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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定内容の変更が可能な複数の設定項目に従って制御を行う制御装置であって、
　表示手段と、
　前記設定内容の変更が可能な複数の設定項目のうち、設定可能な内容が共通した複数の
設定項目を表示するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、
　その表示制御手段により前記表示手段に表示される画面に対して、指定された位置を検
出する指定位置検出手段と、
　その指定位置検出手段により検出される指定された位置に基づいて、前記表示制御手段
により前記表示手段に表示される前記設定可能な内容が共通した複数の選択項目から、一
部または全部の設定項目を選択する設定項目選択手段と、
　その設定項目選択手段により選択された設定項目に対して共通して設定すべき内容を受
け付ける設定内容受付手段と、
　その設定内容受付手段により受け付けられた内容を、前記設定項目選択手段により選択
された全ての設定項目に対して設定する設定手段とを備えていることを特徴とする制御装
置。
【請求項２】
　前記指定位置検出手段により検出される位置の軌跡を検出する軌跡検出手段を備え、
　前記設定項目選択手段は、前記軌跡検出手段により検出される位置の軌跡が、前記表示
制御手段により前記表示手段に表示される前記設定可能な内容が共通した複数の設定項目
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の少なくとも一部を囲んでいる場合に、その囲まれた設定項目を選択することを特徴とす
る請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記指定位置検出手段により検出される位置の軌跡を検出する軌跡検出手段を備え、
　前記設定項目選択手段は、前記軌跡検出手段により検出される位置の軌跡が、前記表示
制御手段により前記表示手段に表示される前記設定可能な内容が共通した複数の設定項目
の少なくとも一部を通過する場合に、その通過された設定項目を選択することを特徴とす
る請求項１又は２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記指定位置検出手段は、前記表示手段により表示される画面に対して同時に指定され
た２点の位置を検出し、
　前記設定項目選択手段は、前記指定位置検出手段により同時に指定されたことが検出さ
れた２点間に、前記表示制御手段により前記表示手段に表示される前記設定可能な内容が
共通した複数の設定項目の少なくとも一部が存在する場合に、前記２点間に存在する設定
項目を選択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制御装置。
【請求項５】
　設定内容の変更が可能な複数の設定項目に従って制御を行う制御装置であって、
　表示手段と、
　その表示手段に表示される画面に対して指定された位置を検出する指定位置検出手段と
、
　前記表示手段に表示される画面を複数の領域に分割し、一の領域に、前記設定内容の変
更が可能な複数の設定項目のうち、設定可能な内容が共通した複数の設定項目を表示する
ように前記表示手段を制御する表示制御手段と、
　前記指定位置検出手段により検出される指定された位置に基づいて、前記表示制御手段
により前記表示手段に表示される画面の前記一の領域に表示された前記設定可能な内容が
共通した複数の設定項目から、一部または全部の設定項目を前記一の領域とは別の領域に
表示するように前記表示手段を制御する第２表示制御手段と、
　その第２表示制御手段により前記表示手段に表示される画面の前記別の領域に表示され
る設定項目を選択する設定項目選択手段と、
　その設定項目選択手段により選択された設定項目に対して共通して設定すべき内容を受
け付ける設定内容受付手段と、
　その設定内容受付手段により受け付けられた内容を、前記設定項目選択手段により選択
された全ての設定項目に対して設定する設定手段とを備えていることを特徴とする制御装
置。
【請求項６】
　前記表示手段は、表示パネルを有し、
　前記指定位置検出手段は、前記表示パネルの表示面に設けられ、指示物が触れられた又
は近接された位置を指定された位置として認識可能なタッチパネルを備え、
　前記表示制御手段は、前記表示パネルに、前記設定内容の変更が可能な複数の設定項目
のうち、設定可能な内容が共通した複数の設定項目を表示するように前記表示手段を制御
することを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の制御装置。
【請求項７】
　表示手段と、その表示手段に表示される画面に対して指定された位置を検出する指定位
置検出手段とを備える制御装置によって実行される制御プログラムであって、
　設定内容の変更が可能な複数の設定項目のうち、設定可能な内容が共通した複数の設定
項目を表示するように前記表示手段を制御する表示制御ステップと、
　前記指定位置検出手段により検出される指定された位置に基づいて、前記表示制御ステ
ップにより前記表示手段に表示される前記設定可能な内容が共通した複数の設定項目から
、一部または全部の設定項目を選択する設定項目選択ステップと、
　その設定項目選択ステップにより選択された設定項目に対して共通して設定すべき内容
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を受け付ける設定内容受付ステップと、
　その設定内容受付ステップにより受け付けられた内容を、前記設定項目選択ステップに
より選択された全ての設定項目に対して設定する指示を行う設定指示ステップとが実行さ
れることを特徴とする制御プログラム。
【請求項８】
　設定内容の変更が可能な複数の設定項目に従って制御を行う制御装置であって、
　所定の階層において区別される複数の分類のそれぞれが備える、複数の設定項目のうち
、１の設定項目に対する設定内容を受付可能な第１設定内容受付手段と、
　その第１設定内容受付手段により受け付けられた内容を、前記１の設定項目に設定する
第１設定手段と、
　前記所定の階層における分類が同一である複数の設定項目を選択する設定項目選択手段
と、
　その設定項目選択手段により選択された設定項目に対して共通して設定すべき内容を受
け付ける第２設定内容受付手段と、
　その第２設定内容受付手段により受け付けられた内容を、前記設定項目選択手段により
選択された全ての設定項目に対して設定する第２設定手段とを備えていることを特徴とす
る制御装置。
【請求項９】
　制御装置において実行される制御プログラムであって、
　所定の階層において区別される複数の分類のそれぞれが備える、複数の設定項目のうち
、１の設定項目に対する設定内容を受付可能な第１設定内容受付ステップと、
　その第１設定内容受付ステップにより受け付けられた内容を、前記１の設定項目に設定
するよう指示する第１設定指示ステップと、
　前記所定の階層における分類が同一である複数の設定項目を選択する設定項目選択ステ
ップと、
　その設定項目選択ステップにより選択された設定項目に対して共通して設定すべき内容
を受け付ける第２設定内容受付ステップと、
　その第２設定内容受付ステップにより受け付けられた内容を、前記設定項目選択ステッ
プにより選択された全ての設定項目に対して設定するよう指示する第２設定指示ステップ
とが実行されることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置および制御プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体技術や実装技術などの高度化に伴い、１台の制御装置で実現可能な機能が
増加する傾向にある。例えば、ファクシミリ機能、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー
機能などの複数の機能を１台で実現可能な多機能周辺装置がよく知られている。
【０００３】
　多機能周辺装置では、解像度、濃度、ズーム倍率といった動作条件を規定するための各
種設定項目を有しており、ユーザは各設定項目の設定内容を適宜変更することで、その装
置に対し所望の動作を実行させることができる。ただし、１台で実現可能な機能が多岐に
わたるため、設定項目が多く、これらを一つ一つ変更していくのはユーザにとって煩わし
いものとなっていた。
【０００４】
　特許文献１には、各設定項目の設定内容を登録したテーブルをモード毎に複数用意し、
ユーザが一のモードを選択した場合に、その一のモードに対応するテーブルを読み出して
、そのテーブルに登録されている各項目の設定内容を他の多目的周辺装置へ送信し、その
装置の設定を変更させる技術が開示されている。これにより、ユーザは、モードを選択す
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るだけで、他の多目的周辺装置の各設定項目を容易に変更することができる。
【特許文献１】特開２００６－３３０３０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術では、モード毎に設定項目が決まっている
ので、ユーザが所望するとおりに設定項目の変更を行うことができない場合があるという
問題点があった。
【０００６】
　本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、ユーザが煩わしい操作
を行うことなく、所望の設定項目について設定内容の変更を行うことができる制御装置お
よび制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために、請求項１に記載の制御装置は、設定内容の変更が可能な複
数の設定項目に従って制御を行うものであって、表示手段と、前記設定内容の変更が可能
な複数の設定項目のうち、設定可能な内容が共通した複数の設定項目を表示するように前
記表示手段を制御する表示制御手段と、その表示制御手段により前記表示手段に表示され
る画面に対して、指定された位置を検出する指定位置検出手段と、その指定位置検出手段
により検出される指定された位置に基づいて、前記表示制御手段により前記表示手段に表
示される前記設定可能な内容が共通した複数の選択項目から、一部または全部の設定項目
を選択する設定項目選択手段と、その設定項目選択手段により選択された設定項目に対し
て共通して設定すべき内容を受け付ける設定内容受付手段と、その設定内容受付手段によ
り受け付けられた内容を、前記設定項目選択手段により選択された全ての設定項目に対し
て設定する設定手段とを備えている。
【０００８】
【０００９】
【００１０】
　請求項２に記載の制御装置は、請求項１に記載の制御装置において、前記指定位置検出
手段により検出される位置の軌跡を検出する軌跡検出手段を備え、前記設定項目選択手段
は、前記軌跡検出手段により検出される位置の軌跡が、前記表示制御手段により前記表示
手段に表示される前記設定可能な内容が共通した複数の設定項目の少なくとも一部を囲ん
でいる場合に、その囲まれた設定項目を選択する。
【００１１】
　請求項３に記載の制御装置は、請求項１又は２に記載の制御装置において、前記指定位
置検出手段により検出される位置の軌跡を検出する軌跡検出手段を備え、前記設定項目選
択手段は、前記軌跡検出手段により検出される位置の軌跡が、前記表示制御手段により前
記表示手段に表示される前記設定可能な内容が共通した複数の設定項目の少なくとも一部
を通過する場合に、その通過された設定項目を選択する。
【００１２】
　請求項４に記載の制御装置は、請求項１から３のいずれかに記載の制御装置において、
前記指定位置検出手段は、前記表示手段により表示される画面に対して同時に指定された
２点の位置を検出し、前記設定項目選択手段は、前記指定位置検出手段により同時に指定
されたことが検出された２点間に、前記表示制御手段により前記表示手段に表示される前
記設定可能な内容が共通した複数の設定項目の少なくとも一部が存在する場合に、前記２
点間に存在する設定項目を選択する。
【００１３】
　請求項５に記載の制御装置は、設定内容の変更が可能な複数の設定項目に従って制御を
行うものであって、表示手段と、その表示手段に表示される画面に対して指定された位置
を検出する指定位置検出手段と、前記表示手段に表示される画面を複数の領域に分割し、
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一の領域に、前記設定内容の変更が可能な複数の設定項目のうち、設定可能な内容が共通
した複数の設定項目を表示するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、前記指定
位置検出手段により検出される指定された位置に基づいて、前記表示制御手段により前記
表示手段に表示される画面の前記一の領域に表示された前記設定可能な内容が共通した複
数の設定項目から、一部または全部の設定項目を前記一の領域とは別の領域に表示するよ
うに前記表示手段を制御する第２表示制御手段と、その第２表示制御手段により前記表示
手段に表示される画面の前記別の領域に表示される設定項目を選択する設定項目選択手段
