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(57)【要約】
【課題】キーの操作を受け付けたときに、ユーザの誤操
作により、装置が誤動作するのを防止できる動作装置を
提供する。
【解決手段】
　動作装置１００は、表示部１０と、表示部１０に表示
され、入力操作を受け付けると、対応する機能を発揮さ
せる第１機能キー１２０と、表示部１０に表示され、入
力操作を受け付けると、第１機能キー１２０とは異なる
機能を発揮させ、第１機能キー１２０が有効状態のとき
には無効状態であり、第１機能キー１２０が表示されて
いる状態では非表示である第２機能キー１３０と、第１
機能キー１２０が入力操作を受け付けた後の第１段階で
、第１機能キー１２０を無効状態にし、かつ、第１機能
キー１２０を非表示にして第２機能キー１３０を表示さ
せ、第２段階までの期間に、第１機能キー１２０と第２
機能キー１３０が入力操作を受け付けた受付回数に応じ
て、第２機能キー１３０の状態を制御する副制御部４０
と、を備えている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、対応する機能を発揮させる第１機能
キーと、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーとは異なる機能を
発揮させ、前記第１機能キーが有効状態のときには無効状態であり、前記第１機能キーが
表示されている状態では非表示である第２機能キーと、
　前記第１機能キーが入力操作を受け付けた後の第１段階で、前記第１機能キーを無効状
態にし、かつ、前記第１機能キーを非表示にして前記第２機能キーを表示させ、前記第１
段階が終了するまでの期間に、前記第１機能キーと第２機能キーが入力操作を受け付けた
受付回数に応じて、前記第２機能キーを有効状態または無効状態に制御し、その後の第２
段階では、前記第２機能キーを有効状態にする制御部と、
　を備えた動作装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記第１段階が終了するまでの期間に、
　前記第１機能キーと前記第２機能キーが入力操作を受け付けた受付回数が閾値未満のと
きには、前記第２機能キーを無効状態にし、
　前記第１機能キーと前記第２機能キーが入力操作を受け付けた受付回数が閾値以上のと
きには、前記第２機能キーを有効状態にする、請求項１に記載の動作装置。
【請求項３】
　前記第２機能キーは、前記表示部における前記第１機能キーと同じ表示位置に表示され
る、請求項１または２に記載の動作装置。
【請求項４】
　前記第２機能キーは、前記第１機能キーと相反する機能を発揮させるキーである、請求
項１乃至３のいずれかに記載の動作装置。
【請求項５】
　前記第１段階は、
　前記第１機能キーが入力操作を受け付けてから、
　前記表示部が前記第２機能キーの画像を表示するまでの期間である、請求項１乃至４の
いずれかに記載の動作装置。
【請求項６】
　前記第１段階は、
　前記第１機能キーが入力操作を受け付けてから、
　前記表示部が前記第２機能キーの画像を表示し、さらに一定時間が経過するまでの期間
である、請求項１乃至４のいずれかに記載の動作装置。
【請求項７】
　用紙に画像を形成する画像形成部を備えた、請求項１乃至６のいずれかに記載の動作装
置。
【請求項８】
　前記第１機能キーは、前記画像形成部に画像形成を開始させるキーであり、
　前記第２機能キーは、前記画像形成部に画像形成を中止させるキーである、請求項７に
記載の動作装置。
【請求項９】
　情報処理を行ってデータを作成する情報処理部と、前記情報処理部が作成したデータを
外部装置に送信する通信部と、を備えた、請求項１乃至６のいずれかに記載の動作装置。
【請求項１０】
　前記第１機能キーは、前記外部装置に特定の機能を開始させるキーであり、
　前記第２機能キーは、前記外部装置に特定の機能を中止させるキーである、請求項９に
記載の動作装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部に表示したキーの入力操作を受け付け、その入力操作に応じた動作を
行う動作装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置などの複数の機能を備える装置には、表示部に複数のキーを表示し
、ユーザが行った所定のキーの入力操作を受け付け、その操作されたキーに応じた動作を
行うものがある。従来、複数の機能を容易に選択できるように、タッチパネルの周縁部に
入力領域が設けられた操作パネル入力装置が開示されている（例えば、特許文献１参照。
）。
【０００３】
　特許文献１に記載の操作パネル入力装置は、基本的な機能を設定するキーが四隅に表示
された基本画面をタッチパネルに表示し、いずれかのキーが選択されると、詳細な機能を
設定するキーが四隅に表示された詳細画面を表示部に表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２８６７９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の操作パネル入力装置では、ユーザがキーを選択するときに、キーの
表示位置を誤って数回連続して操作（タッチ）することがあった。操作入力装置では、キ
ーが操作される毎に画面の表示を切り替えて、別の機能を選択するキーを表示するので、
ユーザは、結果的に、連続して複数のキーを操作して、詳細画面の表示される機能選択キ
ーを操作したことになる。そのため、上記操作入力装置では、ユーザが選択したい機能と
