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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の被読取領域を読み取って読取画像を得る読取手段と、
　画像を表示する表示手段と、
　送信された情報に基づいた画像を表示する表示領域であって、画面解像度及び縦横比に
従って前記読取画像に基づく画像の全体像を視認可能なレベルで表示する表示領域を有す
る通信先に含まれる前記表示領域の表示能力と前記表示手段の表示能力とに差異があると
の前提条件の下で、前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高い場合、
前記読取手段により得た前記読取画像に基づく画像を前記表示手段に表示させると共に、
前記読取画像を簡素化した表示領域用簡素化画像であって、前記表示領域の表示能力に対
応するように作成された表示領域用簡素化画像を示す簡素化画像情報を前記通信先へ送信
し、前記前提条件の下で、前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高く
ない場合、前記読取画像を簡素化した表示手段用簡素化画像であって、前記表示手段の表
示能力に対応するように作成された表示手段用簡素化画像を前記表示手段に表示させると
共に、前記読取画像を示す読取画像情報を前記通信先へ送信するように制御する制御手段
と、
　を含む画像処理装置。
【請求項２】
　前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高いか否かを判定する判定手
段と、
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　前記判定手段により前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高いと判
定された場合、前記通信先への送信対象とする前記簡素化画像情報により示される表示領
域用簡素化画像を前記表示領域の表示能力に対応するように作成し、前記判定手段により
前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高くないと判定された場合、前
記表示手段への表示対象とする前記表示手段用簡素化画像を前記表示手段の表示能力に対
応するように作成する作成手段と、を更に含む請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記作成手段は、更に、前記判定手段により前記表示領域の表示能力よりも前記表示手
段の表示能力が高いと判定された場合、前記表示手段への表示対象とする前記読取画像に
基づく画像を前記表示手段の表示能力に対応するように作成する請求項２に記載の画像処
理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記表示手段の表示能力が前記表示領域の表示能力よりも高い場合、
前記読取画像の調整内容を受け付ける際に用いられる調整受付用画像が前記表示手段にお
いて前記読取画像に基づく画像と相違しない画面内に該読取画像に基づく画像と共に表示
されるように更に制御する請求項１～請求項３の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記表示手段に表示された前記調整受付用画像を用いて前記調整内容
が受け付けられた場合、現時点で前記表示手段に表示されている前記読取画像に基づく画
像に代えて、前記調整内容に従って調整された前記読取画像に基づく画像が前記表示手段
に表示されるように更に制御する請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５の何れか１項に記載の画像処理装置と、
　前記表示手段の表示能力が前記表示領域の表示能力よりも高い場合、前記画像処理装置
から送信された前記簡素化画像情報を受信し、前記表示手段の表示能力が前記表示領域の
表示能力よりも高くない場合、前記画像処理装置から送信された前記読取画像情報を受信
する受信手段、及び、前記受信手段によって受信された前記簡素化画像情報により示され
る表示領域用簡素化画像が前記表示領域に表示されるように制御し、前記受信手段によっ
て受信された前記読取画像情報により示される読取画像に基づく画像が前記表示領域に表
示されるように制御する表示制御手段を含む前記通信先として動作する通信装置と、
　を含む画像処理システム。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記表示領域用簡素化画像が前記表示領域に表示された状態で前記読
取画像の調整内容が受け付けられた場合、前記調整内容に従って調整された前記簡素化画
像情報を前記通信装置へ送信するように更に制御し、
　前記表示制御手段は、現時点で前記表示領域に表示されている前記表示領域用簡素化画
像に代えて、前記受信手段によって受信された最新の前記簡素化画像情報により示される
表示領域用簡素化画像が前記表示領域に表示されるように制御する請求項６に記載の画像
処理システム。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記表示手段の表示能力が前記表示領域の表示能力よりも高くない場
合、前記読取画像の調整内容を受け付ける際に用いられる調整受付用画像を示す調整受付
用画像情報を前記通信装置へ送信するように更に制御し、
　前記受信手段は、送信された前記調整受付用画像情報を更に受信し、
　前記表示制御手段は、前記表示領域において前記受信手段によって受信された前記調整
受付用画像情報により示される調整受付用画像が前記受信手段によって受信された前記読
取画像情報により示される読取画像に基づく画像と相違しない画面内に該読取画像に基づ
く画像と共に表示されるように制御する請求項６又は請求項７に記載の画像処理システム
。
【請求項９】
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　前記通信装置は、前記表示領域に表示された前記調整受付用画像を用いて前記調整内容
を受け付ける受付手段を更に含み、前記受付手段によって受け付けられた前記調整内容を
示す調整内容情報を前記画像処理装置へ送信し、
　前記制御手段は、前記通信装置から送信された前記調整内容情報により示される調整内
容に従って調整された前記読取画像情報を前記通信装置へ送信するように制御し、
　前記表示制御手段は、前記読取画像に基づく画像が前記表示領域に表示された状態で前
記受信手段によって前記読取画像情報が受信された場合、現時点で前記表示領域に表示さ
れている前記読取画像に基づく画像に代えて、前記受信手段によって受信された最新の前
記読取画像情報により示される読取画像に基づく画像が前記表示領域に表示されるように
制御する請求項８に記載の画像処理システム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記表示手段に前記表示手段用簡素化画像が表示された状態で前記通
信装置から前記調整内容情報が送信された場合、現時点で前記表示手段に表示されている
前記表示手段用簡素化画像に代えて、前記通信装置から送信された前記調整内容情報によ
り示される調整内容に従って調整された前記表示手段用簡素化画像を前記表示手段に表示
させるように更に制御する請求項９に記載の画像処理システム。
【請求項１１】
　前記通信装置は、該通信装置の向きを検出する検出手段を更に含み、該検出手段によっ
て検出された前記通信装置の向きを示す向き情報を前記画像処理装置へ送信し、
　前記制御手段は、前記簡素化画像情報を前記通信装置への送信対象とする場合、前記表
示領域における前記表示領域用簡素化画像が表示される簡素化画像表示画面の縦横比及び
画面解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに前記通信装置から送信された