と、その設定項目選択手段により選択された設定項目に対して共通して設定すべき内容を
受け付ける設定内容受付手段と、その設定内容受付手段により受け付けられた内容を、前
記設定項目選択手段により選択された全ての設定項目に対して設定する設定手段とを備え
ている。
【００１４】
　請求項６に記載の制御装置は、請求項１から５のいずれかに記載の制御装置において、
前記表示手段は、表示パネルを有し、前記指定位置検出手段は、前記表示パネルの表示面
に設けられ、指示物が触れられた又は近接された位置を指定された位置として認識可能な
タッチパネルを備え、前記表示制御手段は、前記表示パネルに、前記設定内容の変更が可
能な複数の設定項目のうち、設定可能な内容が共通した複数の設定項目を表示するように
前記表示手段を制御する。
【００１５】
　請求項７に記載の制御プログラムは、表示手段と、その表示手段に表示される画面に対
して指定された位置を検出する指定位置検出手段とを備える制御装置によって実行される
ものであって、設定内容の変更が可能な複数の設定項目のうち、設定可能な内容が共通し
た複数の設定項目を表示するように前記表示手段を制御する表示制御ステップと、前記指
定位置検出手段により検出される指定された位置に基づいて、前記表示制御ステップによ
り前記表示手段に表示される前記設定可能な内容が共通した複数の設定項目から、一部ま
たは全部の設定項目を選択する設定項目選択ステップと、その設定項目選択ステップによ
り選択された設定項目に対して共通して設定すべき内容を受け付ける設定内容受付ステッ
プと、その設定内容受付ステップにより受け付けられた内容を、前記設定項目選択ステッ
プにより選択された全ての設定項目に対して設定する指示を行う設定指示ステップとが実
行される。
【００１６】
　請求項８に記載の制御装置は、設定内容の変更が可能な複数の設定項目に従って制御を
行うものであって、所定の階層において区別される複数の分類のそれぞれが備える、複数
の設定項目のうち、１の設定項目に対する設定内容を受付可能な第１設定内容受付手段と
、その第１設定内容受付手段により受け付けられた内容を、前記１の設定項目に設定する
第１設定手段と、前記所定の階層における分類が同一である複数の設定項目を選択する設
定項目選択手段と、その設定項目選択手段により選択された設定項目に対して共通して設
定すべき内容を受け付ける第２設定内容受付手段と、その第２設定内容受付手段により受
け付けられた内容を、前記設定項目選択手段により選択された全ての設定項目に対して設
定する第２設定手段とを備えている。
　請求項９に記載の制御プログラムは、制御装置において実行されるものであって、所定
の階層において区別される複数の分類のそれぞれが備える、複数の設定項目のうち、１の
設定項目に対する設定内容を受付可能な第１設定内容受付ステップと、その第１設定内容
受付ステップにより受け付けられた内容を、前記１の設定項目に設定するよう指示する第
１設定指示ステップと、前記所定の階層における分類が同一である複数の設定項目を選択
する設定項目選択ステップと、その設定項目選択ステップにより選択された設定項目に対
して共通して設定すべき内容を受け付ける第２設定内容受付ステップと、その第２設定内
容受付ステップにより受け付けられた内容を、前記設定項目選択ステップにより選択され
た全ての設定項目に対して設定するよう指示する第２設定指示ステップとが実行される。
【発明の効果】
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【００１７】
　請求項１に記載の制御装置によれば、指定位置検出手段により検出される指定された位
置に基づいて、表示制御手段により表示手段に表示される設定可能な内容が共通した複数
の設定項目から、一部または全部の設定項目が設定項目選択手段により選択され、その選
択された全ての設定項目に対して、設定内容受付手段により受け付けられた共通して設定
すべき内容が設定手段により設定される。これにより、ユーザは、共通の設定内容で設定
したい設定項目を選択すれば、選択した設定項目に対してまとめてその設定内容に変更す
ることができる。よって、ユーザは、設定内容の変更を行いたい設定項目に対して、少な
い操作でその変更を行うができるので、ユーザが煩わしい操作を行うことなく、所望の設
定項目について設定内容の変更を行うことができるという効果がある。また、ユーザは表
示手段に表示された設定項目を確認しながら、まとめて設定内容の変更を行いたい設定項
目を容易に選択することができるという効果がある。
【００１８】
【００１９】
【００２０】
　請求項２に記載の制御装置によれば、請求項１に記載の制御装置の奏する効果に加え、
軌跡検出手段により検出される位置の軌跡が、表示制御手段により表示手段に表示される
設定可能な内容が共通した複数の設定項目の少なくとも一部を囲んでいる場合に、その囲
まれた設定項目が設定項目選択手段により選択されるので、ユーザは、設定項目を囲むと
いう直観的な操作で、まとめて設定内容の変更を行いたい設定項目を選択できるという効
果がある。
【００２１】
　請求項３に記載の制御装置によれば、請求項１又は２に記載の制御装置の奏する効果に
加え、軌跡検出手段により検出される位置の軌跡が、表示制御手段により表示手段に表示
される設定可能な内容が共通した複数の設定項目の少なくとも一部を通過する場合に、そ
の通過された設定項目が設定項目選択手段により選択されるので、ユーザは、設定項目を
通過させるという直観的な操作で、まとめて設定内容の変更を行いたい設定項目を選択で
きるという効果がある。
【００２２】
　請求項４に記載の制御装置によれば、請求項１から３のいずれかに記載の制御装置にお
いて、指定位置検出手段により同時に指定されたことが検出された２点間に、表示制御手
段により表示手段に表示される設定可能な内容が共通した複数の設定項目の少なくとも一
部が存在する場合に、その２点間に存在する設定項目が設定項目選択手段により選択され
るので、ユーザは、表示されている複数の設定項目のうちまとめて設定内容の変更を行い
たい設定項目を２点で挟むような直観的な操作で選択できるという効果がある。
【００２３】
　請求項５に記載の制御装置によれば、第２表示制御手段による表示手段の制御によって
、指定位置検出手段により検出される画面に対して指定された位置に基づいて、一の領域
に表示された設定可能な内容が共通した複数の設定項目から、一部または全部の設定項目
が一の領域とは別の領域に表示される。その別の領域に表示される設定項目が設定項目選
択手段によって選択され、その選択された全ての設定項目に対して、設定内容受付手段に
より受け付けられた共通して設定すべき内容が設定手段により設定される。これにより、
ユーザは、共通の設定内容で設定したい設定項目を選択すれば、選択した設定項目に対し
てまとめてその設定内容に変更することができる。よって、ユーザは、設定内容の変更を
行いたい設定項目に対して、少ない操作でその変更を行うができるので、ユーザが煩わし
い操作を行うことなく、所望の設定項目について設定内容の変更を行うことができるとい
う効果がある。また、ユーザは、別の領域に表示された設定項目によって、指定した設定
項目を確認しつつ、まとめて設定内容の変更を行いたい設定項目を簡単に選択することが
できるという効果がある。
【００２４】
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　請求項６に記載の制御装置によれば、請求項１から５のいずれかに記載の制御装置の奏
する効果に加え、設定内容の変更が可能な複数の設定項目が表示された表示パネルの表示
面に設けられたタッチパネルを、指示物によって触れる又は近接することにより、表示パ
ネルに表示された画面に対して位置を指定することができるので、ユーザは表示パネルに
表示された複数の設定項目を触る感覚で直観的に選択することができる。
【００２５】
　請求項７に記載の制御プログラムによれば、このプログラムが制御装置によって実行さ
れることによって、請求項１に記載の制御装置と同様な効果を奏することができる。
【００２６】
　請求項８に記載の制御装置によれば、所定の階層において区別される複数の分類のそれ
ぞれが備える、複数の設定項目のうち、その所定の階層における分類が同一である複数の
設定項目が、設定項目選択手段により選択される。その選択された全て設定項目に対して
、第２設定内容受付手段により受け付けられた共通して設定すべき内容が、第２設定手段
により設定される。これにより、ユーザは、所定の階層における分類が同一である複数の
設定項目を選択すれば、選択した設定項目に対して共通して設定すべき内容をまとめて設
定できる。よって、ユーザは、煩わしい操作を行うことなく所定の階層における分類が同
一である複数の設定項目に対して設定内容の変更を行うことができるという効果がある。
　請求項９に記載の制御プログラムによれば、このプログラムが制御装置によって実行さ
れることによって、請求項８に記載の制御装置と同様な効果を奏することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図１は、本
発明の第１実施形態における多機能周辺装置（以下、「ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔ
ｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）」と称す）１の外観構成を示した斜視図である。
【００２８】
　このＭＦＰ１は、電話機能、ファクシミリ機能、プリント機能、スキャナ機能、及び、
コピー機能などの各種機能を有する多機能周辺装置である。このＭＦＰ１では、各種機能
の動作条件を規定する種々の設定項目を有しており、ユーザが煩わしい操作を行うことな
く、所望の設定項目について設定内容の変更を行うことができるように構成されている。
【００２９】
　ＭＦＰ１の側部には、図１に示すように、送受話器２２が設けられている。この送受話
器２２は、ユーザが電話機能を使用して、電話回線網１００（図２参照）を介して接続さ
れる外部装置２００（図２参照）との間で通話を行う場合に使用される。
【００３０】
　ＭＦＰ１の上部には、ファクシミリ機能、スキャナ機能、又は、コピー機能の実行時に
原稿を読み取るためのスキャナ２０が配置されている。原稿カバー体８の下側には、原稿
を載置するための載置用ガラス板が設けられている。また、筐体内部には記録用紙に画像
を印刷する装置として、所謂インクジェットプリンタで構成されたプリンタ２１が内蔵さ
れている。
【００３１】
　原稿カバー体８の前方には、横長形状の操作パネル６が設けられており、操作キー１５
、ＬＣＤ１６、タッチパネル１７を具備する。操作キー１５には、電話機能やファクシミ
リ機能を利用する場合に電話番号を入力するための数字ボタン１５ａや、ＭＦＰ１の電源
のオン／オフを行うための電源ボタン１５ｂなどの各種ボタンが設けられている。
【００３２】
　ＬＣＤ１６は、ＬＣＤパネル（図示せず）を有し、ＭＦＰ１は、そのＬＣＤパネルに操
作手順や実行中の処理の状態を表示させると共に、操作キー１５やタッチパネル１７の操
作に対応する情報を表示させる。また、ユーザがＭＦＰ１の設定項目の内容を変更する場
合には、ＭＦＰ１はＬＣＤパネルに設定項目変更画面（図４および図５参照）を表示させ
る。
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【００３３】
　詳細については後述するが、設定項目変更画面には、複数の設定項目と共に、まとめボ
タンＭＢが表示される。ユーザは、この設定項目変更画面において、それぞれの設定項目
に対し個別に設定内容を変更できると共に、まとめボタンＭＢを操作した場合には、設定
可能な内容（値）が共通する２以上の設定項目を選択し、その選択した複数の設定項目に
対して、同一の内容をまとめて設定できる。
【００３４】
　タッチパネル１７は、入力装置の一種で、ＬＣＤ１６が有するＬＣＤパネル（図示せず
）の表示面に設けられている。ユーザがＬＣＤ１６のＬＣＤパネルの表示面を指で触れる
と、タッチパネル１７は、その指で触れられた位置を検出する。
【００３５】
　ここで、ＬＣＤ１６のＬＣＤパネルに設定項目変更画面を表示している場合に、ユーザ
がＬＣＤパネルの表示面を指で触れると、タッチパネル１７の検出結果から、ＭＦＰ１は
、その指で触れられた位置が各設定項目やまとめボタンＭＢの表示位置であるか否かを判
断する。そして、その位置が各設定項目やまとめボタンＭＢの表示位置である場合には、
その触れられた位置に表示された設定項目またはまとめボタンＭＢがユーザによって操作
されたと判断し、後述する種々の処理を実行する。
【００３６】
　これにより、ユーザは、ＬＣＤ１６のＬＣＤパネルに表示された設定項目変更画面を見
ながら、その設定項目変更画面に表示される各種設定項目やまとめボタンＭＢを指で触る
という直観的な方法によって、容易に操作を行うことができる。
【００３７】
　次に、図２を参照して、ＭＦＰ１の電気的構成について説明する。図２は、ＭＦＰ１の
電気的構成を示すブロック図である。ＭＦＰ１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂ
ｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２、