異なる機能が選択されてしまうという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献１に記載の操作パネル入力装置では、複数の機能を動作させるように指
示を受け付けた場合、装置の制御部は、複数の処理を同時進行させるため、表示部におけ
る画像の切り替えが遅延することがあった。この場合、内部処理においては、画像の切り
替え後の状態に移行しているので、操作したキーに替わって表示されるキーが何であるか
を知っているユーザは、詳細画面のキーに設定された機能を有効にするために、基本画面
に表示されるキーを何回も連続して操作することがあった。操作入力装置は、画像の切り
替え後の操作を受け付けるため、ユーザの意図した機能が設定されることもある。しかし
、キーを操作した回数によっては、詳細画面から、さらに詳細な機能の設定画面に切り替
わるため、ユーザが意図した機能と違う機能が選択されることがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、キーの操作を受け付けたときに、ユーザの誤操作により、装置が誤
動作するのを防止できる動作装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の動作装置は、表示部と、第１機能キーと、第２機能キーと、制御部と、を備
えている。表示部は、第１機能キーと第２機能キーを表示する。第１機能キーは、入力操
作を受け付けると、対応する機能を発揮させる。第２機能キーは、入力操作を受け付ける
と、第１機能キーとは異なる機能を発揮させ、第１機能キーが有効状態のときは無効状態
であり、第１機能キーが表示されている状態では非表示である。制御部は、第１機能キー
が入力操作を受け付けた後の第１段階で、第１機能キーを非表示にして第２機能キーを表
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示させる。そして、制御部は、第１段階が終了するまでの期間に、第１機能キーと第２機
能キーが入力操作を受け付けた受付回数に応じて、第２機能キーの状態を有効状態または
無効状態に制御し、その後の第２段階では、前記第２機能キーを有効状態にする。
【０００９】
　ユーザが第１機能キーと第２機能キーを操作する回数は、その状況によって異なる。例
えば、ユーザが第２機能キーを操作するつもりがないのに、第１機能キーと替わって表示
される第２機能キーを誤って数回操作してしまうことがある。また、ユーザが、第１機能
キーに替わって第２機能キーが表示されるのを知っている場合には、第２機能キーの機能
を有効にするために、第１機能キーまたは第２機能キーを、意識して何回も操作すること
がある。この発明では、第１段階が終了するまでの期間に、第１機能キーと第２機能キー
が入力操作を受け付けた受付回数に応じて、第２機能キーの状態を有効状態または無効状
態に制御する。したがって、上記のように、ユーザが第１機能キーと第２機能キーを操作
した状況に応じてキー操作を受け付けるか否かを決定でき、ユーザの誤操作により、装置
が誤動作するのを防止できる。
【００１０】
　上記発明の動作装置では、第１段階が終了するまでの期間に、第１機能キーと第２機能
キーの操作の受付回数が閾値未満のときには第２機能キーを無効状態にし、第１段階が終
了するまでの期間に第１機能キーと第２機能キーの操作の受付回数が閾値以上のときには
第２機能キーを有効状態にする。
【００１１】
　これにより、ユーザが第１機能キーと第２機能キーを誤って操作したときには、その操
作を受け付けないので、ユーザが意図しない機能が設定されるのを防止できる。また、ユ
ーザが第２機能キーの機能を有効にするために、第１機能キーと第２機能キーを意識して
閾値以上の回数操作したときには、第２機能キーの操作を受け付けるので、ユーザは意図
した機能を設定できる。さらに、第２機能キーに替わって第３の機能キーを表示するよう
に設定されている場合でも、第３の機能キーの操作を受け付けないので、ユーザが第１機
能キーと第２機能キーを操作しても、ユーザが意図しない機能が設定されるのを防止でき
る。
【００１２】
　上記発明では、第１機能キーと、第２機能キーは、表示部の同じ表示位置に表示するの
が好ましい。第１機能キーが入力操作を受け付けて非表示になり、第２機能キーが表示さ
れたときに、第２機能キーの表示位置を容易に把握できるからである。
【００１３】
　上記発明では、第１機能キーと、第２機能キーは、相反する機能を発揮させるキーに設
定するのが好ましい。第１機能キーを誤って操作した場合には、操作後にすぐに第２機能
キーを操作することで、第１機能キーに設定された機能と相反する機能を直ちに設定でき
るからである。
【００１４】
　上記発明では、第１段階を、第１機能キーが入力操作を受け付けてから、表示部が第２
機能キーの画像を表示するまでの期間に設定する。これにより、表示部において第１機能
キーから第２機能キーに表示する画像の切り替えが遅延することがあっても、ユーザの意
図に応じた機能を設定できる。
【００１５】
　上記発明では、第１段階を、第１機能キーが入力操作を受け付けてから、表示部が第２
機能キーの画像を表示し、さらに一定時間が経過するまでの期間に設定する。第１機能キ
ーが操作されると第２機能キーがすぐに表示される場合、ユーザが第１機能キーを誤って
数回タッチすると、第２機能キーがタッチされたことになり、第２機能キーに設定された
機能が有効になるおそれがある。しかし、上記のように設定することで、誤操作が受け付
けられるのを防止できる。
【００１６】
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　上記発明においては、動作装置は、画像形成部を備えており、画像形成装置として機能
