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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、文字列を含む領域である文字列領域を表示する表示部と、
　前記文字列領域に対しての操作を受け付ける入力部と、
　前記表示部に表示する画像用のデータを含むデータを記憶する記憶部と、
　前記表示部での表示を制御する表示制御部と、を有し、
　前記記憶部は、使用者によってなされた操作に応じて前記強調表示を行う前記文字列領
域を定めたデータである予測データを記憶し、
　前記表示制御部は前記表示部に表示された前記文字列領域のうち、隣接しあうそれぞれ
の前記文字列領域に同じ文字列が含まれるか否かを判断し、同じ文字列を含む前記文字列
領域がその画面を表示した際に画面内に常時、固定的に表示される前記文字列領域か否か
を確認し、同じ文字列が含まれ、隣接しあい、固定的に表示されるそれぞれの前記文字列
領域のうち、いずれか一方又は両方の前記文字列領域が、前記予測データに含まれる場合
、同じ文字列以外の文字を前記表示部に強調表示させることを特徴とする表示入力装置。
【請求項２】
　前記記憶部は、前記文字列領域が強調表示の対象となるか否かを判断するためのデータ
で、１又は複数の文字列としての単語を含む単語データを記憶し、
　前記表示制御部は、前記表示部に表示された前記文字列領域のうち、隣接しあうそれぞ
れの前記文字列領域が前記単語データに含まれる同じ単語を含むか否かを判断し、含まれ
る場合、同じ単語以外の文字を前記表示部に強調表示させることを特徴とする請求項１に
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記載の表示入力装置。
【請求項３】
　前記表示部は、前記記憶部又は表示入力装置と直接的又は間接的に接続される記憶装置
内のデータを示す前記文字列領域を複数並べて表示し、
　前記表示制御部は、前記記憶装置内のデータを示す前記文字列領域を固定的ではなく変
動的な前記文字列領域と判断し、変動的な前記文字列領域については、前記記憶部又は前
記記憶装置に記憶されるデータの作成や更新が行われた日時を示すタイムスタンプを確認
し、前記記憶部又は前記記憶装置に記憶されるデータに対応する前記文字列領域について
は、予め定められた時間的な基準に合致する文字列領域についてのみ、表示部に強調表示
させることを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項４】
　前記基準は、前記記憶部又は前記記憶装置に記憶されるデータのうち、最新であること
を特徴とする請求項３に記載の表示入力装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、各前記文字列領域について前記強調表示を行った回数を記憶し、
　前記表示制御部は、前記強調表示を行った回数が予め定められた回数を超えた固定的に
表示される前記文字列領域では、前記表示部に前記強調表示を行わせないことを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項６】
　前記入力部は、使用者を特定するための入力を受け付け、
　前記記憶部は、使用者ごとに、各前記文字列領域について前記強調表示を行った回数を
記憶することを特徴とする請求項５記載の表示入力装置。
【請求項７】
　前記入力部は、前記単語データの編集入力を受け付け、
　前記記憶部は、前記入力部に対する入力に従い、前記単語データを更新することを特徴
とする請求項２乃至６のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項８】
　前記入力部は、予め用意された複数種の前記強調表示の種類の選択入力を受け付け、
　前記表示部は、前記入力部で選択された前記強調表示の種類で、前記強調表示を行うこ
とを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項９】
　前記入力部は、前記文字列領域の隣接範囲を設定する入力を受け付け、
　前記表示制御部は、前記入力部で設定された前記文字列領域の隣接範囲で、前記同じ文
字列が含まれるか否かの判断を行い、前記表示部に強調表示させることを特徴とする請求
項１乃至８のいずれか１項に記載の表示入力装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の表示入力装置を備えることを特徴とする画像形
成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネル等の表示部とタッチパネル等の入力部を備えた表示入力装置、及
び、表示入力装置を備えた複写機、複合機、プリンタ、ＦＡＸ装置等の画像形成装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、複写機、複合機等の画像形成装置などでは、用いる機能の選択や設定等の入力
を行うため、表示入力装置を備えることがある。例えば、表示入力装置は、画面や入力用
のキーやボタンを表示するタッチパネル式の表示部や、各種ハードキー等を備える。ここ
で、同じ文字列を含むキー等が同時に表示される場合があり、キー等の押し間違いが生ず
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る場合がある。そこで、複数の情報を一覧表示する際、視認性を向上させようとする発明
が特許文献１に記載されている。
【０００３】
　具体的に、特許文献１には、予め設定された比較条件に基づいて、文字列からなる複数
の情報のうち、基準情報と比較対象情報とを比較する比較手段と、比較手段による比較結
果に基づいて、基準情報と比較対象情報とで相違している箇所を強調して文字列からなる
複数の情報の一覧を表示する強調表示手段と、を有することを特徴とする情報処理装置が
記載されている。この構成により、複数の情報を一覧表示する際に不一致箇所を容易に判
別できるようにしようとする（特許文献１：請求項１、段落［００１１］等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１９５５７５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記載の発明によれば、確かに、不一致箇所を強調して表示できる。しかし、
この発明では、不一致箇所が常に強調表示される。そのため、同一や類似の文字列が画面
内に多数あると、強調表示される箇所が多くなる。従って、強調表示箇所が多いと、強調
効果が相対的に弱くなり、むしろ見づらくなるという問題がある。
【０００６】
　又、強調表示が多すぎれば、使用者は、見づらい、煩わしいと感じる場合がある。言い
換えると、必要以上の強調表示に意味はなく、使用者に必要な部分にのみ強調表示されれ
ばよい。このように、特許文献１記載の発明は、表示部の画面がかえって見づらくなるこ
とで、キー等の押し間違いが生じ得るものであり、煩わしいと感じられ得るという問題が
ある。
【０００７】
　本発明は、本発明は上記の点に鑑み、同一、類似の文字列が存在すると、常時、不一致
箇所を強調表示するのではなく、必要と認められる場合にのみ強調表示を行い、表示部の
画面を見やすい状態で保ち、使用者のキーの押し間違いを防ぐことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題解決のため請求項１に係る表示入力装置は、少なくとも、文字列を含む領域で
ある文字列領域を表示する表示部と、前記文字列領域に対しての操作を受け付ける入力部
と、前記表示部に表示する画像用のデータを含むデータを記憶する記憶部と、前記表示部
での表示を制御する表示制御部と、を有し、前記記憶部は、使用者によってなされた操作
に応じて前記強調表示を行う前記文字列領域を定めたデータである予測データを記憶し、
前記表示制御部は前記表示部に表示された前記文字列領域のうち、隣接しあうそれぞれの
前記文字列領域に同じ文字列が含まれるか否かを判断し、同じ文字列が含む前記文字列領
域がその画面を表示した際に画面内に常時、固定的に表示される前記文字列領域か否かを
確認し、同じ文字列が含まれ、隣接しあい、固定的に表示されるそれぞれの前記文字列領
域のうち、いずれか一方又は両方の前記文字列領域が、前記予測データに含まれる場合、
同じ文字列以外の文字を前記表示部に強調表示させることとした。
【０００９】
　この構成によれば、表示部に表示された文字列領域のうち、隣接しあうそれぞれの固定
的な文字列領域に同じ文字列が含まれるか判断され、同じ文字列が含まれる場合、表示部
は、同じ文字列以外の文字を強調表示する。これにより、キーやボタン等の文字列領域の
うち隣接しあう文字列領域で同じ文字列が存在するような、使用者による誤認や押し間違
いが生じやすい場合にのみ強調表示がなされる。従って、押し間違え等を防ぐ上で、強調
表示の必要性が高い文字列領域に対してのみ強調表示を行うことができる。又、使用者の
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押し間違えや誤認を効果的に防ぐことができ、強調表示が表示部の画面内に氾濫すること
がない。ここで、１つの操作、入力に対し、次になされる操作、入力を予測できる場合が
ある。例えば、装置に接続されたメモリ内のデータに基づいた印刷が完了すれば、メモリ
の取り外しがなされる可能性が高いと予測できる。そこで、この構成によれば、入力部へ
の操作に応じて強調表示を行う文字列領域を定めたデータである予測データを用意してお
く。そして、表示部は、隣接しあう固定的な文字列領域のうち、いずれか一方の文字列領
域が予測データに含まれる場合、同じ文字列以外の文字を強調表示する。予測データを用
いることにより、操作、入力される可能性が高い文字列領域に対してのみ強調表示が行わ