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３、操作キー１５、ＬＣＤ１６
、タッチパネル１７、計時回路１８、スキャナ２０、プリンタ２１、送受話器２２、ＮＣ
Ｕ２３、モデム２４を主に有している。
【００３８】
　このうち、ＣＰＵ１１、ＥＥＰＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３は、バスライン２６を介して互
いに接続されている。また、操作キー１５、ＬＣＤ１６、タッチパネル１７、計時回路１
８、スキャナ２０、プリンタ２１、送受話器２２、ＮＣＵ２３、モデム２４、バスライン
２６は、入出力ポート２７を介して互いに接続されている。
【００３９】
　ＣＰＵ１１は、ＥＥＰＲＯＭ１２やＲＡＭ１３に記憶される固定値やプログラム或いは
、ＮＣＵ２３を介して送受信される各種信号に従って、ＭＦＰ１が有している各機能の制
御や、入出力ポート２７と接続された各部を制御するものである。
【００４０】
　ＥＥＰＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１によって実行される制御プログラム１２ａや固定値デ
ータ等を書き換え可能に記憶すると共に、電源遮断後も内容を保持可能な不揮発性のメモ
リである。制御プログラム１２ａは、後述する図６～図８に図示されたフローチャートの
プログラムを含んでおり、ＣＰＵ１１がこのプログラムを実行することにより、ＭＦＰ１
において、ユーザが煩わしい操作を行うことなく、所望の設定項目について設定内容の変
更を行うことができる。
【００４１】
　また、ＥＥＰＲＯＭ１２には、設定項目メモリ１２ｂが設けられている。設定項目メモ
リ１２ｂは、ＭＦＰ１における各種機能の動作条件を規定する種々の設定項目に関する情
報を格納するメモリである。この設定項目メモリ１２ｂの詳細については、図３を参照し
て後述する。
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【００４２】
　ＲＡＭ１３は、書き替え可能な揮発性のメモリであり、ＭＦＰ１の各操作の実行時に各
種のデータを一時的に記憶するためのメモリである。計時回路１８は、現在の日時を刻む
時計機能を有する既知の回路である。
【００４３】
　ＮＣＵ２３は、電話回線網１００と接続されており、電話回線網１００へのダイヤル信
号の送出や、電話回線網１００からの呼出信号の応答などの制御を行って、電話回線網１
００に接続された外部装置２００との接続を制御するものである。
【００４４】
　モデム２４は、ファクシミリ機能により送信が指示された画像データを、電話回線網１
００に伝送可能な信号に変調してＮＣＵ２３を介して送信したり、電話回線網１００から
ＮＣＵ２３を介して入力された信号を受信し、ＬＣＤ１６に表示したり、プリンタ２１で
記録可能な画像データに復調するものである。
【００４５】
　次いで、図３を参照して、設定項目メモリ１２ｂの詳細について説明する。図３は、設
定項目メモリ１２ｂの内容の一例を模式的に示した模式図である。この設定項目メモリ１
２ｂでは、まず、ＭＦＰ１において設定可能な種々の設定項目に対して、それぞれ、大分
類１２ｂ１、中分類１２ｂ２、小分類１２ｂ３、項目名１２ｂ４が規定される。なお、こ
れら大分類１２ｂ１、中分類１２ｂ２、小分類１２ｂ３および項目名１２ｂ４は、ＭＦＰ
１の製造段階で予め設定項目メモリ１２ｂに格納される。
【００４６】
　大分類１２ｂ１、中分類１２ｂ２、小分類１２ｂ３は、設定項目の検索性を向上させる
ために設けられた分類を３階層で規定するもので、大分類１２ｂ１には、一番上位の階層
として、大まかな分類が規定されている。また、大分類１２ｂ１に規定された分類を細分
化した中分類１２ｂ２が２番目の階層として規定され、中分類１２ｂ２に規定された分類
を細分化した小分類１２ｂ３が１番下位の階層として規定されている。そして、小分類１
２ｂ３に規定された分類毎に、その分類に関連した設定項目が、その設定項目の名称を規
定する項目名１２ｂ４によって対応付けられている。
【００４７】
　例えば、図３の例では、大分類１２ｂ１として「各機能設定」が規定され、この「各機
能設定」を細分化した中分類１２ｂ２として、「基本設定」、「ＦＡＸ設定」などが規定
されている。次いで、中分類１２ｂ２のうち、「基本設定」を細分化した小分類１２ｂ３
として、「モードタイマー」、「ペーパーサイズ」、「ボリューム」、「オートデイライ
ト」、「ＯＮ／ＯＦＦ　設定」が規定され、また、「ＦＡＸ設定」を細分化した小分類１
２ｂ３として、「受信設定」、「送信設定」が規定されている。
【００４８】
　そして、中分類１２ｂ２「基本設定」で規定された小分類１２ｂ３のうち、例えば「ボ
リューム」には、項目名１２ｂ４で規定される「呼び出し音」、「ブザー音」、「スピー
カ音」といった設定項目が対応付けられ、中分類１２ｂ２「ＦＡＸ設定」で規定された小
分類１２ｂ３のうち、例えば「送信設定」には、項目名１２ｂ４で規定される「送信日時
」、「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信モード」等の設定項目が対
応付けられている。
【００４９】
　ＭＦＰ１は、この設定項目メモリ１２ｂによって規定される大分類１２ｂ１、中分類１
２ｂ２、小分類１２ｂ３および項目名１２ｂ４に従って、ＭＦＰ１のユーザが所望の設定
項目を検索できるようにする。これにより、ＭＦＰ１のユーザは、例えば、設定項目とし
て「呼び出し音」の設定内容を変更したい場合、ＬＣＤ１６に表示されるメニューから、
大分類１２ｂ１として「各機能設定」を選択し、中分類１２ｂ２として「基本設定」を選
択し、更に小分類１２ｂ３として「ボリューム」を選択することによって、設定項目「呼
び出し音」を設定項目変更画面（図４参照）に表示させることができる。
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【００５０】
　また、ユーザは、例えば、ファクシミリ機能の送信に関する設定項目をまとめて変更し
たい場合に、ＬＣＤ１６に表示されるメニューから、大分類１２ｂ１として「各機能設定
」を選択し、中分類１２ｂ２として「ＦＡＸ設定」を選択し、更に小分類１２ｂ３として
「送信設定」を選択することによって、ファクシミリ機能の送信に関する設定項目「送信
日時」、「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信モード」等を設定項目
変更画面（図５参照）に表示されることができる。
【００５１】
　更に、設定項目メモリ１２ｂでは、項目名１２ｂ４の各々に対応させて、種別１２ｂ５
と、値１２ｂ６とがそれぞれ格納されている。種別１２ｂ５は、項目名１２ｂ４で規定さ
れる設定項目で設定可能な内容（値）の種別が格納されるところで、ＭＦＰ１の製造段階
で予め格納される。
【００５２】
　また、値１２ｂ６は、項目名１２ｂ４で規定される設定項目において、現在設定されて
いる内容（値）が格納されるところで、ＭＦＰ１の製造段階でその初期値が予め格納され
る。また、ユーザによってある設定項目の設定内容が設定（変更）されると、その設定（
変更）された設定項目の項目名１２ｂ４に対応する値１２ｂ６に、設定（変更）後の内容
（値）が上書きされて格納される。
【００５３】
　図３の例では、項目名１２ｂ４で規定される設定項目「呼び出し音」、「ブザー音」、
「スピーカ音」に対応する種別１２ｂ５には、それぞれ、各設定項目におけるレベルの大
きさとして５段階の数値が設定可能であることを示す『５択スライド』が格納されている
。また、これらの設定項目に対応する値１２ｂ６には、それぞれ「３」が格納されており
、これらの設定項目はいずれも現在の設定が「３」であることを示している。
【００５４】
　また、設定項目「送信日時」に対応する種別１２ｂ５には、「直接」、「設定」のいず
れかが設定可能であることを示す『「直接」、「設定」２択』が格納される一方、値１２
ｂ６には「直接」が格納されており、設定項目「送信日時」の現在の設定が「直接」であ
ることを示す。
【００５５】
　更に、設定項目「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信モード」に対
応する種別１２ｂ５には、それぞれ、各設定項目において「ＯＦＦ」、「ＯＮ」のいずれ
かが設定可能であることを示す『「ＯＦＦ」、「ＯＮ」２択』が格納されている。また、
これらの設定項目に対応する値１２ｂ６には、それぞれ「ＯＦＦ」が格納されており、こ
れらの設定項目はいずれも現在の設定が「ＯＦＦ」であることを示している。
【００５６】
　設定項目変更画面（図４および図５参照）では、この設定項目メモリ１２ｂにおいて各
設定項目に対応して格納された項目名１２ｂ４を基に各設定項目の名称を示す設定項目ボ
タンＢＴ１を表示すると共に、種別１２ｂ５を基に、ユーザが設定項目の設定内容を変更
したい場合に設定すべき設定内容の入力を受け付ける設定値ボタンＢＴ２，ＢＴ３を表示
する。
【００５７】
　例えば、種別１２ｂ５が『５択スライド』であれば、５つの数値から１つの数値を選択
できる「５択スライダ」を設定値ボタンＢＴ２，ＢＴ３として設定項目変更画面に表示し
、種別１２ｂ５が『「直接」、「設定」２択』や『「ＯＦＦ」、「ＯＮ」２択』といった
２択であれば、いずれか一方が選択できる「２択ボタン」を設定値ボタンＢＴ２，ＢＴ３
として表示する。
【００５８】
　尚、本実施形態において、以降の説明を簡略化にするために、各設定項目の種別１２ｂ
５には、『５択スライド』、『「直接」、「設定」２択』、『「ＯＦＦ」、「ＯＮ」２択
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』のいずれかが格納されているものとして説明を行うが、これら以外の種別が規定される
場合には、その種別に応じて設定値ボタンＢＴ２，ＢＴ３が表示されるようにすればよい
。
【００５９】
　次いで、図４および図５を参照して、ユーザから設定項目の設定内容を変更する指示が
なされた場合にＬＣＤ１６に表示する設定項目変更画面の詳細について説明する。図４は
、設定項目１２ｂによって大分類１２ｂ１に規定された「各機能設定」、中分類１２ｂ２
に規定された「基本設定」、及び、小分類１２ｂ３に規定された「ボリューム」に対応付
けられた設定項目「呼び出し音」、「ブザー音」、「スピーカ音」に対し、これらをまと
めて設定内容の変更を行う場合の設定項目変更画面の一例を示したイメージ図である。ま
た、図５は、大分類１２ｂ１に規定された「各機能設定」、中分類１２ｂ２に規定された
「ＦＡＸ設定」、及び、小分類１２ｂ３に規定された「送信設定」に対応付けられた複数
の設定項目のうち、「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信モード」に
対して、これらをまとめて設定内容の変更を行う場合の設定項目変更画面の一例を示した
イメージ図である。
【００６０】
　ユーザから設定項目の設定内容を変更する指示がなされた場合に、ＭＦＰ１によって表
示される大分類および中分類の一覧メニューから、ユーザがそれぞれ「各機能設定」、「
基本設定」を選択すると、ＭＦＰ１は、図４（ａ）に示すように、ＬＣＤ１６の画面左半
分（以下、「左画面」と称する）に、中分類「基本設定」に含まれる小分類の一覧メニュ
ー（「モードタイマー」、「ペーパーサイズ」、「ボリューム」、「オートデイライト」
、「ＯＮ／ＯＦＦ　設定」）を表示する。
【００６１】
　そして、図４（ａ）の設定項目変更画面において、ＬＣＤ１６の左画面に表示した小分
類メニューから、例えば「ボリューム」がユーザによって選択されると、設定項目メモリ
１２ｂに格納された情報に基づき、ＬＣＤ１６の画面右半分（以下、「右画面」と称する
）に、その「ボリューム」に対応付けられた設定項目「呼び出し音」、「ブザー音」、「
スピーカ音」のそれぞれの名称を表示した設定項目ボタンＢＴ１と共に、それぞれの設定
項目ボタンＢＴ１に対応させて、設定値ボタンＢＴ２を表示する。
【００６２】
　図４（ａ）で示した例の場合、設定項目「呼び出し音」、「ブザー音」、「スピーカ音
」には、いずれも設定項目メモリ１２ｂの種別１２ｂ５に『５択スライド』が格納されて
いるので、それぞれの設定項目の設定値ボタンＢＴ２として、５択スライダを表示する。
【００６３】
　また、これらの設定項目は、いずれも設定項目メモリ１２ｂの値１２ｂ６に「３」が格
納されているので、それぞれの設定項目に対応する設定値ボタンＢＴ２の５択スライダに
おいて、「３」に相当する位置の表示色が他の値に相当する位置の表示色と異なるように
表示する。これにより、ユーザは、設定項目「呼び出し音」、「ブザー音」、「スピーカ
音」において、それぞれ現在の設定内容が「３」であることを認識できる。
【００６４】
　ここで、ユーザがいずれかの設定項目の設定値ボタンＢＴ２を指で触れ、設定値ボタン
ＢＴ２の５択スライダをスライドするように指を動かすと、ＭＦＰ１は、タッチパネル１
７の検出結果から、指で触れられた設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目と、その指の
動きの変位とを検出する。そして、ＭＦＰ１は、その設定項目の設定内容の表示を、その
指の動きの変位に合わせて順次変更すると共に、指が離れた時点で表示される設定内容を
