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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面を含み、スクロール対象を表示する表示部と、
　前記表示面への第１接触操作を検出する検出部と、
　前記検出部が前記第１接触操作を検出することに応答して、前記第１接触操作に基づく
物理量に依存することなく、前記スクロール対象の端部までスクロールするように、前記
スクロール対象を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記スクロール対象がスクロールする方向に沿った、前記スクロール対象の長さが閾値
以上である場合、前記検出部が前記第１接触操作を検出することに応答して、前記第１接
触操作に基づく前記物理量に依存することなく、前記スクロール対象の前記端部までスク
ロールするように、前記スクロール対象を制御し、
　前記長さが閾値未満である場合、前記検出部が前記第１接触操作を検出することに応答
して、時間の経過に伴ってスクロール速度を小さくしつつ前記スクロール対象の前記端部
に向かうように、前記スクロール対象を制御する、表示制御装置。
【請求項２】
　前記スクロール対象のスクロール速度は一定である、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記スクロール対象がスクロールする間に、前記検出部が第２接触操作を検出すること
に応答して、前記第２接触操作が検出される前のスクロール速度と異なるスクロール速度
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で前記スクロール対象がスクロールするように、前記制御部は、前記スクロール対象を制
御する、請求項１または請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記異なるスクロール速度は、前記第２接触操作が検出される前の前記スクロール速度
より大きい、請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記スクロール対象がスクロールする間に、前記検出部が第４接触操作を検出すること
に応答して、前記スクロール対象を停止するように、前記制御部は、前記スクロール対象
を制御する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表示制御装置と、
　シートに画像を形成する画像形成部と
　を備える、画像形成装置。
【請求項７】
　表示面を含み、スクロール対象を表示する表示部を備える表示制御装置が実行する表示
制御方法であって、
　前記表示面への第１接触操作を検出する手順と、
　前記第１接触操作が検出されることに応答して、前記第１接触操作に基づく物理量に依
存することなく、前記スクロール対象の端部までスクロールするように、前記スクロール
対象を制御する手順とを含み、
　制御する前記手順は、
　前記スクロール対象がスクロールする方向に沿った、前記スクロール対象の長さが閾値
以上である場合、前記第１接触操作が検出されることに応答して、前記第１接触操作に基
づく前記物理量に依存することなく、前記スクロール対象の前記端部までスクロールする
ように、前記スクロール対象を制御し、
　前記長さが閾値未満である場合、前記第１接触操作が検出されることに応答して、時間
の経過に伴ってスクロール速度を小さくしつつ前記スクロール対象の前記端部に向かうよ
うに、前記スクロール対象を制御する、表示制御方法。
                                                                          
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、画像形成装置及び表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示装置に表示される画面をスクロールする装置が知られている。例えば、特許
文献１に記載のスクロール制御装置では、ユーザーが入力デバイスのスクロールボタンを
押下し、スクロールボタンへの継続押下時間が所定時間を超えると、表示画面（スクロー
ル対象）のスクロールを開始する。スクロール制御装置は、継続押下時間が長くなるに従
って、表示画面をスクロールするスクロール速度が増加するように制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４６９６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に記載のスクロール制御装置では、ユーザーがスクロールボ