する。この場合、第１機能キーを、画像形成部に画像形成を開始させる機能を発揮させる
キーに設定し、第２機能キーを、画像形成部に画像形成を停止させる機能を発揮させるキ
ーに設定する。これにより、画像形成部に誤って画像形成を開始させてしまった場合には
、コピー中止キーを所定回数操作することで、画像形成を中止できる。
【００１７】
　また、上記発明においては、動作装置は、情報処理部と通信部を備えており、情報処理
装置として機能する。この場合、第１機能キーを外部装置に特定の機能を開始させるキー
、第２機能キーを外部装置に特定の機能を中止させるキーに設定する。これにより、動作
装置により外部装置の動作を制御でき、誤操作により外部装置が誤動作するのを防止でき
る。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、キーの操作を受け付けたときに、ユーザの誤操作により、装置が誤
動作するのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の上部の斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る画像形成装置のブロック図である。
【図３】画像形成装置の概略構成を示す正面透視図である。
【図４】操作装置のブロック図である。
【図５】操作装置に表示されるホーム画面の画像である。
【図６】操作装置に表示されるコピー基本画面の画像である。
【図７】（Ａ）は、操作装置に表示されるコピー実行画面の画像である。（Ｂ）は、（Ａ
）とは異なるコピー実行画面の画像である。
【図８】操作装置の副制御部の動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】主装置の主制御部の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】主装置が行うがコピー処理を説明するためのフローチャートである。
【図１１】タイミングチャートである。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る情報処理装置のブロック図である。
【図１３】表示部に表示される印刷開始画面の画像である。
【図１４】表示部に表示される印刷実行画面の画像である。
【図１５】情報処理装置の制御部の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１６】画像形成装置の主制御部の動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　まず、本発明の第１実施形態に係る動作装置について説明する。図１に示すように、動
作装置の一例である画像形成装置１００は、操作装置１及び主装置２を備えている。操作
装置１は、表示部１０と、操作部１４（タッチパネル７６）を備えている。操作部１４は
、表示部１０の表示面の上側に配置されている。
【００２１】
　なお、図１及び後述の図３においては、原稿台３１の上面に設ける蓋部材の表示を省略
している。
【００２２】
　図２に示すように、操作装置１は、表示部１０、操作部１４、記憶部１５、及び副制御
部４０を備えている。また、操作装置１は、コピーキー１２０と、コピー中止キー１３０
を備えている。コピーキー１２０とコピー中止キー１３０は、表示部１０に表示される。
【００２３】
　主装置２は、画像読取部３、画像形成部４、給紙部５、記憶部６、画像処理部７、通信
部８、及び主制御部９を備えている。
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【００２４】
　主制御部９は、画像形成装置１００の各部を制御する。また、副制御部４０は、主制御
部９が出力した制御信号に基づいて、操作装置１の各部を制御する。また、副制御部４０
は、操作部１４で受け付けた操作に応じた信号を主制御部９に出力する。
【００２５】
　図３に示すように、画像読取部３は、原稿台３１及びスキャナユニット３２により構成
されている。画像読取部３は、原稿台３１に置かれた原稿の画像を、スキャナユニット３
２で読み取る。
【００２６】
　画像形成部４は、画像形成ユニット４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ，４４Ｋ、一次転写ベルト
４５、支持ローラ４６、一次転写ベルト駆動ローラ４７、一次転写ローラ４４１～４４４
、二次転写ユニット４８、及び定着ユニット４９により構成される。画像形成ユニット４
４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ，４４Ｋは、それぞれ、イエロー、マゼンタ、シアン、及びブラッ
クの各トナー像を形成する。画像形成ユニット４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ，４４Ｋの上方に
は、無端ベルトである一次転写ベルト４５が配置されている。一次転写ベルト４５は、支
持ローラ４６と一次転写ベルト駆動ローラ４７に掛け渡されてループ状に張架され、矢印
Ｒにて示す方向に回転する。一次転写ベルト４５の内周側には、一次転写ローラ４４１～
４４４が配置されている。一次転写ローラ４４１～４４４は、一次転写ベルト４５を挟ん
で、各画像形成ユニット４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ，４４Ｋに設けられた感光体ドラム４０
１～４０４に対向している。
【００２７】
　画像形成部４は、画像読取部３が読み取った画像に基づいて、カラーまたはモノクロの