、設定項目１２ｂの値１２ｂ６に上書きして格納する。
【００６５】
　また、ＭＦＰ１は、図４（ａ）の設定項目変更画面において、選択された小分類に対応
付けられる設定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２と同時に、右画面の下部に、
終了ボタンＳＢを表示するとともに、右画面の上部に、まとめボタンＭＢを表示する。ユ
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ーザが終了ボタンＳＢを指で触れると、タッチパネル１７の検出結果によって、ＭＦＰ１
は、終了ボタンＳＢが操作されたと判断し、設定項目変更画面の表示を終了してＭＦＰ１
の初期画面を表示する。
【００６６】
　一方、図４（ｂ）に示すように、ユーザによってまとめボタンＭＢが指で触れられると
、タッチパネル１７の検出結果によって、ＭＦＰ１は、まとめボタンＭＢが操作されたと
判断し、「まとめモード」に移行する。ＭＦＰ１は、「まとめモード」に移行すると、ユ
ーザがまとめて設定したい設定項目を複数受け付け、受け付けた設定項目に対して、同一
の内容をまとめて設定する。
【００６７】
　この「まとめモード」では、図４（ｃ）に示すように、ユーザが設定項目変更画面に触
れた指を、まとめて設定したい設定項目の設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ
２を囲むように動かすと、ＭＦＰ１は、その指の軌跡によって囲まれた設定項目ボタンＢ
Ｔ１および設定値ボタンＢＴ２をタッチパネル１７の検出結果を基に判断し、その囲まれ
た設定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目（「呼び出し音」
、「ブザー音」、「スピーカ音」）を、同一の内容をまとめて設定する設定項目（以下、
これを「設定対象項目」と称する）として選択する。
【００６８】
　なお、ＭＦＰ１が「まとめモード」に移行すると、ＭＦＰ１は、設定項目変更画面の右
画面下部に表示していた終了ボタンＳＢに代えて、戻るボタンＲＢを表示する。ユーザが
この戻るボタンＲＢを指で触れると、タッチパネル１７が戻るボタンＲＢが操作されたと
判断し、ＭＦＰ１は、「まとめモード」から抜けて、図４（ａ）に示す設定項目変更画面
に戻る。ＭＦＰ１は、この戻るボタンＲＢを、「まとめモード」中、常に表示する。これ
により、ユーザがいつでも「まとめモード」から通常のモードに戻れるようになっている
。
【００６９】
　次いで、「まとめモード」中に、ユーザによって設定対象項目が選択されると、ＭＦＰ
１は、図４（ｄ）に示すように、これらの設定対象項目に同一の内容を設定するための設
定値ボタン（５択スライダ）ＢＴ３を新たに表示する。そして、ユーザが新たに表示され
た設定値ボタンＢＴ３を指で触れ、設定値ボタンＢＴ３の５択スライダをスライドするよ
うに指を動かすと、ＭＦＰ１は、タッチパネル１７の検出結果を基に、その指の位置と、
指の動き（変位）とを検出する。
【００７０】
　そして、ＭＦＰ１は、設定値ボタンＢＴ３上に表示する、設定対象項目に設定すべき設
定内容を、その指の動きの変位に合わせて順次変更する。そして、タッチパネル１７の検
出結果から、ユーザの指が離れたことをＭＦＰ１が検出すると、ＭＦＰ１は、その指が離
れた時点で表示される設定内容を、全ての設定対象項目の項目名１２ｂ４に対応する値１
２ｂ６に上書きして格納すると共に、図４（ｅ）に示すように、まとめて設定された全て
の設定対象項目に対応する設定値ボタンＢＴ２に表示する設定内容を、その設定項目に設
定された設定内容に変更する。その後、ＭＦＰ１は「まとめモード」を抜けて、通常のモ
ードに移行する。
【００７１】
　図４（ｅ）で示される設定項目変更画面は、設定値ボタンＢＴ２に表示される各設定項
目の設定内容が変更されている他は、図４（ａ）の設定項目変更画面と同じであり、終了
ボタンＳＢが指で触れられるまで、各設定項目の設定内容を個別に設定したり、まとめて
設定したりすることができる。
【００７２】
　また、図５（ａ）に示すように、ユーザがＭＦＰ１の設定項目の内容を変更する場合に
、設定項目メモリ１２ｂの内容に基づき表示される大分類、中分類、小分類のメニューか
らそれぞれ「各機能設定」、「ＦＡＸ設定」、「送信設定」を選択すると、ＭＦＰ１は、
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ＬＣＤ１６の右画面に、その小分類「送信設定」に対応付けられた設定項目「送信日時」
、「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信モード」のそれぞれの名称を
表示する設定項目ボタンＢＴ１と共に、それぞれの設定項目ボタンＢＴ１に対応させて、
設定値ボタンＢＴ２を表示する。
【００７３】
　尚、設定項目（項目名１２ｂ４）「送信日時」に対応する種別１２ｂ５には『「直接」
、「設定」２択』が格納されているので、ＭＦＰ１は、その設定項目の設定値ボタンＢＴ
２として、「直接」、「設定」のいずれか一方が選択できる２択ボタンを表示する。また
、設定項目（項目名１２ｂ４）「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信
モード」に対応する種別１２ｂ５には『「ＯＦＦ」、「ＯＮ」２択』が格納されているの
で、ＭＦＰ１は、それらの設定項目の設定値ボタンＢＴ２として、それぞれ、「ＯＦＦ」
、「ＯＮ」のいずれか一方が選択できる２択ボタンを表示する。
【００７４】
　更に、ＭＦＰ１は、各設定項目（項目名１２ｂ４）に対応する値１２ｂ６に格納された
内容にしたがって、設定値ボタンＢＴ２の２択ボタンとして表示される設定可能な２つの
設定内容のうち、現在設定されている内容をハイライト表示する。
【００７５】
　図５（ａ）の設定項目変更画面において、ＭＦＰ１は、図４（ａ）と同様に、終了ボタ
ンＳＢとまとめボタンＭＢとを表示し、ユーザによってまとめボタンＭＢが指で触れられ
ると、図４（ｂ）と同様にＭＦＰ１は「まとめモード」に状態が遷移する。そして、図５
（ｂ）に示すように、ユーザがまとめて設定内容を設定したい設定項目の設定項目ボタン
ＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２を囲むように指を動かすと、タッチパネル１７の検出結
果を基に、ＭＦＰ１は、その指の軌跡によって囲まれた設定項目ボタンＢＴ１または設定
値ボタンＢＴ２を判断し、その設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２に対応す
る設定項目（「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信モード」）を設定
対象項目として選択する。
【００７６】
　ただし、設定対象項目の中に、設定可能な内容の種別が異なる設定項目が含まれる場合
、例えば、種別が『「直接」、「設定」２択』である設定項目「送信日時」と、『「ＯＦ
Ｆ」、「ＯＮ」２択』である設定項目「リアルタイム送信」とがユーザによって選択され
た場合には、同一の設定内容をそれぞれの設定項目に設定することができないので、ＭＦ
Ｐ１は、これらの設定項目がまとめて設定することができない旨のメッセージをＬＣＤ１
６に表示した上で、再度設定対象項目の選択を受け付ける。
【００７７】
　次いで、ユーザによって設定対象項目が選択されると、ＭＦＰ１は、図５（ｃ）に示す
ように、これらの設定項目に同一の内容を設定するための設定値ボタンＢＴ３（２択ボタ
ン）を新たに表示する。そして、ユーザがこの設定値ボタンＢＴ３として表示される２つ
の設定内容のうちいずれか一方の設定内容を指で触れると、ＭＦＰ１は、タッチパネル１
７の検出結果を基に、指で触れられた設定内容を判断する。
【００７８】
　そして、ＭＦＰ１は、指で触れられた設定内容を、全ての設定対象項目の項目名１２ｂ
４に対応する値１２ｂ６に対して上書きして格納すると共に、図５（ｄ）に示すように、
まとめて設定された各設定項目の設定値ボタンＢＴ２に表示する２つの設定内容のうち、
図５（ｃ）の画面上で設定された設定内容をハイライト表示する。その後、ＭＦＰ１は「
まとめモード」を抜けて、通常のモードに移行する。その他、図５（ｄ）で示される設定
項目変更画面は、図４（ｅ）と同じである。
【００７９】
　このように、ＭＦＰ１は、図４および図５に示した設定項目変更画面をＬＣＤ１６に表
示するので、ユーザは、設定項目変更画面に表示される設定項目を確認しながら、同一の
内容をまとめて設定したい設定対象項目を容易に選択できる。また、タッチパネル１７に
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よって、ユーザが画面に対して触れた指の位置を検出し、その検出結果に基づいて、設定
対象項目を選択するので、ユーザはＬＣＤ１６に表示された設定項目変更画面に表示され
る複数の設定項目（設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２）を触る間隔で直観
的に設定対象項目を選択することができる。
【００８０】
　次いで、図６を参照して、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１で実行される設定処理について説明す
る。図６は、ＭＦＰ１の設定処理を示すフローチャートである。この設定処理は、ユーザ
からの指示に基づき、ＭＦＰ１の各種設定項目に対して設定変更を行う処理であり、ユー
ザが操作キー１５もしくはタッチパネル１７を操作して設定項目の設定変更をＭＦＰ１に
指示した場合に開始される。
【００８１】
　この設定処理では、まず、設定項目メモリ１２ｂに格納された大分類１２ｂ１の内容に
基づき、大分類の一覧メニューをＬＣＤ１６に表示して、ユーザから所望の大分類の選択
を受け付ける（Ｓ１）。そして、ユーザから一の大分類が選択されると、設定項目メモリ
１２ｂに格納された中分類１２ｂ２の内容に基づき、その一の大分類を細分化した中分類
の一覧メニューをＬＣＤ１６に表示して、ユーザから所望の中分類の選択を受け付ける（
Ｓ２）。更に、ユーザから一の中分類が選択されると、設定項目メモリ１２ｂに格納され
た小分類１２ｂ３の内容に基づき、その一の中分類を細分化した小分類の一覧メニューを
ＬＣＤ１６の左画面に表示して、ユーザから所望の小分類の選択を受け付ける（Ｓ３）。
【００８２】
　このように、ＭＦＰ１は、この設定項目メモリ１２ｂによって規定された大分類１２ｂ
１、中分類１２ｂ２、小分類１２ｂ３に従って、順を追ってそれぞれの一覧メニューを表
示し、ユーザから所望の分類の選択を受け付けるので、ユーザは設定したい設定項目を容
易に検索することができる。
【００８３】
　Ｓ３の処理の後、ユーザから一の小分類が選択されると、図４（ａ）や図５（ａ）に示
した設定項目変更画面、即ち、ＬＣＤ１６の右画面に、選択された一の小分類に含まれる
一部または全部の設定項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１と設定値ボタンＢＴ２とを表
示すると共に、右画面の下部には終了ボタンＳＢを表示し、右画面の上部にはまとめボタ
ンＭＢを表示する（Ｓ４）。
【００８４】
　次いで、タッチパネル１７の検出結果に基づいて、まとめボタンＭＢが指で触れられた
か（タッチされたか）否かを判断する（Ｓ５）。その結果、まとめボタンＭＢが指で触れ
られたと判断される場合には（Ｓ５：Ｙｅｓ）、ＭＦＰ１は「まとめモード」に移行し、
まず、まとめ処理（図７参照）を実行して（Ｓ６）、同一の内容をまとめて設定したい設
定項目（設定対象項目）を選択し、次いで、設定値入力処理（図８参照）を実行して（Ｓ
７）、Ｓ６の処理で選択された設定対象項目に対して、ユーザから指定された設定内容を
まとめて設定する。そして、ＭＦＰ１は通常のモードに戻り、Ｓ１０の処理へ移行する。
なお、まとめ処理および設定値入力処理の詳細については、図７および図８を参照して後
述する。
【００８５】
　一方、Ｓ５の処理において、まとめボタンＭＢが指で触れられていないと判断される場
合には（Ｓ５：Ｎｏ）、ＭＦＰ１は通常のモードで動作する。この通常のモードでは、設
定項目変更画面に表示した設定項目のうち、いずれかの設定項目に対応する設定値ボタン
ＢＴ２が指で触れられたか（タッチされたか）否かをタッチパネル１７の検出結果に基づ
いて判断する（Ｓ８）。
【００８６】
　そして、いずれかの設定項目に対応する設定値ボタンＢＴ２が指で触れられていると判
断される場合には（Ｓ８：Ｙｅｓ）、その設定値ボタンＢＴ２に触れられた指の位置や変
位に応じて、設定値ボタンＢＴ２上に表示されるその設定項目の設定内容の表示を変更す
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ると共に、指が離れた時点で表示される設定内容を、設定項目メモリ１２ｂの値１２ｂ６
に上書きして格納し（Ｓ９）、Ｓ１０の処理へ移行する。これにより、その設定値ボタン
ＢＴ２に対応する設定項目に対して、その設定値ボタンＢＴ２によってユーザから入力さ
れた設定内容が設定される。
【００８７】
　一方、Ｓ８の処理の結果、いずれの設定項目に対応する設定値ボタンＢＴ２が指で触れ
られていないと判断される場合には（Ｓ８：Ｎｏ）、Ｓ９の処理をスキップしてＳ１０の