タンを押圧する操作を止めてから所定の停止時間が経過すると、表示画面のスクロールが
停止する。従って、表示画面で大量の情報を閲覧するためには、ユーザーには、繰り返し
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てスクロールボタンを押下する操作が要求され、画像をスクロールする際の負担が増大す
る。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、スクロール対象をスクロールする際の
負担を軽減できる表示制御装置、画像形成装置及び表示制御方法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】
　本発明の第１の観点によれば、表示制御装置は、表示部と、検出部と、制御部とを備え
る。表示部は、表示面を含み、スクロール対象を表示する。検出部は、前記表示面への第
１接触操作を検出する。制御部は、前記検出部が前記第１接触操作を検出することに応答
して、前記第１接触操作に基づく物理量に依存することなく、前記スクロール対象の端部
までスクロールするように、前記スクロール対象を制御する。
【０００７】
　本発明の第２の観点によれば、画像形成装置は、本発明の第１の観点に係る表示制御装
置と、画像形成部とを備える。画像形成部は、シートに画像を形成する。
【０００８】
　本発明の第３の観点によれば、表示制御方法は、表示面を含み、スクロール対象を表示
する表示部を備える表示制御装置に実行される。表示制御方法は、前記表示面への第１接
触操作を検出する手順と、前記第１接触操作が検出されることに応答して、前記第１接触
操作に基づく物理量に依存することなく、前記スクロール対象の端部までスクロールする
ように、前記スクロール対象を制御する手順とを含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、スクロール対象をスクロールする際の負担を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１に係る表示制御装置を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る表示制御装置が実行するスクロール制御を示す図であ
る。
【図３】（ａ）（ｂ）本発明の実施形態１に係るスクロール速度を説明する図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る表示制御装置が実行するスクロール制御を示すフロー
チャートである。
【図５】（ａ）（ｂ）本発明の実施形態１の変形例１に係る表示制御装置が実行するスク
ロール制御を示す図である。
【図６】本発明の実施形態１の変形例２に係る表示制御装置が実行するスクロール制御を
示す図である。
【図７】（ａ）（ｂ）本発明の実施形態１の変形例３に係る表示制御装置が実行するスク
ロール制御を示す図である。
【図８】本発明の実施形態２に係る画像形成装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態
は、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明する
構成要素の全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。複数の図を通じて同一の符
号は、同一の構成要素を示している。
【００１２】
　（実施形態１）
　図１及び図２を参照して、本発明の実施形態１に係る表示制御装置１について説明する
。図１は、表示制御装置１を示すブロック図である。図２は、表示制御装置１が実行する
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スクロール制御を示す。表示制御装置１は、例えば、スマートフォン又はタブレットＰＣ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）である。
【００１３】
　表示制御装置１は、制御部１０と、表示部２０と、検出部としてのタッチパネル３０と
を備える。制御部１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
と主記憶装置（例えば、半導体メモリー）とを含む。制御部１０は、ＣＰＵが、主記憶装
置に格納された制御プログラムを実行することによって各種機能部として機能する。
【００１４】
　表示部２０は、例えば液晶ディスプレーである。表示部２０は、表示面２０Ａを含む。
表示部２０は、スクロール対象４０を表示する。スクロール対象４０は、情報を含む。情
報は、例えば画像及び／又はテキストである。本実施形態において、スクロール対象４０
は、テキストを含む。