トナー像を形成し、二次転写ユニット４８により給紙された用紙にトナー像を転写する。
また、定着ユニット４９で、用紙にトナー像を定着させる。
【００２８】
　給紙部５は、給紙トレイ５５、給紙ローラ６１～６４、排紙ローラ６５、及び排紙トレ
イ４１により構成される。給紙トレイ５５は、画像形成ユニット４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ
，４４Ｋの下方に配置されている。給紙部５は、画像形成部４が形成したトナー像の二次
転写ユニット４８まで用紙を搬送し、トナー像が転写された用紙を定着ユニット４９に搬
送し、トナー像が定着後の用紙を排紙トレイ４１に排出する。
【００２９】
　図２に示したように、記憶部６は、画像処理部７が画像処理した画像や、通信部８が受
信した印刷データなどを一時的に記憶する。
【００３０】
　画像処理部７は、操作部１４で縮小／拡大などの画像処理機能を選択するキーの操作を
受け付けたときには、画像読取部３が読み取った画像に対して画像処理を行って、画像形
成部４に画像データを出力する。また、画像処理部７は、通信部８が受信した画像データ
を画像処理して画像形成部４に出力する。
【００３１】
　通信部８は、通信ネットワーク１４０に接続された情報処理装置１１０などの外部装置
から送られてきた画像データを受信して、画像処理部７に画像データを出力する。
【００３２】
　図４に示すように、表示部１０は、ＬＥＤ駆動回路７１、バックライト用の複数のＬＥ
Ｄ７２、液晶駆動回路７３、及び液晶パネル７４を備えている。操作部１４は、タッチ位
置検出回路７５、及びタッチパネル７６を備えている。記憶部１５は、ＲＯＭ５０及びＲ
ＡＭ６０を備えている。
【００３３】
　ＬＥＤ駆動回路７１は、バックライト用の複数のＬＥＤ７２に対して、点灯／消灯や輝
度などの制御を行う。
【００３４】
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　液晶駆動回路７３は、液晶パネル７４を制御して、液晶パネル７４にコピーキー１２０
やコピー中止キー１３０などの画像を表示させる。
【００３５】
　タッチ位置検出回路７５は、タッチパネル７６のタッチ位置を検出して、タッチ位置に
応じた信号を副制御部４０に出力する。なお、タッチパネル７６は、感圧式と静電式のい
ずれでもよい。
【００３６】
　画像形成装置１００では、電源投入直後の初期状態のときやジョブの待ち受け状態のと
きなどには、副制御部４０は、図５に示すホーム画面８１の画像を液晶パネル７４に表示
させる。ホーム画面８１は、ユーザが画像形成装置１００に実行させるジョブを選択する
ための画面である。ホーム画面８１には、複数のジョブ選択用のアイコン１０１～１０８
が表示される。
【００３７】
　記憶部１５は、液晶駆動回路７３が液晶パネル７４に表示させる複数の画像、及び各画
像に含まれるアイコンやキーの表示位置の座標情報をＲＯＭ５０で予め記憶している。副
制御部４０は、液晶駆動回路７３により液晶パネル７４に画像を表示させると、その画像
に含まれるアイコンやキーの座標情報を、ＲＯＭ５０から読み出す。また、液晶パネル７
４に表示する画像をＲＡＭ６０で一時的に記憶している。
【００３８】
　タッチパネル７６は、ユーザがタッチした位置に応じた信号を副制御部４０に対して出
力する。例えば、タッチパネル７６においてタッチされた位置（例えばタッチされた中心
位置）の座標の情報を出力する。
【００３９】
　副制御部４０は、タッチパネル７６が出力したタッチ位置の座標が、液晶パネル７４に
表示させている画像のいずれのアイコンまたはキーの表示位置であるかを確認する。そし
て、副制御部４０は、タッチ位置の座標が、アイコンまたはキーの表示位置である場合に
は、そのアイコンまたはキーがタッチされたものとして、アイコンまたはキーがタッチさ
れた旨の信号（タッチ検出信号）を主制御部９に出力する。
【００４０】
　主制御部９は、タッチ検出信号が入力されると、そのタッチ検出信号に応じた処理を行
う。
【００４１】
　なお、以下の説明では、副制御部４０が、アイコン（またはキー）がタッチされた位置
を検出してタッチ検出信号を出力する一連の処理について、説明を簡略化する。例えば、
以下の説明では、タッチパネル７６において、液晶パネル７４が表示する画面に含まれる
アイコン（またはキー）の表示位置がタッチされることを、画面のアイコン（またはキー
）がタッチされる、と記載する。
【００４２】
　副制御部４０は、ホーム画面８１のコピーアイコン１０１のタッチを検出すると、ホー
ム画面８１に替えて、図６に示すコピー開始画面８２の画像を液晶パネル７４に表示する
。
【００４３】
　図６に示すように、コピー開始画面８２は、設定キー群１１１、ジョブキー群１１２、
数字キー群１１３、及び第１機能キーであるコピーキー１２０を備えている。
【００４４】
　設定キー群１１１は、コピージョブを選択した際に、さらに詳細な機能を設定するため
のキー群である。図６には、設定キー群１１１の一例として、カラーモードキー、原稿キ
ー、コピー濃度キー、倍率キー、及び用紙キーを表示している。
【００４５】
　ジョブキー群１１２は、コピーに連動させたジョブなどを設定するためのキー群である
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。図６には、ジョブキー群１１２の一例として、プログラム呼び出しキー、印刷と同時に
送信キー、自動一時保存キー、ファイリングキー、エコプログラムキーを表示している。
【００４６】
　数字キー群１１３は、コピー部数などを入力するためのキー群であり、図６にはテンキ