処理へ移行する。
【００８８】
　Ｓ１０の処理では、タッチパネル１７の検出結果に基づいて、ＬＣＤ１６の右画面に表
示される終了ボタンＳＢが指で触れられたか（タッチされたか）否かを判断する。そして
、終了ボタンＳＢが指で触れられていないと判断される場合には（Ｓ１０：Ｎｏ）、Ｓ５
の処理へ回帰し、Ｓ５～Ｓ９の処理を再び実行する。これにより、終了ボタンＳＢが指で
触れられるまで、各種設定項目の変更を行うことができる。
【００８９】
　一方、Ｓ１０の処理の結果、終了ボタンＳＢが指で触れられたと判断される場合には（
Ｓ１０：Ｙｅｓ）、この設定処理画面の表示を終了し、ＭＦＰ１における初期画面をＬＣ
Ｄ１６に表示する。これにより、ユーザはＭＦＰ１の設定処理のモードを抜けて、他の処
理を行うことが可能となる。
【００９０】
　次いで、図７を参照して、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１で実行されるまとめ処理について説明
する。図７は、ＭＦＰ１のまとめ処理を示すフローチャートである。このまとめ処理は、
上述したように、設定処理（図６のＳ６参照）の中で実行される処理であり、設定項目変
更画面上のまとめボタンＭＢがユーザにより指で触れられ、ＭＦＰ１が「まとめモード」
に移行した場合に、同一の内容をまとめて設定する設定対象項目を選択する処理である。
【００９１】
　このまとめ処理では、まず、図４（ｃ）や図５（ｂ）に示す設定登録画面のように、通
常のモードで表示されていたＬＣＤ１６の右画面下部の終了ボタンＳＢに代えて、戻るボ
タンＲＢを表示する（Ｓ２１）。
【００９２】
　次いで、タッチパネル１７が指で触れられたか（タッチされたか）否かを判断し（Ｓ２
２）、タッチパネル１７が指で触れられていないと判断される場合（Ｓ２２：Ｎｏ）、再
びＳ２２の処理を実行する。これにより、タッチパネル１７が指で触れられるまで、処理
がウェイトされ、ＭＦＰ１は、ユーザからの操作待ち状態となる。
【００９３】
　一方、Ｓ２２の処理の結果、タッチパネル１７が指で触れられたと判断される場合（Ｓ
２２：Ｙｅｓ）には、次に、タッチパネル１７の検出結果から、指で触れられた領域が戻
るボタンＲＢであるか否かを判断する（Ｓ２３）。その結果、指で触れられた領域が戻る
ボタンＲＢであると判断される場合（Ｓ２３：Ｙｅｓ）、ＬＣＤ１６に表示される画面を
このまとめ処理に移行する前の画面（図４（ａ）参照）に戻し（Ｓ２４）、図６に示した
設定処理のフローチャートのＳ１０の処理へ移行する。これにより、ＭＦＰ１は「まとめ
モード」を抜けて、通常のモードへ移行する。
【００９４】
　一方、Ｓ２３の処理の結果、指で触れられた領域が戻るボタンＲＢでないと判断される
場合には（Ｓ２３：Ｎｏ）、次に、タッチパネル１７によって検出される指で触れられた
座標をＲＡＭ１３に記憶する（Ｓ２５）。そして、タッチパネル１７から指が離れたか否
かを判断し（Ｓ２６）、指が離れていないと判断される場合には（Ｓ２６：Ｎｏ）、Ｓ２
５の処理に回帰して、再度、指で触れられた座標をＲＡＭ１３に記憶する。そして、Ｓ２
６の処理によって、タッチパネル１７から指が離れたと判断されるまで（Ｓ２６：Ｙｅｓ
）、Ｓ２５の処理を繰り返し実行する。これにより、タッチパネル１７に指が触れられて
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から離れるまでの指の位置の座標が、逐次ＲＡＭ１３に格納される。
【００９５】
　そして、Ｓ２６の処理により、タッチパネル１７から指が離れたと判断されると（Ｓ２
６：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１３に逐次格納された指の位置の座標から、タッチパネル１７に触
れられた指の動き（軌跡）を判断し、その軌跡が、ＬＣＤ１６の右画面に表示された設定
項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２（図４（ｃ）および図５（ｂ）参照）を囲ん
でいるか否かを判断する（Ｓ２７）。
【００９６】
　このＳ２７の処理における判断の具体的手法としては、ＲＡＭ１３に逐次格納された複
数の座標から、その座標の最小値と最大値を、ＬＣＤ１６における横方向の座標軸および
縦方向の座標軸のそれぞれについて求める。そして、その横方向の座標の最小値および最
大値との間に存在し、且つ、縦方向の座標の最小値および最大値との間に存在する設定項
目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２を抽出する。
【００９７】
　ここで、横方向の座標の最小値および最大値との間に存在し、且つ、縦方向の座標の最
小値および最大値との間に存在する設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２が抽
出されると、タッチパネル１７に触れられた指の軌跡が、設定項目ボタンＢＴ１または設
定値ボタンＢＴ２を囲んでいると判断し（Ｓ２７：Ｙｅｓ）、囲まれた（抽出された）設
定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２に対応する全ての設定項目（以下、「設定
対象項目」と称する）について、それぞれ、その項目名と、設定可能な設定内容の種別と
、現在の設定内容とを、設定項目メモリ１２ｂの項目名１２ｂ４、種別１２ｂ５、値１２
ｂ６から読み出して、ＲＡＭ１３に一旦格納する（Ｓ２８）。これにより、まとめて設定
する設定対象項目が仮選択される。
【００９８】
　次いで、Ｓ２８の処理によってＲＡＭ１３に格納された各設定対象項目の種別を確認し
（Ｓ２９）、その種別が全て同じであるか否かを判断する（Ｓ３０）。そして、種別が全
て同じであると判断される場合（Ｓ３０：Ｙｅｓ）、このまとめ処理を終了する。これに
より、ＲＡＭ１３に格納された設定項目が、設定対象項目として最終的に選択される。
【００９９】
　一方、Ｓ２７の処理の結果、横方向の座標の最小値および最大値との間に存在し、且つ
、縦方向の座標の最小値および最大値との間に存在する設定項目ボタンＢＴ１または設定
値ボタンＢＴ２が１つも抽出されなければ、タッチパネル１７に触れられた指の軌跡が、
設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２を囲んでいないと判断し（Ｓ２７：Ｎｏ
）、再度まとめて設定すべき設定項目の選択を促すメッセージ（本実施形態では、「もう
一度選択してください」というメッセージ）をＬＣＤ１６に表示する（Ｓ３１）。そして
、ＲＡＭ１３に逐次記憶された指の位置の座標をクリアして（Ｓ３２）、Ｓ２２の処理へ
回帰する。これにより、ＭＦＰ１は、ユーザからまとめて設定すべき設定項目を再度受け
付ける。
【０１００】
　また、Ｓ３０の処理の結果、Ｓ２８の処理によりＲＡＭ１３に格納された設定対象項目
の種別が１つでも異なっている場合には（Ｓ３０：Ｎｏ）、これらの設定項目の間で、同
じ設定内容をまとめて設定することができないので、ユーザから選択された設定項目では
まとめて設定できない旨のメッセージ（本実施形態では、「その設定項目はまとめて設定
できません」というメッセージ）をＬＣＤ１６に表示した上で、Ｓ３１の処理へ移行する
。これにより、ＭＦＰ１は、ユーザからまとめて設定すべき設定項目を再度受け付ける。
【０１０１】
　このように、Ｓ２８の処理によりＲＡＭ１３に格納された設定項目メモリ１２ｂの種別
１２ｂ５の内容を基に、Ｓ３０の処理によって、設定対象項目の種別は全て同じか否かが
判別される。これにより、ユーザは、設定可能な内容の種別が同一の設定項目と判別され
る設定項目だけを設定対象項目として確実に選択できる。
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【０１０２】
　以上、このまとめ処理がＭＦＰ１のＣＰＵ１１によって実行されることにより、「まと
めモード」時の設定登録画面としてＬＣＤ１６の右画面に表示された設定項目ボタンＢＴ
１または設定値ボタンＢＴ２を、ユーザが指で囲むという操作を行えば、その指の軌跡に
囲まれた設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目が、設定対
象項目として選択される。これにより、ユーザは、同一の設定内容を設定したい設定項目
を、「指で囲む」という直観的な操作で選択することができる。
【０１０３】
　次いで、図８を参照して、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１によって実行される設定値入力処理に
ついて説明する。図８は、ＭＦＰ１の設定値入力処理を示すフローチャートである。この
設定値入力処理は、上述したように、設定処理の中で実行される処理（図６のＳ７参照）
であり、上述したまとめ処理によって設定対象項目が選択された場合に、その設定対象項
目に対して、ユーザから指定された設定内容をまとめて設定する処理である。
【０１０４】
　この設定値入力処理では、まず、まとめ処理で選択された設定対象項目を表示するため
に、ＲＡＭ１３に格納された設定対象項目のうち、１つの設定項目の項目名と現在の設定
内容とをＲＡＭ１３から読み出して、ＬＣＤ１６の右画面に上から１つ表示する（Ｓ４１
）。次いで、まとめ処理で選択された全ての設定対象項目がＬＣＤ１６の右画面に表示さ
れたか否かを判断し（Ｓ４２）、表示されていないと判断される場合には（Ｓ４２：Ｎｏ
）、更に、ＬＣＤ１６の右画面に空いた領域があり、別の設定対象項目を表示できるか否
かを判断する（Ｓ４３）。
【０１０５】
　Ｓ４３の処理の結果、別の設定対象項目を表示できると判断される場合には（Ｓ４３：
Ｙｅｓ）、Ｓ４１の処理に回帰し、ＲＡＭ１３に格納された設定対象項目のうち、別の設
定項目の項目名と現在の設定内容とをＲＡＭ１３から読み出して、ＬＣＤ１６の右画面に
、先に表示した設定項目の下側に１つ表示する（Ｓ４１）。
【０１０６】
　そして、Ｓ４２の処理の結果、全ての設定対象項目がＬＣＤ１６の右画面に表示された
と判断されるか（Ｓ４２：Ｙｅｓ）、若しくは、Ｓ４３の処理の結果、ＬＣＤ１６の右画
面に別の設定対象項目を表示できないと判断されるまで（Ｓ４３：Ｎｏ）、Ｓ４１の処理
を繰り返し実行する。これにより、ＬＣＤ１６の右画面には、表示できる範囲で、設定対
象項目が複数表示される。尚、Ｓ４１～Ｓ４３の処理は、選択された設定対象項目の少な
くとも一部をユーザに明示することを目的とした処理であり、ここに表示されていない設
定対象項目に対しても、後の処理でユーザから指定される設定内容がまとめて設定される
。
【０１０７】
　一方、Ｓ４２の処理の結果、全ての設定対象項目がＬＣＤ１６の右画面に表示されたと
判断される場合（Ｓ４２：Ｙｅｓ）、若しくは、Ｓ４３の処理の結果、ＬＣＤ１６の右画
面に別の設定対象項目を表示できないと判断される場合（Ｓ４３：Ｎｏ）、次いで、図４
（ｄ）または図５（ｃ）に示す設定値ボタンＢＴ３を表示するために、まず、ＬＣＤ１６
の右画面に表示された設定対象項目の項目名と現在の設定内容とを灰色表示（グレイアウ
ト）する（Ｓ４４）。
【０１０８】
　そして、ＲＡＭ１３に格納された設定対象項目の種別から、その種別が２択であるか否
かを判断する（Ｓ４５）。そして、設定対象項目の種別が２択であると判断される場合に
は（Ｓ４５：Ｙｅｓ）、更にＲＡＭ１３に格納された設定対象項目の種別から、その２択
によって選択できる設定内容（例えば、「直接」／「設定」や「ＯＦＦ」／「ＯＮ」）を
確認したうえで、その設定内容を選択するための設定値ボタンＢＴ３を１つ、グレイアウ
トしたＬＣＤ１６の右画面に表示して（Ｓ４６）、Ｓ４８の処理へ移行する。
【０１０９】
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　一方、Ｓ４５の処理の結果、設定対象項目の種別が２択でないと判断される場合（Ｓ４
５：Ｎｏ）、設定対象項目の種別は５択であると判断されるので、５択スライダを１つ、
設定値ボタンＢＴ３としてグレイアウトしたＬＣＤ１６の右画面に表示して（Ｓ４７）、
Ｓ４８の処理へ移行する。
【０１１０】
　Ｓ４８の処理では、タッチパネル１７が指で触れられたか（タッチされたか）否かを判
断し、タッチパネル１７が指で触れられていないと判断される場合（Ｓ４８：Ｎｏ）、再
びＳ４８の処理を実行する。これにより、タッチパネル１７が指で触れられるまで、処理
がウェイトされ、ＭＦＰ１は、ユーザからの操作待ち状態となる。
【０１１１】
　一方、Ｓ４８の処理の結果、タッチパネル１７が指で触れられたと判断される場合（Ｓ
４８：Ｙｅｓ）には、次に、指で触れられた領域が戻るボタンＲＢであるか否かを判断す
る（Ｓ４９）。その結果、指で触れられた領域が戻るボタンＲＢでないと判断される場合
には（Ｓ４９：Ｎｏ）、更に、指で触れられた領域が設定値ボタンＢＴ３であるか否かを
判断する（Ｓ５０）。
【０１１２】
　そして、Ｓ５０の処理の結果、指で触れられた領域が設定値ボタンＢＴ３でないと判断
される場合には（Ｓ５０：Ｎｏ）、Ｓ４８の処理に回帰し、再び、タッチパネル１７が指
で触れられたか否かを判断する。これにより、ＭＦＰ１は、ボタンＲＢもしくは設定値ボ
タンＢＴ３のいずれか一方が指で触れられるのを待つ。
【０１１３】