【００１５】
　タッチパネル３０は、表示部２０の表示面２０Ａへの被検出物による第１接触操作Ａ１
を検出する。被検出物は、例えば、表示制御装置１を操作するユーザーの指、又はタッチ
ペンである。
【００１６】
　第１接触操作Ａ１は、被検出物が表示面２０Ａに接触しながらスクロール対象４０の端
部４０Ａに向かう方向に移動する操作である。スクロール対象４０の第１接触操作Ａ１は
、例えば、被検出物による表示面２０Ａへのスライド操作、スクロール操作、又はスワイ
プ操作である。スクロール対象４０の端部４０Ａは、スクロール対象４０を構成する複数
の端部のうち、任意の端部である。本実施形態において、スクロール対象４０の端部４０
Ａは、表示面２０Ａの短辺に沿った方向に延びる。表示面２０Ａの長辺に沿ったスクロー
ル対象４０の端部４０Ａの大きさは、任意に設定される。
【００１７】
　制御部１０は、スクロール対象４０がスクロールする方向に沿ったスクロール対象４０
の長さＬが閾値以上であるか否かを判定する。本実施形態において、スクロール対象４０
は、表示面２０Ａの長辺に沿った方向にスクロールする。従って、制御部１０は、表示面
２０Ａの長辺に沿ったスクロール対象４０の長さＬが閾値以上であるか否かを判定する。
閾値は、ユーザーが任意に設定できる。
【００１８】
　長さＬが閾値以上であると判定された場合、タッチパネル３０が第１接触操作Ａ１を検
出することに応答して、制御部１０は、スクロール対象４０の端部４０Ａまでスクロール
するように、スクロール対象４０を制御する。このとき、制御部１０は、第１接触操作Ａ
１に基づく物理量に依存することなくスクロール対象４０を制御する。第１接触操作Ａ１
に基づく物理量は、例えば、被検出物による表示面２０Ａへの押圧力、被検出物が表示面
２０Ａに接触しながら移動した距離、被検出物が表示面２０Ａに接触しながら移動する時
間、及び被検出物が表示面２０Ａに接触しながら移動する速さである。スクロール対象４
０のスクロール速度Ｖ１０は一定である。スクロール速度Ｖ１０とは、本実施形態におい
て、単位時間当たりにスクロールするスクロール対象４０の移動量である。
【００１９】
　スクロール対象４０が端部４０Ａまでスクロールされた場合、表示部２０は、スクロー
ル対象４０の端部４０Ａを表示する。本実施形態において、スクロール対象４０が端部４
０Ａまでスクロールされた場合、表示部２０は、端部４０Ａに隣り合う「ＺＺＺＺ　Ｃｏ
ｍｐａｎｙ」を示す文字列を表示する。
【００２０】
　一方、長さＬが閾値未満であると判定された場合、タッチパネル３０が第１接触操作Ａ
１を検出することに応答して、制御部１０は、時間の経過に伴ってスクロール速度Ｖ１０
を小さくしつつスクロール対象４０の端部４０Ａに向かうように、スクロール対象４０を
制御する。制御部１０は、例えば、時間の経過に伴って、スクロール速度Ｖ１０を一定の
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割合で低減させたり、スクロール速度Ｖ１０を任意の割合で低減させたりする。スクロー
ル速度Ｖ１０を低減させる割合は、例えば第１接触操作Ａ１に基づく物理量に依存する。
時間の経過に伴ってスクロール速度Ｖ１０を小さくすることで、スクロール対象４０が端
部４０Ａまでスクロールされる前に、停止する場合がある。また、スクロール対象４０が
端部４０Ａまでスクロールされるまで停止しない場合もある。
【００２１】
　本実施形態によれば、スクロール方向に沿ったスクロール対象４０の長さＬが閾値以上
であれば、表示面２０Ａへの第１接触操作Ａ１に基づく物理量に依存することなく、スク
ロール対象４０の端部４０Ａまでスクロールするように、スクロール対象４０は制御され
る。従って、表示面２０Ａへの第１接触操作Ａ１を繰り返すことを不要とし、スクロール
対象４０の端部４０Ａまでスクロールするように、スクロール対象４０は制御される。そ
の結果、スクロール対象４０の端部４０Ａまでスクロール対象４０をスクロールする際の
操作の負担を軽減できる。
【００２２】
　また、本実施形態によれば、スクロール方向に沿ったスクロール対象４０の長さＬが閾
値未満であれば、第１接触操作Ａ１が検出されることに応答して、時間の経過に伴ってス
クロール速度Ｖ１０を小さくしつつスクロール対象４０がスクロールされる。従って、ス
クロールする際のスクロール対象４０の視認性が向上する。その結果、スクロール対象４
０をスクロールすることによって所望の情報を捜索する際の操作の負担を軽減できる。
【００２３】
　さらに、本実施形態によれば、スクロール方向に沿ったスクロール対象４０の長さＬが
閾値以上である場合、スクロール速度Ｖ１０は一定である。すなわち、スクロール速度Ｖ
１０は、時間の経過に伴って小さくなることなく維持される。従って、スクロール対象４