前記向き情報により示される前記通信装置の向きに基づいて、前記送信対象とする前記簡
素化画像情報により示される表示領域用簡素化画像が前記通信装置の向きに対して予め定
められた方向に前記読取画像の縦横比で前記簡素化画像表示画面に最大限に表示されるよ
うに前記送信対象とする前記簡素化画像情報を調整する請求項６～請求項１０の何れか１
項に記載の画像処理システム。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記読取画像情報を前記通信装置への送信対象とする場合、前記表示
領域における前記読取画像に基づく画像が表示される読取画像表示画面の縦横比及び画面
解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに前記通信装置から送信された前記
向き情報により示される前記通信装置の向きに基づいて、前記送信対象とする前記読取画
像情報により示される読取画像に基づく画像が前記予め定められた方向に前記読取画像の
縦横比で前記読取画像表示画面に最大限に表示されるように前記送信対象とする前記読取
画像情報を調整する請求項１１に記載の画像処理システム。
【請求項１３】
　前記通信装置は、該通信装置の向きを検出する検出手段を更に含み、該検出手段によっ
て検出された前記通信装置の向きを示す向き情報を前記画像処理装置へ送信し、
　前記制御手段は、前記読取画像情報を前記通信装置への送信対象とする場合、前記表示
領域における前記読取画像に基づく画像が表示される読取画像表示画面の縦横比及び画面
解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに前記通信装置から送信された前記
向き情報により示される前記通信装置の向きに基づいて、前記送信対象とする前記読取画
像情報により示される読取画像に基づく画像が前記通信装置の向きに対して予め定められ
た方向に前記読取画像の縦横比で前記読取画像表示画面に最大限に表示されるように前記
送信対象とする前記読取画像情報を調整する請求項６～請求項１０の何れか１項に記載の
画像処理システム。
【請求項１４】
　コンピュータを、
　請求項１～請求項５の何れか１項に記載の制御手段として機能させるためのプログラム
。



(4) JP 6007629 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、画像ファイルから原画像を取得してサムネイル画像を作成し、作成し
たサムネイル画像を表示すると共に、原画像に基づいて表示用の文書内画像を作成する画
像処理装置が開示されている。この画像処理装置は、サムネイル画像を回転させる指示が
与えられると、与えられた指示に従って、サムネイル画像を回転させて表示すると共に、
文書内画像も回転させ、回転後の文書内画像を含む文書を印刷する。
【０００３】
　特許文献２には、コンピュータ上の文書に簡易的に注釈及びコメントを挿入する際に現
在の印刷ページイメージを縮小してプレビュー画像として表示する印刷画像作成装置が開
示されている。
【０００４】
　特許文献３には、画像形成装置が印刷領域の画像を縮小した印刷プレビュー用の画像を
示す画像データを携帯電話機に送信し、携帯電話機が画像形成装置から送信された画像デ
ータにより示される印刷領域の画像をディスプレイに表示するシステムが開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１１３２０３号公報
【特許文献２】特開２００１－１０１１６３号公報
【特許文献３】特開２００４－０８８３４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、読取画像に対する高精度な調整を容易に行う画像処理装置、画像処理
システム及び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】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の画像処理装置を、原稿の被読取領域を読
み取って読取画像を得る読取手段と、画像を表示する表示手段と、送信された情報に基づ
いた画像を表示する表示領域であって、画面解像度及び縦横比に従って前記読取画像に基
づく画像の全体像を視認可能なレベルで表示する表示領域を有する通信先に含まれる前記
表示領域の表示能力と前記表示手段の表示能力とに差異があるとの前提条件の下で、前記
表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高い場合、前記読取手段により得た
前記読取画像に基づく画像を前記表示手段に表示させると共に、前記読取画像を簡素化し
た表示領域用簡素化画像であって、前記表示領域の表示能力に対応するように作成された
表示領域用簡素化画像を示す簡素化画像情報を前記通信先へ送信し、前記前提条件の下で
、前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高くない場合、前記読取画像
を簡素化した表示手段用簡素化画像であって、前記表示手段の表示能力に対応するように
作成された表示手段用簡素化画像を前記表示手段に表示させると共に、前記読取画像を示
す読取画像情報を前記通信先へ送信するように制御する制御手段と、を含んで構成した。
【０００８】
　請求項１に記載の画像処理装置を、請求項２に記載の発明のように、前記表示領域の表
示能力よりも前記表示手段の表示能力が高いか否かを判定する判定手段と、前記判定手段
により前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高いと判定された場合、
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前記通信先への送信対象とする前記簡素化画像情報により示される表示領域用簡素化画像
を前記表示領域の表示能力に対応するように作成し、前記判定手段により前記表示領域の
表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高くないと判定された場合、前記表示手段への
表示対象とする前記表示手段用簡素化画像を前記表示手段の表示能力に対応するように作
成する作成手段と、を更に含んで構成したものとした。
【０００９】
　請求項２に記載の画像処理装置を、請求項３に記載の発明のように、前記作成手段が、
更に、前記判定手段により前記表示領域の表示能力よりも前記表示手段の表示能力が高い
と判定された場合、前記表示手段への表示対象とする前記読取画像に基づく画像を前記表
示手段の表示能力に対応するように作成するものとした。
【００１０】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載の画像処理装置を、請求項４に記載の発明のよ
うに、前記制御手段が、前記表示手段の表示能力が前記表示領域の表示能力よりも高い場
合、前記読取画像の調整内容を受け付ける際に用いられる調整受付用画像が前記表示手段
において前記読取画像に基づく画像と相違しない画面内に該読取画像に基づく画像と共に
表示されるように更に制御するものとした。
【００１１】
　請求項４に記載の画像処理装置を、請求項５に記載の発明のように、前記制御手段が、
前記表示手段に表示された前記調整受付用画像を用いて前記調整内容が受け付けられた場
合、現時点で前記表示手段に表示されている前記読取画像に基づく画像に代えて、前記調
整内容に従って調整された前記読取画像に基づく画像が前記表示手段に表示されるように
更に制御するものとした。
【００１２】
　上記課題を解決するために、請求項６に記載の画像処理システムを、請求項１～請求項
５の何れか１項に記載の画像処理装置と、前記表示手段の表示能力が前記表示領域の表示
能力よりも高い場合、前記画像処理装置から送信された前記簡素化画像情報を受信し、前
