン（図６（ｂ）及び図７（
ｂ）参照。）などを、第二表示領域２２，３２，４２に表示する例を示したが、この他、
利用者が任意に入力可能な設定値を示す情報、プリセット設定組の設定値を変更する旨の
指令を入力する場合に、利用者による操作対象として表示される詳細設定ボタンの画像、
選択状態にあるアイコンに対応するプリセット設定組に従って画像処理を実行する旨の指
令を入力する場合に、利用者による操作対象として表示されるモノクロコピースタートボ
タン、カラーコピースタートボタンなどの画像を、第二表示領域２２，３２，４２に表示
してもよい。
【符号の説明】
【００９６】
　１・・・複合機、１１・・・制御部、１２・・・画像読取部、１３・・・画像形成部、
１４・・・ネットワーク通信部、１５・・・電話通信部、１６・・・操作パネル部、１６
Ａ・・・液晶ディスプレイ部、１６Ｂ・・・内照式表示部、１６Ｃ・・・タッチパネル部
。
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