れる。従って、強調表示の必要性が高い文字列領域に対してのみ強調表示を行うことがで
きる。又、使用者に対し、次の操作を誘導する効果もある。
【００１０】
　又、請求項２に係る発明は、請求項１の発明において、前記記憶部は、前記文字列領域
が強調表示の対象となるか否かを判断するためのデータで、１又は複数の文字列としての
単語を含む単語データを記憶し、前記表示制御部は、前記表示部に表示された前記文字列
領域のうち、隣接しあうそれぞれの前記文字列領域が前記単語データに含まれる同じ単語
を含むか否かを判断し、含まれる場合、同じ単語以外の文字を前記表示部に強調表示させ
ることとした。
【００１１】
　この構成によれば、表示部に表示された文字列領域のうち、単語データに含まれる文字
列としての単語であって、同じ単語が隣接しあうそれぞれの文字列領域に同じ文字列が含
まれるか否かが判断され、同じ文字列が含まれる場合、同じ文字列以外の文字が強調表示
される。これにより、単語を単位として同じ文字列が含まれるか判断され、同じ単語を含
む場合にのみ強調表示がされる。
【００１４】
　又、請求項３に係る発明は、請求項１又は２の発明において、前記表示部は、前記記憶
部又は表示入力装置と直接的又は間接的に接続される記憶装置内のデータを示す前記文字
列領域を複数並べて表示し、前記表示制御部は、前記記憶装置内のデータを示す前記文字
列領域を固定的ではなく変動的な前記文字列領域と判断し、変動的な前記文字列領域につ
いては、前記記憶部又は前記記憶装置に記憶されるデータの作成や更新が行われた日時を
示すタイムスタンプを確認し、前記記憶部又は前記記憶装置に記憶されるデータに対応す
る前記文字列領域については、予め定められた時間的な基準に合致する文字列領域につい
てのみ、表示部に強調表示させることとした。
【００１５】
　この構成によれば、現在から予め定められた期間内に作成、更新されたデータを示す文
字列領域について、隣接する文字列領域に同じ文字列が含まれるか否かが判断され、同じ
文字列が含まれる場合、表示部は、同じ文字列以外の文字を強調表示する。これにより、
作成、更新された日付が新しく、混同しやすい文字列領域に絞って、強調表示を行うこと
ができる。
【００１６】
　又、請求項４に係る発明は、請求項３の発明において、前記基準は、前記記憶部又は前
記記憶装置に記憶されるデータのうち、最新であることとした。
【００１７】
　この構成によれば、同じ文字列が含まれる場合、表示部は、最も新しいデータに対応す
る文字列領域についてのみ、強調表示する。これにより、最も、作成、更新された日付が
新しく、内容に不慣れなデータに対応する文字列領域に絞って、強調表示を行うことがで
きる。
【００１８】
　又、請求項５に係る発明は、請求項１乃至４の発明において、前記記憶部は、各前記文
字列領域について前記強調表示を行った回数を記憶し、前記表示制御部は、前記強調表示
を行った回数が予め定められた回数を超えた固定的に表示される前記文字列領域では、前
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記表示部に前記強調表示を行わせないことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に
記載の表示入力装置。
【００１９】
　強調表示が繰り返されると、使用者は、次第に慣れ、キーとしての文字列領域の機能や
データの内容を把握し、記憶する。そこで、この構成によれば、表示部は、強調表示を行
った回数が予め定められた回数を超えた文字列領域では強調表示を行わせない。これによ
り、強調表示の必要が無くなっているのに、強調表示が続けられることが無くなり、使用
者が煩わしいと感じる不快感をなくすことができる。
【００２０】
　又、請求項６に係る発明は、請求項５の発明において、前記入力部は、使用者を特定す
るための入力を受け付け、前記記憶部は、使用者ごとに、各前記文字列領域について前記
強調表示を行った回数を記憶することとした。
【００２１】
　この構成によれば、使用者ごとに、各文字列領域について強調表示を行った回数が記憶
される。これにより、使用者にあわせた強調表示が実施され、効果的に使用者の押し間違
えや誤認を防ぎつつ、慣れたころには、強調表示がなされなくなり、使用者に煩わしさを
感じさせることもない。
【００２２】
　又、請求項７に係る発明は、請求項２乃至６の発明において、前記入力部は、前記単語
データの編集入力を受け付け、前記記憶部は、前記入力部に対する入力に従い、前記単語
データを更新することとした。
【００２３】
　この構成によれば、記憶部は、入力部に対する入力に従い、単語データを更新する。こ
れにより、使用者は、単語データの追加、編集、削除等を行うことができる。従って、使
用者の意図を反映させた強調表示を行うことができる。
【００２４】
　又、請求項８に係る発明は、請求項１乃至７の発明において、前記入力部は、予め用意
された複数種の前記強調表示の種類の選択入力を受け付け、前記表示部は、前記入力部で
選択された前記強調表示の種類で、前記強調表示を行うこととした。
【００２５】
　この構成によれば、表示部は、入力部で選択された強調表示の種類で強調表示を行う。
これにより、使用者は、好みの強調表示を選択することができる。従って、使用者の意図
を反映させた強調表示を行うことができる。
【００２６】
　又、請求項９に係る発明は、請求項１乃至８の発明において、前記入力部は、前記文字
列領域の隣接範囲を設定する入力を受け付け、前記表示制御部は、前記入力部で設定され
た前記文字列領域の隣接範囲で、前記同じ文字列が含まれるか否かの判断を行い、前記表
示部に強調表示させることとした。
【００２７】
　この構成によれば、入力部で設定された文字列領域の隣接範囲で、同じ文字列が含まれ
るか否かの判断と、強調表示が行われる。これにより、使用者は、隣接範囲を広げる設定
を行って、強調表示を増やす方向に設定することができる。
【００２８】
　又、請求項１０に係る画像形成装置は、請求項１乃至９のいずれか１項に記載の表示入
力装置を備えることとした。
【００２９】
　この構成によれば、画像形成装置に誤認、押し間違えを防ぐ上で、強調表示の必要性が
高い文字列領域に対して強調表示がなされる表示入力装置が装備される。これにより、設
定ミスや誤認を効果的に防ぐことができる画像形成装置を提供することができる。
【発明の効果】
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【００３０】
　上述したように、本発明では、画面内に同じ文字列が存在しても、常時、固定的に不一
致箇所を強調表示せず、必要と認められる部分、場合にのみ強調表示を行うことができる
。これにより表示部の画面を常に見やすい状態で保ち、使用者のキーの押し間違いを防ぐ
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施形態に係る複合機の一例を示す正面模型的断面図である。
【図２】実施形態に係る操作パネルの一例を示す平面図である。
【図３】実施形態に係る複合機のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図４】実施形態に係る液晶表示部での強調表示の一例を示す説明図である。
【図５】実施形態に係る単語データの一例を示す説明図である。
【図６】実施形態に係る予測データの一例を示す説明図である。
【図７】実施形態に係る操作パネルでのログイン画面の一例を示す説明図である。
【図８】ソフトキーボード画面の一例を示す説明図である。
【図９】実施形態に係る強調表示回数データの一例を示す説明図である。
【図１０】実施形態に係る強調表示の基本画面の一例を示す説明図である。
【図１１】実施形態に係る単語データ管理画面の一例を示す説明図である。
【図１２】実施形態に係る強調種類選択画面の一例を示す説明図である。
【図１３】実施形態に係る隣接範囲設定画面の一例を示す説明図である。
【図１４】実施形態に係る強調表示制御の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施形態を図１～図１４を用いて説明する。ここで、本実施形態では、
操作パネル１（表示入力装置に相当）を含む複合機１００（画像形成装置に相当）を例に
挙げて説明する。但し、本実施の形態に記載されている構成、配置等の各要素は、発明の
範囲を限定するものではなく単なる説明例にすぎない。
【００３３】
（複合機１００の概略）
　まず、図１を用いて、本発明の実施形態に係る操作パネル１を備えた複合機１００の概
略を説明する。図１は本発明の実施形態に係る複合機１００の一例を示す正面模型的断面
図である。
【００３４】
　まず、図１に示すように、複合機１００の正面前方には、複合機１００の表示入力装置
としての操作パネル１が設けられる（波線で図示、詳細は後述）。そして、上部に画像読
取部２と原稿搬送装置３が設けられる。又、複合機１００は、本体内部に、給紙部４、搬
送路５、画像形成部６、中間転写部７、定着部８等を備える。
【００３５】
　原稿搬送装置３は、読み取る原稿が載置される原稿トレイ３１を有する。そして、原稿
搬送装置３は、原稿トレイ３１から原稿を１枚ずつ、自動的に連続して読取位置（送り読
取用コンタクトガラス２１）に搬送する。又、原稿搬送装置３は、図１の紙面奥側を支点
として画像読取部２に上下方向に開閉自在に取り付けられ、画像読取部２のコンタクトガ
ラス（送り読取用コンタクトガラス２１及び載置読取用コンタクトガラス２２）を上方か
ら押さえるカバーとして機能する。
【００３６】
　次に、画像読取部２は、図１に示すように、上面に送り読取用コンタクトガラス２１と
書籍等の原稿を１枚ずつ読み取る際に原稿を載置する載置読取用コンタクトガラス２２を
含む。画像読取部２内には、ランプ、ミラー、レンズ、イメージセンサ等（不図示）が配
される。イメージセンサは、送り読取用コンタクトガラス２１を通過する原稿、あるいは
、載置読取用コンタクトガラス２２に載置された原稿の反射光を元に、原稿を読み取る。