記表示手段の表示能力が前記表示領域の表示能力よりも高くない場合、前記画像処理装置
から送信された前記読取画像情報を受信する受信手段、及び、前記受信手段によって受信
された前記簡素化画像情報により示される表示領域用簡素化画像が前記表示領域に表示さ
れるように制御し、前記受信手段によって受信された前記読取画像情報により示される読
取画像に基づく画像が前記表示領域に表示されるように制御する表示制御手段を含む前記
通信先として動作する通信装置と、を含んで構成した。
【００１３】
　請求項６に記載の画像処理システムを、請求項７に記載の発明のように、前記制御手段
が、前記表示領域用簡素化画像が前記表示領域に表示された状態で前記読取画像の調整内
容が受け付けられた場合、前記調整内容に従って調整された前記簡素化画像情報を前記通
信装置へ送信するように更に制御し、前記表示制御手段が、現時点で前記表示領域に表示
されている前記表示領域用簡素化画像に代えて、前記受信手段によって受信された最新の
前記簡素化画像情報により示される表示領域用簡素化画像が前記表示領域に表示されるよ
うに制御するものとした。
【００１４】
　請求項６又は請求項７に記載の画像処理システムを、請求項８に記載の発明のように、
前記制御手段が、前記表示手段の表示能力が前記表示領域の表示能力よりも高くない場合
、前記読取画像の調整内容を受け付ける際に用いられる調整受付用画像を示す調整受付用
画像情報を前記通信装置へ送信するように更に制御し、前記受信手段が、送信された前記
調整受付用画像情報を更に受信し、前記表示制御手段が、前記表示領域において前記受信
手段によって受信された前記調整受付用画像情報により示される調整受付用画像が前記受
信手段によって受信された前記読取画像情報により示される読取画像に基づく画像と相違
しない画面内に該読取画像に基づく画像と共に表示されるように制御するものとした。
【００１５】
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　請求項８に記載の画像処理システムを、請求項９に記載の発明のように、前記通信装置
が、前記表示領域に表示された前記調整受付用画像を用いて前記調整内容を受け付ける受
付手段を更に含み、前記受付手段によって受け付けられた前記調整内容を示す調整内容情
報を前記画像処理装置へ送信し、前記制御手段が、前記通信装置から送信された前記調整
内容情報により示される調整内容に従って調整された前記読取画像情報を前記通信装置へ
送信するように制御し、前記表示制御手段が、前記読取画像に基づく画像が前記表示領域
に表示された状態で前記受信手段によって前記読取画像情報が受信された場合、現時点で
前記表示領域に表示されている前記読取画像に基づく画像に代えて、前記受信手段によっ
て受信された最新の前記読取画像情報により示される読取画像に基づく画像が前記表示領
域に表示されるように制御するものとした。
【００１６】
　請求項９に記載の画像処理システムを、請求項１０に記載の発明のように、前記制御手
段が、前記表示手段に前記表示手段用簡素化画像が表示された状態で前記通信装置から前
記調整内容情報が送信された場合、現時点で前記表示手段に表示されている前記表示手段
用簡素化画像に代えて、前記通信装置から送信された前記調整内容情報により示される調
整内容に従って調整された前記表示手段用簡素化画像を前記表示手段に表示させるように
更に制御するものとした。
【００１７】
　請求項６～請求項１０の何れか１項に記載の画像処理システムを、請求項１１に記載の
発明のように、前記通信装置が、該通信装置の向きを検出する検出手段を更に含み、該検
出手段によって検出された前記通信装置の向きを示す向き情報を前記画像処理装置へ送信
し、前記制御手段が、前記簡素化画像情報を前記通信装置への送信対象とする場合、前記
表示領域における前記表示領域用簡素化画像が表示される簡素化画像表示画面の縦横比及
び画面解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに前記通信装置から送信され
た前記向き情報により示される前記通信装置の向きに基づいて、前記送信対象とする前記
簡素化画像情報により示される表示領域用簡素化画像が前記通信装置の向きに対して予め
定められた方向に前記読取画像の縦横比で前記簡素化画像表示画面に最大限に表示される
ように前記送信対象とする前記簡素化画像情報を調整するものとした。
【００１８】
　請求項１１に記載の画像処理システムを、請求項１２に記載の発明のように、前記制御
手段が、前記読取画像情報を前記通信装置への送信対象とする場合、前記表示領域におけ
る前記読取画像に基づく画像が表示される読取画像表示画面の縦横比及び画面解像度を取
得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに前記通信装置から送信された前記向き情報に
より示される前記通信装置の向きに基づいて、前記送信対象とする前記読取画像情報によ
り示される読取画像に基づく画像が前記予め定められた方向に前記読取画像の縦横比で前
記読取画像表示画面に最大限に表示されるように前記送信対象とする前記読取画像情報を
調整するものとした。
【００１９】
　請求項６～請求項１０の何れか１項に記載の画像処理システムを、請求項１３に記載の
発明のように、前記通信装置が、該通信装置の向きを検出する検出手段を更に含み、該検
出手段によって検出された前記通信装置の向きを示す向き情報を前記画像処理装置へ送信
し、前記制御手段が、前記読取画像情報を前記通信装置への送信対象とする場合、前記表
示領域における前記読取画像に基づく画像が表示される読取画像表示画面の縦横比及び画
面解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに前記通信装置から送信された前
記向き情報により示される前記通信装置の向きに基づいて、前記送信対象とする前記読取
画像情報により示される読取画像に基づく画像が前記通信装置の向きに対して予め定めら
れた方向に前記読取画像の縦横比で前記読取画像表示画面に最大限に表示されるように前
記送信対象とする前記読取画像情報を調整するものとした。
【００２０】
　上記課題を解決するために、請求項１４に記載のプログラムを、請求項１～請求項５の
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何れか１項に記載の制御手段としてコンピュータを機能させるためのものとした。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１、請求項６及び請求項１４に係る発明によれば、送信された情報に基づいた画
像を表示する表示領域を有する通信先の表示領域の表示能力よりも表示手段の表示能力が
高い場合、読取手段により得た読取画像に基づく画像を表示手段に表示させると共に、読
取画像を簡素化した表示領域用簡素化画像を示す簡素化画像情報を通信先へ送信し、表示
領域の表示能力よりも表示手段の表示能力が高くない場合、表示手段用簡素化画像を表示
手段に表示させると共に、読取画像を示す読取画像情報を通信先へ送信する構成を有しな
い場合に比べ、読取画像に対する高精度な調整が容易に行われる、という効果が得られる
。
【００２２】
　請求項２に係る発明によれば、表示領域の表示能力よりも表示手段の表示能力が高いか
否かを判定し、表示領域の表示能力よりも表示手段の表示能力が高いと判定された場合、
通信先への送信対象とする簡素化画像情報により示される表示領域用簡素化画像を表示領
域の表示能力に対応するように作成し、表示領域の表示能力よりも表示手段の表示能力が
高くないと判定された場合、表示手段への表示対象とする表示手段用簡素化画像を表示手
段の表示能力に対応するように作成する構成を有しない場合に比べ、簡素化画像が高精度
に表示される、という効果が得られる。
【００２３】
　請求項３に係る発明によれば、表示領域の表示能力よりも表示手段の表示能力が高いと