ーとクリア（Ｃ）キーを表示している。
【００４７】
　コピーキー１２０は、画像形成装置１００にコピー処理を開始させるためのキーである
。
【００４８】
　副制御部４０は、コピー開始画面８２のコピーキー１２０のタッチを検出すると、コピ
ー開始画面８２に替えて、図７に示すコピー中止画面８３の画像を液晶パネル７４に表示
する。
【００４９】
　図７（Ａ）に示すように、コピー中止画面８３は、コピー開始画面８２とキーのレイア
ウトはほぼ同様であり、設定キー群１１１、ジョブキー群１１２、数字キー群１１３、及
び第２機能キーであるコピー中止キー１３０を備えている。
【００５０】
　コピー中止キー１３０は、コピー中止画面８３において、コピー開始画面８２のコピー
キー１２０と同じ表示位置（同じ座標）に表示される。
【００５１】
　コピー中止キー１３０は、入力操作を受け付けると、コピーキー１２０に設定された機
能とは異なる機能、すなわちコピーキー１２０と相反する機能であるコピー中止機能を発
揮させる。また、コピー中止キー１３０は、コピーキー１２０が有効状態のときは無効状
態であり、コピーキー１２０が表示されている状態では非表示である。なお、キーの有効
状態とは、キーが入力操作を受け付けて機能を発揮させることができる状態であり、キー
の無効状態とは、キーが入力操作を受け付けない状態である。
【００５２】
　コピー中止画面８３では、選択できるキーが限定される。すなわち、設定キー群１１１
は、キーの枠のみが表示され、いずれのキーも選択できなくなる。ジョブキー群１１２は
、一部のキーのみが選択できる。図７には、プログラム呼び出しキーとエコプログラムキ
ーのみを選択できる場合を示している。数字キー群１１３は、全て選択できる。
【００５３】
　このように、コピー開始画面８２とコピー中止画面８３のレイアウトを同様にするとと
もに、機能が相反するコピーキー１２０とコピー中止キー１３０を同じ位置に配置するこ
とで、ユーザは、コピーキー１２０やコピー中止キー１３０の表示位置を探すことなく、
直感的にキーを選択できる。
【００５４】
　なお、図７（Ｂ）に示すコピー中止画面８３Ｂように、コピー中止キー１３０Ｂを、コ
ピー開始画面８２のコピーキー１２０と同じ表示位置（同じ座標）に表示せずに、コピー
キー１２０と隣接する位置に表示させることも可能である。このように表示しても、ユー
ザは、コピーキー１２０やコピー中止キー１３０Ｂの表示位置を探すことなく、直感的に
キーを選択できる。
【００５５】
　本発明では、コピーキー１２０とコピー中止キー１３０のタッチ回数、すなわち入力操
作を受け付けた受付回数を判定する閾値を設けて、キーが入力操作を受け付けた回数に応
じてコピー中止キー１３０の機能を有効にするか否か、すなわち、コピーを中止するか否
かを決定する。コピーキー１２０の表示位置を誤ってまたは偶然、数回連続してタッチし
てしまい、替わって表示されるコピー中止キー１３０もタッチすることは考えられる。し
かし、何回も連続してタッチするのは、ユーザの意思と考えられるからである。
【００５６】
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　また、図７（Ｂ）に示したようにコピーキー１２０とコピー中止キー１３０Ｂを配置し
た場合、コピーキー１２０の左端を数回タッチしてしまい、替わって表示されるコピー中
止キー１３０Ｂもタッチすることが考えられるからである。
【００５７】
　コピーキー１２０とコピー中止キー１３０が入力操作を受け付けた受付回数（合計タッ
チ回数）を、誤操作によるものと判定する閾値は、例えば３回に設定する。コピーキー１
２０が１回タッチされてから一定時間内（第１段階が始まってから第１段階が終了するま
での期間）にコピー中止キー１３０が１回タッチされたとき、すなわち、コピーキー１２
０とコピー中止キー１３０が入力操作を受け付けた受付回数が２回で閾値である３回未満
であるときには、ユーザがコピーキー１２０を誤ってタッチしたものとする。このときに
は、コピー中止キー１３０を無効状態にする。すなわち、コピー中止キー１３０の操作を
受け付けずにコピー処理を続ける。
【００５８】
　一方、コピーキー１２０がタッチされてから一定時間内（第１段階が始まってから第１
段階が終了するまでの期間）にコピー中止キー１３０が２回以上タッチされたとき、すな
わち、コピーキー１２０とコピー中止キー１３０が入力操作を受け付けた受付回数が閾値
である３回以上であるときには、ユーザが意識してコピーキー１２０とコピー中止キー１
３０をタッチしたものとする。このときには、コピー中止キー１３０を有効状態にする。
すなわち、コピー中止キー１３０の操作を受け付けてコピー処理を中止する。
【００５９】
　また、副制御部２０は、コピーキー１２０が１回タッチされてから一定時間の経過後（
第２段階）には、コピー中止キー１３０を有効状態にする。すなわち、副制御部２０は、
コピーキー１２０が１回タッチされてから一定時間の経過後（第２段階）にコピー中止キ
ー１３０がタッチされたときは、コピー中止キー１３０の操作を受け付けてコピー処理を
中止する。
【００６０】
　このようにすることで、ユーザの誤操作による画像形成装置の誤動作を防止する。また
、表示部における画像の切り替えが遅延することがあったとしても、キーが閾値以上操作
され場合には、替わって表示されるキーを有効にすることができる。
【００６１】
　なお、コピーキー１２０の表示位置を誤ってタッチする回数は、ユーザによって異なる
ことが考えられる。そこで、操作装置１では、コピー中止キー１３０のタッチ回数を誤操
作によるものと判定する閾値を、任意の回数に変更できるように構成している。したがっ