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そして、イメージセンサは、反射光を画像濃度に応じたアナログの電気信号に変換し、そ
の後、量子化を行い、その結果、原稿の画像データが得られる。尚、本実施形態の画像読
取部２は、カラーでも読み取り可能であり、白黒でも読み取り可能である。
【００３７】
　複合機１００本体内の複数の給紙部４は、それぞれ、各サイズ（例えば、Ａ４、Ｂ４等
のＡ型、Ｂ型用紙等）、各種用紙（例えば、コピー用紙、再生紙、厚紙、ＯＨＰシート等
）を複数枚収容する。各給紙部４は、それぞれ回転駆動する給紙ローラ４１を備え、印刷
時、１枚ずつ搬送路５に用紙を送り込む。
【００３８】
　搬送路５は、給紙部４から画像形成部６を経て、排出トレイ５６まで、装置内で用紙を
搬送する通路である。そして、搬送路５には、用紙の案内のためのガイド板や、用紙搬送
時に回転駆動する搬送ローラ対５１、５２、５３や、搬送される用紙を画像形成部６の手
前で待機させ、形成されたトナー像の転写タイミングに合わせ用紙を送り出すレジストロ
ーラ対５４等が設けられる。
【００３９】
　画像形成部６は、複数の画像形成ユニット６０（ブラック用の６０Ｂｋ、イエロー用の
６０Ｙ、シアン用の６０Ｃ、マゼンタ用の６０Ｍ）と露光装置６１を含む。露光装置６１
は、画像読取部２で読み取られた画像データや後述の記憶装置９２に記憶される画像デー
タ等に基づき、レーザ光を点消灯しつつ出力し、各感光体ドラムを走査露光する。画像形
成ユニット６０は、回転駆動可能に支持された感光体ドラムや、感光体ドラムの周囲に配
設された帯電装置、現像装置、清掃装置等を備える。そして、各画像形成ユニット６０と
露光装置６１によって、感光体ドラムの周面上にトナー像が形成される。
【００４０】
　中間転写部７は、各画像形成ユニット６０からトナー像の１次転写を受け、シートに２
次転写を行う。中間転写部７は、各１次転写ローラ７１Ｂｋ～７１Ｍ、中間転写ベルト７
２、駆動ローラ７３、複数の従動ローラ７４、２次転写ローラ７５、ベルト清掃装置７６
等で構成される。各１次転写ローラ７１Ｂｋ～７１Ｍは、対応する感光体ドラムと無端状
の中間転写ベルト７２を挟み込む。各１次転写ローラ７１Ｂｋ～７１Ｍには、転写用電圧
が印加され、トナー像は中間転写ベルト７２に転写される。
【００４１】
　中間転写ベルト７２は、駆動ローラ７３等に張架され、モータ等の駆動機構（不図示）
に接続される駆動ローラ７３の回転駆動により周回する。又、駆動ローラ７３は、２次転
写ローラ７５とで中間転写ベルト７２を挟み込む。各画像形成ユニット６０で形成された
トナー像（ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各色）は、順次、ずれなく重畳して
中間転写ベルト７２に１次転写された後、所定の電圧を印加された２次転写ローラ７５に
より、シートに転写される。
【００４２】
　定着部８は、用紙に転写されたトナー像を定着させる。定着部８は、主として、発熱体
を内蔵する加熱ローラ８１とこれに圧接する加圧ローラ８２で構成される。そして、用紙
が、加熱ローラ８１と加圧ローラ８２のニップを通過すると、トナーが溶融・加熱され、
トナー像が用紙に定着する。定着部８から排出された用紙は、排出ローラ対５５によって
、排出トレイ５６に排出される。
【００４３】
（操作パネル１）
　次に、図２を用いて、本発明の実施形態に係る操作パネル１の一例を説明する。図２は
本発明の実施形態に係る操作パネル１の一例を示す平面図である。
【００４４】
　操作パネル１（表示入力装置に相当）は、図１及び図２に示すように、複合機１００の
正面上方に設けられ、複合機１００の設定や動作指示を与えるためのメニューやキー（図
５等参照）や、複合機１００等の状態のメッセージ等の各種画像、画面を表示する液晶表
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示部１１（表示部に相当）を有する。使用者は、液晶表示部１１に表示されたキーを押下
し、複合機１００のコピーにおける各種設定や動作指示を行える。
【００４５】
　そして、タッチパネル部１２（入力部に相当）が液晶表示部１１の上面に設けられる。
タッチパネル部１２は、液晶表示部１１のうち、使用者に押下された部分の位置、座標を
検出するためのものである。このタッチパネル部１２を用いた検出座標と、液晶表示部１
１に示される各種キーの位置、座標を比較し、使用者が押下したキーが特定される。尚、
タッチパネル部１２としては、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、静電容量方式
等、各方式のものを採用でき特に制限はない。
【００４６】
　又、操作パネル１には、以下のようなハードとしてのキー（ボタン）が設けられる。例
えば、数字入力用のテンキー部１３や、各種設定後、コピー等のジョブ開始指示用のスタ
ートキー１４等が設けられる。又、コピー機能を利用する際に押下されるコピーキー１５
、スキャナ、ＦＡＸ等、データ送信機能を利用する際に押下される送信キー１６等が設け
られる。又、複合機１００内に蓄積、記憶された画像データや印刷用データの印刷や送信
等を行う際に押下される文書ボックスキー１７も設けられる。このように、操作パネル１
には、タッチパネル部１２や各種ハードキーが備えられ、タッチパネル部１２や各種ハー
ドキーは、複合機１００の各機能について、各種設定、モード選択等を行う入力部として
機能する。
【００４７】
（複合機１００等のハードウェア構成）
　次に、図３を用いて、本発明の実施形態に係る複合機１００のハードウェア構成の一例
を説明する。図３は、本発明の実施形態に係る複合機１００のハードウェア構成の一例を
示すブロック図である。
【００４８】
　まず、複合機１００の本体側から説明する。複合機１００本体内には、制御部９が設け
られる。制御部９は、例えば、操作パネル１、原稿搬送装置３、画像読取部２、給紙部４
、搬送路５、画像形成部６、定着部８等と接続され、これらの制御を行う。
【００４９】
　制御部９は、例えば、ＣＰＵ９１等の素子を含む。ＣＰＵ９１は記憶装置９２（記憶部
に相当）に格納され、展開される制御プログラムに基づき演算等を行い、複合機１００の
各部を制御する。尚、制御部９は、全体制御や画像処理を行うメイン制御部や、画像形成
や各種回転体を回転させるモータ等のＯＮ／ＯＦＦ等を行い、印刷を制御するエンジン制
御部等、機能ごとに分割して複数種設けられてもよい。本説明では、これらを１つの制御
部としてまとめた形態を示し、説明する。
【００５０】
　記憶装置９２は、制御部９と接続される。記憶装置９２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ等
の不揮発性と揮発性の記憶装置９２を組み合わせて構成される。記憶装置９２は、複合機
１００の制御用プログラム、制御用データ、設定データ、画像データ等の各種データを記
憶できる。
【００５１】
　そして、制御部９は、各種コネクタ、ソケットやＦＡＸモデム等を備えたインターフェ
イス部（以下、Ｉ／Ｆ部９３）と接続される。Ｉ／Ｆ部９３はネットワークや公衆回線等
により複数の外部のコンピュータ２００（例えば、パーソナルコンピュータ）や相手方Ｆ
ＡＸ装置３００（図７では、いずれも便宜上１つのみ図示）と接続される。例えば、画像
読取部２で得られた画像データを記憶装置９２に記憶させることや、外部のコンピュータ
２００や、相手方ＦＡＸ装置３００に送信することができる（スキャナ機能、ＦＡＸ機能
）。又、外部のコンピュータ２００や相手方ＦＡＸ装置３００から送信され、複合機１０
０に入力される画像データに基づき印刷、ＦＡＸ送信等を行うこともできる（プリンタ機
能、ＦＡＸ機能）。
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【００５２】
　又、Ｉ／Ｆ部９３は、補助記憶装置４００と接続できる。尚、コンピュータ接続用、Ｆ
ＡＸ装置３００接続用、補助記憶装置４００接続用の３つのＩ／Ｆ回路が別々に設けられ
てもよいが、図３では便宜上１つとして示している。
【００５３】
　補助記憶装置４００は、例えば、ＵＳＢメモリ、コンパクトフラッシュ（登録商標）等
、携帯可能な記憶装置である。補助記憶装置４００は、半導体メモリに限らず、磁気記憶
式のものや、光学読取式のものなどでもよく、補助記憶装置４００としての機能を有すれ
ば、特に制限はない。そして、使用者は、コンピュータ２００等で補助記憶装置４００に
印刷用データ（例えば、ＰＤＦデータやＪＰＥＧデータ等）を記憶させる。そして、補助
記憶装置４００をＩ／Ｆ部９３に接続し、補助記憶装置４００内の印刷用データに基づき
、印刷を行うことができる。
【００５４】
　又、制御部９は、操作パネル１になされた入力を認識し、使用者の設定にあわせてコピ
ー等が行われるように複合機１００を制御する。例えば、操作パネル１で、使用する給紙
部４を指定してコピーする旨が設定されると、制御部９は、指定された給紙部４から給紙
を行わせる。又。操作パネル１で指定された送信先に、制御部９はＩ／Ｆ部９３から画像
データを送信させる。又、接続された補助記憶装置４００から印刷用データを用いて印刷
を行う旨が設定されると、制御部９は、Ｉ／Ｆ部９３に補助記憶装置４００と通信を行わ
せ、印刷用データを取得し、印刷用データに基づき、印刷を画像形成部６等に行わせる。
【００５５】
　又、例えば、制御部９には、画像読取部２で原稿を読み取って得られた画像データやＩ
／Ｆ部９３を介して複合機１００に入力された画像データに対し、画像処理を施す画像処
理部９４が設けられる。画像処理部９４が処理した画像データは、例えば、露光装置６１
に送信され、感光体ドラムの走査・露光に用いられ、又、Ｉ／Ｆ部９３に送信され、外部
に発信される。
【００５６】
　本実施形態の操作パネル１は、表示制御部１０、メモリ１８（記憶部に相当）、ドライ
