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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが対話形式で入力操作する対話形式画面を含む複数の画面を切替え表示可能であ
って、少なくとも表示中の前記対話形式画面に対する操作を検出するタッチパネルと、
　前記タッチパネルに順次表示される前記複数の画面およびその表示順序を定義する画面
群情報を記憶する画面群記憶手段と、
　所定の条件が満たされた場合に、前記画面の切替タイミングであると判断する切替判断
手段と、
　前記切替判断手段によって前記切替タイミングであると判断されるごとに、前記画面群
記憶手段に記憶されている前記画面群情報に基づいて、前記複数の画面を前記タッチパネ
ルに切り替えて表示する表示制御手段とを備え、
　前記画面群情報によって定義される前記複数の画面は、ユーザにキャラクタおよび装飾
態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面である複数の設定用画面と、前記設定
用画面で設定された前記キャラクタおよび前記装飾態様に基づく印刷用画像を示す前記対
話形式画面であるプレビュー画面とを含み、
　前記表示制御手段は、
　前記タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用画面へ入力するための
キー画像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断手段によって前記切替
タイミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレビュー画面を切り替え
て表示し、
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　前記画面群記憶手段に記憶された前記画面群情報に基づいて、前記複数の設定用画面を
順次切り替えて表示し、且つ、前記複数の設定用画面を全て表示するまでの間に少なくと
も１回は前記プレビュー画面を表示する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記画面群記憶手段に記憶されている前記画面群情報は、ユーザによって指定された前
記複数の画面およびその表示順序に応じて変更されることを特徴とする請求項１に記載の
画像処理装置。
【請求項３】
　前記画面群記憶手段に記憶されている前記画面群情報は、ユーザが前記プレビュー画面
の表示対象とする前記設定用画面を指定した場合、指定された前記設定用画面に次いで前
記プレビュー画面が表示されるように変更されることを特徴とする請求項１または２に記
載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記切替判断手段は、前記表示制御手段によって前記画面が切替表示された後、前記タ
ッチパネルによって最新の操作が検出された時点からの経過時間が所定時間を超えた場合
に、前記切替タイミングであると判断することを特徴とする請求項１から３のいずれかに
記載の画像処理装置。
【請求項５】
　ユーザが対話形式で入力操作する対話形式画面を含む複数の画面を切替え表示可能であ
って、少なくとも表示中の前記対話形式画面に対する操作を検出するタッチパネルと、
　前記タッチパネルに順次表示される前記複数の画面およびその表示順序を定義する画面
群情報を記憶する画面群記憶手段と、
　所定の条件が満たされた場合に、前記画面の切替タイミングであると判断する切替判断
手段と、
　前記切替判断手段によって前記切替タイミングであると判断されるごとに、前記画面群
記憶手段に記憶されている前記画面群情報に基づいて、前記複数の画面を前記タッチパネ
ルに切り替えて表示する表示制御手段と、
　定常状態からの回転角度を検出する角度検出手段を備え、
　前記画面群情報によって定義される前記複数の画面は、ユーザにキャラクタおよび装飾
態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面である設定用画面と、前記設定用画面
で設定された前記キャラクタおよび前記装飾態様に基づく印刷用画像を示す前記対話形式
画面であるプレビュー画面とを含み、
　前記切替判断手段は、前記角度検出手段によって検出される回転角度の変化が所定角度
を超えた場合に、前記切替タイミングであると判断し、
　前記表示制御手段は、
　前記タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用画面へ入力するための
キー画像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断手段によって前記切替
タイミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレビュー画面を切り替え
て表示し、
　前記切替判断手段によって前記切替タイミングであると判断された場合、前記角度検出
手段によって検出される現在の回転角度に応じて、次の前記画面として前記設定用画面お
よび前記プレビュー画面のいずれかに切り替えて表示する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　前記タッチパネルは、矩形状の表示領域を有し、
　前記プレビュー画面は、長尺状の媒体に印刷された前記印刷用画像を例示し、
　前記表示制御手段は、前記矩形状の表示領域の長手方向および短手方向がそれぞれ前記
印刷用画像の長手方向および短手方向と一致する態様で、前記タッチパネルに前記プレビ
ュー画面を表示することを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
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【請求項７】
　前記画像処理装置は、印刷装置に接続される携帯端末であって、
　ユーザに前記印刷装置への印刷実行を指示させるための前記対話形式画面である印刷指
示画面が前記タッチパネルに表示され、且つ前記印刷指示画面から印刷実行が指示された
場合、前記印刷用画像を印刷させるコマンドを前記印刷装置に送信するコマンド送信手段
を備えたことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　ユーザが対話形式で入力操作する対話形式画面を含む複数の画面を切替え表示可能であ
って、少なくとも表示中の前記対話形式画面に対する操作を検出するタッチパネルと、前
記タッチパネルに順次表示される前記複数の画面およびその表示順序を定義する画面群情
報を記憶する画面群記憶手段とを備えた画像処理装置のコンピュータに、
　所定の条件が満たされた場合に、前記画面の切替タイミングであると判断する切替判断
ステップと、
　前記切替判断ステップによって前記切替タイミングであると判断されるごとに、前記画
面群記憶手段に記憶されている前記画面群情報に基づいて、前記複数の画面を前記タッチ
パネルに切り替えて表示する表示制御ステップとを実行させ、
　前記画面群情報によって定義される前記複数の画面は、ユーザにキャラクタおよび装飾
態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面である複数の設定用画面と、前記設定