０の端部４０Ａまでスクロール対象４０をスクロールする時間が長くなることを防止でき
る。
【００２４】
　次に、図３（ａ）及び図３（ｂ）を参照して、第２接触操作Ａ２に応答して変更される
スクロール速度について説明する。図３（ａ）及び図３（ｂ）は、第２接触操作Ａ２に応
答して変更されるスクロール速度を示す。本実施形態において、長さＬは閾値以上である
。
【００２５】
　図３（ａ）に示すように、タッチパネル３０が第１接触操作Ａ１を検出することに応答
して、一定のスクロール速度Ｖ１０でスクロール対象４０の端部４０Ａまでスクロールす
るように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御する。
【００２６】
　図３（ｂ）に示すように、スクロール対象４０がスクロールする間に、タッチパネル３
０は、第２接触操作Ａ２を検出する。第２接触操作Ａ２は、スクロール対象４０がスクロ
ールする間にタッチパネル３０が検出する被検出物による表示面２０Ａへの接触操作であ
る。第２接触操作Ａ２は、例えば、被検出物が表示面２０Ａに接触しながらスクロール対
象４０の端部４０Ａに向かう方向に移動する操作である。スクロール対象４０の第２接触
操作Ａ２は、例えば、被検出物による表示面２０Ａへのスライド操作、スクロール操作、
又はスワイプ操作である。
【００２７】
　第２接触操作Ａ２が検出されることに応答して、第２接触操作Ａ２が検出される前のス
クロール速度Ｖ１０と異なるスクロール速度Ｖ２０でスクロール対象４０がスクロールす
るように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御する。スクロール速度Ｖ２０は、第
２接触操作Ａ２が検出される前のスクロール速度Ｖ１０より大きい。また、スクロール対
象４０がスクロールする間に、タッチパネル３０は、第２接触操作Ａ２を複数回検出する
場合がある。この場合、制御部１０は、第２接触操作Ａ２が検出される度に、スクロール
速度Ｖ１０を大きくしてもよい。
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【００２８】
　制御部１０は、例えば、第２接触操作Ａ２が検出されることに応じて、スクロール速度
Ｖ１０を一定の割合で増加させたり、スクロール速度Ｖ１０を任意の割合で増加させたり
する。スクロール速度Ｖ１０を一定の割合で増加させる場合、増加率が２．０であれば、
スクロール速度Ｖ２０はＶ１０×２．０である。
【００２９】
　スクロール対象４０がスクロールする間に、タッチパネル３０が第４接触操作Ａ４を検
出することに応答して、スクロール対象４０を停止するように、制御部１０は、スクロー
ル対象４０を制御する。第４接触操作Ａ４は、例えば、被検出物が表示面２０Ａ上を移動
せずに表示面２０Ａを接触する操作である。スクロール対象４０の第４接触操作Ａ４は、
例えば、被検出物による表示面２０Ａへのタップ操作、ダブルタップ操作、又はロングタ
ップ操作である。
【００３０】
　本実施形態によれば、第２接触操作Ａ２が検出されることに応答して、スクロール対象
４０のスクロール速度Ｖ１０は大きくなる。従って、スクロール対象４０の端部４０Ａま
でスクロール対象４０をスクロールする時間が短くなる。その結果、スクロール対象４０
の端部４０Ａまでスクロール対象４０をスクロールする際の操作の負担をさらに軽減でき
る。
【００３１】
　また、本実施形態によれば、スクロール対象４０がスクロールする間に、第４接触操作
Ａ４が検出されることに応答して、スクロール対象４０は停止するように制御される。従
って、ユーザーの所望のタイミングで表示面２０Ａを接触するだけで、スクロール対象４
０のスクロールを停止できる。その結果、スクロール対象４０をスクロールする際の操作
の負担を軽減できる。
【００３２】
　次に、図１～図４を参照して、実施形態１に係る表示制御装置１が実行するスクロール
制御について説明する。ステップＳ１０～ステップＳ１１０が実行されることによって、
スクロール対象４０はスクロールするように制御される。
【００３３】
　ステップＳ１０において、表示部２０は、スクロール対象４０を表示する。ステップＳ
２０において、制御部１０は、スクロール対象４０の長さＬが閾値以上であるか否かを判
定する。ステップＳ２０において、制御部１０が肯定的判定（ＹＥＳ）をする場合、すな
わち、長さＬが閾値以上である場合、処理は、ステップＳ３０に進む。
【００３４】
　ステップＳ３０において、タッチパネル３０は、第１接触操作Ａ１を検出する。ステッ
プＳ４０において、一定のスクロール速度Ｖ１０でスクロール対象４０がスクロール対象
４０の端部４０Ａまでスクロールするように、制御部１０はスクロール対象４０を制御す
る。
【００３５】
　ステップＳ５０において、制御部１０は、スクロール対象４０がスクロールする間に第