バ回路１９、液晶表示部１１、タッチパネル部１２を有する。表示制御部１０は、ＣＰＵ
やＩＣ等で構成され、液晶表示部１１の表示を制御し、タッチパネル部１２の出力を受け
、液晶表示部１１で押下された座標を特定する。タッチパネル部１２の出力と座標の対応
を示すテーブル等のデータは、メモリ１８に記憶される。表示制御部１０は、押下位置の
座標と各設定画面の画像データを比較する等により、設定画面上で選択された（押下され
た）キー（ボタン）を特定、認識する。
【００５７】
　具体的に、複合機１００の各機能の設定項目を選択し、設定値を設定するには、液晶表
示部１１における最上層の表示から、液晶表示部１１に表示されるキーの選択を繰り返す
。そして、キー選択ごとに、表示制御部１０は、液晶表示部１１の表示を切り換えさせ、
最終的に、選択、設定しようとする機能の設定値が設定される。表示制御部１０は、この
機能の選択、設定が行われたことを認識し、その内容を本体の制御部９に送信する。これ
により、制御部９は、操作パネル１で選択、設定された機能を反映した動作を画像形成部
６等の各部に行わせる。そして、使用者の意思が、印刷、送信等において反映される（例
えば、濃度設定や拡大縮小など）。
【００５８】
　そして、液晶表示部１１が表示する画面、画像の画像データは、例えば、操作パネル１
内のメモリ１８に記憶される。従って、表示制御部１０は、設定項目の選択画面や各設定
画面中のキーが押下されるごとに、表示制御部１０は、次に表示すべき画面の画像データ
をメモリ１８から読み出す。
【００５９】
　又、液晶表示部１１が表示する画面、画像の画像データは、例えば、本体側の記憶装置
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９２に記憶させてもよい。この場合、操作パネル１は、液晶表示部１１で表示を行うため
の画像データを、制御部９を介し、記憶装置９２から受信する。この画像データを受けて
、表示制御部１０は、液晶画面の表示を実際に制御するドライバ回路１９に指示を与える
。尚、操作パネル１には、表示制御部１０やメモリ１８を設けず、表示制御部１０、メモ
リ１８の機能を制御部９の構成（ＣＰＵ９１や記憶装置９２）に代用させても良い。言い
換えると、本体側の制御部９や記憶装置９２を、操作パネル１の制御部や記憶部として機
能させてもよい。
【００６０】
（文書ボックス画面Ｓ１の概要）
　次に、図４を用い、本発明の実施形態に係る液晶表示部１１での強調表示の一例を説明
する。図４は、本発明の実施形態に係る液晶表示部１１での強調表示の一例を示す説明図
である。
【００６１】
　まず、図４は、複合機１００に実装される記憶部（記憶装置９２やメモリ１８）や、複
合機１００に接続された補助記憶装置４００に記憶、蓄積され、画像データを含む印刷用
データ（例えば、ＰＤＦやＪＰＥＧ等）の取り扱いを行うための文書ボックス画面Ｓ１で
ある。そこで、文書ボックス画面Ｓ１の概要を説明する。
【００６２】
　例えば、操作パネル１の文書ボックスキー１７が押下されると、表示制御部１０は、図
４に示すような、液晶表示部１１に文書ボックス画面Ｓ１を表示させる。文書ボックス画
面Ｓ１には、左から、カスタムボックスタブＴＢ１、ジョブボックスタブＴＢ２、リムー
バブルメモリタブＴＢ３、ＦＡＸボックスタブＴＢ４の４つのタブが配される。尚、図４
は、リムーバブルメモリタブＴＢ３が押下された状態を示している。ここで、各タブは文
字列を含み、実線で区画された一定の領域を有する文字列領域の一種である。
【００６３】
　リムーバブルメモリタブＴＢ３は、Ｉ／Ｆ部９３に接続された補助記憶装置４００内の
印刷用データ（ファイル）を取り扱う際に押下される。制御部９は、リムーバブルメモリ
タブＴＢ３が押下された旨を表示制御部１０から受けると、Ｉ／Ｆ部９３に補助記憶装置
４００内のファイル数、ファイル名等を取得させ、表示制御部１０に転送する。そして、
表示制御部１０は、一覧表示エリアＡにファイル名を一覧表示させる。
【００６４】
　図４に示す例では、補助記憶装置４００に「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ１」、「Ｄｏｃｕｍｅｎ
ｔ２」、「Ｓｅｃｒｅｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ」の３つのファイルと、「Ｆｏｌｄｅｒ１」
、「Ｆｏｌｄｅｒ２」の２つのフォルダが含まれていることを示す。各ファイル名やフォ
ルダ名は、横長の実線の矩形のバーＢＲ内に示され、複数のバーＢＲが積み重ねられて一
覧表示される。ここで、各バーＢＲは、文字列を含み、実線で区画された一定の領域を有
する文字列領域である。
【００６５】
　又、ファイル名やフォルダ名の左には、ファイルかフォルダかの区別を示すアイコンが
表示される。図４に示す例では、ファイルには、文書を示すアイコンが、フォルダには、
フォルダを示すアイコンが付された状態の一例を示している。又、各アイコンの左側に、
チェックボックスが設けられる。表示制御部１０は、使用者によって押下されたバーＢＲ
を認識すると、液晶表示部１１にチェックボックス内にチェックを表示させる。そして、
チェックが入れられたバーＢＲのファイルが各種操作の対象とされる。
【００６６】
　尚、フォルダを示すバーＢＲが押下された旨が、表示制御部１０から制御部９に伝えら
れる。そうすると、制御部９は、Ｉ／Ｆ部９３に押下されたフォルダ内のファイル数やフ
ァイル名等を補助記憶装置４００から取得させ、表示制御部１０に転送する。そして、表
示制御部１０は、一覧表示エリアＡに、フォルダ内のファイル名を一覧表示させる。尚、
補助記憶装置４００内の階層を戻る場合、文書ボックス画面Ｓ１の右に配されるＵｐキー
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Ｋ１を押下すればよい。
【００６７】
　一覧表示エリアＡの周囲には、補助記憶装置４００内のファイルの操作を行うためのキ
ーが複数配される。文書ボックス画面Ｓ１の右から順に、メモリ情報キーＫ２、取り外し
キーＫ３、蓄積キーＫ４、詳細キーＫ５、プリントキーＫ６、デリートキーＫ７が配され
る。ここで、各キーも、文字列を含み、実線で区画された一定の領域を有する文字列領域
である。
【００６８】
　メモリ情報キーＫ２は、補助記憶装置４００の情報を閲覧する際に押下される。例えば
、表示制御部１０は、メモリ情報キーＫ２の押下を認識すると、制御部９にその旨を伝達
する。制御部９は、Ｉ／Ｆ部９３に補助記憶装置４００の情報（例えば、補助記憶装置４
００の種類、容量、記憶ファイル数等）を取得させる。表示制御部１０は、この情報を制
御部９から受け、液晶表示部１１に補助記憶装置４００の情報を表示させる。
【００６９】
　取り外しキーＫ３は、補助記憶装置４００を安全に取り外す際に押下される。表示制御
部１０は、取り外しキーＫ３の押下を認識すると、制御部９にその旨を伝達する。制御部
９は、Ｉ／Ｆ部９３に補助記憶装置４００を安全に取り外せる状態とすべき旨の指示を与
える。この指示を受け、Ｉ／Ｆ部９３は、補助記憶装置４００への電源ラインやデータラ
インをＯＦＦし、電気的にＩ／Ｆ部９３と補助記憶装置４００を切断した状態とする。こ
れにより、補助記憶装置４００内のデータの破損無く、補助記憶装置４００を取り外すこ
とができる。
【００７０】
　蓄積キーＫ４、詳細キーＫ５、プリントキーＫ６、デリートキーＫ７は、補助記憶装置
４００内のファイルの操作用のキーである。蓄積キーＫ４は、補助記憶装置４００内のフ
ァイルを本体の記憶装置９２にコピーする際に押下される。表示制御部１０は、蓄積キー
Ｋ４の押下を認識すると、対象ファイル（チェックが入れられたファイル）やその旨を制
御部９に伝達する。例えば、制御部９は、Ｉ／Ｆ部９３に対象ファイルの読み出しを指示
する。この指示を受け、Ｉ／Ｆ部９３は、補助記憶装置４００から対象ファイルを読み出
す。そして、対象ファイルが記憶装置９２に蓄積される。
【００７１】
　詳細キーＫ５は、補助記憶装置４００内のファイルの詳細を液晶表示部１１に表示させ
る際に押下される。表示制御部１０は、詳細キーＫ５の押下を認識すると、対象ファイル
（チェックが入れられたファイル）やその旨を制御部９に伝達する。例えば、制御部９は
、Ｉ／Ｆ部９３に対象ファイルの詳細情報の取得を指示する。通常、ファイルには、タイ
ムスタンプ（作成や更新の最新日時）や、ファイルサイズ等のデータが含まれる。この指
示を受け、Ｉ／Ｆ部９３は、補助記憶装置４００から対象ファイルのタイムスタンプ等の
情報を読み出す。そして、この情報は、表示制御部１０に転送され、表示制御部１０は、
対象ファイルの詳細情報を表示する。
【００７２】
　プリントキーＫ６は、補助記憶装置４００内のファイルを印刷する際に押下される。表
示制御部１０は、プリントキーＫ６の押下を認識すると、対象ファイル（チェックが入れ
られたファイル）やその旨を制御部９に伝達する。この指示を受け、Ｉ／Ｆ部９３は、補
助記憶装置４００から対象ファイルを読み出す。そして、制御部９は、対象ファイルに基
づいて、画像形成部６や画像処理部９４等を用いて印刷を行わせる。
【００７３】
　デリートキーＫ７は、補助記憶装置４００内のファイルを削除する際に押下される。表
示制御部１０は、デリートキーＫ７の押下を認識すると、対象ファイル（チェックが入れ
られたファイル）やその旨を制御部９に伝達する。例えば、制御部９は、Ｉ／Ｆ部９３に
対象ファイルの削除を指示する。この指示を受け、Ｉ／Ｆ部９３は、補助記憶装置４００
から対象ファイルを削除させる。
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【００７４】
　以上、リムーバブルメモリタブＴＢ３が押下された際について説明した。例えば、カス
タムボックスタブＴＢ１は、本体の記憶装置９２に記憶させた画像データ等を扱う際に押
下されるタブである。又、ジョブボックスタブＴＢ２は、外部のコンピュータ２００から