用画面で設定された前記キャラクタおよび前記装飾態様に基づく印刷用画像を示す前記対
話形式画面であるプレビュー画面とを含み、
　前記表示制御ステップは、
　前記タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用画面へ入力するための
キー画像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断ステップによって前記
切替タイミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレビュー画面を切り
替えて表示し、
　前記画面群記憶手段に記憶された前記画面群情報に基づいて、前記複数の設定用画面を
順次切り替えて表示し、且つ、前記複数の設定用画面を全て表示するまでの間に少なくと
も１回は前記プレビュー画面を表示する
　ことを特徴とする画像処理プログラム。
【請求項９】
　ユーザが対話形式で入力操作する対話形式画面を含む複数の画面を切替え表示可能であ
って、少なくとも表示中の前記対話形式画面に対する操作を検出するタッチパネルと、前
記タッチパネルに順次表示される前記複数の画面およびその表示順序を定義する画面群情
報を記憶する画面群記憶手段と、定常状態からの回転角度を検出する角度検出手段とを備
えた画像処理装置のコンピュータに、
　前記角度検出手段によって検出される回転角度の変化が所定角度を超えた場合に、前記
画面の切替タイミングであると判断する切替判断ステップと、
　前記切替判断ステップによって前記切替タイミングであると判断されるごとに、前記画
面群記憶手段に記憶されている前記画面群情報に基づいて、前記複数の画面を前記タッチ
パネルに切り替えて表示する表示制御ステップとを実行させ、
　前記画面群情報によって定義される前記複数の画面は、ユーザにキャラクタおよび装飾
態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面である設定用画面と、前記設定用画面
で設定された前記キャラクタおよび前記装飾態様に基づく印刷用画像を示す前記対話形式
画面であるプレビュー画面とを含み、
　前記表示制御ステップは、
　前記タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用画面へ入力するための
キー画像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断ステップによって前記
切替タイミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレビュー画面を切り
替えて表示し、
　前記切替判断ステップによって前記切替タイミングであると判断された場合、前記角度
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検出手段によって検出される現在の回転角度に応じて、次の前記画面として前記設定用画
面および前記プレビュー画面のいずれかに切り替えて表示する
　ことを特徴とする画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザに対話形式で入力操作を行わせるユーザインターフェース機能を備え
た画像処理装置、およびこれに用いられる画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザに対話形式で入力操作を行わせるユーザインターフェース機能を備えた画
像処理装置が知られている。このような画像処理装置として、ユーザの入力操作に応じて
画像編集を実行する印刷装置が知られている。このような印刷装置は、ユーザによって編
集された画像を印刷実行前に表示する、いわゆるプレビュー表示機能を備えることがある
（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に開示の印刷装置では、オリジナル画像および
印刷設定情報が、表示装置に表示される。オリジナル画像の表示後、操作部で所定回数の
操作が検出されると、印刷設定情報に基づいて画像調整処理が施されたオリジナル画像（
表示用印刷画像）が、表示装置に表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２２８０１０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に開示の印刷装置では、編集後の画像をプレビュー表示した
い場合や、編集前の画像を再び表示したい場合には、ユーザはその都度、所定の画面切替
操作を行う必要があった。その後、ユーザがさらなる画像編集を行う場合には、所定の画
面切替操作を行うことで、編集目的に応じた画面を表示させる必要があった。
【０００５】
　本発明の目的は、上記課題を解決するためになされたものであり、画像の編集開始から
印刷実行までの操作負担を抑制し、且つ、編集中の画像を適宜確認することができる画像
処理装置、およびこれに用いられる画像処理プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一態様に係る画像処理装置は、ユーザが対話形式で入力操作する対話形式画
面を含む複数の画面を切替え表示可能であって、少なくとも表示中の前記対話形式画面に
対する操作を検出するタッチパネルと、前記タッチパネルに順次表示される前記複数の画
面およびその表示順序を定義する画面群情報を記憶する画面群記憶手段と、所定の条件が
満たされた場合に、前記画面の切替タイミングであると判断する切替判断手段と、前記切
替判断手段によって前記切替タイミングであると判断されるごとに、前記画面群記憶手段
に記憶されている前記画面群情報に基づいて、前記複数の画面を前記タッチパネルに切り
替えて表示する表示制御手段とを備え、前記画面群情報によって定義される前記複数の画
面は、ユーザにキャラクタおよび装飾態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面
である複数の設定用画面と、前記設定用画面で設定された前記キャラクタおよび前記装飾
態様に基づく印刷用画像を示す前記対話形式画面であるプレビュー画面とを含み、前記表
示制御手段は、前記タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用画面へ入
力するためのキー画像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断手段によ
って前記切替タイミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレビュー画
面を切り替えて表示し、前記画面群記憶手段に記憶された前記画面群情報に基づいて、前
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記複数の設定用画面を順次切り替えて表示し、且つ、前記複数の設定用画面を全て表示す
るまでの間に少なくとも１回は前記プレビュー画面を表示することを特徴とする。
　本発明の第二態様に係る画像処理装置は、ユーザが対話形式で入力操作する対話形式画
面を含む複数の画面を切替え表示可能であって、少なくとも表示中の前記対話形式画面に