２接触操作Ａ２が検出されたか否かを判定する。ステップＳ５０において、制御部１０が
肯定的判定（ＹＥＳ）をする場合、すなわち、スクロール対象４０がスクロールする間に
タッチパネル３０が第２接触操作Ａ２を検出する場合、処理は、ステップＳ６０に進む。
ステップＳ６０において、制御部１０は、スクロール速度Ｖ１０を大きくする。すなわち
制御部１０は、スクロール速度Ｖ１０と異なるスクロール速度Ｖ２０でスクロール対象４
０をスクロールする。一方、ステップＳ５０において、制御部１０が否定的判定（ＮＯ）
をする場合、すなわち、スクロール対象４０がスクロールする間に、タッチパネル３０が
第２接触操作Ａ２を検出しない場合、処理は、ステップＳ５５に進む。ステップＳ５５に
おいて、スクロール速度Ｖ１０を維持する。
【００３６】
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　ステップＳ７０において、制御部１０は、タッチパネル３０が第４接触操作Ａ４を検出
したか否かを判定する。ステップＳ７０において、制御部１０が肯定的判定（ＹＥＳ）を
する場合、処理は、ステップＳ９０に進む。ステップＳ９０において、制御部１０は、ス
クロール対象４０を停止する。
【００３７】
　一方、ステップＳ７０において、制御部１０が否定的判定（ＮＯ）をする場合、処理は
、ステップＳ８０に進む。ステップＳ８０において、制御部１０は、スクロール対象４０
の端部４０Ａまでスクロール対象４０がスクロールしたか否かを判定する。ステップＳ８
０において、制御部１０が否定的判定（ＮＯ）をする場合、処理は、ステップＳ５０に戻
る。つまり、ステップＳ８０において、スクロール対象４０の端部４０Ａまでスクロール
されていない場合、制御部１０は、スクロール対象４０のスクロールを継続する。一方、
ステップＳ８０において、制御部１０が肯定的判定（ＹＥＳ）をする場合、処理はステッ
プＳ９０に進む。
【００３８】
　ステップＳ２０において、制御部１０が否定的判定（ＮＯ）をする場合、すなわち、ス
クロール対象４０の長さＬが閾値未満の場合、処理は、ステップＳ１００に進む。ステッ
プＳ１００において、タッチパネル３０は、第１接触操作Ａ１を検出する。ステップＳ１
１０において、制御部１０は、時間の経過に伴ってスクロール速度Ｖ１０を小さくしつつ
、スクロール対象４０をスクロールする。その後、処理はステップＳ９０に進む。
【００３９】
　以上、図１～図４を参照して説明したように、実施形態１によれば、スクロール方向に
沿ったスクロール対象４０の長さＬが閾値以上であるか否かが判定された結果に基づいて
、スクロール速度Ｖ１０が維持されるか否かが決定される。従って、スクロール対象４０
の長さＬに応じた速度でスクロール対象４０はスクロールされる。その結果、スクロール
対象４０の端部４０Ａまでスクロール対象４０をスクロールする際の操作の負担を軽減で
きる。
【００４０】
　（変形例１）
　図１及び図５を参照して、実施形態１の変形例１に係る表示制御装置１について説明す
る。図５は、変形例１に係る表示制御装置１が実行するスクロール制御を示す。図１に示
すように、変形例１に係る表示制御装置１の構成は、実施形態１に係る表示制御装置１の
構成と同様である。ただし、変形例１に係る表示制御装置１では、被検出物の個数に基づ
いてスクロール速度Ｖ１０を維持するか否かが決定される点で、実施形態１に係る表示制
御装置１と異なる。
【００４１】
　図５（ａ）に示すように、本変形例において、第１接触操作Ａ１は、２個の被検出物に
よる表示面２０Ａへの接触操作である。第１接触操作Ａ１は、３個以上の複数の被検出物
による表示面２０Ａへの接触操作であってもよい。２個の被検出物のそれぞれは、表示面
２０Ａを接触しつつスクロール対象４０の端部４０Ａに向かうように移動する。
【００４２】
　タッチパネル３０が第１接触操作Ａ１を検出することに応答して、第１接触操作Ａ１に
基づく物理量に依存することなく、一定のスクロール速度Ｖ１０でスクロール対象４０の
端部４０Ａまでスクロールするように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御する。
【００４３】
　図５（ｂ）に示すように、変形例１において、第３接触操作Ａ３は、単数の被検出物に
よる表示面２０Ａへの接触操作である。タッチパネル３０が第３接触操作Ａ３を検出する
ことに応答して、時間の経過に伴ってスクロール速度Ｖ１０を小さくしつつスクロール対
象４０の端部４０Ａに向かうように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御する。
【００４４】
　図１及び図５を参照して説明したように、変形例１によれば、被検出物の個数に基づい