判定された場合、表示手段への表示対象とする読取画像に基づく画像を表示手段の表示能
力に対応するように作成する構成を有しない場合に比べ、読取画像に基づく画像が高精度
に表示される、という効果が得られる。
【００２４】
　請求項４に係る発明によれば、表示手段の表示能力が表示領域の表示能力よりも高い場
合、読取画像の調整内容を受け付ける際に用いられる調整受付用画像が表示手段において
読取画像に基づく画像と相違しない画面内に読取画像に基づく画像と共に表示される構成
を有しない場合に比べ、読取画像に対する高精度な調整が容易に行われる、という効果が
得られる。
【００２５】
　請求項５に係る発明によれば、表示手段に表示された調整受付用画像を用いて調整内容
が受け付けられた場合、現時点で表示手段に表示されている読取画像に基づく画像に代え
て、調整内容に従って調整された読取画像に基づく画像が表示手段に表示される構成を有
しない場合に比べ、調整後の読取画像の態様が容易に把握される、という効果が得られる
。
【００２６】
　請求項７に係る発明によれば、表示領域用簡素化画像が表示領域に表示された状態で読
取画像の調整内容が受け付けられた場合、調整内容に従って調整された簡素化画像情報を
通信装置へ送信し、表示領域に表示されている表示領域用簡素化画像に代えて、受信され
た最新の簡素化画像情報により示される表示領域用簡素化画像が表示領域に表示される構
成を有しない場合に比べ、簡易な構成で、表示領域用簡素化画像が更新される、という効
果が得られる。
【００２７】
　請求項８に係る発明によれば、表示手段の表示能力が表示領域の表示能力よりも高くな
い場合、読取画像の調整内容を受け付ける際に用いられる調整受付用画像を示す調整受付
用画像情報を通信装置へ送信し、表示領域において受信手段によって受信された調整受付
用画像情報により示される調整受付用画像が受信手段によって受信された読取画像情報に
より示される読取画像に基づく画像と相違しない画面内に読取画像に基づく画像と共に表
示される構成を有しない場合に比べ、読取画像に対する高精度な調整が容易に行われる、
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という効果が得られる。
【００２８】
　請求項９に係る発明によれば、通信装置の受付手段によって受け付けられた調整内容を
示す調整内容情報を画像処理装置へ送信し、通信装置から送信された調整内容情報により
示される調整内容に従って調整された読取画像情報を通信装置へ送信し、読取画像に基づ
く画像が表示領域に表示された状態で受信手段によって読取画像情報が受信された場合、
現時点で表示領域に表示されている読取画像に基づく画像に代えて、受信手段によって受
信された最新の読取画像情報により示される読取画像に基づく画像が表示領域に表示され
る構成を有しない場合に比べ、簡易な構成で、読取画像に基づく画像が更新される、とい
う効果が得られる。
【００２９】
　請求項１０に係る発明によれば、表示手段に表示手段用簡素化画像が表示された状態で
通信装置から調整内容情報が送信された場合、現時点で表示手段に表示されている表示手
段用簡素化画像に代えて、通信装置から送信された調整内容情報により示される調整内容
に従って調整された表示手段用簡素化画像を表示手段に表示させる構成を有しない場合に
比べ、簡易な構成で、表示手段用簡素化画像が更新される、という効果が得られる。
【００３０】
　請求項１１に係る発明によれば、簡素化画像情報を通信装置への送信対象とする場合、
表示領域における表示領域用簡素化画像が表示される簡素化画像表示画面の縦横比及び画
面解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに通信装置から送信された向き情
報により示される通信装置の向きに基づいて、送信対象とする簡素化画像情報により示さ
れる表示領域用簡素化画像が通信装置の向きに対して予め定められた方向に読取画像の縦
横比で簡素化画像表示画面に最大限に表示されるように送信対象とする簡素化画像情報を
調整する構成を有しない場合に比べ、簡易な構成で、通信装置の向きの変更に伴う簡素化
画像の視認性の悪化が抑制される、という効果が得られる。
【００３１】
　請求項１２及び請求項１３に係る発明によれば、読取画像情報を通信装置への送信対象
とする場合、表示領域における前記読取画像に基づく画像が表示される読取画像表示画面
の縦横比及び画面解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びに通信装置から送
信された向き情報により示される通信装置の向きに基づいて、送信対象とする読取画像情
報により示される読取画像に基づく画像が予め定められた方向に読取画像の縦横比で読取
画像表示画面に最大限に表示されるように送信対象とする読取画像情報を調整する構成を
有しない場合に比べ、簡易な構成で、通信装置の向きの変更に伴う読取画像に基づく画像
の視認性の悪化が抑制される、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】実施形態に係る画像処理システムの要部機能の一例を示す機能ブロック図である
。
【図２】実施形態に係る画像処理システムの外観の一例を示す概略斜視図である。
【図３】実施形態に係る画像処理システムに含まれる画像処理装置の電気系の要部構成の
一例を示すブロック図である。
【図４】実施形態に係る画像処理システムに含まれるスマートフォンの電気系の要部構成
の一例を示すブロック図である。
【図５】実施形態に係る第１画像処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図６】実施形態に係る画像調整非支援処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図７】実施形態に係る画像調整支援処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図８】図７に示すフローチャートの続きである。
【図９】実施形態に係る第２画像処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１０】実施形態に係るスマートフォンにおけるタッチパネル・ディスプレイに表示さ
れた読取画像に基づく画像及び調整受付用画像の一例、並びに画像処理装置のタッチパネ
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ル・ディスプレイに表示された簡素化画像の一例を示す表示態様図である。
【図１１】図１０に示す読取画像に基づく画像及び簡素化画像に対して中消し処理が施さ
れた状態の一例を示す表示態様図である。
【図１２】スマートフォンの向きを横向きから縦向きに変えた場合の態様例を示す図であ
る。
【図１３】スマートフォンの向きを縦向きから横向きに変えた場合の態様例を示す図であ
る。
【図１４】図９に示すフローチャートの続きである。
【図１５】比較例に係る操作パネルの構成の一例を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　［比較例］
　以下、開示の技術の実施形態の説明に先立ち、開示の技術の比較例を説明する。図１５
には、本比較例に係る操作パネル５００が示されている。操作パネル５００は、例えば被
読取領域（例えば原稿を含む予め定められた領域又は原稿内の一部領域）を画像読取装置
（一例としてスキャナ）で光学的に読み取って得た読取画像を出力する画像処理装置（図
示省略）に設けられている。画像処理装置は、例えば、読取画像を記録媒体の一例である
用紙に形成することにより印刷を行うものである。
【００３４】
　操作パネル５００は、画像処理装置に対して各種処理に関する指示（例えば画質調整の
指示や印刷開始の指示）を与える際に操作される操作部５０２と、各種処理を行う上で必