対する操作を検出するタッチパネルと、前記タッチパネルに順次表示される前記複数の画
面およびその表示順序を定義する画面群情報を記憶する画面群記憶手段と、所定の条件が
満たされた場合に、前記画面の切替タイミングであると判断する切替判断手段と、前記切
替判断手段によって前記切替タイミングであると判断されるごとに、前記画面群記憶手段
に記憶されている前記画面群情報に基づいて、前記複数の画面を前記タッチパネルに切り
替えて表示する表示制御手段と、定常状態からの回転角度を検出する角度検出手段を備え
、前記画面群情報によって定義される前記複数の画面は、ユーザにキャラクタおよび装飾
態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面である設定用画面と、前記設定用画面
で設定された前記キャラクタおよび前記装飾態様に基づく印刷用画像を示す前記対話形式
画面であるプレビュー画面とを含み、前記切替判断手段は、前記角度検出手段によって検
出される回転角度の変化が所定角度を超えた場合に、前記切替タイミングであると判断し
、前記表示制御手段は、前記タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用
画面へ入力するためのキー画像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断
手段によって前記切替タイミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレ
ビュー画面を切り替えて表示し、前記切替判断手段によって前記切替タイミングであると
判断された場合、前記角度検出手段によって検出される現在の回転角度に応じて、次の前
記画面として前記設定用画面および前記プレビュー画面のいずれかに切り替えて表示する
ことを特徴とする。
【０００７】
　上記画像処理装置では、画面の切替タイミングであると判断されると、設定用画面およ
びプレビュー画面を含む複数の画面が、画面群情報に基づいてタッチパネルに順次切り替
えて表示される。設定用画面が表示される際には、タッチパネルに入力用のキー画像が併
せて表示される。設定用画面の表示中に切替タイミングであると判断された場合、タッチ
パネルにプレビュー画面が切り替えて表示される。したがって、ユーザが設定用画面に必
要な情報を入力すると、その入力した情報に基づく印刷用画像を、次に表示されるプレビ
ュー画面で確認できるため、印刷対象のキャラクタおよびその装飾態様の少なくとも一方
を正確且つ容易に設定することができる。
【０００８】
　本発明の第三態様に係る画像処理プログラムは、ユーザが対話形式で入力操作する対話
形式画面を含む複数の画面を切替え表示可能であって、少なくとも表示中の前記対話形式
画面に対する操作を検出するタッチパネルと、前記タッチパネルに順次表示される前記複
数の画面およびその表示順序を定義する画面群情報を記憶する画面群記憶手段とを備えた
画像処理装置のコンピュータに、所定の条件が満たされた場合に、前記画面の切替タイミ
ングであると判断する切替判断ステップと、前記切替判断ステップによって前記切替タイ
ミングであると判断されるごとに、前記画面群記憶手段に記憶されている前記画面群情報
に基づいて、前記複数の画面を前記タッチパネルに切り替えて表示する表示制御ステップ
とを実行させ、前記画面群情報によって定義される前記複数の画面は、ユーザにキャラク
タおよび装飾態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面である複数の設定用画面
と、前記設定用画面で設定された前記キャラクタおよび前記装飾態様に基づく印刷用画像
を示す前記対話形式画面であるプレビュー画面とを含み、前記表示制御ステップは、前記
タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用画面へ入力するためのキー画
像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断ステップによって前記切替タ
イミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレビュー画面を切り替えて
表示し、前記画面群記憶手段に記憶された前記画面群情報に基づいて、前記複数の設定用
画面を順次切り替えて表示し、且つ、前記複数の設定用画面を全て表示するまでの間に少
なくとも１回は前記プレビュー画面を表示することを特徴とする。
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　本発明の第四態様に係る画像処理プログラムは、ユーザが対話形式で入力操作する対話
形式画面を含む複数の画面を切替え表示可能であって、少なくとも表示中の前記対話形式
画面に対する操作を検出するタッチパネルと、前記タッチパネルに順次表示される前記複
数の画面およびその表示順序を定義する画面群情報を記憶する画面群記憶手段と、定常状
態からの回転角度を検出する角度検出手段とを備えた画像処理装置のコンピュータに、前
記角度検出手段によって検出される回転角度の変化が所定角度を超えた場合に、前記画面
の切替タイミングであると判断する切替判断ステップと、前記切替判断ステップによって
前記切替タイミングであると判断されるごとに、前記画面群記憶手段に記憶されている前
記画面群情報に基づいて、前記複数の画面を前記タッチパネルに切り替えて表示する表示
制御ステップとを実行させ、前記画面群情報によって定義される前記複数の画面は、ユー
ザにキャラクタおよび装飾態様の何れかを設定させるための前記対話形式画面である設定
用画面と、前記設定用画面で設定された前記キャラクタおよび前記装飾態様に基づく印刷
用画像を示す前記対話形式画面であるプレビュー画面とを含み、前記表示制御ステップは
、前記タッチパネルに前記設定用画面を表示する場合、前記設定用画面へ入力するための
キー画像を併せて表示し、前記設定用画面の表示中に前記切替判断ステップによって前記
切替タイミングであると判断された場合、前記タッチパネルに前記プレビュー画面を切り
替えて表示し、前記切替判断ステップによって前記切替タイミングであると判断された場
合、前記角度検出手段によって検出される現在の回転角度に応じて、次の前記画面として
前記設定用画面および前記プレビュー画面のいずれかに切り替えて表示することを特徴と
する。
【０００９】
　上記画像処理プログラムでは、画面の切替タイミングであると判断されると、設定用画
面およびプレビュー画面を含む複数の画面が、画面群情報に基づいてタッチパネルに順次
切り替えて表示される。設定用画面が表示される際には、タッチパネルに入力用のキー画
像が併せて表示される。設定用画面の表示中に切替タイミングであると判断された場合、
タッチパネルにプレビュー画面が切り替えて表示される。したがって、ユーザが設定用画
面に必要な情報を入力すると、その入力した情報に基づく印刷用画像を、次に表示される
プレビュー画面で確認できるため、印刷対象のキャラクタおよびその装飾態様の少なくと
も一方を正確且つ容易に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】印刷システム１の概略構成図である。
【図２】印刷システム１の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】印刷用アプリケーションが提供する画面群の一例である。