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て、スクロール対象４０のスクロール速度Ｖ１０が維持されるか否かが決定される。従っ
て、ユーザーは、１回の接触操作でのスクロール対象４０の移動量を大きくする場合、複
数の被検出物によって表示面２０Ａを接触する。また、１回の接触操作でのスクロール対
象４０の移動量を小さくする場合、単数の検出物によって表示面２０Ａを接触する。その
結果、実際にスクロール対象４０を移動させるような感覚で、スクロール対象４０をスク
ロールできる。
【００４５】
　（変形例２）
　図１及び図６を参照して、実施形態１の変形例２に係る表示制御装置１について説明す
る。図６は、変形例２に係る表示制御装置１が実行するスクロール制御を示す。図１に示
すように、変形例２に係る表示制御装置１の構成は、実施形態１に係る表示制御装置１の
構成と同様である。ただし、変形例２に係る表示制御装置１では、設定画面で設定された
パラメーターに基づいてスクロール速度Ｖ１０を維持するか否かが決定される点で、実施
形態１に係る表示制御装置１と異なる。
【００４６】
　変形例２において、ユーザーは、設定画面（図示せず）で、スクロール対象４０のスク
ロール速度Ｖ１０を維持するか否かを設定する。スクロール速度Ｖ１０を維持するように
設定されている場合、第１接触操作Ａ１の検出に応答して、第１接触操作Ａ１に基づく物
理量に依存することなく、一定のスクロール速度Ｖ１０で端部４０Ａまでスクロールする
ように、スクロール対象４０は制御される。一方、スクロール速度Ｖ１０を維持しないよ
うに設定されている場合、第１接触操作Ａ１が検出されたことに応答して、時間の経過に
伴ってスクロール速度Ｖ１０を小さくしつつスクロール対象４０の端部４０Ａに向かうよ
うに、スクロール対象４０は制御される。
【００４７】
　図１及び図６を参照して説明したように、変形例２によれば、設定されたパラメーター
に基づいて、スクロール速度Ｖ１０を維持するか否かを決定する。従って、ユーザーは、
任意にスクロール速度Ｖ１０を維持するか否かを設定できる。その結果、スクロール対象
４０の端部４０Ａまでスクロール対象４０をスクロールする際の操作の負担を軽減できる
。
【００４８】
　（変形例３）
　図１及び図７を参照して、実施形態１の変形例３に係る表示制御装置１について説明す
る。図７（ａ）及び図７（ｂ）は、変形例３に係る表示制御装置１が実行するスクロール
制御を示す。図１に示すように、変形例３に係る表示制御装置１の構成は、実施形態１に
係る表示制御装置１の構成と同様である。ただし、変形例３に係る表示制御装置１では、
選択された第１操作子２１又は第２操作子２２に基づいて、スクロール速度Ｖ１０を維持
するか否かを決定する点で、実施形態１に係る表示制御装置１と異なる。
【００４９】
　変形例３において、スクロール対象４０は、第１操作子２１及び第２操作子２２を含む
。第１操作子２１及び第２操作子２２のそれぞれは、例えばアイコンである。第１操作子
２１には、制御部１０がスクロール速度Ｖ１０を維持させる機能が関連付けられている。
第２操作子２２には、制御部１０が、時間の経過に伴ってスクロール速度Ｖ１０を小さく
する機能が関連付けられている。
【００５０】
　表示面２０Ａのうち第１操作子２１に対応する領域への接触をタッチパネル３０が検出
することに応じて、第１操作子２１が選択される。また、表示面２０Ａのうち第２操作子
２２に対応する領域への接触をタッチパネル３０が検出することに応じて、第２操作子２
２が選択される。変形例３では、説明の便宜上、選択された第１操作子２１及び第２操作
子２２のいずれかを斜線で示している。
【００５１】
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　図７（ａ）では、第１操作子２１が選択されている。この場合、第１接触操作Ａ１が検
出されることに応答して、第１接触操作Ａ１に基づく物理量に依存することなく、一定の
スクロール速度Ｖ１０でスクロール対象４０の端部４０Ａまでスクロールするように、制
御部１０は、スクロール対象４０を制御する。一方、図７（ｂ）では、第２操作子２２が
選択されている。この場合、第１接触操作Ａ１が検出されることに応答して、時間の経過
に伴ってスクロール速度Ｖ１０を小さくしつつスクロール対象４０の端部４０Ａに向かう
ように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御する。
【００５２】
　図１及び図７を参照して説明したように、変形例３によれば、スクロール対象４０に含
まれる第１操作子２１及び第２操作子２２のいずれかを接触することで、スクロール速度
Ｖ１０を維持するか否かを決定する。従って、スクロール対象４０を表示しつつ、スクロ