送信され、記憶装置９２に一時的に蓄積されている印刷用データを扱う際に押下されるタ
ブである。ＦＡＸボックスタブＴＢ４は、記憶装置９２に一時的に蓄積されたＦＡＸの送
受信のジョブのデータを扱う際に押下されるタブである。いずれのタブが押下されても、
記憶されたファイル等のデータが、印刷等のため扱われる。
【００７５】
　そのため、いずれのタブが押下されても、一覧表示エリアＡにファイル等を示すバーＢ
Ｒが並列表示され、一覧表示エリアＡの周囲に、各キーが配される基本的な構成は変わら
ない。例えば、カスタムボックスタブＴＢ１が押下されると、一覧表示エリアＡに記憶装
置９２に蓄積されたファイルを示すバーＢＲが表示され、リムーバブルメモリタブＴＢ３
が押下された際と同じように、蓄積キーＫ４、詳細キーＫ５、プリントキーＫ６、デリー
トキーＫ７等の各キーが表示されてもよい。言い換えると、タブの目的、用途にあわせて
一覧表示エリアＡに表示されるファイルが異なるが、配置されるキーについて、いずれの
タブが押下されても同様でよい。尚、各タブの目的にあわせ、キーが表示されてもよい（
例えば、ＦＡＸボックスタブＴＢ４が押下された場合、送信用キーが別途配される等）。
【００７６】
（固定的な文字列領域の強調表示の概要）
　次に、図４、図５を用いて、キー、タブ等の固定的な文字列領域の強調表示の概要を説
明する。尚、本説明では、文字色を変更して強調表示を行う例を説明する。図５は、本発
明の実施形態に係る単語データＤ１の一例を示す説明図である。
【００７７】
　液晶表示部１１は、その画面を表示した際、画面内に、常時表示されるキーやタブとい
った固定的に表示される文字列領域を表示する。そして、本実施形態では、隣接するキー
、タブで同じ文字列が含まれていて、条件が合致すれば、隣接するキーやタブ等に含まれ
る文字列のうち、重複しない部分の文字列が強調表示される。
【００７８】
　具体的に、表示制御部１０は、画面内に、単語データＤ１に含まれる文字列を含むキー
やタブが存在するかを確認する。例えば、単語データＤ１は、図５に示すようにテーブル
状のデータである。単語データＤ１は、例えば、操作パネル１内のメモリ１８に記憶され
る（記憶装置９２に記憶させておいてもよい）。
【００７９】
　更に、表示制御部１０は、単語データＤ１に含まれる文字列であって、同じ文字列を含
む２つのキーやタブが隣接関係にあるかを確認する。例えば、表示制御部１０は、キーや
タブの間に、他のキーやタブが存在するか否かによって、隣接関係にあるか否かを定める
。尚、表示制御部１０は、例えば、文字列領域の端部からの距離に基づき隣接関係か否か
を定めてもよい。従って、必ずしもキーやタブ同士が接している必要はない。
【００８０】
　例えば、図５に示す単語データＤ１には、「Ｍｅｍｏｒｙ」、「Ｂｏｘ」といった文字
列が含まれる。例えば、図４に示す例で言えば、表示制御部１０は、文書ボックス画面Ｓ
１内に「Ｍｅｍｏｒｙ」の文字列を含むキーとして、メモリ情報キーＫ２と取り外しキー
Ｋ３の存在を確認する。又、例えば、表示制御部１０は、文書ボックス画面Ｓ１内に「Ｂ
ｏｘ」の文字列を含むキーやタブとして、カスタムボックスタブＴＢ１、ジョブボックス
タブＴＢ２、ＦＡＸボックスタブＴＢ４の存在を確認する。
【００８１】
　そして、表示制御部１０は、「Ｍｅｍｏｒｙ」の文字列に関し、メモリ情報キーＫ２と
取り外しキーＫ３が隣接関係にあるかを確認する。文書ボックス画面Ｓ１では、メモリ情
報キーＫ２と取り外しキーＫ３は位置的に近く、メモリ情報キーＫ２と取り外しキーＫ３
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の間にキーやタブは存在しない。そこで、表示制御部１０は、隣接関係にあると判断し、
図４に示すように、メモリ情報キーＫ２と取り外しキーＫ３内の文字列のうち、「Ｍｅｍ
ｏｒｙ」以外の文字列の表示色を変化させる。
【００８２】
　例えば、通常の文字色が黒色ならば、メモリ情報キーＫ２に関しては「Ｉｎｆｏｍａｔ
ｉｏｎ」の文字を、取り外しキーＫ３に関しては「Ｒｅｍｏｖｅ」の文字を黒色及びキー
の背景色以外の色（例えば、赤色）で表示する。尚、強調方法は選択でき、その詳細は後
述する。
【００８３】
　又、表示制御部１０は、「Ｂｏｘ」の文字列に関し、カスタムボックスタブＴＢ１、ジ
ョブボックスタブＴＢ２、ＦＡＸボックスタブＴＢ４メモリが隣接関係にあるかを確認す
る。文書ボックス画面Ｓ１では、カスタムボックスタブＴＢ１、ジョブボックスタブＴＢ
２は位置的に近く、間にキーやタブは存在しない。そこで、表示制御部１０は、図４に示
すように、カスタムボックスタブＴＢ１、ジョブボックスタブＴＢ２は隣接関係にあると
判断し、文字列のうち、「Ｂｏｘ」以外の文字列の表示色を変化させる。尚、強調方法は
、メモリ情報キーＫ２と取り外しキーＫ３の場合と同様である。
【００８４】
　一方、文書ボックス画面Ｓ１では、ＦＡＸボックスタブＴＢ４とジョブボックスタブＴ
Ｂ２の間に、リムーバブルメモリタブＴＢ３が存在する。そのため、表示制御部１０は、
この場合では、ＦＡＸボックスタブＴＢ４とジョブボックスタブＴＢ２は隣接関係にない
と判断する。そこで、図４に示すように、表示制御部１０は、ＦＡＸボックスタブＴＢ４
では強調表示を行わせない。尚、隣接関係にあるか否かの範囲は、設定でき、その詳細は
後述する。
【００８５】
（キー、タブの予測強調表示）
　次に、図４、図６を用いて、本発明の実施形態に係り、予測を行った上での強調表示を
説明する。図６は、本発明の実施形態に係る予測データＤ２の一例を示す説明図である。
【００８６】
　強調表示の概要を図４、図５を用いて説明した。しかし、隣接関係にあった場合、全て
のキーやタブで強調表示を行うと、強調表示だらけとなり、かえって見づらくなる場合が
ある。そこで、本実施形態の操作パネル１では、次になされる操作（次に押下されるキー
やタブ）を予測した上で強調表示を行う。
【００８７】
　次に使用者によってなされる操作の予測には、図６に示すような予測データＤ２が用い
られる。予測データＤ２は予め定められたものである。例えば、予測データＤ２は、操作
パネル１内のメモリ１８に記憶される（記憶装置９２に記憶させておいてもよい）。予測
データＤ２は、文書ボックス画面Ｓ１に関するものだけではなく、他の画面に関してのも
のも含めることができる。
【００８８】
　予測データＤ２には、使用者によってなされた操作を条件として、強調表示の対象とな
るタブ、キーが定められる。例えば、文書ボックスキー１７が押下され、液晶表示部１１
が、文書ボックス画面Ｓ１を表示した際（いずれかのタブが押される前）では、使用者は
所望するタブを押すことが予測される。
【００８９】
　そこで、図６に示すように、例えば、文書ボックス画面Ｓ１が呼び出された後、いずれ
かのタブが押下される前に、各タブが強調表示の対象とされる。従って、文書ボックスキ
ー１７が押下された後、いずれのタブも押下されていなければ、図４に示すように、カス
タムボックスタブＴＢ１、ジョブボックスタブＴＢ２が強調表示される。一方で、条件を
満たさない場合（いずれかのタブが押下されると）、カスタムボックスタブＴＢ１、ジョ
ブボックスタブＴＢ２は強調表示されなくなる。
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【００９０】
　又、例えば、補助記憶装置４００がＩ／Ｆ部９３に接続されると、使用者は、いずれ補
助記憶装置４００を取り外すことが予測される。又、補助記憶装置４００がＩ／Ｆ部９３
に接続されると、使用者は、補助記憶装置４００の情報を確認することが予測される。そ
こで、図６に示すように、例えば、補助記憶装置４００が接続された状態では、取り外し
キーＫ３やメモリ情報キーＫ２が強調表示の対象とされる。一方、条件を満たさない場合
、取り外しキーＫ３やメモリ情報キーＫ２は強調表示されない。
【００９１】
　このように、本実施形態では、予測データＤ２に定められた条件に沿って対象となるキ
ーやタブの文字列領域のみを対象として、強調表示を行うことができる。言い換えると、
本実施形態では、使用者が押下するキーやタブを予測し、押下されるキーやタブのみを対
象として強調表示を行うことができる。尚、上記の例は、一例であり、条件や対象となる
キー等を更に多数、予測データＤ２に含めることができる。
【００９２】
（変動的な文字列領域の強調表示）
　次に、図４、図５を用いて、ファイル名やフォルダ名等の変動的な文字列領域の強調表
示の概要を説明する。尚、本説明でも、文字色を変更して強調表示を行う例を説明する。
【００９３】
　液晶表示部１１は、一覧表示エリアＡに、補助記憶装置４００や本体の記憶装置９２に
記憶されるファイルやフォルダを文字列領域であるバーＢＲを積み重ねて表示する。尚、
各バーＢＲの内容は、取り付けられる補助記憶装置４００によって変わる。そして、本実
施形態では、基本的に、隣接するバーＢＲで同じ文字列があれば、隣接するバーＢＲに含
まれる文字列であって、重複しない部分の文字列が強調表示される。
【００９４】
　具体的には、表示制御部１０は、キーやタブの場合と同様、一覧表示エリアＡに表示さ
れるファイル名やフォルダ名に、単語データＤ１に含まれる文字列と一致するものがある
かを確認する。
【００９５】
　更に、表示制御部１０は、単語データＤ１に含まれる文字列であって、同じ文字列を含
む２つのバーＢＲが隣接関係にあるかを確認する。尚、隣接関係については、キーやタブ
の場合の考え方と同様でよい。
【００９６】
　例えば、図５に示す単語データＤ１には、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ」、「Ｆｏｌｄｅｒ」と
いった文字列が含まれる。例えば、図４に示す例で言えば、表示制御部１０は、一覧表示
エリアＡで「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ」の文字列を含むバーＢＲとして、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ１