要な情報を表示すると共に各種指示を受け付けるタッチパネル・ディスプレイ５０４と、
を有する。操作部５０２は、例えば、印刷の開始を指示するスタートボタン５０２Ａ、印
刷の停止を指示するストップボタン５０２Ｂ、及びテンキー５０２Ｃなどを含んで構成さ
れている。タッチパネル・ディスプレイ５０４は、画面中央部のプレビュー表示領域５０
４Ａとプレビュー表示領域以外の受付領域５０４Ｂとに大別される。プレビュー表示領域
５０４Ａは矩形状に形成されており、簡素化画像を表示する。簡素化画像とは、例えば読
取画像を簡素化した画像（例えば読取画像の画素を間引いて得た画像）を指す。また、プ
レビュー表示領域５０４Ａの正面視下辺及び右辺にはスクロールバーが表示されており、
タッチパネルを通してユーザがスクロールバーを操作することにより簡素化画像がプレビ
ュー表示領域５０４Ａ内で移動する。
【００３５】
　受付領域５０４Ｂには、印刷の開始を指示するスタートボタン、及び印刷の停止を指示
するストップボタンの他、プルダウンボックス５０６が表示されている。プルダウンボッ
クス５０６には、プレビュー表示領域５０４Ａに表示される簡素化画像の倍率が表示され
、タッチパネル・ディスプレイ５０４や操作部５０２が、プルダウンボックスに表示され
た何れかの倍率を受け付ける。プレビュー表示領域５０４Ａには、タッチパネル・ディス
プレイ５０４や操作部５０２が受け付けた倍率で簡素化画像が表示される。
【００３６】
　しかし、タッチパネル・ディスプレイ５０４には受付領域５０４Ｂが表示されるため、
プレビュー表示領域５０４Ａの表示面積が制限される。そのため、図１５に示すプレビュ
ー表示領域５０４Ａに表示される簡素化画像から全体像を把握することは、タッチパネル
・ディスプレイ５０４の全面を使用して簡素化画像の全体像を表示する場合に比べ、困難
である。また、簡素化画像の全体像が表示されている状態から簡素化画像の局所を詳細に
確認する場合には、簡素化画像を拡大して表示したり、スクロールバーを操作したりする
必要がある。簡素化画像を拡大して表示した後、簡素化画像の全体像を再度表示する場合
にも簡素化画像の倍率を元に戻す（例えば６００％から１００％に戻す）作業が必要とな
る。そのため、読取画像に対して何らかの調整を施してから、調整後の読取画像について
全体像を確認しながら局所像も確認することは困難である。その上、簡素化画像を表示し
ているため、簡素化画像よりも高精細な画像を表示する場合に比べ、調整後の読取画像の
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状態を詳細に把握することが困難である。従って、読取画像に対してきめ細やかな調整が
必要な場合（例えば全体像と局所像とを繰り返し表示して確認する必要がある場合や調整
後の読取画像の状態を詳細に確認する必要がある場合）には最終的な出力が行われるまで
の作業が難航することが予想される。
【００３７】
　［実施形態］
　次に開示の技術の実施形態の一例を詳細に説明する。なお、以下の説明では、通信装置
の一例として、多機能型の携帯電話機、いわゆるスマートフォンを例に挙げて説明するが
、開示の技術は、これに限定されるものではない。開示の技術は、例えば、携帯型のパー
ソナルコンピュータやＰＤＡ(Personal Digital Assistants)、据置型のパーソナルコン
ピュータなどの種々の通信装置に適用してもよい。
【００３８】
　図１には、本実施形態に係る画像処理システム１０の構成の一例を示すブロック図が示
されている。図１に示すように、画像処理システム１０は、画像処理装置１２及びスマー
トフォン１４を備えている。画像処理装置１２は、読取部１６、表示部１８、制御部２０
、判定部２２及び作成部２４を含んで構成されている。一方、スマートフォン１４は、受
信部２６、表示制御部２８、表示領域３０、受付部３２及び検出部３３を含んで構成され
ている。
【００３９】
　画像処理装置１２において、読取部１６は、被読取領域を読み取って読取画像を得る。
表示部１８は、画像を表示する。本実施形態では、読取画像条件を満足した場合、読取部
１６により得た読取画像に基づく画像（例えば表示部１８における予め定められた画面の
画面解像度及び縦横比に従って作成された画像）が表示され、読取画像表示条件を満足し
なかった場合、読取部１６により得た読取画像を簡素化した簡素化画像が表示される。本
実施形態では、簡素化画像の一例として、読取画像に基づく画像よりも解像度の低い画像
を採用している。
【００４０】
　また、本実施形態では、上記の「読取画像表示条件」の一例として、表示部１８の表示
能力がスマートフォン１４における表示領域３０の表示能力よりも高いとの条件を採用し
ている。また、本実施形態では、「表示能力」の一例として、画面解像度を採用している
。従って、本実施形態において読取画像条件を満足した場合とは、表示部１８の画面解像
度が表示領域３０の画面解像度よりも高い場合を指し、本実施形態において読取画像条件
を満足しなかった場合とは、表示部１８の画面解像度が表示領域３０の画面解像度よりも
高くない場合を指す。「表示能力」のその他の例としては、画面サイズ（画面の面積）、
画面の明るさ及び画面の縦横比などが挙げられる。また、画面解像度の高さを評価する数
値、画面サイズを評価する数値、画面の明るさを評価する数値及び画面の縦横比を評価す
る数値などを乗じて得た値を「表示能力」としてもよい。すなわち、画面解像度のみで表
示能力を定めるのではなく、画像の視認のし易さの指標となり得る種々の要素を数値化し
、それらを総合的に判断することで表示能力を定めるようにしてもよい。なお、画面の明
るさを評価する数値とは、例えば視認し易い明るさとして予め定められた明るさに近い明
るさほど評価が高くなる数値を指し、画面の縦横比を評価する数値とは、例えば読取画像
の縦横比に近い縦横比ほど評価が高くなる数値を指す。
【００４１】
　制御部２０は、読取画像表示条件を満足した場合、読取部１６により得た読取画像に基
づく画像を表示部１８に表示させると共に、簡素化画像を示す簡素化画像情報をスマート
フォン１４へ送信するように制御する。また、制御部２０は、読取画像表示条件を満足し
なかった場合、簡素化画像を表示部１８に表示させると共に、読取部１６により得た読取
画像を示す読取画像情報をスマートフォン１４へ送信するように制御する。
【００４２】
　判定部２２は、読取画像表示条件を満足した否かを判定する。すなわち、本実施形態で



(11) JP 6007629 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

は、表示部１８の表示能力がスマートフォン１４における表示領域３０の表示能力よりも
高いか否かを判定する。
【００４３】
　作成部２４は、判定部２２によって読取画像表示条件を満足したと判定された場合、ス
マートフォン１４への送信対象とする簡素化画像情報により示される簡素化画像を表示領
域３０の表示能力に対応するように作成する。また、作成部２４は、判定部２２によって
読取画像表示条件を満足しなかったと判定された場合、表示部１８への表示対象とする簡
素化画像を表示部１８の表示能力に対応するように作成する。更に、作成部２４は、判定
部２２によって読取画像表示条件を満足したと判定された場合、表示部１８への表示対象
とする読取画像に基づく画像を表示部１８の表示能力に対応するように作成する。
【００４４】
　制御部２０は、読取画像表示条件を満足した場合、読取画像の調整内容を受け付ける際
に用いられる調整受付用画像が表示部１８において読取画像に基づく画像と相違しない画
面内に読取画像に基づく画像と共に表示されるように制御する。ここで言う「調整内容」
とは、例えば、読取画像の拡大、読取画像の縮小、読取画像の外枠消し、読取画像の中消
し、イメージシフト、傾き補正、画像領域の抽出及び画像領域の削除などを指す。上記の
「中消し」とは、例えば冊子の折り目を含む領域を読み取って得た折り目に相当する黒筋