　一方、Ｓ５０の処理の結果、指で触れられた領域が設定値ボタンＢＴ３であると判断さ
れる場合には（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、その設定値ボタンＢＴ３に触れられた指の位置や変位
に応じて、設定値ボタンＢＴ３上に表示されるその設定項目の設定内容の表示を変更する
と共に、指が離れた時点で表示される設定内容を、設定対象項目に挙げられた全ての設定
項目に対して、設定項目メモリ１２ｂの値１２ｂ６に上書きして格納する（Ｓ５１）。こ
れにより、まとめ処理で選択された設定対象項目の全ての設定項目に対して、その設定値
ボタンＢＴ３によってユーザから入力された設定内容が、まとめて設定される。
【０１１４】
　その後、ＬＣＤ１６の右画面に、再び図４（ａ）や図５（ａ）に示した設定項目変更画
面を表示するために、設定処理で選択された一の小分類に含まれる少なくとも一部の設定
項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１と設定値ボタンＢＴ２とを表示すると共に、右画面
の下部には終了ボタンＳＢを表示し、右画面の上部にはまとめボタンＭＢを表示して（Ｓ
５２）、この設定値入力処理を終了する。これにより、ＭＦＰ１は通常のモードに対応し
た設定項目変更画面に戻る。
【０１１５】
　また、Ｓ４９の処理の結果、指で触れられた領域が戻るボタンＲＢであると判断される
場合には（Ｓ４９：Ｙｅｓ）、上述したＳ５２の処理を実行して、この設定値入力処理を
終了する。これにより、ユーザが戻るボタンＲＢを指で触れた場合には、ＭＦＰ１は「ま
とめモード」を抜けて、通常のモードに対応した設定項目変更画面に戻る。
【０１１６】
　以上、本実施形態におけるＭＦＰ１によれば、複数の設定項目のうち、まとめて設定し
たい設定項目が設定対象項目としてユーザによって選択され、その選択された設定対象項
目の全てに対して、ユーザより指定された設定内容がまとめて設定される。これにより、
ユーザは、設定内容の変更を行いたい設定項目に対して、少ない操作でその変更を行うこ
とができるので、ユーザが煩わしい操作を行うことなく、所望の設定項目について設定内
容の変更を行うことができる。
【０１１７】
　次いで、図９および図１０を参照して、第２実施形態について説明する。上記第１実施
形態では、ＬＣＤ１６に表示された設定項目ボタンＢＴ１もしくは設定値ボタンＢＴ２を
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囲むように、ユーザがＬＣＤ１６のＬＣＤパネルに設けられたタッチパネル１７に触れた
指を動かすことによって、ＭＦＰ１はまとめて設定したい設定対象項目を選択する場合に
ついて説明した。これに対し、第２実施形態では、ＬＣＤ１６に表示された設定項目ボタ
ンＢＴ１もしくは設定値ボタンＢＴ２を通過するようにユーザがタッチパネル１７に触れ
た指を動かすことによって、まとめて設定した設定項目を選択できるようにＭＦＰ１が構
成されている。
【０１１８】
　なお、第２実施形態におけるＭＦＰ１の外観構成と電気的構成とは、第１実施形態にお
けるＭＦＰ１と同一のものであるとして説明を行う。また、第２実施形態におけるＭＦＰ
１の設定項目変更画面は、「まとめモード」において設定対象項目の選択する場合の、タ
ッチパネル１７に触れられた指の軌跡が異なる点を除き、第１実施形態と同一である。更
に、第２実施形態におけるＭＦＰ１のＣＰＵ１１によって実行される設定処理は、その設
定処理の中で実行されるまとめ処理の一部の処理が異なる点を除き、第１実施形態と同一
である。以下、第１実施形態と同一の部分には同一の符号を付してその説明を省略し、第
１実施形態と異なる点について説明する。
【０１１９】
　図９は、第２実施形態における「まとめモード」時の設定項目変更画面の一例を示すイ
メージ図である。この設定項目変更画面は、大分類１２ｂ１に規定された「各機能設定」
、中分類１２ｂ２に規定された「ＦＡＸ設定」、及び、小分類１２ｂ３に規定された「送
信設定」に対応付けられた複数の設定項目のうち、「リアルタイム送信」、「ポーリング
送信」、「海外送信モード」に対して、これらをまとめて設定内容の変更を行う場合に、
このまとめて設定したい設定項目を設定対象項目として受け付ける画面であり、この画面
で表示される内容は図５（ｂ）と同一である。
【０１２０】
　第２実施形態では、図９に示すように、この設定項目変更画面に対して、タッチパネル
１７に触れた指を、ユーザがまとめて設定内容を設定したい設定項目の設定項目ボタンＢ
Ｔ１または設定値ボタンＢＴ２を通過するように動かすと、その動かした指の軌跡上に表
示された設定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目（「リアル
タイム送信」、「ポーリング送信」、「海外送信モード」）が、設定対象項目として選択
される。その後、図５（ｃ）と同様の画面が表示され、これらの設定対象項目に対して、
まとめて設定する設定内容の指定をユーザから受け付ける。
【０１２１】
　なお、図９では、設定項目の種別が『「ＯＦＦ」、「ＯＮ」２択』である設定項目から
、設定対象項目を選択する場合について例示したが、他の種別、例えば種別が『５択スラ
イド』である設定項目から設定対象項目を選択する場合も、図９と同様であるので、その
図示と説明を省略する。
【０１２２】
　次いで、図１０を参照して、第２実施形態におけるＭＦＰ１のＣＰＵ１１によって実行
されるまとめ処理について説明する。図１０は、第２実施形態におけるＭＦＰ１のまとめ
処理を示すフローチャートである。このまとめ処理において、第１実施形態におけるＭＦ
Ｐ１のまとめ処理（図７参照）と異なる点は、第１実施形態におけるＭＦＰ１のまとめ処
理のＳ２７およびＳ２８の処理が、Ｓ６１およびＳ６２の処理に置き換えられている点で
ある。その他のステップの処理は、第１実施形態におけるＭＦＰ１のまとめ処理と同一で
あるので、説明を省略する。
【０１２３】
　Ｓ６１の処理では、Ｓ２５およびＳ２６の処理によって、ＲＡＭ１３に逐次格納された
指の位置の座標から、タッチパネル１７に触れられた指の軌跡を判断し、その軌跡が、Ｌ
ＣＤ１６の右画面に表示された設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２（図４（
ｃ）および図５（ｂ）参照）を通過しているか否かを判断する。
【０１２４】
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　そして、タッチパネル１７に触れられた指の軌跡が、設定項目ボタンＢＴ１または設定
値ボタンＢＴ２を通過していると判断される場合には（Ｓ６１：Ｙｅｓ）、指の軌跡が通
過した設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２に対応する全ての設定項目（以下
、「設定対象項目」と称する）について、その項目名と、設定可能な設定内容の種別と、
現在の設定内容とを、それぞれ設定項目メモリ１２ｂの項目名１２ｂ４、種別１２ｂ５、
値１２ｂ６から読み出して、ＲＡＭ１３に一旦格納する（Ｓ６２）。これにより、設定対
象項目が仮選択される。
【０１２５】
　その後、第１実施形態におけるＭＦＰ１のまとめ処理（図７参照）と同様に、Ｓ６２の
処理によってＲＡＭ１３に格納された各設定対象項目の種別を確認し（Ｓ２９）、その種
別が全て同じであるか否かを判断して（Ｓ３０）、種別が全て同じであると判断される場
合には（Ｓ３０：Ｙｅｓ）、このまとめ処理を終了する。これにより、ＲＡＭ１３に格納
された設定項目が、設定対象項目として最終的に選択される。
【０１２６】
　一方、Ｓ６１の処理の結果、タッチパネル１７に触れられた指の軌跡が、設定項目ボタ
ンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２を通過していないと判断される場合には（Ｓ６１：Ｎ
ｏ）、Ｓ３１の処理へ移行して、第１実施形態におけるＭＦＰ１のまとめ処理（図７参照
）と同様に、再度まとめて設定すべき設定項目の選択を促すメッセージ（本実施形態では
、「もう一度選択してください」というメッセージ）をＬＣＤ１６に表示し、そして、Ｒ
ＡＭ１３に逐次記憶された指の位置の座標をクリアして（Ｓ３２）、Ｓ２２の処理へ回帰
する。これにより、ＭＦＰ１は、ユーザからまとめて設定すべき設定項目を再度受け付け
る。
【０１２７】
　以上、本実施形態によるＭＦＰ１によれば、このまとめ処理がＭＦＰ１のＣＰＵ１１に
よって実行されることにより、「まとめモード」時の設定登録画面としてＬＣＤ１６の右
画面に表示された設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２を、ユーザが指で通過
させるという操作を行えば、その指の軌跡上に表示された設定項目ボタンＢＴ１または設
定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目が、設定対象項目として選択される。これにより、
ユーザは、同一の設定内容を設定したい設定項目を、「指で通過させる」という直観的な
操作で選択することができる。
【０１２８】
　次いで、図１１および図１２を参照して、第３実施形態について説明する。上記各実施
形態では、ＬＣＤ１６に表示された設定項目ボタンＢＴ１もしくは設定値ボタンＢＴ２を
囲む又は通過するように、ユーザがＬＣＤ１６のＬＣＤパネルに設けられたタッチパネル
１７に触れた指を動かすことによって、まとめて設定したい設定対象項目を選択する場合
について説明した。これに対し、第３実施形態では、ＬＣＤ１６の左画面に表示させた設
定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２で示される複数の設定項目から、ユーザに
よって選択された設定対象項目をＬＣＤ１６の右画面に表示させた上で、その右画面に表
示された設定項目に対し、ユーザから指定された設定内容をまとめて設定できるようにＭ
ＦＰ１が構成されている。
【０１２９】
　なお、第３実施形態におけるＭＦＰ１の外観構成と電気的構成とは、第１実施形態にお
けるＭＦＰ１と同一のものであるとして説明を行う。また、第３実施形態におけるＭＦＰ
１のＣＰＵ１１によって実行される設定処理は、その設定処理の中で実行されるまとめ処
理が異なる点を除き、第１実施形態と同一である。以下、第１実施形態と同一の部分には
同一の符号を付して、その説明を省略し、第１実施形態と異なる点について説明する。
【０１３０】
　図１１は、第３実施形態におけるＭＦＰ１の設定項目変更画面の一例を示すイメージ図
である。この設定項目変更画面は、大分類１２ｂ１に規定された「各機能設定」、中分類
１２ｂ２に規定された「ＦＡＸ設定」、及び、小分類１２ｂ３に規定された「送信設定」
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に対応付けられた複数の設定項目のうち、「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」に
対して、これらをまとめて設定内容の変更を行う場合に、このまとめて設定したい設定対
象項目を受け付ける画面である。
【０１３１】
　図１１（ａ）に示すように、ユーザがＭＦＰ１の設定項目の内容を変更する場合に、設
定項目メモリ１２ｂの内容に基づき表示される大分類、中分類、小分類のメニューからそ
れぞれ「各機能設定」、「ＦＡＸ設定」、「送信設定」が選択さると、第１実施形態にお
けるＭＦＰ１の設定項目変更画面（図５（ａ）参照）と同様に、ＭＦＰ１は、ＬＣＤ１６
の左画面に小分類メニューを表示し、ＬＣＤ１６の右画面には、その小分類「送信設定」
に対応付けられた設定項目「送信日時」、「リアルタイム送信」、「ポーリング送信」、
「海外送信モード」のそれぞれの名称を表示する複数の設定項目ボタンＢＴ１と、その複
数の設定項目ボタンＢＴ１にそれぞれ対応した複数の設定値ボタンＢＴ２とを表示する。
【０１３２】
　また、ＭＦＰ１は、各設定項目の項目名１２ｂ４に対応する値１２ｂ６に格納された内
容にしたがって、設定値ボタンＢＴ２の２択ボタンとして表示する設定可能な２つの設定
内容のうち、現在設定されている内容をハイライト表示する。更に、終了ボタンＳＢとま
とめボタンＭＢとを表示し、まとめボタンＭＢが指で触れられると、ＭＦＰ１は「まとめ
モード」に状態が遷移する。
【０１３３】
　ＭＦＰ１の状態が「まとめモード」に遷移すると、図１１（ｂ）に示すように、ＬＣＤ
１６の右画面に表示していた複数の設定項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１および設定
値ボタンＢＴ２とを、ＬＣＤ１６の左画面に表示を切り替えると共に、右画面には、空欄
を表示する。この右画面に空欄には、ユーザがまとめて設定したい設定対象項目を選択し
たときに、その設定対象項目に対応する設定値項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ
２を表示する。
【０１３４】
　また、図１１（ｂ）に示す画面では、ＬＣＤ１６の右画面の下部にもどるボタンＲＢを
表示する。ユーザがこの戻るボタンを指で触れると、タッチパネル１７は戻るボタンＲＢ
が操作されたと判断する。これにより、ＭＦＰ１は「まとめモード」から抜けて通常のモ