【図４】図３に示す画面群の続きである。
【図５】図４に示す画面群の続きである。
【図６】印刷対象設定処理のフローチャートである。
【図７】ファイル選択画面処理のフローチャートである。
【図８】画面切替処理のフローチャートである。
【図９】キャラクタ入力画面処理のフローチャートである。
【図１０】枠選択画面処理のフローチャートである。
【図１１】画像選択画面処理のフローチャートである。
【図１２】ラベル長設定画面処理のフローチャートである。
【図１３】プレビュー画面処理のフローチャートである。
【図１４】変形例に係る印刷用アプリケーションが提供する画面群の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。これらの図面は、本発
明が採用しうる技術的特徴を説明するために用いられるものである。記載されている装置
の構成、各種処理のフローチャート等は、それのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明
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例である。
【００１２】
　図１を参照して、印刷システム１の概要について説明する。印刷システム１は、有線ま
たは無線によって接続された印刷装置１０および携帯端末２０を備えている。本実施形態
では、印刷装置１０および携帯端末２０がケーブル２によって接続されている。印刷装置
１０は、長尺状の印刷媒体であるテープにキャラクタ（文字、記号、図形など）を印刷す
るためのラベルプリンタである。携帯端末２０は、ユーザが印刷対象のキャラクタおよび
その装飾態様を設定するために用いる小型のコンピュータ端末（一例として、スマートフ
ォン）である。
【００１３】
　携帯端末２０では、ユーザがキャラクタおよび装飾態様を設定すると、その設定内容を
示す印刷対象データが生成される。携帯端末２０で生成された印刷対象データは、ケーブ
ル２を介して印刷装置１０に対して送信される。印刷装置１０では、携帯端末２０から受
信した印刷対象データに基づいて、テープへの印刷処理が行われる。従ってユーザは、携
帯端末２０を操作することで、印刷装置１０でテープに印刷することができる。
【００１４】
　図２を参照して、印刷システム１の電気的構成を説明する。印刷装置１０は、印刷装置
１０の制御全体を司るＣＰＵ１１を備えている。ＣＰＵ１１は、ＳＲＡＭ１２、ＦＬＡＳ
Ｈ　ＲＯＭ１３、ＥＥＰＲＯＭ１４、ローラ１５、ヘッド１６、操作キー１７、ディスプ
レイ１８、および外部機器インタフェース（外部機器Ｉ／Ｆ）１９と電気的に接続してい
る。
【００１５】
　ＳＲＡＭ１２には、タイマやカウンタ、一時的なデータが記憶される。ＦＬＡＳＨ　Ｒ
ＯＭ１３には、ＣＰＵ１１の制御プログラムやＢＩＯＳ、ＯＳ等が記憶される。ＥＥＰＲ
ＯＭ１４には、パラメータや初期設定情報が記憶される。ローラ１５は、印刷装置１０に
装着されているテープカセット（図示外）に収納されているテープを搬送する。ヘッド１
６は、ローラ１５によって搬送されるテープに印刷を行う。外部機器Ｉ／Ｆ１９は、ケー
ブル２を介して携帯端末２０と通信を行うためのコントローラである。
【００１６】
　携帯端末２０は、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、ＨＤＤ２４、外部機器Ｉ／Ｆ
２５、通信部２６、加速度センサ２７、およびタッチパネル３０と電気的に接続している
。ＲＯＭ２２には、ブートプログラムやＢＩＯＳ等が記憶される。ＲＡＭ２３には、タイ
マやカウンタ、一時的なデータが記憶される。ＨＤＤ２４には、各種のアプリケーション
プログラムやＯＳが記憶される。後述する印刷対象設定処理（図６参照）を実行するため
のアプリケーションプログラム（以下、印刷用アプリケーション）や、印刷用アプリケー
ションによって使用される後述の画面群情報も、ＨＤＤ２４に記憶されている。
【００１７】
　外部機器Ｉ／Ｆ２５は、ケーブル２を介して印刷装置１０と通信を行うためのコントロ
ーラである。通信部２６は、図示外の公衆回線網を介して他の電子機器と通信を行うため
のコントローラである。加速度センサ２７は、携帯端末２０の加速度を検出することで、
携帯端末２０の定常状態からの回転角度（つまり、携帯端末２０の傾き）を特定する。
【００１８】
　携帯端末２０は、正面視で矩形状の本体部２９（図１参照）を備える。本体部２９の正
面側には、外部物体の接触を検知可能な表示体であるタッチパネル３０が設けられている
。タッチパネル３０は、本体部２９の形状に対応して矩形状の表示領域を有する。タッチ
パネル３０は、画像を表示する表示パネル３１上に、外部物体の接触を検知する略透明な
感圧シート３２が積層されている。ＣＰＵ２１は、感圧シート３２で特定された外部物体
の接触位置に基づいて、ユーザの入力操作を判別可能である。
【００１９】
　図３～図５を参照して、携帯端末２０の操作態様および画面遷移の一例を説明する。携
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帯端末２０は、ユーザに対話形式で入力操作を行わせるユーザインターフェース機能を備
えている。ユーザによって印刷用アプリケーションが起動されると、初期画面Ｇ１がタッ
チパネル３０に表示される。初期画面Ｇ１は、ユーザに印刷対象データの新規作成または
更新のいずれを実行するかを選択させる画面である。
【００２０】
　初期画面Ｇ１で印刷対象データの更新（後述するアイコン「Ｏｐｅｎ　Ｆｉｌｅ」）が
選択されると、ファイル選択画面Ｇ２がタッチパネル３０に表示される。ファイル選択画
面Ｇ２は、ユーザに既存の印刷対象データを選択させる画面である。初期画面Ｇ１で印刷
対象データの新規作成（後述するアイコン「Ｎｅｗ　Ｆｉｌｅ」）が選択され、またはフ
ァイル選択画面Ｇ２で印刷対象データが選択されると、ユーザが対話形式で入力操作する
対話形式画面を含む複数の画面が、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報に基づいて、
タッチパネル３０に切替え表示される。
【００２１】
　画面群情報は、印刷用アプリケーションの実行時に、タッチパネル３０に表示する特定
の対話形式画面（以下、表示対象画面という。）、およびその表示順序を定義する。表示
対象画面は、ユーザにキャラクタおよびその装飾態様を設定させるための設定用画面と、
設定用画面で設定された内容に基づく印刷用画像を示すプレビュー画面とを含む。
【００２２】
　本実施形態の設定用画面は、キャラクタ入力画面Ｇ３、枠選択画面Ｇ４、画像選択画面
Ｇ５、ラベル長設定画面Ｇ６を含む。キャラクタ入力画面Ｇ３は、ユーザに印刷対象のキ
ャラクタを設定させるための画面である。枠選択画面Ｇ４、画像選択画面Ｇ５、ラベル長
設定画面Ｇ６は、ユーザにキャラクタの装飾態様を設定させるための画面であり、それぞ
れ、キャラクタの周囲を装飾する「装飾枠」、キャラクタに挿入される「装飾画像」、キ
ャラクタが印刷されるテープの「ラベル長」を設定できる。
【００２３】
　また、キャラクタ入力画面Ｇ３、枠選択画面Ｇ４、画像選択画面Ｇ５、ラベル長設定画
面Ｇ６にそれぞれ対応して、印刷用画像を長尺状の媒体（テープ）に印刷した状態を例示