ール速度Ｖ１０を維持するか否かを任意に設定できる。その結果、スクロール対象４０の
端部４０Ａまでスクロール対象４０をスクロールする際の操作の負担を軽減できる。例え
ば、第１操作子２１を接触してから被検出物によって表示面２０Ａを接触することで、所
望の情報の近傍まで大まかにスクロール対象４０をスクロールさせることができる。さら
に、第２操作子２２を接触してから被検出物によって表示面２０Ａを接触することで、細
かくスクロール対象４０をスクロールさせ、所望の情報を特定できる。
【００５３】
（実施形態２）
　図８を参照して、本発明の実施形態２に係る画像形成装置２について説明する。図８は
、画像形成装置２を示す。画像形成装置２は、例えば、複写機、プリンター、ファクシミ
リ、又は複合機である。複合機は、例えば、複写機、プリンター、及びファクシミリのう
ち少なくとも２つの機器を備える。
【００５４】
　画像形成装置２は、制御部１０と、表示面２０Ａを含む表示部２０と、タッチパネル３
０と、原稿搬送部１００と、画像読取部１１０と、収納部１２０と、搬送部１３０と、画
像形成部１４０と、定着部１５０と、排出部１６０とを備える。シートＴは、シート搬送
方向に沿って画像形成装置２の内部を搬送される。
【００５５】
　制御部１０は、実施形態１に係る制御部１０として機能し、表示部２０は、実施形態１
に係る表示部２０として機能し、タッチパネル３０は、実施形態１に係るタッチパネル３
０として機能する。従って、画像形成装置２に備えられる制御部１０、表示部２０、及び
タッチパネル３０は、実施形態１に係る表示制御装置１を構成する。
【００５６】
　原稿搬送部１００は、画像読取部１１０に向けて原稿を搬送する。画像読取部１１０は
、原稿の画像を読み取って画像データを生成する。収納部１２０はシートＴを収納する。
収納部１２０は、カセット１２１及び手差しトレイ１２３を含む。カセット１２１はシー
トＴを積載する。シートＴは、カセット１２１又は手差しトレイ１２３から搬送部１３０
に送り出される。シートＴは、例えば、普通紙、コピー紙、再生紙、薄紙、厚紙、光沢紙
、又はＯＨＰ（Ｏｖｅｒｈｅａｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ）シートである。
【００５７】
　搬送部１３０は、画像形成部１４０にシートＴを搬送する。画像形成部１４０は、感光
体ドラム１４１、帯電部１４２、露光部１４３、現像部１４４、転写部１４５、クリーニ
ング部１４６、及び除電部１４７を含み、シートＴに画像を形成（印刷）する。
【００５８】
　画像の転写されたシートＴは定着部１５０に向けて搬送される。定着部１５０は、シー
トＴを加熱及び加圧して、シートＴに画像を定着させる。画像が定着されたシートＴは排
出部１６０に向けて搬送される。排出部１６０はシートＴを排出する。
【００５９】
　制御部１０は、画像形成装置２の各要素を制御する。具体的には、制御部１０が、記憶
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部１７０に格納されたコンピュータープログラムを実行することにより、表示部２０、原
稿搬送部１００、画像読取部１１０、収納部１２０、搬送部１３０、画像形成部１４０、
及び定着部１５０を制御する。制御部１０は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）である。
【００６０】
　以上、図８を参照して説明したように、実施形態２によれば、画像形成装置２は、実施
形態１に係る表示制御装置１として機能する。従って、表示面２０Ａへの第１接触操作Ａ
１を繰り返すことを不要とし、スクロール対象４０の端部４０Ａまでスクロールするよう
に、スクロール対象４０は制御される。その他、実施形態１と同様の効果を得ることがで
きる。
【００６１】
　以上、図１～図８を参照して実施形態１及び実施形態２について説明した。ただし、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り、例えば、以下のような変形も可能である（例えば
、下記に示す（１）～（９））。
【００６２】
　（１）図２を参照して説明したように、スクロール対象４０の長さが閾値未満の場合、
時間の経過に伴ってスクロール速度Ｖ１０を小さくしつつスクロール対象４０の端部４０
Ａに向かうように、スクロール対象４０は制御された。ただし、スクロール対象４０の長
さＬが閾値未満であっても、一定のスクロール速度Ｖ１０で、スクロール対象４０の端部
４０Ａまでスクロールするように、スクロール対象４０は制御されてもよい。
【００６３】
　（２）図２を参照して説明したように、スクロール対象４０は、表示面２０Ａの長辺に
沿った方向にスクロールした。ただし、スクロール対象４０は、表示面２０Ａの短辺に沿