の画像を消す処理を指す。また、ここで言う「調整受付用画像」としては、例えば、画像
処理装置１２に対して調整内容の指示を与える際に操作される操作ボタンを表す画像や利
用者に調整内容の指示の入力を促すメッセージを表す画像などが挙げられる。
【００４５】
　また、制御部２０は、表示部１８に表示された調整受付用画像を用いて調整内容が受け
付けられた場合、現時点で表示部１８に表示されている読取画像に基づく画像に代えて、
受け付けられた調整内容に従って調整された読取画像に基づく画像が表示部１８に表示さ
れるように更に制御する。
【００４６】
　また、制御部２０は、簡素化画像が表示領域３０に表示された状態で読取画像の調整内
容が受け付けられた場合、調整内容に従って調整された簡素化画像情報をスマートフォン
１４へ送信するように更に制御する。
【００４７】
　また、制御部２０は、読取画像表示条件を満足しなかった場合、調整受付用画像を示す
調整受付用画像情報をスマートフォン１４へ送信するように更に制御する。
【００４８】
　また、制御部２０は、スマートフォン１４から送信された調整内容を示す調整内容情報
が送信された場合、送信された調整内容情報により示される調整内容に従って調整された
読取画像情報をスマートフォン１４へ送信するように制御する。
【００４９】
　また、制御部２０は、簡素化画像が表示部１８に表示された状態でスマートフォン１４
から調整内容情報が送信された場合、現時点で表示部１８に表示されている簡素化画像に
代えて、スマートフォン１４から送信された調整内容情報により示される調整内容に従っ
て調整された簡素化画像を表示部１８に表示させるように更に制御する。
【００５０】
　また、制御部２０は、簡素化画像情報をスマートフォン１４への送信対象とする場合、
表示領域３０における簡素化画像が表示される簡素化画像表示画面の縦横比及び画面解像
度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びにスマートフォン１４から送信された後
述する向き情報により示されるスマートフォン１４の向きに基づいて、送信対象とする簡
素化画像情報により示される簡素化画像がスマートフォン１４の向きに対して予め定めら
れた方向に読取画像の縦横比で簡素化画像表示画面に最大限に表示されるように送信対象
とする簡素化画像情報を調整する。
【００５１】
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　更に、制御部２０は、読取画像情報をスマートフォン１４への送信対象とする場合、表
示領域３０における読取画像に基づく画像が表示される読取画像表示画面の縦横比及び画
面解像度を取得し、取得した縦横比及び画面解像度並びにスマートフォン１４から送信さ
れた向き情報により示されるスマートフォン１４の向きに基づいて、送信対象とする読取
画像情報により示される読取画像に基づく画像がスマートフォン１４の向きに対して予め
定められた方向に読取画像の縦横比で読取画像表示画面に最大限に表示されるように送信
対象とする読取画像情報を調整する。
【００５２】
　一方、スマートフォン１４において、受信部２６は、読取画像表示条件を満足した場合
、画像処理装置１２から送信された簡素化画像情報を受信する。また、受信部２６は、読
取画像表示条件を満足しなかった場合、画像処理装置１２から送信された読取画像情報を
受信する。更に、受信部２６は、画像処理装置１２から送信された調整受付用画像情報を
受信する。
【００５３】
　表示制御部２８は、読取画像表示条件を満足した場合、受信部２６によって受信された
簡素化画像情報により示される簡素化画像が表示領域３０に表示されるように制御する。
また、表示制御部２８は、読取画像表示条件を満足しなかった場合、受信部２６によって
受信された読取画像情報により示される読取画像に基づく画像が表示領域３０に表示され
るように制御する。
【００５４】
　また、表示制御部２８は、現時点で表示領域３０に表示されている簡素化画像に代えて
、受信部２６によって受信された最新の簡素化画像情報により示される簡素化画像が表示
領域３０に表示されるように制御する。
【００５５】
　また、表示制御部２８は、表示領域３０において受信部２６によって受信された調整受
付用画像情報により示される調整受付用画像が受信部２６によって受信された読取画像情
報により示される読取画像に基づく画像と相違しない画面内に読取画像に基づく画像と共
に表示されるように制御する。
【００５６】
　また、表示制御部２８は、読取画像に基づく画像が表示領域３０に表示された状態で受
信部２６によって読取画像情報が受信された場合、現時点で表示領域３０に表示されてい
る読取画像に基づく画像に代えて、受信部２６によって受信された最新の読取画像情報に
より示される読取画像に基づく画像が表示領域３０に表示されるように制御する。
【００５７】
　受付部３２は、表示領域３０に表示された調整受付用画像を用いて調整内容を受け付け
る。スマートフォン１４は、受付部３２によって受け付けられた調整内容を示す調整内容
情報を画像処理装置１２へ送信する。
【００５８】
　検出部３３は、スマートフォン１４の向きを検出する。スマートフォン１４は、検出部
３３によって検出されたスマートフォン１４の向きを示す向き情報を画像処理装置１２へ
送信する。なお、ここで言う「スマートフォン１４の向き」とは、例えばスマートフォン
１４を起立状態にした場合の鉛直方向に対する相対的な向きや水平方向に対する相対的な
向きなどの基準方向に対する相対的な向きを指す。
【００５９】
　図２には、本実施形態に係る画像処理システム１０が模式的に示されている。図１に示
す画像処理装置１２は、原稿の被読取領域を光学的に読み取り、読み取って得た読取画像
を示す読取画像情報を生成する画像読取機能を備えている。また、画像処理装置１２は、
画像読取機能により原稿の被読取領域を光学的に読み取って得た読取画像情報や外部から
取得した画像情報に基づいて用紙に画像を形成する画像形成機能を備えている。また、画
像処理装置１２は、操作パネル３４を備えている。操作パネル３４は、画像処理装置１２
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の利用者などによって操作されることで、画像処理装置１２に対して各種処理に関する指
示を与える際に操作される操作部３６と、各種処理を行う上で必要な情報を表示すると共
に各種指示を受け付けるタッチパネル・ディスプレイ３８と、を有する。操作部３６は、
例えば電源投入用の操作ボタン、テンキー、印刷の開始を指示する際に操作されるスター
トボタン、及び印刷の停止を指示する際に操作されるストップボタンなどを含んで構成さ
れている。タッチパネル・ディスプレイ３８は、例えば液晶ディプレイに対して透過型の
タッチパネルを重ね合わせることによって形成されており、図１に示す表示部１８として
機能する。
【００６０】
　なお、本実施形態に係る画像処理装置１２には、画像調整支援モード及び画像調整非支
援モードが設けられている。画像処理装置１２には画像調整支援モード及び画像調整非支
援モードの何れかが設定される。これらのモードを設定する指示は操作パネル３４によっ
て受け付けられる。画像調整支援モードの設定が指示されることで画像調整支援モートが
設定されると、画像処理装置１２とスマートフォン１４との間で通信が確立される。そし
て、読取画像に基づく画像が画像処理装置１２のタッチパネル・ディスプレイ３８及びス
マートフォン１４の一方に表示されると共に簡素化画像が他方に表示される。つまり、こ
の場合、読取画像に基づく画像と簡素化画像とが相違しない時間に利用者に提示されるこ
ととなる。これに対し、画像調整非支援モードの設定が指示されることで画像調整非支援
モードが設定されると、スマートフォン１４に読取画像に基づく画像は表示されず、画像
処理装置１２のタッチパネル・ディスプレイ３８に簡素化画像が表示される。
【００６１】