て、操作装置１では、例えば、コピーキー１２０とコピー中止キー１３０のタッチ回数が
、連続３回のときには、ユーザの誤操作と判定し、連続４回以上のときには、ユーザの意
思と判定することも可能である。
【００６２】
　なお、画像形成装置１００では、コピー中止キー１３０がタッチされたときには、コピ
ー処理を中止し、液晶パネル７４の表示をコピー中止画面８３からコピー開始画面８２に
切り替える。このとき、画像形成装置１００は、コピー中止キー１３０が２回以上連続し
てタッチされても、コピー処理を中止後にコピー処理を再開しないように設定されている
。したがって、画像形成装置１００では、コピーキー１２０またはコピー中止キー１３０
が複数回押されても、コピー処理の実行と停止を繰り返すといった誤動作はしない。
【００６３】
　次に、フローチャートに基づいて、画像形成装置１００で行われる処理を説明する。図
８に示すように、副制御部４０は、液晶パネル７４に表示しているホーム画面８１におい
てコピーアイコン１０１がタッチされると、コピー開始画面８２を液晶パネル７４に表示
する。そして、副制御部４０は、いずれかのキーがタッチされるのを待ち受けている（Ｓ
１：Ｎ）。
【００６４】
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　副制御部４０は、コピーキー１２０以外のキーがタッチされたことを検出すると（Ｓ１
：Ｙ、Ｓ２：Ｎ）、そのキーに応じた処理を行う（Ｓ３）。例えば、用紙キーがタッチさ
れたときには、用紙の選択画面を液晶パネル７４に表示させる。
【００６５】
　副制御部４０は、コピーキー１２０がタッチされたことを検出すると（Ｓ１：Ｙ、Ｓ２
：Ｙ）、その旨を伝えるコピー開始信号を主制御部９に出力する。また、副制御部４０は
、予め設定された一定時間の計時を開始し、コピー中止画面８３を液晶パネル７４に表示
させる（Ｓ４）。
【００６６】
　一定時間は、１回目のキータッチを検出してから、そのキータッチに対応して、表示画
面が切り替わるまでの時間（第１段階）である。すなわち、上記の場合では、コピー開始
画面８２のコピーキー１２０がタッチされてから、コピー中止画面８３に表示画面が切り
替わるまでの時間である。また、この場合、コピー中止キー１３０が表示されてからを第
２段階とする。
【００６７】
　図９に示すように、主制御部９は、副制御部４０が出力したコピー開始信号を検出する
と（Ｓ２１）、コピー処理を開始する（Ｓ２２）。また、主制御部９は、コピーの完了と
、副制御部４０が後述のコピー中止信号を出力しているか否かの確認と、を行っている（
Ｓ２３、Ｓ２４）。
【００６８】
　主制御部９は、副制御部４０が出力したコピー開始信号を検出せずに（Ｓ２２：Ｙ）、
コピーが終了した場合には（Ｓ２４：Ｎ、Ｓ２３：Ｙ）、コピー終了信号を副制御部４０
へ出力する（Ｓ２７）。
【００６９】
　主制御部９は、コピーが終了する前に副制御部４０が出力したコピー中止信号を検出す
ると（Ｓ２３：Ｎ、Ｓ２４：Ｙ）、コピー処理を中止して（Ｓ２５）、コピーを中止した
ことを伝えるコピー中止完了信号を副制御部４０へ出力する（Ｓ２６）。
【００７０】
　コピー処理は以下のとおりである。図１０に示すように、主制御部９は、原稿台３１に
置かれた原稿の画像をスキャナユニット３２で読み取らせる。スキャナユニット３２は、
読み取ったカラー画像データを画像処理部７へ出力する（Ｓ３１）。
【００７１】
　画像処理部７は、カラー画像データが入力されると、カラー画像をイエロー、マゼンタ
、シアン、及びブラックの単色画像に分解し、各単色画像を、画像形成部４の画像形成ユ
ニット４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ，４４Ｋに出力する。画像形成ユニット４４Ｙ，４４Ｍ，
４４Ｃ，４４Ｋは、入力された単色画像に基づいて単色トナー像を形成する。画像形成ユ
ニット４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃ，４４Ｋがそれぞれ形成した単色トナー像は、一次転写ロ
ーラ４４１～４４４により一次転写ベルト４５上に重ね合うように順に一次転写されて、
１つのカラートナー像となる（Ｓ３２）。
【００７２】
　一次転写ベルト４５は、一次転写されたトナー像を一次転写ベルト駆動ローラ４７と二
次転写ユニット４８が対向する二次転写位置へ搬送する。
【００７３】
　主制御部９は、画像形成部４がカラートナー画像を形成しているときに、給紙部５によ
り用紙Ｐを搬送する。すなわち、主制御部９は、給紙トレイ５５に収納された用紙Ｐを、
搬送路に配置された給紙ローラ６１～６４により、二次転写ユニット４８が一次転写ベル
ト４５と対向する二次転写位置まで、図３において矢印Ｙにて示す搬送方向に搬送する。
この二次転写位置において、一次転写ベルト４５上のカラートナー像が用紙Ｐに二次転写
される（Ｓ３３）。
【００７４】
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　主制御部９は、カラートナー像が二次転写された用紙Ｐを、定着ユニット４９に搬送し
て、用紙Ｐにカラートナー像を定着させる（Ｓ３４）。そして、主制御部９は、カラート
ナー像が定着した用紙Ｐを、排紙ローラ６５により画像形成装置１００から排紙トレイ４
１へ排出する（Ｓ３５）。
【００７５】
　図８に示すように、副制御部４０は、一定時間の計時を開始後から、一定時間が経過し
てコピー終了までコピー中止キー１３０が１回もタッチされなければ（Ｓ５：Ｎ、Ｓ６：
Ｎ、Ｓ５：Ｎ、Ｓ６：Ｙ、Ｓ７：Ｎ、Ｓ９：Ｎ）、コピー処理が終了すると（Ｓ７：Ｙ）