った方向にスクロールしてもよい。この場合、制御部１０は、表示面２０Ａの短辺に沿っ
たスクロール対象４０の長さＬが閾値以上であるか否かを判定する。
【００６４】
　（３）図２を参照して説明したように、第１接触操作Ａ１が検出されたことに応答して
、スクロール対象４０がスクロールするように、制御部１０は、スクロール対象４０を制
御した。ただし、表示面２０Ａから離れるときの第１接触操作Ａ１の速度が０である場合
は、スクロール対象４０を停止させるように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御
してもよい。
【００６５】
　（４）図２、図３、及び図５を参照して説明したように、第１接触操作Ａ１、第２接触
操作Ａ２、及び第３接触操作Ａ３のそれぞれは、被検出物が表示面２０Ａに接触しながら
スクロール対象４０の端部４０Ａに向かう方向に移動する操作であった。ただし、第１接
触操作Ａ１、第２接触操作Ａ２、及び第３接触操作Ａ３のそれぞれは、被検出物が表示面
２０Ａに接触しながらスクロール対象４０の端部４０Ａに向かう方向と異なる方向に移動
する操作であってもよい。また、第１接触操作Ａ１、第２接触操作Ａ２、及び第３接触操
作Ａ３のそれぞれは、被検出物が表示面２０Ａ上で移動せずに、表示面２０Ａを接触する
操作であってもよい。
【００６６】
　（５）図３を参照して説明したように、第２接触操作Ａ２が検出されることに応答して
、第２接触操作Ａ２が検出される前のスクロール速度Ｖ１０よりスクロール速度Ｖ２０は
大きくされた。ただし、制御部１０は、スクロール速度Ｖ１０よりスクロール速度Ｖ２０
を小さくしてもよい。
【００６７】
　（６）図５（ａ）を参照して説明したように、変形例１において、第１接触操作Ａ１で
は、２個の被検出物のそれぞれが表示面２０Ａを接触しつつスクロール対象４０の端部４
０Ａに向かうように移動した。ただし、２個の被検出物のそれぞれは、表示面２０Ａを接
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触しつつスクロール対象４０の端部４０Ａに向かう方向と反対の方向に向かうように移動
してもよい。この場合、スクロール対象４０の端部４０Ａに対向する端部までスクロール
するように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御する。
【００６８】
　（７）図２を参照して説明したように、スクロール対象４０が端部４０Ａまでスクロー
ルされた場合、表示部２０は、スクロール対象４０の端部４０Ａを表示した。ただし、ス
クロール対象４０が端部４０Ａまでスクロールされた場合、表示部２０は、スクロール対
象４０の端部４０Ａの一部を表示してもよいし、スクロール対象４０の端部４０Ａの近傍
を表示してもよい。また、スクロール対象４０の端部４０Ａに隣り合う文字列の一部が表
示されてもよいし、スクロール対象４０の端部４０Ａに隣り合う文字列の全部が表示され
てもよい。
【００６９】
　（８）図２を参照して説明したように、長さＬが閾値以上である場合、スクロール速度
Ｖ１０は一定であった。ただし、スクロール対象４０が端部４０Ａまでスクロールするま
でにスクロール対象４０を停止しなければ、時間の経過に伴ってスクロール速度Ｖ１０は
小さくしてもよい。
【００７０】
　（９）図３（ａ）及び図３（ｂ）を参照して説明したように、第２接触操作Ａ２が検出
されることに応じて、スクロール対象４０は、スクロール速度Ｖ２０でスクロールされた
。ただし、スクロール対象４０がスクロール速度Ｖ２０でスクロールする間に、タッチパ
ネル３０が任意の接触操作を検出することに応じて、スクロール対象４０がスクロール速
度Ｖ１０でスクロールするように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御してもよい
。任意の接触操作は、例えば、スクロール対象４０がスクロールする方向と異なる方向に
向かうスワイプ操作である。また、スクロール対象４０がスクロールする間に、任意の接
触操作が複数回検出される場合、任意の接触操作が検出される度に、スクロール速度Ｖ１
０が小さくなるように、制御部１０は、スクロール対象４０を制御してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、表示制御装置、画像形成装置及び表示制御方法の分野に利用可能である。
【符号の説明】
【００７２】
１　　　表示制御装置
１０　　制御部
２０　　表示部
２０Ａ　表示面
２１　　第１操作子
２２　　第２操作子
３０　　タッチパネル
４０　　スクロール対象
Ａ１　　第１接触操作
Ａ２　　第２接触操作
Ｖ１０　スクロール速度
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