」、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ２」、「Ｓｅｃｒｅｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ」の存在を確認する。
又、例えば、表示制御部１０は、一覧表示エリアＡで「Ｆｏｌｄｅｒ」の文字列を含むバ
ーＢＲとして、「Ｆｏｌｄｅｒ１」、「Ｆｏｌｄｅｒ２」の存在を確認する。
【００９７】
　そして、表示制御部１０は、確認した各バーＢＲについて、隣接関係にあるかを確認す
る。例えば、図４の文書ボックス画面Ｓ１の表示状態では、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ１」、「
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ２」の間にバーＢＲは存在せず、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ２」と「Ｓｅｃｒ
ｅｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ」の間には２つのバーＢＲが存在する。そこで、表示制御部１０
は、図４に示すように、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ１」と「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ２」のうち、「Ｄ
ｏｃｕｍｅｎｔ」以外の文字列の表示色を変化させる。又、「Ｆｏｌｄｅｒ１」、「Ｆｏ
ｌｄｅｒ２」についても同様に、「Ｆｏｌｄｅｒ」以外の文字列が強調表示される。尚、
強調表示の方法は、キーやタブの場合と同様でよい。
【００９８】
（変動的な文字列領域の限定的強調表示）
　次に、図４を用いて、本発明の実施形態でのファイル名、フォルダ名の限定的な強調表
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示の一例を説明する。
【００９９】
　ファイル名、フォルダ名といった変動的な文字列領域の強調表示の概要を説明した。し
かし、類似するファイル名やフォルダ名を付ける使用者もおり、隣接関係にあった場合、
全てのバーＢＲで強調表示を行うと、強調表示だらけとなりかえって見づらくなる場合が
ある。そこで、本実施形態の操作パネル１では、限定的な強調表示を行うことができる。
【０１００】
　一覧表示エリアＡにファイル名やフォルダ名を表示する場合、表示制御部１０は、補助
記憶装置４００や記憶装置９２に蓄積された各ファイルや各フォルダの情報を、Ｉ／Ｆ部
９３、制御部９等を介して取得する。このとき、表示制御部１０は、各ファイルや各フォ
ルダの情報におけるタイムスタンプを確認し、ファイルやフォルダのうち、作成や更新日
時が最新のものを把握する。
【０１０１】
　そして、本実施形態では、一覧表示エリアＡに表示されるバーＢＲのうち、作成や更新
日時が最新のファイルやフォルダに対応するバーＢＲについてのみ、強調表示を行う。言
い換えると、作成や更新日時が最新のファイルやフォルダで無ければ、ファイル名やフォ
ルダ名に単語データＤ１に含まれる文字列を有し、又、隣接関係にあっても、強調表示を
行わない。これにより、作成して間もないような、使用者が見慣れていないファイルやフ
ォルダについてのみ強調表示がなされる。
【０１０２】
　尚、上記の説明、及び、以下の説明では、強調表示の対象が、作成や更新日時が最新の
ファイルやフォルダに対応する文字列領域の場合を説明する。しかし、作成や更新日時が
現在から一定の期間内（現在～１ヶ月前など）に、作成、更新されたファイルやフォルダ
が強調表示の対象とされてもよい。
【０１０３】
（使用者ごとの強調表示）
　次に、図７～図９を用いて、本発明の実施形態に係る使用者ごとの強調表示の一例を説
明する。図７は、本発明の実施形態に係る操作パネル１でのログイン画面Ｓ２の一例を示
す説明図であり、図８は、ソフトキーボード画面Ｓ３の一例を示す説明図である。図９は
本実施形態に係る強調回数データＤ３の一例を示す説明図である。
【０１０４】
　本実施形態の複合機１００では、情報セキュリティを高める観点から複合機１００の使
用者を限定できる。言い換えると、複合機１００に認証機能を持たせる。そのため、管理
者等は、複合機１００に使用者に関する情報（使用者情報）を、操作パネル１を用いて登
録しておける。例えば、記憶装置９２やメモリ１８は、使用者情報を記憶する。そして、
使用者情報には、名前や、フリガナや、ログインユーザ名や、パスワードや、アクセスレ
ベル等を含めることができる。
【０１０５】
　まず、複合機１００に認証機能を持たせる場合、使用者は、複合機１００を使用する前
に図７に示すようなログイン画面Ｓ２への入力が求められる。例えば、液晶表示部１１は
、ログイン画面Ｓ２に、使用者を特定するためのユーザ名キーＫ８と、パスワードキーＫ
９を表示する。そして、ユーザ名キーＫ８やパスワードキーＫ９が押下されると液晶表示
部１１は、図８に示すようなソフトキーボード画面Ｓ３を表示する。そして、使用者は、
ログイン用のユーザ名や、パスワードをソフトキーボードやテンキー部１３等を用いて入
力する。
【０１０６】
　そして、液晶表示部１１は、例えば、ログイン画面Ｓ２の下右端に、ログインキーＫ１
０を表示する。ログインキーＫ１０が押下されると、表示制御部１０は、メモリ１８や記
憶装置９２に予め登録された使用者情報の中に、入力された内容と一致するものがあるか
を確認する認証処理を行う。一致するものがあり、使用者を特定できれば、表示制御部１
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０は、制御部９に複合機１００を使用させてよい旨を通知し、又、表示制御部１０は、使
用者による入力や設定を受け付ける。尚、認証処理は、制御部９が行ってもよく、この場
合、制御部９は、入力された内容を操作パネル１から受信し、メモリ１８や記憶装置９２
に記憶される使用者情報と照合する。
【０１０７】
　尚、認証方法として、操作パネル１に入力する例を説明したが、使用者に識別情報を記
憶させたＩＣカード等を所持させ、複合機１００にＩＣカード等のカードリーダ（例えば
制御部９に接続）を設けてもよい。このようにしても、カードリーダにより、識別情報を
取得でき、使用者の認証、特定を行うことができる。そして、使用者の特定を利用し、本
実施形態の操作パネル１では、使用者ごとの強調表示を行うことができる。
【０１０８】
　ここで、使用者は、操作パネル１での設定を行うに従い、次第に設定に慣れていく。そ
して、強調表示を行わなくても、キーやタブの押下ミスは少なくなっていく。一方で、い
つまでも強調表示が続けられると、使用者は、強調表示を煩わしく感じるようになる。
【０１０９】
　そこで、本実施形態の操作パネル１では、キーやタブ等など、固定的に表示される文字
列領域については、強調表示を行った回数をカウントする。例えば、図９に示すように使
用者ごとに、強調表示を行った回数が、強調回数データＤ３として記憶される。例えば、
強調回数データＤ３は、操作パネル１内のメモリ１８に記憶される（記憶装置９２に記憶
させておいてもよい）。
【０１１０】
　表示制御部１０は、キーやタブの強調表示を行った累計回数を、使用者ごとに記憶する
。そして、一定回数に到達すれば、表示制御部１０は、以後、そのキーやタブの強調表示
を液晶表示部１１に行わせない。例えば、人間は、一般的に、２０回程度見ると覚えると
いった経験則から、一定回数は、２０回程度とされる。尚、何回強調表示を行えば、強調
表示を行わないかは、設定でき、その詳細は後述する。
【０１１１】
（強調表示の各種設定）
　次に、図１０～図１３を用いて、本発明の実施形態に係る強調表示での各種設定の一例
を説明する。図１０は、本発明の実施形態に係る強調表示の基本画面Ｓ４の一例を示す説
明図である。図１１は、本発明の実施形態に係る単語データ管理画面Ｓ５の一例を示す説
明図である。図１２は、本発明の実施形態に係る強調種類選択画面Ｓ６の一例を示す説明
図である。図１３は、本発明の実施形態に係る隣接範囲設定画面Ｓ７の一例を示す説明図
である。
【０１１２】
　まず、図１０に基づき、強調表示の基本画面Ｓ４を説明する。図１０に示す基本画面Ｓ
４には、例えば、操作パネル１へのキーの押下を繰り返すことによりたどり着くことがで
きる。
【０１１３】
［予測強調表示の設定］
　そして、基本画面Ｓ４では、上述の予測強調を行うか否かを設定できるようにするため
、予測強調表示ＯＮキーＫ１１と予測強調表示ＯＦＦキーＫ１２が配される。この２つの
キーの押下によって、使用者は、予測データＤ２を用いて予測強調表示を行うか否かを設
定できる。そして、例えば、表示制御部１０は、予測強調表示ＯＮキーＫ１１が押下され
た場合は、予測強調表示を行う旨を、予測強調表示ＯＦＦキーＫ１２が押下された場合、
予測強調表示を行わない旨を、メモリ１８等に記憶させる。
【０１１４】
　又、基本画面Ｓ４には、単語データ管理キーＫ１３と、強調種類選択キーＫ１４と、隣
接範囲等設定キーＫ１５が配される。これらのキーは、強調表示での詳細な設定を行うた
めに配される。
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【０１１５】
［単語データＤ１の管理］
　次に、図１１に基づき、単語データＤ１の管理を説明する。表示制御部１０は、基本画
面Ｓ４で単語データ管理キーＫ１３が押下されたことを認識すると、図１１に示す単語デ
ータ管理画面Ｓ５を液晶表示部１１に表示させる。
【０１１６】
　単語データ管理画面Ｓ５では、単語データＤ１に含まれる各文字列が一覧表示される。
そして、表示された各文字列の左にはチェックボックスが設けられる。使用者は、タッチ
パネル部１２（液晶表示部１１）を押下して、チェックを入れたり、外したりすることが