するプレビュー画面ＰＶ１～ＰＶ４が設けられている。詳細には、プレビュー画面ＰＶ１
は、キャラクタ入力画面Ｇ３で設定されたキャラクタに基づく印刷用画像が表示される。
プレビュー画面ＰＶ２は、枠選択画面Ｇ４で設定された装飾枠に基づく印刷用画像が表示
される。プレビュー画面ＰＶ３は、画像選択画面Ｇ５で設定された装飾画像に基づく印刷
用画像が表示される。プレビュー画面ＰＶ４は、ラベル長設定画面Ｇ６で設定されたラベ
ル長に基づく印刷用画像が表示される。
【００２４】
　ただし、本実施形態のプレビュー画面ＰＶ１～ＰＶ４は、それぞれ、各プレビュー画面
の表示前に設定された全ての内容を反映した印刷用画像を示す。例えば、図５に例示する
プレビュー画面ＰＶ４には、キャラクタ入力画面Ｇ３で設定されたキャラクタを、枠選択
画面Ｇ４で設定された装飾枠と、画像選択画面Ｇ５で設定された装飾画像と、ラベル長設
定画面Ｇ６で設定されたラベル長とで表した印刷用画像が表示される。
【００２５】
　画面群情報が示す全ての表示対象画面が表示されたのち、最終画面Ｇ７がタッチパネル
３０に表示される。最終画面Ｇ７は、ユーザに印刷対象データの印刷および保存のいずれ
を実行するかを選択させる画面である。
【００２６】
　なお、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報は、ユーザが指定した表示対象画面およ
びその表示順序に応じて変更される。つまり、印刷用アプリケーションの起動時に表示さ
れる表示対象画面およびその表示順序を、ユーザは自由に設定することができる。画面群
情報が変更されていない初期状態では、ＨＤＤ２４にはデフォルトの画面群情報が記憶さ
れる。デフォルトの画面群情報では、表示対象画面およびその表示順序として、「Ｇ３→
ＰＶ１→Ｇ４→ＰＶ２→Ｇ５→ＰＶ３→Ｇ６→ＰＶ４」が定義されている。したがって、
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ＨＤＤ２４にデフォルトの画面群情報が記憶された状態で印刷用アプリケーションが起動
されると、図３～図５に例示するように複数の画面が順次切り替え表示される。
【００２７】
　図６～図１３を参照して、携帯端末２０で実行される印刷対象設定処理について説明す
る。印刷対象設定処理（図６）は、携帯端末２０で印刷用アプリケーションが起動される
と、ＣＰＵ２１によって実行される。
【００２８】
　図６に示すように、印刷対象設定処理では、まず初期画面Ｇ１がタッチパネル３０に表
示される（Ｓ１）。初期画面Ｇ１は、印刷対象データの新規作成を指示するためのキー画
像（図３に示すアイコン「Ｎｅｗ　Ｆｉｌｅ」）と、既存の印刷対象データの更新を指示
するためのキー画像（図３に示すアイコン「Ｏｐｅｎ　Ｆｉｌｅ」）とを含む。初期画面
Ｇ１でアイコン「Ｏｐｅｎ　Ｆｉｌｅ」が選択された場合、既存の印刷対象データの更新
であると判断され（Ｓ３：ＮＯ）、以下のファイル選択画面処理が実行される（Ｓ５）。
【００２９】
　図７に示すように、ファイル選択画面処理では、タッチパネル３０の表示画面が、初期
画面Ｇ１からファイル選択画面Ｇ２に切り替えられる（Ｓ５１）。ファイル選択画面Ｇ２
は、既存の印刷対象データを指定するための入力領域を含み、ユーザはその入力領域に一
覧表示される印刷対象データのいずれかを自由に指定できる。なお、入力領域に一覧表示
される印刷対象データは、ファイル選択画面Ｇ２に含まれるキー画像（図３に示すアイコ
ン「Ｎｅｘｔ　Ｐａｇｅ・・」）を押下すると切り替えることができる。ファイル選択画
面Ｇ２で印刷対象データが指定された場合（Ｓ５３：ＹＥＳ）、その指定された印刷対象
データがＲＡＭ２３に読み出される（Ｓ５５）。ステップＳ５５の実行後、処理は印刷対
象設定処理（図６）に戻る。なお、印刷対象データが指定されない場合（Ｓ５３：ＮＯ）
、処理はステップＳ５３に戻り、ユーザの入力操作が待ち受けられる。
【００３０】
　図６に戻る。初期画面Ｇ１でアイコン「Ｎｅｗ　Ｆｉｌｅ」が選択された場合、印刷対
象データの新規作成であると判断され（Ｓ３：ＹＥＳ）、ＲＡＭ２３に設定された新規の
印刷対象データを対象として、ステップＳ７以降の処理が実行される。一方、ステップＳ
５の実行後は、ＲＡＭ２３に読み出された既存の印刷対象データを対象として、ステップ
Ｓ７以降の処理が実行される。ステップＳ７では、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情
報がＲＡＭ２３に読み出される（Ｓ７）。このとき、画面群情報が示す先頭ページが、Ｒ
ＡＭ２３に切替先画面（現在表示中の画面に切り替えて表示する画面）として設定される
。
【００３１】
　ステップＳ７の実行後、ＲＡＭ２３に設定されている切替先画面が読み出され（Ｓ９）
、切替先画面が設定されているか否かが判断される（Ｓ１１）。切替先画面が設定されて
いる場合（Ｓ１１：ＹＥＳ）、以下の画面切替処理が実行される（Ｓ１３）。
【００３２】
　図８に示すように、画面切替処理では、まずステップＳ９で読み出された切替先画面が
、キャラクタ入力画面Ｇ３であるか否かが判断される（Ｓ７１）。切替先画面がキャラク
タ入力画面Ｇ３である場合（Ｓ７１：ＹＥＳ）、後述のキャラクタ入力画面処理が実行さ
れる（Ｓ７３）。切替先画面がキャラクタ入力画面Ｇ３でない場合（Ｓ７１：ＮＯ）、切
替先画面が枠選択画面Ｇ４であるか否かが判断される（Ｓ７５）。切替先画面が枠選択画
面Ｇ４である場合（Ｓ７５：ＹＥＳ）、後述の枠選択画面処理が実行される（Ｓ７７）。
切替先画面が枠選択画面Ｇ４でない場合（Ｓ７５：ＮＯ）、切替先画面が画像選択画面Ｇ
５であるか否かが判断される（Ｓ７９）。切替先画面が画像選択画面Ｇ５である場合（Ｓ
７９：ＹＥＳ）、後述の画像選択画面処理が実行される（Ｓ８１）。
【００３３】
　切替先画面が画像選択画面Ｇ５でない場合（Ｓ７９：ＮＯ）、切替先画面がラベル長設
定画面Ｇ６であるか否かが判断される（Ｓ８３）。切替先画面がラベル長設定画面Ｇ６で
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ある場合（Ｓ８３：ＹＥＳ）、後述のラベル長設定画面処理が実行される（Ｓ８５）。切
替先画面がラベル長設定画面Ｇ６でない場合（Ｓ８３：ＮＯ）、切替先画面はプレビュー
画面ＰＶ１～ＰＶ４のいずれかであるため、後述のプレビュー画面処理が実行される（Ｓ
８７）。ステップＳ７３、Ｓ７７、Ｓ８１、Ｓ８５、Ｓ８７のいずれかの実行後、処理は
印刷対象設定処理（図６）に戻る。
【００３４】
　図９に示すように、キャラクタ入力画面処理では、タッチパネル３０の表示画面が、キ
ャラクタ入力画面Ｇ３に切り替えられる（Ｓ１０１）。キャラクタ入力画面Ｇ３は、キャ
ラクタを入力するための操作キーを示すキー画像（図３に示すキーボードを模した画像）
や、入力されたキャラクタの表示領域などを含む。キャラクタ入力画面Ｇ３で次に進むこ
とを指示する操作（例えば、画面上に表示された決定キーの押下や、画面上で指を左方向
へスライドさせるページ送り操作など）が行われると（Ｓ１０３：ＹＥＳ）、キャラクタ
入力画面Ｇ３に入力されたキャラクタがＲＡＭ２３に記憶される（Ｓ１０５）。
【００３５】
　その後、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報に基づいて、キャラクタ入力画面Ｇ３