ードに戻ると共に、ＬＣＤ１６に表示する設定項目変更画面を図１１（ａ）に画面に戻す
。ＭＦＰ１は、この戻るボタンＲＢを「まとめモード」中、常に表示する。これにより、
ユーザがいつでも「まとめモード」から通常のモードに戻れるようになっている。
【０１３５】
　図１１（ｂ）に示した設定項目変更画面がＬＣＤ１６に表示されている場合に、ユーザ
が、図１１（ｃ）に示すように、左画面に表示された複数の設定項目のうちいずれかの設
定項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１を指で触れ、更に、その触れた指をＬＣＤ１６の
左画面まで動かすと、タッチパネル１７がその指の動きを検出する。そして、ＭＦＰ１は
、このタッチパネル１７の検出結果により、その指で触れられた設定項目ボタンＢＴ１に
対応する設定項目がユーザによって設定対象項目として選択された、と判断して、図１１
（ｄ）に示すように、その設定対象項目の設定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ
２をＬＣＤ１６の左画面に表示する。
【０１３６】
　更に、ユーザがＬＣＤ１６の左画面に表示した複数の設定項目のうち、図１１（ｅ）に
示すように、別の設定項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１を指で触れ、その触れた指を
ＬＣＤ１６の左画面まで動かすと、ＭＦＰ１は、その指で触れられた別の設定項目もユー
ザによって設定対象項目として選択された、と判断する。そして、図１１（ｆ）に示すよ
うに、その別の設定項目の設定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２も、先に選択
された設定項目の設定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２と合わせて、ＬＣＤ１
６の左画面に表示する。
【０１３７】



(22) JP 4924402 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

　更に、ユーザが、まとめて設定したい設定項目の選択が終了するまで、その設定項目に
対応する設定項目ボタンＢＴ１を指で触れ、その触れた指をＬＣＤ１６の左画面まで動か
すという動作を繰り返し行うと、ＭＦＰ１は、その指で触れられた設定項目に対応する設
定項目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２を順次ＬＣＤ１６の左画面に追加して表示
する。
【０１３８】
　一方、ＬＣＤ１６の左画面に１以上の設定項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１および
設定値ボタンＢＴ２が表示されると、その表示に合わせて、ＬＣＤ１６の左画面の下部に
まとめ終了ボタンＭＳＢを表示する。ユーザがこのまとめ終了ボタンＭＳＢを指で触れる
と、タッチパネル１７はまとめ終了ボタンＭＳＢが操作されたと判断する。これにより、
ＭＦＰ１はユーザが設定対象項目の選択を終了したと判断し、ユーザよりまとめて設定し
たい設定内容の指定を受け付ける画面（図１１（ｇ）参照）を表示する。
【０１３９】
　尚、まとめ終了ボタンＭＳＢが操作されたときに、ＬＣＤ１６の左画面に表示された設
定対象項目の中に、設定可能な内容の種別が異なる設定項目が含まれている場合、これら
の選択された設定対象項目に対して、同一の内容をまとめて設定することができないので
、ＭＦＰ１は、これらの設定項目がまとめて設定することができない旨のメッセージをＬ
ＣＤ１６に表示した上で、再度まとめて設定した設定項目の選択を受け付ける。
【０１４０】
　ユーザよりまとめて設定したい設定内容の指定を受け付ける画面では、図１１（ｇ）に
示すように、これらの設定項目に同一の内容を設定するための設定値ボタンＢＴ３（２択
ボタン）を新たに表示する。そして、ユーザがこの設定値ボタンＢＴ３として表示される
２つの設定内容のうちいずれか一方の設定内容を指で触れると、タッチパネル１７によっ
て、指で触れられた設定内容が検出される。
【０１４１】
　ＭＦＰ１は、タッチパネル１により検出された設定内容を、選択された全ての設定対象
項目の項目名１２ｂ４に対応する値１２ｂ６に対して上書きして格納すると共に、その上
書きされた設定内容を反映させた図１１（ａ）に示す設定項目変更画面を表示する。
【０１４２】
　なお、図１１では、設定項目の種別が『「ＯＦＦ」、「ＯＮ」２択』である設定項目か
ら、まとめて設定したい設定項目を選択する場合について例示したが、他の種別、例えば
種別が『５択スライド』である設定項目からまとめて設定したい設定項目を選択する場合
も、図１１と同様であるので、その図示と説明を省略する。
【０１４３】
　次いで、図１２を参照して、第３実施形態におけるＭＦＰ１のＣＰＵ１１で実行される
まとめ処理について説明する。図１２は、第３実施形態におけるＭＦＰ１のまとめ処理を
示すフローチャートである。
【０１４４】
　このまとめ処理では、まず、図１１（ｂ）に示すように、ＬＣＤ１６の左画面に、設定
処理（図６参照）で選択された小分類に対応付けられた設定項目に対応する設定項目ボタ
ンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２を表示し、ＬＣＤ１６の右画面に、空欄と戻るボタン
ＲＢ２とを表示する（Ｓ７１）。
【０１４５】
　次いで、タッチパネル１７が指で触れられたか（タッチされたか）否かを判断し（Ｓ７
２）、タッチパネル１７が指で触れられていないと判断される場合（Ｓ７２：Ｎｏ）、再
びＳ７２の処理を実行する。これにより、タッチパネル１７が指で触れられるまで、処理
がウェイトされ、ＭＦＰ１は、ユーザからの操作待ち状態となる。
【０１４６】
　そして、Ｓ７２の処理の結果、タッチパネル１７が指で触れられたと判断される場合（
Ｓ７２：Ｙｅｓ）には、次に、指で触れられた領域が戻るボタンＲＢであるか否かを判断
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する（Ｓ７３）。その結果、指で触れられた領域が戻るボタンＲＢであると判断される場
合（Ｓ７３：Ｙｅｓ）、ＬＣＤ１６に表示される画面をこのまとめ処理に移行する前の画
面（図１１（ａ）参照）に戻し（Ｓ７４）、図６に示した設定処理のフローチャートのＳ
１０の処理へ移行する。これにより、ＭＦＰ１は「まとめモード」を抜けて、通常のモー
ドへ移行する。
【０１４７】
　一方、Ｓ７３の処理の結果、指で触れられた領域が戻るボタンＲＢでないと判断される
場合には（Ｓ７３：Ｎｏ）、次に、指で触れられた領域がまとめ終了ボタンＭＳＢである
か否かを判断する（Ｓ７５）。その結果、指で触れられた領域がまとめ終了ボタンＭＳＢ
でないと判断される場合（Ｓ７５：Ｎｏ）、更に、指で触れられた領域がいずれかの設定
項目ボタンＢＴ１であるか否かを判断する（Ｓ７６）。
【０１４８】
　尚、図１１（ｂ）のように、設定項目変更画面にまとめ終了ボタンＭＳＢが表示されて
いない場合には、Ｓ７５の処理では、常に指で触れられた領域がまとめ終了ボタンＭＳＢ
でないと判断し（Ｓ７５：Ｎｏ）、Ｓ７６の処理へ移行する。
【０１４９】
　Ｓ７６の処理の結果、指で触れられた領域がいずれの設定項目ボタンＢＴ１でないと判
断される場合には（Ｓ７６：Ｎｏ）、Ｓ７２の処理に回帰し、再び、ユーザによってタッ
チパネル１７が指で触れられるのを待つ。
【０１５０】
　一方、Ｓ７６の処理の結果、指で触れられた領域がいずれかの設定項目ボタンＢＴ１で
あると判断される場合には（Ｓ７６：Ｙｅｓ）、指で触れられた設定項目ボタンＢＴ１に
対応する設定項目を設定対象項目として、その設定項目の項目名と、設定可能な設定内容
の種別と、現在の設定内容とを、それぞれ設定項目メモリ１２ｂの項目名１２ｂ４、種別
１２ｂ５、値１２ｂ６から読み出して、ＲＡＭ１３に一旦格納する（Ｓ７７）。
【０１５１】
　次いで、タッチパネル１７の検出結果から、タッチパネル１７から指が離れたか否かを
判断し（Ｓ７８）、指が離れていないと判断される間は（Ｓ７８：Ｎｏ）、Ｓ７８の処理
を繰り返し実行する。そして、Ｓ７８の処理の結果、タッチパネル１７から指が離れたと
判断されると（Ｓ７８：Ｙｅｓ）、その指の離れた場所がＬＣＤ１６の右画面の領域であ
るか否かをタッチパネル１７の検出結果を基に判断する（Ｓ７９）。
【０１５２】
　その結果、指の離れた場所がＬＣＤ１６の右画面の領域であると判断される場合には（
Ｓ７９：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１３に記憶した設定対象項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１
および設定値ボタンＢＴ２を、ＬＣＤ１６の右画面に表示する（Ｓ８０）。そして、Ｓ７
２の処理へ回帰し、再び、ユーザによってタッチパネル１７が指で触れられるのを待つ。
【０１５３】
　一方、Ｓ７９の処理の結果、指の離れた場所がＬＣＤ１６の右画面の領域でないと判断
される場合には（Ｓ７９：Ｎｏ）、もう一度設定項目を選択するようユーザに促すメッセ
ージ（本実施形態では「もう一度選択してください」というメッセージ）をＬＣＤ１６に
表示する（Ｓ８１）。そして、ＲＡＭ１３に記憶した指で触れられていた設定対象項目に
関する情報（項目名、種別、現在の設定内容）を消去し（Ｓ８２）、Ｓ７２の処理へ回帰
する。これにより、ユーザがＬＣＤ１６の左画面に表示された設定項目ボタンＢＴ１を指
で触れた後、その指をＬＣＤ１６の右画面以外の領域で離せば、ＭＦＰ１は、その設定項
目ボタンＢＴ１に対応する設定項目を設定対象項目として選択せずに、もう一度ユーザか
らの指示を受け付けることができる。
【０１５４】
　また、Ｓ７５の処理の結果、指で触れられた領域がまとめ終了ボタンＭＳＢであると判
断される場合には（Ｓ７５：Ｙｅｓ）、次に、ＲＡＭ１３に記憶された全ての設定対象項
目について、その設定可能な種別を確認する（Ｓ８３）。そして、この種別が全ての設定
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項目について同じであるか否かを判断し（Ｓ８４）、同じでないと判断される場合には（
Ｓ８４：Ｎｏ）、これらの設定項目の間で、同じ設定内容をまとめて設定することができ
ないので、ユーザから選択された設定項目ではまとめて設定できない旨のメッセージ（本
実施形態では、「その設定項目はまとめて設定できません」というメッセージ）をＬＣＤ
１６に表示した上で、Ｓ８１の処理へ移行する。これにより、ＭＦＰ１は、ユーザからの
指示を再度受け付ける。
【０１５５】
　一方、Ｓ８４の処理の結果、種別が全ての設定項目について同じであると判断される場
合には（Ｓ８４：Ｙｅｓ）、このまとめ処理を終了する。これにより、ＲＡＭ１３に格納
された設定項目が、設定対象項目として最終的に選択され、設定処理（図６参照）の中で
次に実行される設定値入力処理（図８参照）によって、その全ての設定対象項目に対し、
ユーザより指定された設定内容がまとめて設定される。
【０１５６】
　以上、本実施形態におけるＭＦＰ１によれば、ＬＣＤ１６の左画面に表示させた設定項
目ボタンＢＴ１および設定値ボタンＢＴ２で示される複数の設定項目から、ユーザによっ
て選択された設定対象項目をＬＣＤ１６の右画面に表示させた上で、その右画面に表示さ
れた設定項目に対し、ユーザから指定された設定内容をまとめて設定できるので、ユーザ
は、左領域に表示された設定対象項目によって、指定した設定項目を確認しながら、まと
めて設定内容の変更を行いたい設定対象項目を簡単に選択することができる。また、まと
めて設定したい設定項目の設定項目ボタンＢＴ１が左画面に離れて表示されている場合で
あっても、ユーザはそれらの設定項目を設定対象項目として選択することができる。
【０１５７】
　次いで、図１３を参照して、第４実施形態について説明する。上記各実施形態では、Ｍ
ＦＰ１に設けられたＬＣＤ１６に設定項目変更画面を表示し、ＬＣＤ１６のＬＣＤパネル
に設けられたタッチパネル１７をユーザが指で触れることによって、ＭＦＰ１の設定項目
の一部をまとめて設定する場合について説明した。これに対し、第４実施形態では、ＰＣ
４００に接続されたＬＣＤ４１６にＭＦＰ３００に対する設定項目変更画面を表示し、タ
ッチペン４１７をユーザが操作することによって、ＭＦＰ３００の設定項目の一部をまと
めて設定できるように構成されている。尚、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号
を付して、その説明を省略する。
【０１５８】
　図１３は、第４実施形態における制御システムＴの電気的構成を示したブロック図であ
る。この制御システムＴは、ＭＦＰ３００とＰＣ４００とによって構成されている。この
第４実施形態におけるＭＦＰ３００において、第１実施形態におけるＭＦＰ１と相違する
点は、ＥＥＰＲＯＭ３１２がＥＥＰＲＯＭ１２に代えて設けられている点、及び、インタ
ーフェイス３３１が設けられている点である。
【０１５９】
　ＥＥＰＲＯＭ３１２は、ＣＰＵ１１によって実行される制御プログラム３１２ａや固定
値データ等を書き換え可能に記憶すると共に、電源遮断後も内容を保持可能な不揮発性の