　一方、スマートフォン１４は、いわゆる一般的な携帯電話機の機能、及び図１に示す表
示領域３０及び受付部３２の一例であるタッチパネル・ディスプレイ３９を備えている。
また、画像処理装置１２及びスマートフォン１４は共に、相互に情報を授受するための通
信機能を備えている。画像処理装置１２及びスマートフォン１４は、例えば、互いに通信
機能を働かせることにより、アドホックモードによる無線通信（以下、「アドホック通信
」という。）により相互に情報の授受を行う。なお、本実施形態に係る画像処理システム
１０では、画像処理装置１２とスマートフォン１４とで行われるアドホック通信に係る通
信エリアは一例として画像処理装置１２から数メートルの範囲内に限られている。従って
、画像処理装置１２及びスマートフォン１４の少なくとも一方が通信エリアから外れると
、画像処理装置１２とスマートフォン１４とでアドホック通信が行えなくなる。
【００６２】
　図１に示す送信部２０、制御部２２及び受信部２４は、例えば画像処理装置１２に内蔵
された図３に示すコンピュータ４０及びその他の入出力デバイスによって実現される。図
３には、画像処理装置１２の電気系の要部構成の一例が示されている。図３に示すように
、コンピュータ４０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）４２、メモリ４４及び不揮
発性の記憶部４６を備え、これらはアドレスバス、制御バス、及びシステムバスなどを含
んで構成されたバス４８を介して互いに接続されている。なお、記憶部４６は、ＨＤＤ（
Hard Disk Drive）やフラッシュメモリなどによって実現される。記憶媒体としての記憶
部４６には、第１画像処理プログラム５０が記憶されている。また、記憶部４６の予め定
められた記憶領域５２には調整受付用画像情報が記憶されている。
【００６３】
　ＣＰＵ４２は、記憶部４６から第１画像処理プログラム５０を読み出してメモリ４４に
展開し、第１画像処理プログラム５０が有するプロセスを順次実行する。第１画像処理プ
ログラム５０は、制御プロセス５４、判定プロセス５６及び作成プロセス５８を有する。
ＣＰＵ４２は、制御プロセス５４を実行することで、図１に示す制御部２０として動作す
る。ＣＰＵ４２は、判定プロセス５６を実行することで、図１に示す判定部２２として動
作する。ＣＰＵ４２は、作成プロセス５８を実行することで、図１に示す作成部２４とし
て動作する。
【００６４】



(14) JP 6007629 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

　なお、ここでは第１画像処理プログラム５０を記憶部４６から読み出す場合を例示した
が、必ずしも最初から記憶部４６に記憶させておく必要はない。例えば、コンピュータ４
０に接続されて使用されるフレキシブルディスク、いわゆるＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ
ディスク、光磁気ディスク、ＩＣカードなどの任意の「可搬型の記憶媒体」に先ずは第１
画像処理プログラム５０を記憶させておいてもよい。そして、コンピュータ４０がこれら
の可搬型の記憶媒体から第１画像処理プログラム５０を取得して実行するようにしてもよ
い。また、インターネットやＬＡＮ（Local Area Network）などを介してコンピュータ４
０に接続される他のコンピュータまたはサーバ装置などに第１画像処理プログラム５０を
記憶させておき、コンピュータ４０がこれらから第１画像処理プログラム５０を取得して
実行するようにしてもよい。
【００６５】
　画像処理装置１２は、コンピュータ４０と各種の入出力デバイスとを電気的に接続して
コンピュータ４０と各種の入出力デバイスとの間の各種情報の送受信を司るインプット・
アウトプット・インターフェース（Ｉ／Ｏ）６０を備えている。本実施形態では、Ｉ／Ｏ
６０に接続されることにより、バス４８を介してコンピュータ４０と電気的に接続される
入出力デバイスとして、操作パネル３４、読取部６２、画像形成部６８及びアドホック通
信インタフェース（Ｉ／Ｆ）７０を備えている。
【００６６】
　読取部６２は、イメージセンサを用いて被読取領域を走査することにより読取画像情報
を取得し、図１に示す読取部１６として動作する。なお、本実施形態では、読取部６２と
して、自動原稿送り装置（所謂ＡＤＦ）を装備したフラッドヘッドタイプのスキャナであ
って、ＣＣＤ(Charge Coupled Devices)光学縮小方式のイメージスキャナを適用している
。しかし、これに限らず、ハンディタイプやドラムタイプのイメージスキャナを適用して
もよい。また、ＣＣＤ(Charge Coupled Devices)光学縮小方式のイメージスキャナに限ら
ず、ＣＩＳ(Contact Image Sensor)密着センサ方式のイメージスキャナなどの他の撮像素
子を備えたイメージスキャナを適用してもよい。
【００６７】
　画像形成部６８は、読取画像情報により示される読取画像を用紙に形成する。なお、本
実施形態では、画像形成部６８の一例として、ゼログラフィプリンタを適用しているが、
これに限らず、インクジェットプリンタや、サーマルプリンタ、ドットインパクトプリン
タなどを適用してもよい。
【００６８】
　アドホック通信Ｉ／Ｆ７０は、アドホック通信によるスマートフォン１４との各種情報
の授受を司る。
【００６９】
　一方、図１に示す受信部２６、表示制御部２８及び検出部３３は、例えばスマートフォ
ン１４に内蔵された図４に示すコンピュータ７２及びその他の入出力デバイスによって実
現することができる。図４には、スマートフォン１４の電気系の要部構成の一例が示され
ている。図４に示すように、コンピュータ７２は、ＣＰＵ７４、メモリ７６及び不揮発性
の記憶部７８を備え、これらはアドレスバス、制御バス、及びシステムバスなどを含んで
構成されたバス８０を介して互いに接続されている。なお、記憶部７８は、ＨＤＤやフラ
ッシュメモリなどによって実現できる。記憶媒体としての記憶部７８には、第２画像処理
プログラム８２が記憶されている。ＣＰＵ７４は、記憶部７８から第２画像処理プログラ
ム８２を読み出してメモリ７６に展開し、第２画像処理プログラム８２が有するプロセス
を順次実行する。第２画像処理プログラム８２は、受信プロセス８４、表示制御プロセス
８６及び検出プロセス８８を有する。ＣＰＵ７４は、受信プロセス８４を実行することで
、図１に示す受信部２６として動作する。ＣＰＵ７４は、表示制御プロセス８６を実行す
ることで、図１に示す表示制御部２８として動作する。ＣＰＵ７４は、検出プロセス８８
を実行することで、図１に示す検出部３３として動作する。
【００７０】
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　なお、ここでは第２画像処理プログラム８２を記憶部７８から読み出す場合を例示した
が、必ずしも最初から記憶部７８に記憶させておく必要はない。例えば、コンピュータ７
２に接続されて使用されるフレキシブルディスク、いわゆるＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ
ディスク、光磁気ディスク、ＩＣカードなどの任意の「可搬型の記憶媒体」に先ずは第２
画像処理プログラム８２を記憶させておいてもよい。そして、コンピュータ４０がこれら
の可搬型の記憶媒体から第２画像処理プログラム８２を取得して実行するようにしてもよ
い。また、インターネットやＬＡＮ（Local Area Network）などを介してコンピュータ４
０に接続される他のコンピュータまたはサーバ装置などに第２画像処理プログラム８２を
記憶させておき、コンピュータ４０がこれらから第２画像処理プログラム８２を取得して
実行するようにしてもよい。
【００７１】
　スマートフォン１４は、コンピュータ７２と各種の入出力デバイスとを電気的に接続し
てコンピュータ７２と各種の入出力デバイスとの間の各種情報の送受信を司るＩ／Ｏ９０