できる。
【０１１７】
　そして、単語データ管理画面Ｓ５には、例えば、デリートキーＫ１６、エディットキー
Ｋ１７、追加キーＫ１８の３種の単語データＤ１の編集用のキーが設けられる。まず、表
示制御部１０は、デリートキーＫ１６の押下を認識すると、単語データＤ１から、チェッ
クボックスにチェックが入れられた文字列を、メモリ１８又は記憶装置９２に消去させる
。これにより、チェックした文字列が単語データＤ１から削除される。
【０１１８】
　例えば、表示制御部１０は、エディットキーＫ１７の押下を認識すると、チェックボッ
クスにチェックが入れられた文字列の編集、改変を行えるように、図８に示すようなソフ
トキーボード画面Ｓ３を液晶表示部１１に表示させる。使用者は、ソフトキーボード画面
Ｓ３への入力により、単語データＤ１内の文字列を編集できる。そして、表示制御部１０
は、編集結果をメモリ１８や記憶装置９２に記憶させる。これにより、以後、表示制御部
１０は、更新された単語データＤ１に基づいて、強調表示を行うか否かを定める。
【０１１９】
　又、例えば、表示制御部１０は、追加キーＫ１８の押下を認識すると、単語データＤ１
に文字列の追加を行えるように、図８に示すようなソフトキーボード画面Ｓ３を液晶表示
部１１に表示させる。使用者は、追加したい文字列をソフトキーボード画面Ｓ３で入力す
る。そして、表示制御部１０は、追加するとして入力された文字列をメモリ１８又は記憶
装置９２に記憶させる。これにより、以後、表示制御部１０は、新たな文字列が追加され
た単語データＤ１に基づいて、強調表示を行うか否かを定める。
【０１２０】
［強調表示の種類の選択］
　次に、図１２に基づき、強調表示の種類の選択を説明する。表示制御部１０は、基本画
面Ｓ４で強調種類選択キーＫ１４が押下されたことを認識すると、図１２に示す強調種類
選択画面Ｓ６を液晶表示部１１に表示させる。
【０１２１】
　強調種類選択画面Ｓ６では、選択可能な強調表示の種類が複数のキーとして表示される
。図４を用いた説明では、文字色を変更して強調表示を行う例を説明したが、この強調種
類選択画面Ｓ６への入力で、使用者は、所望する強調表示の種類を選択できる。
【０１２２】
　例えば、図１２に示すように、強調表示の種類としては、文字色変更、太字、斜体、ア
ンダーライン、背景色変更、点滅、白黒反転、書体変更などが用意される。そのため、強
調種類選択画面Ｓ６内には、強調表示の種類を選択するための強調種類選択キー群Ｋ１９
が表示される。尚、更に別の強調表示の種類が用意されてもよい。これらの文字に対する
装飾により、表示制御部１０は強調表示を行うことができる。
【０１２３】
　そして、表示制御部１０は、使用者によって選択された強調表示の種類をメモリ１８や
記憶装置９２に記憶させる。又、強調表示の種類は、使用者ごとに選択可能とし、メモリ
１８や記憶装置９２は、使用者ごとに強調表示の種類を記憶してもよい。
【０１２４】
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　また、強調種類選択画面Ｓ６の右側には、プレビュー領域Ａ２が設けられる。表示制御
部１０は、選択された強調表示の種類にあわせ、強調表示の結果を例として液晶表示部１
１に表示させる。これにより、使用者は、強調表示の態様を把握しつつ、強調表示の種類
の選択を行うことができる。
【０１２５】
［隣接範囲と強調回数の設定］
　次に、図１３に基づき、隣接範囲と強調回数の設定を説明する。表示制御部１０は、基
本画面Ｓ４で隣接範囲等設定キーＫ１５が押下されたことを認識すると、図１３に示す隣
接範囲設定画面Ｓ７を液晶表示部１１に表示させる。
【０１２６】
　隣接範囲設定画面Ｓ７では、文字列領域と文字列領域とが隣接する範囲の設定と、強調
表示を行わなくなる強調表示を行った回数を設定することができる。
【０１２７】
　隣接範囲はデフォルトでは、１で設定される。尚、上記の説明では、隣接範囲を「１」
とする例の説明である。この場合、同じ文字列を含むキーやタブ同士の間に、他のキーや
タブがあれば、強調表示はなされない。言い換えると、本説明での「１」は、「１つ隣の
キーやタブを隣接関係にあると扱う」と言う意味である。
【０１２８】
　しかし、使用者によっては、多少位置的に離れたキーやタブでも、強調表示してほしい
と希望する場合がある。そこで、隣接範囲設定画面Ｓ７では、隣接範囲を設定することが
できる。例えば、隣接範囲設定領域内のプラスキーＫ２０を押下することで、隣接範囲を
広げることができ、マイナスキーＫ２１を押下することで、隣接範囲を狭めることができ
る。
【０１２９】
　例えば、隣接範囲が「２」と設定されると、表示制御部１０は、同じ文字列を含むキー
やタブ同士の間に、他のキーやタブが１つあっても、隣接関係にあると扱う。言い換える
と、本説明での「２」は、「２つ隣のキーやタブまでを隣接関係にあると扱う」と言う意
味である。このように、本実施形態では、使用者が隣接範囲を設定でき、強調表示されや
すく、あるいは、されにくくすることができる。
【０１３０】
　そして、表示制御部１０は、使用者によって設定された隣接範囲の値をメモリ１８や記
憶装置９２に記憶させる。又、メモリ１８や記憶装置９２は、隣接範囲の値を、使用者ご
とに記憶してもよい。表示制御部１０は、設定された隣接範囲に応じて、同じ文字列を含
むキーやタブ等が隣接関係にあるか否かを判断する。
【０１３１】
　隣接範囲設定画面Ｓ７では、文字列領域と文字列領域とが隣接する範囲の設定と、強調
表示を行わなくなる強調表示を行った回数を設定することができる。
【０１３２】
　又、強調回数は、例えば、デフォルトでは、２０回と設定される。言い換えると、キー
やタブで２０回強調表示が行われれば、以後、そのキーやタブで強調表示はなされなくな
る。
【０１３３】
　しかし強調回数が２０回も必要でなく、もっと少なく、と考える使用者もいれば、２０
回では少なく、もっと強調回数を増やしたいという使用者もいる。そこで、隣接範囲設定
画面Ｓ７では、隣接範囲とともに、強調回数を設定することができる。例えば、強調回数
設定領域内のプラスキーＫ２２を押下することで回数を増やすことができ、マイナスキー
Ｋ２３を押下することで、回数を減らすことができる。
【０１３４】
　そして、表示制御部１０は、使用者によって設定された強調回数の値をメモリ１８や記
憶装置９２に記憶させる。又、メモリ１８や記憶装置９２は、強調回数の値を、使用者ご
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とに記憶してもよい。表示制御部１０は、設定された強調回数に達すれば、キーやタブの
強調表示を液晶表示部１１に行わせない。
【０１３５】
（強調表示制御）
　次に、図１４に基づき、本発明の実施形態に係る操作パネル１での強調表示制御の一例
を説明する。図１４は、本発明の実施形態に係る操作パネル１での強調表示制御の一例を
示すフローチャートである。例えば、図１４に示すフローチャートは、各種キーやタブの
押下等により、液晶表示部１１の表示が切り替えられるごとに行われる。尚、本説明では
、予測強調表示を行う例を説明する。
【０１３６】
　そのため、図１４のスタートは、画面の切り替え等、液晶表示部１１の表示切替が必要
となる入力が操作パネル１等になされた時点である。次に、表示制御部１０は、液晶表示
部１１に表示する画面の画像データ等を参照し、単語データＤ１内の文字列を含む文字列
領域があるかを確認する（ステップ♯１）。もし、無ければ（ステップ♯１のＮｏ）、表
示制御部１０は強調表示をしないで液晶表示部１１に表示を行わせる（ステップ♯２）。
そして、表示切替が必要となるまで表示が続けられる（ステップ♯２→エンド）。
【０１３７】
　一方、単語データＤ１内の文字列を含む文字列領域があれば（ステップ♯１のＹｅｓ）
、表示制御部１０は、隣接関係にある単語データＤ１内の同じ文字列を含む文字列領域の
組み合わせがあるか確認する（ステップ♯３）。もし、隣接関係にある文字列領域の組み
合わせがなければ（ステップ♯３のＮｏ）、ステップ♯２に移行する。尚、隣接関係にあ
るか否かの判断は、使用者の設定した隣接範囲に合わせて選択した強調表示の種類にあわ
せて行われる。
【０１３８】
　一方、隣接関係にある文字列領域の組み合わせがあれば（ステップ♯３のＹｅｓ）、表
示制御部１０は、隣接関係にある文字列領域の組み合わせのうち、強調表示を行うか否か
を決めていない組み合わせを一つ選択する（ステップ♯４）。
【０１３９】
　そして、選択した１つの組み合わせにおける文字列領域が、補助記憶装置４００のファ
イル名やフォルダ名等、含まれる文字列が場合により異なるものではなく、キーやタブ等
の固定的に表示される文字列領域であるかを確認する（ステップ♯５）。もし、固定的に
表示される文字列領域であれば（ステップ♯５のＹｅｓ）、表示制御部１０は、強調回数
データＤ３を参照し、文字列領域が強調表示された回数が予め定められた強調回数に到達
しているかを確認する（ステップ♯６）。
【０１４０】
　もし、予め定められた強調回数に到達していれば（ステップ♯６のＹｅｓ）、表示制御
部１０は、その文字列領域の組み合わせについては強調表示行わないと定める（ステップ
♯７）。一方、予め定められた強調回数に到達していなければ（ステップ♯６のＮｏ）、
表示制御部１０は、予測データＤ２に定められた条件に沿って強調表示の対象となるキー
であるかを確認する（ステップ♯８）。
【０１４１】
　もし、予測強調表示を行う上で、強調表示の対象となる文字列領域でなければ（ステッ
プ♯８のＮｏ）、ステップ♯７に移行する。一方、強調表示の対象となる文字列領域であ
れば（ステップ♯８のＹｅｓ）、表示制御部１０は、その文字列領域の組み合わせについ
て強調表示を行うと定める（ステップ♯９）。
【０１４２】
　ステップ♯７、ステップ♯９の後、表示制御部１０は、そして、全ての組み合わせにつ
いて、強調表示を行うか否かを定めたかを確認する（ステップ♯１０）。もし、全ての組