メモリである。制御プログラム３１２ａには、例えば、ＰＣ４００によってＭＰＦ３００
の設定項目が設定される場合に、ＰＣ４００との間の通信を制御するプログラムが格納さ
れている。
【０１６０】
　また、ＥＥＰＲＯＭ３１２には、設定項目メモリ３１２ｂが設けられている。設定項目
メモリ３１２ｂは、ＭＦＰ３００における各種機能の動作条件を規定するための設定項目
を格納するメモリであり、その内容は、第１実施形態におけるＭＦＰ１の設定項目メモリ
１２ｂ（図３参照）と同一である。
【０１６１】
　インターフェイス３３１は、ＭＦＰ３００にＰＣ４００を接続し、ＰＣ４００との間で
各種データの送受信を行うものである。インターフェイス３３１は、入出力ポート２７を
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介して、ＭＦＰ１に設けられた各部と接続される。
【０１６２】
　一方、ＰＣ４００は、ＣＰＵ４１１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）４
１２、ＲＡＭ４１３、ハードディスク４１４、インターフェイス４２０を主に有しており
、ＣＰＵ４１１、ＲＯＭ４１２、ＲＡＭ４１３は、バスライン４２１を介して互いに接続
されている。また、ハードディスク４１４、インテーフェイス４２０、バスライン４２１
は、入出力ポート４２２を介して互いに接続されている。更に、入出力ポート４２２には
、ＬＣＤ４１６、タッチペン４１７が接続され、これらとＰＣ４００の各部との間でデー
タの送受信が行われる。
【０１６３】
　ＣＰＵ４１１は、ＲＯＭ４１２やハードディスク４１４に記憶されているプログラム、
あるいは入出力ポートに接続された各部からの制御信号に従って、ＰＣ４００の動作を制
御する演算装置である。
【０１６４】
　ＲＯＭ４１２は、書換え不可能な不揮発性のメモリであり、ＣＰＵ４１１により実行さ
れる各種の制御プログラムや、その他、固定値データが記憶されている。ＲＡＭ４１３は
、書換え可能な揮発性のメモリであり、ＰＣ４００の各操作の実行時に各種のデータを一
時的に記憶するためのメモリである。
【０１６５】
　ハードディスク４１４は、書換え可能な不揮発性のメモリであり、ＣＰＵ４１１によっ
て実行される制御プログラム４１４ａが格納されている。この制御プログラム４１４ａに
は、上述した図６～図８に図示されたフローチャートのプログラムを含んでおり、ＣＰＵ
４１１がこれらのフローチャートのプログラムを実行することにより、ＰＣ４００に接続
されたＬＣＤ４１６には、図４や図５に示した設定項目変更画面が表示される。そして、
この設定項目変更画面に表示された各種ボタンを、ユーザがタッチペン４１７を用いて操
作することにより、ユーザが煩わしい操作を行うことなく、ＭＦＰ３００の所望の設定項
目について設定内容の変更を行うことができる。
【０１６６】
　インターフェイス４２０は、ＰＣ４００にＭＦＰ３００を接続し、ＭＦＰ３００との間
で各種データの送受信を行うものである。
【０１６７】
　ＬＣＤ４１６は、ＬＣＤパネル（図示せず）を備え、そのＬＣＤパネルに、タッチペン
４１７の操作に応じてメニューや動作状態などを表示するための表示デバイスである。ま
た、タッチペン４１７は、ＬＣＤ４１６のＬＣＤパネルに触れると、そのＬＣＤパネル上
の座標を検出してＰＣ４００に伝達する入力装置である。
【０１６８】
　ＣＰＵ４１１は、タッチパネル４１７によって検出された座標によって、例えば、ＬＣ
Ｄ４１６に表示された設定項目変更画面に対して行われた操作内容を判断する。そして、
その操作内容に応じて、ユーザがまとめて設定したい設定対象項目の選択を受け付けたり
、選択された全ての設定対象項目に対してまとめて設定する設定内容を受け付けたりする
。
【０１６９】
　以上、本実施形態における制御システムＴによれば、ＭＦＰ３００の複数の設定項目の
うち、まとめて設定したい設定対象項目を、ユーザがＰＣ４００を用いて選択することが
できると共に、ユーザによって選択された設定対象項目の全てに対して、ユーザより指定
された設定内容をまとめて設定することができる。これにより、ユーザは、設定内容の変
更を行いたい設定項目に対して、少ない操作でその変更を行うができるので、第１実施形
態と同様に、ユーザが煩わしい操作を行うことなく、所望の設定項目について設定内容の
変更を行うことができる。
【０１７０】
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　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であること
は容易に推察できるものである。
【０１７１】
　例えば、上記各実施形態において、ＬＣＤ１６の左画面もしくは右画面に複数の設定項
目を表示し、その表示された設定項目から設定対象項目を選択する場合について説明した
が、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、図１４（ａ）に示すように、ＬＣＤ
１６の左画面および右画面を用いて一の小分類に含まれる複数の設定項目を表示し、その
表示された設定項目から設定対象項目を選択してもよい。また、図１４（ｂ）に示すよう
に、ＬＣＤ１６の左画面に一の小分類に含まれる複数の設定項目を表示し、右画面に別の
小分類に含まれる複数の設定対象項目を表示して、この表示された設定項目から設定対象
項目を選択してもよい。後者の場合には、異なる小分類に含まれる設定項目に対して、同
一の設定内容をまとめて設定することができる。また、図１４（ａ）や図１４（ｂ）に示
す変形例を第３実施形態に適用する場合には、選択された設定対象項目が表示される領域
を、更に設けるようにすればよい。
【０１７２】
　上記各実施形態では、タッチパネル１７やタッチペン４１７によって、ＬＣＤ１６，４
１６に表示された複数の設定項目から設定対象項目を選択する場合について説明したが、
必ずしもこれに限られるものではなく、その他の入力手段、例えば、マウスやキーボード
、操作キーなどによって設定対象項目を選択するようにしてもよい。
【０１７３】
　上記第１～３実施形態では、タッチパネル１７を指で操作する場合について説明したが
、必ずしもこれに限られるものではなく、ペンなどの指示物を用いて操作するようにして
もよい。
【０１７４】
　上記第１および第２実施形態では、ユーザがＬＣＤ１６に表示された設定項目変更画面
に表示される設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２を指で囲むまたは通過する
操作を行うと、その指で囲まれた、または、指が通過した設定項目ボタンＢＴ１または設
定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目が設定対象項目として選択される場合について説明
したが、必ずしもこれに限られるものではなく、ユーザが設定項目ボタンＢＴ１を指で囲
むまたは通過する操作を行うと、その指で囲まれた、または、指が通過した設定項目ボタ
ンＢＴ１に対応する設定項目が設定対象項目として選択されるようにしてもよい。また、
ユーザが設定値ボタンＢＴ２を指で囲むまたは通過する操作を行うと、その指で囲まれた
、または、指が通過した設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目が設定対象項目として選
択されるようにしてもよい。
【０１７５】
　上記第２実施形態では、ユーザがＬＣＤ１６に表示された設定項目変更画面に表示され
る設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２を指で通過する操作を行うと、その指
が通過した設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目が設定対
象項目として選択される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく
、まとめて設定した設定項目に対応する設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２
を挟むように同時に２点を指（または指示物）で指定することにより、その２点間に存在
する設定項目ボタンＢＴ１または設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目が設定対象項目
として選択されるようにしてもよい。これにより、ユーザは表示されている複数の設定項
目のうち、まとめて設定内容の変更を行いたい設定項目を２点で挟むような直観的な操作
で選択することができる。
【０１７６】
　上記第３実施形態では、ユーザがＬＣＤ１６に表示された設定項目変更画面に表示され
る設定項目ボタンＢＴ１を指で触れて、その指を右画面に移動させると、その指で触れた
設定項目ボタンＢＴ１に対応する設定項目が設定対象項目として選択される場合について
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説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、設定値ボタンＢＴ２を指で触れて、
その指を右画面に移動させると、その指で触れた設定値ボタンＢＴ２に対応する設定項目
が設定対象項目として選択されるようにしてもよい。
【０１７７】
　上記第３実施形態では、「まとめモード」における設定項目変更画面として、ＬＣＤ１
６の左画面に複数の設定項目を表示し、右画面に選択された設定対象項目を表示する場合
について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、ＬＣＤ１６に、複数の設定
項目を表示する領域と、選択された設定対象項目を表示する領域とが表示されていればよ
い。
【０１７８】
　上記第４実施形態では、ＰＣ４００のハードディスク４１４に格納された制御プログラ
ム４１４ａに、図６～図８に示したフローチャートのプログラムが含まれる場合について
説明したが、このうち、図７に示したまとめ処理のフローチャートに代えて、図１０また
は図１２に示したまとめ処理のフローチャートのプログラムが含まれるようにしてもよい
。
【０１７９】
　上記各実施形態では、ＭＦＰ１，４００の設定項目をまとめて設定する場合について説
明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、設定可能な内容が共通する複数の設定
項目が存在する制御装置または制御システムに対し、本発明は適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】本発明の第１実施形態におけるＭＦＰの外観構成を示す斜視図である。
【図２】ＭＦＰ１の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】設定項目メモリの内容の一例を模式的に示す模式図である。
【図４】設定項目変更画面の一例を示すイメージ図である。
【図５】設定項目変更画面の一例を示すイメージ図である。
【図６】設定処理を示すフローチャートである。
【図７】まとめ処理を示すフローチャートである。
【図８】設定値入力処理を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態における設定項目変更画面の一例を示すイメージ図である。
【図１０】第２実施形態におけるまとめ処理を示すフローチャートである。
【図１１】第３実施形態における設定項目変更画面の一例を示すイメージ図である。
【図１２】第３実施形態におけるまとめ処理を示すフローチャートである。
【図１３】第４実施形態における制御システムの電気的構成を示すブロック図である。
【図１４】変形例における設定項目変更画面の一例を示すイメージ図である。
【符号の説明】
【０１８１】
Ｔ　　　　　　　　　　制御システム
１　　　　　　　　　　ＭＦＰ１（制御装置の一例）
１２ａ　　　　　　　　制御プログラム
１２ｂ　　　　　　　　設定項目メモリ
１６　　　　　　　　　ＬＣＤ（表示手段の一例、表示パネルの一例）
１７　　　　　　　　　タッチパネル（指定位置検出手段の一例）
Ｓ４，Ｓ７１　　　　　（表示制御手段の一例、表示制御ステップの一例）
Ｓ８　　　　　　　　　（第１設定内容受付手段の一例、第１設定内容受付ステップの一
例）
Ｓ９　　　　　　　　　（第１設定手段の一例、第１設定指示ステップの一例）
Ｓ６　　　　　　　　　（設定項目選択手段の一例、設定項目選択ステップの一例）
Ｓ２２，Ｓ２５，Ｓ２６，Ｓ７２，Ｓ７８　　（指定位置検出手段の一例）
Ｓ２５，Ｓ６１　　　　（軌跡検出手段の一例）
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Ｓ５０　　　　　　　　（設定内容受付手段の一例、設定内容受付ステップの一例、第２
設定内容受付手段の一例、第２設定内容受付ステップの一例）
Ｓ５１　　　　　　　　（設定手段の一例、設定指示ステップの一例、第２設定手段の一
例、第２設定指示ステップの一例）
Ｓ８０　　　　　　　　（第２表示制御手段の一例）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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