よりも表示順序が一つ後の画面（すなわち、次ページ）が、ＲＡＭ２３に切替先画面とし
て設定される（Ｓ１０７）。ただし、画面群情報が示すキャラクタ入力画面Ｇ３の表示順
序が末尾であれば、切替先画面は未設定に更新される。
【００３６】
　一方、キャラクタ入力画面Ｇ３で前に戻ることを指示する操作（例えば、画面上に表示
されたアイコン「Ｃａｎｃｅｌ」の押下や、画面上で指を右方向へスライドさせるページ
戻し操作など）が行われると（Ｓ１０３：ＮＯ、Ｓ１０９：ＹＥＳ）、キャラクタ入力画
面Ｇ３よりも表示順序が一つ前の画面（すなわち、前ページ）が、ＲＡＭ２３に切替先画
面として設定される（Ｓ１１１）。
【００３７】
　ページの切り替えを発生させる操作がない場合（Ｓ１０３：ＮＯ、Ｓ１０９：ＮＯ）、
処理はステップＳ１０３に戻り、ユーザの入力操作が待ち受けられる。ステップＳ１０７
またはＳ１１１の実行後、処理は印刷対象設定処理（図６）に戻る。なお、次回の画面切
替処理（図８）では、タッチパネル３０の表示画面が、キャラクタ入力画面Ｇ３からステ
ップＳ１０７またはＳ１１１で設定された切替先画面に切り替えられる。ただし、ステッ
プＳ１０７で切替先画面が未設定に更新された場合は、後述の最終画面Ｇ７に切り替えら
れる（Ｓ１１：ＮＯ、Ｓ１５）。
【００３８】
　図１０に示すように、枠選択画面処理では、タッチパネル３０の表示画面が、枠選択画
面Ｇ４に切り替えられる（Ｓ１２１）。枠選択画面Ｇ４は、複数の装飾枠がリスト状に表
示されるとともに、ユーザがいずれかの装飾枠を自由に選択可能な操作領域を含む（図４
参照）。枠選択画面Ｇ４で次に進むことを指示する操作（例えば、画面上に表示された枠
の選択操作や、画面上で指を左方向へスライドさせるページ送り操作など）が行われると
（Ｓ１２３：ＹＥＳ）、枠選択画面Ｇ４で選択された装飾枠がＲＡＭ２３に記憶される（
Ｓ１２５）。
【００３９】
　その後、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報に基づいて、枠選択画面Ｇ４の次ペー
ジが、ＲＡＭ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１２７）。ただし、画面群情報が示
す枠選択画面Ｇ４の表示順序が末尾であれば、切替先画面は未設定に更新される。一方、
枠選択画面Ｇ４で前に戻ることを指示する操作（例えば、画面上に表示されたアイコン「
Ｃａｎｃｅｌ」の押下や、画面上で指を右方向へスライドさせるページ戻し操作など）が
行われると（Ｓ１２３：ＮＯ、Ｓ１２９：ＹＥＳ）、枠選択画面Ｇ４の前ページが、ＲＡ
Ｍ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１３１）。
【００４０】
　ページの切り替えを発生させる操作がない場合（Ｓ１２３：ＮＯ、Ｓ１２９：ＮＯ）、
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処理はステップＳ１２３に戻り、ユーザの入力操作が待ち受けられる。ステップＳ１２７
またはＳ１３１の実行後、処理は印刷対象設定処理（図６）に戻る。なお、次回の画面切
替処理（図８）では、タッチパネル３０の表示画面が、枠選択画面Ｇ４からステップＳ１
２７またはＳ１３１で設定された切替先画面に切り替えられる。ただし、ステップＳ１２
７で切替先画面が未設定に更新された場合は、後述の最終画面Ｇ７に切り替えられる（Ｓ
１１：ＮＯ、Ｓ１５）。
【００４１】
　図１１に示すように、画像選択画面処理では、タッチパネル３０の表示画面が、画像選
択画面Ｇ５に切り替えられる（Ｓ１４１）。画像選択画面Ｇ５は、複数の装飾画像がリス
ト状に表示されるとともに、ユーザがいずれかの装飾画像を自由に選択可能な操作領域を
含む（図４参照）。画像選択画面Ｇ５で次に進むことを指示する操作（例えば、画面上に
表示された画像の選択操作や、画面上で指を左方向へスライドさせるページ送り操作など
）が行われると（Ｓ１４３：ＹＥＳ）、画像選択画面Ｇ５で選択された装飾画像がＲＡＭ
２３に記憶される（Ｓ１４５）。
【００４２】
　その後、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報に基づいて、画像選択画面Ｇ５の次ペ
ージが、ＲＡＭ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１４７）。ただし、画面群情報が
示す画像選択画面Ｇ５の表示順序が末尾であれば、切替先画面は未設定に更新される。一
方、画像選択画面Ｇ５で前に戻ることを指示する操作（例えば、画面上に表示されたアイ
コン「Ｃａｎｃｅｌ」の押下や、画面上で指を右方向へスライドさせるページ戻し操作な
ど）が行われると（Ｓ１４３：ＮＯ、Ｓ１４９：ＹＥＳ）、画像選択画面Ｇ５の前ページ
が、ＲＡＭ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１５１）。
【００４３】
　ページの切り替えを発生させる操作がない場合（Ｓ１４３：ＮＯ、Ｓ１４９：ＮＯ）、
処理はステップＳ１４３に戻り、ユーザの入力操作が待ち受けられる。ステップＳ１４７
またはＳ１５１の実行後、処理は印刷対象設定処理（図６）に戻る。なお、次回の画面切
替処理（図８）では、タッチパネル３０の表示画面が、画像選択画面Ｇ５からステップＳ
１４７またはＳ１５１で設定された切替先画面に切り替えられる。ただし、ステップＳ１
４７で切替先画面が未設定に更新された場合は、後述の最終画面Ｇ７に切り替えられる（
Ｓ１１：ＮＯ、Ｓ１５）。
【００４４】
　図１２に示すように、ラベル長設定画面処理では、タッチパネル３０の表示画面が、ラ
ベル長設定画面Ｇ６に切り替えられる（Ｓ１６１）。ラベル長設定画面Ｇ６は、ユーザが
ラベル長を自由に設定可能な操作領域を含む（図５参照）。ラベル長設定画面Ｇ６で次に
進むことを指示する操作（例えば、画面上に表示された決定キーの押下や、画面上で指を
左方向へスライドさせるページ送り操作など）が行われると（Ｓ１６３：ＹＥＳ）、ラベ
ル長設定画面Ｇ６で設定されたラベル長がＲＡＭ２３に記憶される（Ｓ１６５）。
【００４５】
　その後、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報に基づいて、ラベル長設定画面Ｇ６の
次ページが、ＲＡＭ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１６７）。ただし、画面群情
報が示すラベル長設定画面Ｇ６の表示順序が末尾であれば、切替先画面は未設定に更新さ
れる。一方、ラベル長設定画面Ｇ６で前に戻ることを指示する操作（例えば、画面上に表
示されたアイコン「Ｃａｎｃｅｌ」の押下や、画面上で指を右方向へスライドさせるペー
ジ戻し操作など）が行われると（Ｓ１６３：ＮＯ、Ｓ１６９：ＹＥＳ）、ラベル長設定画
面Ｇ６の前ページが、ＲＡＭ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１７１）。
【００４６】
　ページの切り替えを発生させる操作がない場合（Ｓ１６３：ＮＯ、Ｓ１６９：ＮＯ）、
処理はステップＳ１６３に戻り、ユーザの入力操作が待ち受けられる。ステップＳ１６７
またはＳ１７１の実行後、処理は印刷対象設定処理（図６）に戻る。なお、次回の画面切