、液晶パネル７４にコピー開始画面８２を表示させる（Ｓ８）。
【００７６】
　また、副制御部４０は、一定時間が経過してから（Ｓ６：Ｙ）、コピー処理が終了する
前に（Ｓ７：Ｎ）、コピー中止キー１３０がタッチされなければ（Ｓ６：Ｎ、Ｓ７：Ｎ）
、コピー処理が終了すれば（Ｓ６：Ｙ）、液晶パネル７４にコピー開始画面８２を表示さ
せる（Ｓ８）。そして、ステップＳ１以降の処理を行う。
【００７７】
　一方、副制御部４０は、コピー処理が終了する前に（Ｓ７：Ｎ）、コピー中止キー１３
０がタッチされると（Ｓ９：Ｙ）、コピー中止キーが操作されたことを伝えるコピー中止
信号を主制御部９に出力する（Ｓ１０）。また、副制御部４０は、主制御部９がコピー処
理を中止した後に出力したコピー中止完了信号を検出すると（Ｓ１１：Ｙ）、液晶パネル
７４にコピー開始画面８２を表示させる（Ｓ８）。そして、ステップＳ１の処理を行う。
【００７８】
　副制御部４０は、一定時間の計時を開始後から、一定時間が経過するまでにコピー中止
キー１３０が１回だけタッチされた場合には（Ｓ５：Ｎ、Ｓ６：Ｎ、Ｓ５：Ｙ、Ｓ１２：
Ｎ、Ｓ１３：Ｎ、Ｓ１２：Ｙ）、ステップＳ７以降の処理を行う。これは、コピーキー１
２０の表示位置が２回連続してタッチされた場合に相当し、ユーザが誤って（偶然）タッ
チしたものと考えられるので、コピー中止キー１３０のタッチは受け付けない。
【００７９】
　一方、副制御部４０は、一定時間の計時を開始後から、一定時間が経過するまでにコピ
ー中止キー１３０が２回以上タッチされた場合には（Ｓ５：Ｙ、Ｓ１２：Ｎ、Ｓ１３：Ｙ
）、コピー中止信号を出力し（Ｓ１０）、ステップＳ１１以降の処理を行う。これは、コ
ピーキー１２０の表示位置が３回以上連続してタッチされた場合に相当し、ユーザが自己
の意志でタッチしたものと考えられるので、コピー中止キー１３０のタッチを受け付ける
。
【００８０】
　以上の説明では、図１１（Ａ）に示すように、副制御部４０が計時する第１段階の期間
である期間Ｔ１を、コピーキー１２０のタッチ（入力操作）を受け付けてから、画面がコ
ピー中止画面８３に切り替わって、コピー中止キー１３０が表示されるまでの時間とした
。この期間Ｔ１は、画像が切り替わる時間の長さなどに応じて別の期間に設定することも
可能である。例えば、図１１（Ｂ）に示すように、コピーキー１２０がタッチされると、
短時間でコピー中止画面８３に切り替わる場合には、コピーキー１２０のタッチを検出し
てから、コピー中止画面８３に切り替わって一定時間Ｔ３が経過するまでの期間Ｔ２（第
１段階）に設定することも可能である。
【００８１】
　第１機能キーが操作されると第２機能キーがすぐに表示される場合、ユーザが第１機能
キーを誤って数回タッチすると、第２機能キーがタッチされたことになり、第２機能キー
に設定された機能が有効になるおそれがある。しかし、上記のように期間Ｔ２を設定する
ことで、誤操作により第２機能キーに設定された機能が有効になるのを防止できる。
【００８２】
　このように期間Ｔ２を設定した場合、副制御部２０が行う処理は、図８に示したフロー
チャートのステップＳ６及びステップＳ１２において、確認する一定時間の長さが異なる



(12) JP 2013-25433 A 2013.2.4

10

20

30

40

50

だけで、他の処理は同様である。
【００８３】
　以上のように、本発明では、コピーキー１２０の表示位置のタッチ回数によって、コピ
ー中止キー１３０のタッチ（操作）を受け付けるか否かを判定するので、ユーザが誤操作
を行っても、画像形成装置１００が誤動作するのを防止できる。
【００８４】
　なお、以上の説明では、表示位置が同じ位置であるコピーキー１２０とコピー中止キー
１３０を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限るものではなく、ある表示位置のキー
をタッチされると、同じ位置または近接して、異なる機能を選択する別のキーが表示され
る構成であれば、他のキーにも適用できる。
【００８５】
　なお、以上の説明では、画像形成装置１００において、コピー処理を行う場合について
説明したが、これに限るものではなく、他の処理を行う場合にも本発明を適用できる。例
えば、ファックス処理を行うときには、第１の操作キーとしてファックス処理の開始キー
であるファックスキー、第２の操作キーとしてファックス中止キーを設定することも可能
である。
【００８６】
　次に、本発明の第２実施形態に係る動作装置について説明する。第２実施形態では、表
示部に表示された第１機能キーと第２機能キーの入力操作を、マウスにより受け付ける情
報処理装置について説明する。図１２に示すように、情報処理装置１１０は、表示部２１
０、操作部２１４、記憶部２１５、情報処理部２１６、通信部２１７、及び制御部２４０
を備えている。また、情報処理装置１１０は、外部装置である画像形成装置１００に、特
定の機能である印刷機能を開始させるキーである印刷開始キー２２２と、画像形成装置１
００に印刷を中止させるキーである印刷中止キー２３２を備えている。印刷開始キー２２
２と印刷中止キー２３２は、表示部２１０に表示される。
【００８７】
　表示部２１０は、ユーザが作成した文字や画像を表示する。また、表示部２１０は、後
述の印刷開始画面や印刷中止画面を表示する。
【００８８】
　操作部２１４は、キーボードやマウスなどの入力装置を備えている。操作部２１４は、
例えば、ユーザがマウスを操作して、表示部２１０に表示している印刷開始ボタンをクリ
ックすると、印刷開始操作を受け付けた旨の信号を制御部２４０に出力する。
【００８９】
　記憶部２１５は、ＲＯＭ２５２、ＲＡＭ２６２、及びＨＤＤ（ハードディスク）２８２