み合わせについて、強調表示を行うか否かを定めていれば（ステップ♯１０のＹｅｓ）、
表示制御部１０は、強調表示を行うと定めた文字列領域についてのみ強調表示を行いつつ
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液晶表示部１１に表示を行わせる（ステップ♯１１）。このとき、使用者が選択した強調
表示の種類にあわせて強調表示が行われる。又、強調表示したキー等について、強調回数
データＤ３が更新される（ステップ♯１１、強調表示したキーについて＋１回）。そして
、表示切替が必要となるまで表示が続けられる（ステップ♯１１→エンド）。一方、全て
の組み合わせについて、強調表示を行うか否かを定めていなければ（ステップ♯１０のＮ
ｏ）、ステップ♯４に戻る。
【０１４３】
　一方、選択した１つの組み合わせにおける文字列領域が、補助記憶装置４００のファイ
ル名やフォルダ名等、含まれる文字列が場合により異なる変動的な文字列領域であれば（
ステップ♯５のＮｏ）、表示制御部１０は、ファイルやフォルダのタイムスタンプを確認
し、組み合わせに含まれる変動的な文字列領域が、一覧表示エリアＡに表示されるファイ
ルやフォルダのうち、作成や更新日時が最新のものが含まれるかを確認する（ステップ♯
１２）。
【０１４４】
　もし、最新のものが含まれれば（ステップ♯１２のＹｅｓ）、表示制御部１０は、作成
や更新日時が最新の文字列領域について強調表示を行う旨を定める（ステップ♯１３）。
そして、ステップ♯１０に移行する。一方、最新のものが含まれなければ（ステップ♯１
２のＮｏ）、表示制御部１０は、その文字列領域の組み合わせについては、強調表示を行
わない旨を定める（ステップ♯１４）。その後、ステップ♯１０に移行する。
【０１４５】
　このようにして、本発明の表示入力装置（操作パネル１）は、少なくとも、文字列を含
む領域である文字列領域を表示する表示部（液晶表示部１１）と、文字列領域に対しての
操作を受け付ける入力部（タッチパネル部１２等）と、表示部に表示する画像用のデータ
を含むデータを記憶する記憶部（メモリ１８や記憶装置９２）と、表示部での表示を制御
する表示制御部１０と、を有し、表示制御部１０は、表示部に表示された文字列領域のう
ち、隣接しあうそれぞれの文字列領域に同じ文字列が含まれるか否かを判断し、同じ文字
列が含まれる場合、同じ文字列以外の文字を表示部に強調表示させる。これにより、キー
やボタン等の文字列領域のうち隣接しあう文字列領域で同じ文字列が存在するような、使
用者による誤認や押し間違いが生じやすい場合にのみ強調表示がなされる。従って、押し
間違え等を防ぐ上で、強調表示の必要性が高い文字列領域に対してのみ強調表示を行うこ
とができる。又、使用者の押し間違えや誤認を効果的に防ぐことができ、強調表示が表示
部（液晶表示部１１）の画面内に氾濫することがない。
【０１４６】
　又、記憶部（メモリ１８や記憶装置９２）は、文字列領域が強調表示の対象となるか否
かを判断するためのデータで、１又は複数の文字列としての単語を含む単語データＤ１を
記憶し、表示制御部１０は、表示部（液晶表示部１１）に表示された文字列領域のうち、
隣接しあうそれぞれの文字列領域が単語データＤ１に含まれる同じ単語を含むか否かを判
断し、含まれる場合、同じ単語以外の文字を表示部（液晶表示部１１）に強調表示させる
。これにより、単語を単位として同じ文字列が含まれるか判断され、同じ単語を含む場合
にのみ強調表示がされる。
【０１４７】
　１つの操作、入力に対し、次になされる操作、入力を予測できる場合がある。例えば、
装置に接続されたメモリ１８内のデータに基づいた印刷が完了すれば、メモリ１８の取り
外しがなされる可能性が高いと予測できる。入力部（タッチパネル部１２等）への操作に
応じて強調表示を行う文字列領域を定めたデータである予測データＤ２を用意しておく。
そして、そこで、記憶部（メモリ１８や記憶装置９２）は、使用者によってなされた操作
に応じて強調表示を行う文字列領域を定めたデータである予測データＤ２を記憶し、表示
制御部１０は、表示部（液晶表示部１１）に表示された文字列領域のうち、隣接する文字
列領域に同じ文字列が含まれるか否かを判断し、同じ文字列が含まれ、かつ、隣接しあう
文字列領域のうち、いずれか一方又は両方の文字列領域が、予測データＤ２に含まれる場
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合、同じ文字列以外の文字を表示部に強調表示させる。予測データＤ２を用いることによ
り、操作、入力される可能性が高い文字列領域に対してのみ強調表示が行われる。従って
、強調表示の必要性が高い文字列領域に対してのみ強調表示を行うことができる。又、使
用者に対し、次の操作を誘導する効果もある。
【０１４８】
　又、表示部（液晶表示部１１）は、記憶部（メモリ１８や記憶装置９２）又は表示入力
装置（操作パネル１）と直接的又は間接的に接続される記憶装置９２（記憶装置９２や補
助記憶装置４００等）内のデータを示す文字列領域を複数並べて表示し、表示制御部１０
は、記憶部、記憶装置９２に記憶されるデータの作成や更新が行われた日時を示すタイム
スタンプを確認し、記憶部、記憶装置９２に記憶されるデータに対応する文字列領域につ
いては、予め定められた時間的な基準に合致する文字列領域についてのみ、表示部（液晶
表示部１１）に強調表示させる。又、基準は、記憶部（メモリ１８や記憶装置９２）又は
記憶装置９２に記憶されるデータのうち、最新であることしてもよい。これにより、作成
、更新された日付が新しく、混同しやすい文字列領域に絞って、強調表示を行うことがで
きる。又、同じ文字列が含まれる場合、表示部は、最も新しいデータに対応する文字列領
域についてのみ、強調表示してもよい。これにより、最も、作成、更新された日付が新し
く、内容に不慣れなデータに対応する文字列領域に絞り、強調表示を行うことができる。
【０１４９】
　又、強調表示が繰り返されると、使用者は、次第に慣れ、キーとしての文字列領域の機
能やデータの内容を把握し、記憶する。そこで、記憶部（メモリ１８や記憶装置９２）は
、各文字列領域について強調表示を行った回数を記憶し、表示制御部１０は、強調表示を
行った回数が予め定められた回数を超えた文字列領域では、表示部（液晶表示部１１）に
強調表示を行わせない。又、入力部（タッチパネル部１２等）は、使用者を特定するため
の入力を受け付け、記憶部は、使用者ごとに、各文字列領域について強調表示を行った回
数を記憶する。これにより、強調表示の必要が無くなっているのに、強調表示が続けられ
ることが無くなり、使用者が煩わしいと感じる不快感をなくすことができる。又、使用者
ごとに、各文字列領域について強調表示を行った回数が記憶される。これにより、使用者
にあわせた強調表示が実施され、効果的に使用者の押し間違えや誤認を防ぎつつ、慣れた
ころには、強調表示がなされなくなり、使用者に煩わしさを感じさせることもない。
【０１５０】
　入力部（タッチパネル部１２等）は、単語データＤ１の編集入力を受け付け、記憶部（
メモリ１８や記憶装置９２）は、入力部に対する入力に従い、単語データＤ１を更新する
。これにより、使用者は、単語データＤ１の追加、編集、削除等を行うことができる。従
って、使用者の意図を反映させた強調表示を行うことができる。
【０１５１】
　又、入力部（タッチパネル部１２等）は、予め用意された複数種の強調表示の種類の選
択入力を受け付け、表示部（液晶表示部１１）は、入力部で選択された強調表示の種類で
、強調表示を行う。これにより、使用者は、好みの強調表示を選択することができる。従
って、使用者の意図を反映させた強調表示を行うことができる。
【０１５２】
　又、入力部（タッチパネル部１２等）は、文字列領域の隣接範囲を設定する入力を受け
付け、表示制御部１０は、入力部で設定された文字列領域の隣接範囲で、同じ文字列が含
まれるか否かの判断を行い、表示部（液晶表示部１１）に強調表示させる。これにより、
使用者は、隣接範囲を広げる設定を行って、強調表示を増やす方向に設定することができ
る。
【０１５３】
　又、画像形成装置（例えば、複合機１００）に誤認、押し間違えを防ぐ上で、強調表示
の必要性が高い文字列領域に対して強調表示がなされる表示入力装置（操作パネル１）が
装備される。これにより、設定ミスや誤認を効果的に防ぐことができる画像形成装置を提
供することができる。
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【０１５４】
　本発明の実施形態を説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明
の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５５】
　本発明は、例えば、画像形成装置用で、液晶表示部１１等の表示部と、タッチパネル部
１２等の入力部を有する表示入力装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０１５６】
１　　　操作パネル（表示入力装置）　１０　　表示制御部
１１　　液晶表示部（表示部）　　　　１２　　タッチパネル部（入力部）
１８　　メモリ（記憶部）　　　　　　９２　　記憶装置（記憶部）
１００　複合機（画像形成装置）　　　ＢＲ　　バー（文字列領域）
Ｄ１　　単語データ　　　　　　　　　Ｄ２　　予測データ
Ｋ２　　メモリ情報キー（文字列領域）　Ｋ３　　取り外しキー（文字列領域）
Ｋ４　　蓄積キー（文字列領域）　　　Ｋ５　　詳細キー（文字列領域）
Ｋ６　　プリントキー（文字列領域）　Ｋ７　　デリートキー（文字列領域）
ＴＢ１　カスタムボックスタブ（文字列領域）
ＴＢ２　ジョブボックスタブ（文字列領域）
ＴＢ３　リムーバブルメモリタブ（文字列領域）
ＴＢ４　ＦＡＸボックスタブ（文字列領域）

【図１】 【図２】
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