替処理（図８）では、タッチパネル３０の表示画面が、ラベル長設定画面Ｇ６からステッ
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プＳ１６７またはＳ１７１で設定された切替先画面に切り替えられる。ただし、ステップ
Ｓ１６７で切替先画面が未設定に更新された場合は、後述の最終画面Ｇ７に切り替えられ
る（Ｓ１１：ＮＯ、Ｓ１５）。
【００４７】
　図１３に示すように、プレビュー画面処理では、まず、現時点までに表示された設定用
画面で設定済みの内容（つまり、ＲＡＭ２３に記憶されているキャラクタおよび装飾態様
）に基づいて、印刷用画像が生成される（Ｓ１８１）。タッチパネル３０の表示画面が、
ステップＳ１８１で生成された印刷用画像を含むプレビュー画面に切り替えられる（Ｓ１
８３）。これにより、例えば表示対象のプレビュー画面ＰＶ１～ＰＶ４に応じて、設定済
みのキャラクタを設定済みの装飾態様で表した印刷用画像が生成および表示される（図３
～図５参照）。
【００４８】
　表示中のプレビュー画面で次に進むことを指示する操作（例えば、画面上に表示された
決定キーの押下や、画面上で指を左方向へスライドさせるページ送り操作など）が行われ
ると（Ｓ１８５：ＹＥＳ）、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報に基づいて、表示中
のプレビュー画面の次ページが、ＲＡＭ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１８７）
。ただし、画面群情報が示す表示中のプレビュー画面の表示順序が末尾であれば、切替先
画面は未設定に更新される。
【００４９】
　一方、表示中のプレビュー画面で前に戻ることを指示する操作（例えば、画面上に表示
されたアイコン「Ｃａｎｃｅｌ」の押下や、画面上で指を右方向へスライドさせるページ
戻し操作など）が行われると（Ｓ１８５：ＮＯ、Ｓ１８９：ＹＥＳ）、表示中のプレビュ
ー画面の前ページが、ＲＡＭ２３に切替先画面として設定される（Ｓ１９１）。
【００５０】
　ページの切り替えを発生させる操作がない場合（Ｓ１８５：ＮＯ、Ｓ１８９：ＮＯ）、
処理はステップＳ１８５に戻り、ユーザの入力操作が待ち受けられる。ステップＳ１８７
またはＳ１９１の実行後、処理は印刷対象設定処理（図６）に戻る。なお、次回の画面切
替処理（図８）では、タッチパネル３０の表示画面が、表示中のプレビュー画面からステ
ップＳ１８７またはＳ１９１で設定された切替先画面に切り替えられる。ただし、ステッ
プＳ１８７で切替先画面が未設定に更新された場合は、後述の最終画面Ｇ７に切り替えら
れる（Ｓ１１：ＮＯ、Ｓ１５）。
【００５１】
　図６に戻る。ステップＳ１３の実行後、ステップＳ９に戻って最新の切替先画像がＲＡ
Ｍ２３から読み出される。切替先画面が設定されていれば（Ｓ１１：ＹＥＳ）、先述の画
面切替処理が実行されて（Ｓ１３）、切替先画面として設定されている次ページまたは前
ページに切替え表示される。一方、切替先画面が未設定である場合（Ｓ１１：ＮＯ）、最
終画面Ｇ７がタッチパネル３０に表示される（Ｓ１５）。最終画面Ｇ７は、印刷対象デー
タ（つまり、ＲＡＭ２３に記憶されているキャラクタおよびその装飾態様）の印刷実行を
指示するためのキー画像（図５に示すアイコン「Ｐｒｉｎｔ」）と、印刷対象データの保
存を指示するためのキー画像（図５に示すアイコン「Ｓａｖｅ　Ｆｉｌｅ」）とを含む。
【００５２】
　最終画面Ｇ７でアイコン「Ｐｒｉｎｔ」が選択された場合、印刷対象データの印刷実行
であると判断され（Ｓ１７：ＹＥＳ）、印刷対象データに基づいて生成された印刷コマン
ドが、ケーブル２を介して印刷装置１０に送信される（Ｓ１９）。本実施形態では、印刷
用アプリケーションが公知のプリンタドライバ機能を有しており、上記の印刷コマンドは
印刷用アプリケーションによって生成される。また、最終画面Ｇ７でアイコン「Ｓａｖｅ
　Ｆｉｌｅ」が選択された場合、印刷対象データの保存であると判断され（Ｓ１７：ＮＯ
、Ｓ２１：ＹＥＳ）、印刷対象データがＨＤＤ２４に保存（新規登録または上書き更新）
される（Ｓ２３）。
【００５３】
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　一方、最終画面Ｇ７で前に戻ることを指示する操作（例えば、画面上に表示されたアイ
コン「Ｃａｎｃｅｌ」の押下や、画面上で指を右方向へスライドさせるページ戻し操作な
ど）が行われると（Ｓ２１：ＮＯ、Ｓ２５：ＹＥＳ）、最終画面Ｇ７の前ページがＲＡＭ
２３に切替先画面として設定され（Ｓ２７）、処理はステップＳ９に戻る。これにより、
次回の画面切替処理（図８）では、タッチパネル３０の表示画面が、最終画面Ｇ７からス
テップＳ２７で設定された切替先画面に切り替えられる。なお、ページの切り替えを発生
させる操作がない場合（Ｓ２５：ＮＯ）、処理はステップＳ１７に戻り、ユーザの入力操
作が待ち受けられる。ステップＳ１９またはＳ２３の実行後、印刷対象設定処理（図６）
は終了する。
【００５４】
　以上の構成及び処理によって、本実施形態の携帯端末２０では、画面の切替タイミング
であると判断されると、設定用画面およびプレビュー画面を含む複数の画面が、画面群情
報に基づいてタッチパネル３０に順次切り替えて表示される。設定用画面が表示される際
には、タッチパネル３０に入力用のキー画像が併せて表示される。設定用画面の表示中に
切替タイミングであると判断された場合、タッチパネル３０にプレビュー画面が切り替え
て表示される。つまり、ユーザが設定用画面に必要な情報を入力すると、その入力した情
報に基づく印刷用画像を、次に表示されるプレビュー画面で確認できる。
【００５５】
　例えば、ＨＤＤ２４にデフォルトの画面群情報が記憶された状態で印刷用アプリケーシ
ョンが起動されると、図３～図５に例示するように複数の画面Ｇ１～Ｇ７が順次切り替え
表示される。ユーザは、各画面Ｇ１～Ｇ７に必要な各種情報を順次入力しつつ、その過程
で適宜表示されるプレビュー画面ＰＶ１～ＰＶ４を参照することで、印刷対象のキャラク
タおよびその装飾態様を正確且つ容易に設定することができる。
【００５６】
　ユーザは、設定用画面（キャラクタ入力画面Ｇ３、枠選択画面Ｇ４、画像選択画面Ｇ５
、ラベル長設定画面Ｇ６など）で、キャラクタおよびその装飾態様（装飾枠、装飾画像、
ラベル長など）を自由に設定できる。しかも、これらの設定用画面では、ユーザが各種情
報を設定するためのキー画像が、タッチパネル３０上に提供される。よって、物理的な操
作キーを有しない携帯端末でも、ユーザは印刷対象のキャラクタおよびその装飾態様を正
確且つ容易に設定することができる。
【００５７】
　ところで、携帯端末２０のような小型のコンピュータ端末では、タッチパネル３０の表
示可能領域が小さい。タッチパネル３０に情報入力用のキー画像を表示すると、タッチパ
ネル３０で各種情報を表示するための領域がさらに狭くなる。その結果、従来のキー画像
を表示可能なコンピュータ端末（例えば、スマートフォン）では、ユーザが設定したキャ
ラクタおよびその装飾態様と、その設定内容に基づくプレビュー画面とを、ユーザが認識
可能なサイズで同時に表示するのは困難である。
【００５８】
　したがって、例えば従来のスマートフォンにおいて、複数の画面に対話形式でキャラク
タおよびその装飾態様を順次入力する場合は、ユーザが一の設定用画面で情報入力したの