を備えており、情報処理装置１１０が実行する処理プログラムやアプリケーションプログ
ラム、ユーザが作成した文章や画像などのデータを記憶している。
【００９０】
　情報処理部２１６は、アプリケーションプログラムを実行して、操作部２１４の操作に
基づいて情報処理を行い、文章や画像などのデータを作成する。
【００９１】
　通信部２１７は、通信ネットワーク１４０を介して画像形成装置１００と通信する。
【００９２】
　制御部２４０は、情報処理装置１１０の各部を制御する。
【００９３】
　情報処理装置１１０では、アプリケーションプログラムなどの実行中に印刷が選択され
ると、図１３に示すような印刷開始画面８５の画像を表示部２１０に表示させる。
【００９４】
　印刷開始画面８５は、プリンタ選択メニュー２９２、印刷範囲選択メニュー２９４、印
刷部数選択メニュー２９６、第１機能キーである印刷開始キー２２２、及びキャンセルキ
ー２２３により構成されている。
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【００９５】
　プリンタ選択メニュー２９２は、印刷に使用するプリンタ（画像形成装置）を選択する
ためのメニューである。印刷範囲選択メニュー２９４は、印刷範囲を選択するためのメニ
ューである。印刷部数選択メニュー２９６は、印刷部数を選択するためのメニューである
。印刷開始キー２２２は、入力操作を受け付けると、選択したプリンタ（画像形成装置）
に画像データを送信して、この画像データの印刷を開始させる機能を発揮させるキーであ
る。キャンセルキー２３は、表示部１２において印刷開始画面８５の表示をキャンセルす
るためのキーである。
【００９６】
　情報処理装置１１０では、印刷開始画面８５において、印刷開始キー２２２が選択され
ると、制御部２４０は、表示部２１０に、図１４に示す印刷中止画面８６を表示させる。
【００９７】
　印刷中止画面８６は、印刷開始画面８５とほぼ同様の構成であり、印刷開始キー２２２
とキャンセルキー２２３の表示位置に、これらのキーに替えて、第２機能キーである印刷
中止キー２３２が表示される。
【００９８】
　このように、印刷開始キー２２２と、印刷中止キー２３２を同じ表示位置に表示するこ
とで、操作性を向上できる。
【００９９】
　情報処理装置１１０の制御部２４０は、図１５に示すフローチャートのとおり処理を行
う。図１５に示すフローチャートは、図８に示したフローチャートにおいて、以下の３点
を読み替えたものである。すなわち、（１）画像形成装置１００の副制御部４０を、情報
処理装置１１０の制御部２４０に読み替える。（２）コピーを印刷に読み替える。例えば
、コピーキー１２０を印刷開始キー２２２に、コピー中止キー１３０を印刷中止キー２３
２に読み替える。（３）ステップＳ５４において、情報処理装置１１０は、印刷開始信号
に加えて、画像形成装置１００で印刷する画像データを出力する、と読み替える。
【０１００】
　このように、図１５に示す情報処理装置１１０の制御部２４０が行う処理は、図８に基
づいて説明した画像形成装置１００の副制御部４０が行う処理と同様であるため、図１５
に示すフローチャートの詳細な説明は記載を省略する。
【０１０１】
　画像形成装置１００の主制御部９は、図１６に示すフローチャートのとおり処理を行う
。図１６に示すフローチャートは、図９に示したフローチャートにおいて、以下の２点を
読み替えたものである。すなわち、（１）コピーを印刷に読み替える。例えば、コピー開
始画面８２を印刷開始画面８５に、コピー中止画面８３を印刷中止画面８６に読み替える
。（２）ステップＳ７１において、コピー開始信号に加えて、印刷する画像データを検出
する、と読み替える。
【０１０２】
　このように、図１６に示す画像形成装置１００の主制御部９が行う処理は、図９に基づ
いて説明した画像形成装置１００の主制御部９が行う処理と同様であるため、図１６に示
すフローチャートの詳細な説明は記載を省略する。
【０１０３】
　情報処理装置１１０では、印刷開始キー２２２の表示位置の操作回数によって、印刷中
止キー２３２の操作を受け付けるか否かを判定するので、ユーザが誤操作を行っても、画
像形成装置１００が誤動作するのを防止できる。
【符号の説明】
【０１０４】
１…操作装置　２…主装置　３…画像読取部　４…画像形成部　５…給紙部　６…記憶部
　７…画像処理部　８…通信部　９…主制御部　１０…表示部　１２…表示部　１４…操
作部　１５…記憶部　２０…副制御部　２３…キャンセルキー　３１…原稿台　３２…ス
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キャナユニット　４０…副制御部　４１…排紙トレイ　５０…ＲＯＭ　６０…ＲＡＭ　７
４…液晶パネル　７６…タッチパネル　１００…画像形成装置　１１０…情報処理装置　
１２０…コピーキー　１３０…コピー中止キー　２１０…表示部　２１４…操作部　２１
５…記憶部　２１６…情報処理部　２１７…通信部　２２２…印刷開始キー　２３２…印
刷中止キー　２４０…制御部　２５２…ＲＯＭ　２６２…ＲＡＭ

【図１】 【図２】



(15) JP 2013-25433 A 2013.2.4

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(16) JP 2013-25433 A 2013.2.4

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(17) JP 2013-25433 A 2013.2.4
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