ち、プレビュー画面に切り替えて所望の印刷結果を得られるか否かを確認する。プレビュ
ー画面で表示された印刷結果に問題がなければ、プレビュー画面から元の設定用画面に戻
り、さらに他の設定用画面に切り替えて情報入力を再開する必要があった。
【００５９】
　その点、本実施形態の携帯端末２０では、画面群情報によって定められた手順で画面表
示が行われて、ユーザが対話形式で必要な情報を順次入力することができ、しかも設定用
画面に次いでプレビュー画面が自動的に適宜表示される。より詳細には、ＨＤＤ２４に記
憶されている画面群情報に基づいて、複数の設定用画面が順次切り替えて表示され、且つ
、複数の設定用画面を全て表示するまでの間に少なくとも１回はプレビュー画面が表示さ
れる。
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【００６０】
　そのため、ユーザがキャラクタおよびその装飾態様を設定する際に、一の設定用画面に
次いで表示されるプレビュー画面に問題がなければ、一の設定用画面に戻ることなく他の
設定用画面に進むため、設定用画面とプレビュー画面とを何度も切り替える操作を行う必
要がない。したがって、小型のコンピュータ端末であっても、ユーザは印刷対象のキャラ
クタおよびその装飾態様を正確且つ容易に設定することができる。
【００６１】
　なお、本実施形態では、ユーザが表示対象画面およびその表示順序を指定すると、ＣＰ
Ｕ２１はＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報を指定内容に応じて変更する。例えば、
ユーザが装飾枠および装飾画像を設定せず（言い換えると、ラベル長だけを設定し）、且
つ、ラベル長をキャラクタよりも先に設定するように、表示対象画面およびその表示順序
を指定したとする。この場合、ＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報は、「Ｇ６→ＰＶ
４→Ｇ３→ＰＶ１」に変更される。これにより、ユーザがキャラクタおよびその装飾態様
を設定する際の自由度および効率性を高めることができる。
【００６２】
　また、ユーザがプレビュー画面の表示対象とする設定用画面を指定すると、ＣＰＵ２１
はＨＤＤ２４に記憶されている画面群情報を、指定された設定用画面に次いでプレビュー
画面が表示されるように変更する。例えば、ユーザがラベル長設定画面Ｇ６のみをプレビ
ュー画面の表示対象として指定したとする。この場合、ＨＤＤ２４に記憶されている画面
群情報は、「Ｇ３→Ｇ４→Ｇ５→Ｇ６→ＰＶ４」に変更される。これにより、ユーザがキ
ャラクタおよびその装飾態様を設定する際の自由度および効率性を高めることができる。
【００６３】
　上記実施形態において、携帯端末２０および印刷用アプリケーションが、本発明の「画
像処理装置」および「画像処理プログラム」に相当する。ＨＤＤ２４が本発明の「画面群
記憶手段」に相当する。ステップＳ１０３、Ｓ１０９、Ｓ１２３、Ｓ１２９、Ｓ１４３、
Ｓ１４９、Ｓ１６３、Ｓ１６９、Ｓ１８５、Ｓ１８９を実行するＣＰＵ２１が、本発明の
「切替判断手段」に相当する。ステップＳ９～Ｓ１３を実行するＣＰＵ２１が、本発明の
「表示制御手段」に相当する。ステップＳ１９を実行するＣＰＵ２１が、本発明の「コマ
ンド送信手段」に相当する。ステップＳ１０３、Ｓ１０９、Ｓ１２３、Ｓ１２９、Ｓ１４
３、Ｓ１４９、Ｓ１６３、Ｓ１６９、Ｓ１８５、Ｓ１８９が、本発明の「切替判断ステッ
プ」に相当する。ステップＳ９～Ｓ１３が、本発明の「表示制御ステップ」に相当する。
【００６４】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能である。上記実施
形態では、タッチパネル３０に対するユーザ操作に応じて表示画面が切替えられるが、タ
ッチパネル３０の表示画面は他の条件が満たされた場合に切替えられてもよい。
【００６５】
　例えば、ステップＳ１３の画面切替処理（図８参照）において、タッチパネル３０で表
示画面が切替えられた後で、タッチパネル３０によって最新の操作（つまり、表示画面に
対する最後のユーザ操作）が検出された時点からの経過時間が所定時間（例えば、１０秒
）を超えた場合に、表示画面が切り換えられてもよい。
【００６６】
　より具体的には、ステップＳ１０３、Ｓ１２３、Ｓ１４３、Ｓ１６３、Ｓ１８５では、
タッチパネル３０で表示画面に対する最後のユーザ操作からの所定時間が経過した場合に
、次に進むと判断されればよい。これにより、表示画面に対する最後のユーザ操作から所
定時間が経過した場合には、表示画面に対する情報設定が完了しているものとみなして画
面を進めることで、キャラクタおよびその装飾態様の設定作業をより迅速にできる。
【００６７】
　また、ステップＳ１３の画面切替処理（図８参照）において、加速度センサ２７によっ
て検出される回転角度の変化が所定角度（例えば、９０度）を超えた場合に、表示画面が
切り換えられてもよい。より具体的には、ステップＳ１０３、Ｓ１２３、Ｓ１４３、Ｓ１
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に進むと判断されればよい。
【００６８】
　これにより、図１４に例示するように、ユーザが表示画面に対する情報設定を完了した
のちに携帯端末２０を右回転させるだけで画面を進めることができ、ひいてはキャラクタ
およびその装飾態様の設定作業をより迅速にできる。逆に、ステップＳ１０９、Ｓ１２９
、Ｓ１４９、Ｓ１６９、Ｓ１８９では、加速度センサ２７によって９０度の左回転が検出
された場合に、前に戻ると判断されてもよい。これにより、ユーザは携帯端末２０を左回
転させるだけで画面を戻すことができる。
【００６９】
　この変形例では、図１４に示すように、タッチパネル３０の矩形状の表示領域の長手方
向および短手方向がそれぞれ印刷用画像の長手方向および短手方向と一致する態様で、タ
ッチパネル３０にプレビュー画面が表示されることが好適である。具体的には、タッチパ
ネル３０が縦長となる回転状態にあるときは、縦長の設定用画面（図１４では、キャラク
タ入力画面Ｇ３および枠選択画面Ｇ４）が表示されることが好適である。一方、タッチパ
ネル３０が横長となる回転状態にあるときは、横長のプレビュー画面（図１４では、プレ
ビュー画面ＰＶ１、ＰＶ２）が表示されることが好適である。これにより、タッチパネル
３０の向きに応じて最適な画面を表示することで、携帯端末２０の操作性および表示画面
の視認性を向上することができる。本変形例では、加速度センサ２７が本発明の「角度検
出手段」に相当する。
【００７０】
　なお、上記実施形態に例示した印刷システム１では、印刷装置１０および携帯端末２０
がケーブル２で有線接続されているが、印刷装置１０および携帯端末２０が無線で接続さ
れてもよい。また、印刷対象設定処理（図６）は、携帯端末２０が印刷装置１０に接続さ
れていない状態でも、携帯端末２０が単独で実行可能であることは言うまでもない（ただ
し、ステップＳ１９を除く。）。
【符号の説明】
【００７１】
１　　印刷システム
１０　　印刷装置
２０　　携帯端末
２１　　ＣＰＵ
２４　　ＨＤＤ
２７　　加速度センサ
３０　　タッチパネル
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