を備えている。本実施形態では、Ｉ／Ｏ９０に接続されることにより、バス８０を介して
コンピュータ７２と電気的に接続される入出力デバイスとして、タッチパネル・ディスプ
レイ３９、通信部９５、送話部９６、受話部９８及びアドホック通信Ｉ／Ｆ９９を備えて
いる。なお、スマートフォン１４は、この他にも、スマートフォン１４の向きを検出する
際に用いられる物理量の一例である加速度を検出する加速度センサ９１を備えており、加
速度センサ９１もＩ／Ｏ９０に接続されている。
【００７２】
　通信部９５は、無線通信網の最寄の基地局との間で無線通信を行うことで、無線通信網
に接続された情報処理装置（図示省略）とコンピュータ７２との間の各種情報の送受信を
司る。通信部９５は、例えばアンテナ（図示省略）及びＲＦ（Radio Frequency）回路（
図示省略）を含んで構成されている。この場合、通信部９５は、例えば外部の情報処理装
置から基地局を経由して無線で送信された信号をアンテナで受信し、受信した信号をＲＦ
回路で復調処理し、受信した信号に含まれる情報をコンピュータ７２に供給する。また、
通信部９５は、コンピュータ７２から供給された情報を変調処理し、アンテナを介し基地
局経由で外部の情報処理装置へ送信する。
【００７３】
　送話部９６は、スマートフォン１４の利用者が通話時に発した音声を捕捉し、捕捉した
音声を示す音声信号をコンピュータ７２に出力する。送話部９６は、例えばマイクロフォ
ン（図示省略）及び信号処理回路（図示省略）を含んで構成されている。この場合、例え
ばマイクロフォンで音声を捕捉し、マイクロフォンで捕捉された音声を信号処理回路で音
声信号に変換してコンピュータ７２を介して通信部９５に出力する。なお、ここでは、音
声信号をコンピュータ７２を介して通信部９５に出力する態様を例示しているが、送話部
９６に含まれる信号処理部から通信部９５に直接出力してもよい。
【００７４】
　受話部９８は、通信部９５で受信された音声情報により示される音声を出力する。受話
部９８は、例えばＤ／Ａ（デジタル／アナログ）変換回路（図示省略）、増幅器（図示省
略）及びスピーカ（図示省略）を含んで構成されている。この場合、例えばコンピュータ
７２から供給された音声信号に対してＤ／Ａ変換回路がＤ／Ａ変換を行い、Ｄ／Ａ変換後
に増幅器で増幅された信号をスピーカに出力する。スピーカは、Ｄ／Ａ変換回路から供給
された信号に応じた音声を外部に出力する。なお、ここでは、通信部９５で受信された音
声信号がコンピュータ７２を介して受話部９８に供給される態様を例示しているが、通信
部９５で受信された音声信号がコンピュータ７２を介さずに受話部９８に直接供給されて
もよい。
【００７５】
　アドホック通信Ｉ／Ｆ９９は、アドホック通信による画像処理装置１２との各種情報の
授受を司る。
【００７６】
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　次に本実施形態の作用として、ＣＰＵ４２が第１画像処理プログラム５０を実行するこ
とにより画像処理装置１２で行われる第１画像処理について、図５を参照して説明する。
図５に示す第１画像処理では、先ず、ステップ１００において、制御部２０により、読取
部６２に対して原稿の被読取領域の読み取りを開始させる。続いて、ステップ１０２では
、制御部２０により、上記ステップ１００が実行されることで、読取部６２により得た読
取画像情報が取得され、取得された読取画像情報がメモリ４４に記憶される。次のステッ
プ１０４では、作成部２０により、上記ステップ１０２でメモリ４４に記憶された読取画
像情報に基づいて簡素化画像情報が作成され、作成された簡素化画像情報がメモリ４４に
記憶される。なお、ここでは、作成部２４が、タッチパネル・ディスプレイ３８の表示能
力に対応するように簡素化画像情報を作成する。例えば、タッチパネル・ディスプレイ３
８において簡素化画像が表示される画面として予め定められた画面の画面解像度及び縦横
比に基づいて、その画面に簡素化画像が最大限に表示されるように簡素化画像情報を作成
する。
【００７７】
　次のステップ１０６では、制御部２０により、画像調整支援モードが設定されているか
否かが判定される。本ステップ１０６において、画像調整支援モードが設定されていない
場合は判定が否定されてステップ１０８へ移行する。ステップ１０８では、制御部２０に
より、図６に示す画像調整非支援処理プログラムが実行されることにより画像調整非支援
処理が行われた後、本第１画像処理を終了する。
【００７８】
　図６は画像調整非支援処理プログラムの流れの一例を示すフローチャートである。図６
に示すステップ１５０では、制御部２０により、簡素化画像を表示させる指示（簡素化画
像表示指示）がタッチパネル・ディスプレイ３８によって受け付けられたか否かが判定さ
れる。本ステップ１５０において、簡素化画像表示指示が受け付けられた場合は判定が肯
定されてステップ１５２へ移行する一方、簡素化画像表示指示が受け付けられなかった場
合は判定が否定されてステップ１５４へ移行する。ステップ１５２では、表示部１８によ
り、メモリ４４に記憶されている簡素化画像情報により示される簡素化画像が表示される
。
【００７９】
　ステップ１５４では、制御部２０により、メモリ４４に記憶されている読取画像情報に
より示される読取画像に対して行われる調整内容をタッチパネル・ディスプレイ３８によ
って受け付けられたか否かが判定される。本ステップ１５４において、調整内容が受け付
けられた場合は判定が肯定されてステップ１５６へ移行する一方、調整内容が受け付けら
れなかった場合はステップ１６０へ移行する。
【００８０】
　ステップ１５６では、制御部２４により、メモリ４４に記憶されている読取画像情報が
上記ステップ１５４で受け付けられた調整内容に従って調整される。続いて、ステップ１
５８では、制御部１８により、メモリ４４に記憶されている簡素化画像情報が上記ステッ
プ１５６で調整された読取画像情報に基づいて更新される。そして、制御部１８により、
更新された簡素化画像情報により示される簡素化画像が、現時点で表示されている簡素化
画像に代えて、タッチパネル・ディスプレイ３８に表示される。すなわち、現時点で表示
されている簡素化画像に代えて、調整内容が反映された簡素化画像がタッチパネル・ディ
スプレイ３８に表示される。
【００８１】
　ステップ１６０では、制御部２０により、画像形成部６８に対して画像を形成させる指
示（画像形成指示）が受付部６４によって受け付けられたか否かが判定される。本ステッ
プ１６０では、画像形成指示が受け付けられた場合は判定が肯定されてステップ１６２へ
移行する一方、画像形成指示が受け付けられなかった場合は判定が否定されてステップ１
６４へ移行する。ステップ１６４では、本画像調整非支援処理を終了する条件として予め
定められた条件（画像調整非支援処理終了条件）を満足したか否かが判定される。本ステ



(17) JP 6007629 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

ップ１６４において、画像調整非支援処理終了条件を満足した場合は判定が肯定されてス
テップ１６６へ移行する一方、画像調整非支援処理終了条件を満足しない場合はステップ
１５４へ戻る。画像調整非支援処理終了条件としては例えば上記ステップ１５８が実行さ
れてから予め定められた時間経過したとの条件や本画像調整非支援処理の終了指示をタッ
チパネル・ディスプレイ３８が受け付けたとの条件などが挙げられる。
【００８２】
　ステップ１６２では、制御部２０が、画像形成部６８に対して、メモリ４４に現在記憶
されている読取画像情報により示される読取画像に基づく画像を用紙に形成させる。続い
て、ステップ１６６では、制御部２０により、メモリ４４に記憶されている読取画像情報
及び簡素化画像情報（以下、これらを区別して説明する必要がない場合は「画像情報」と
いう）がメモリ４４から消去され、本画像調整非支援処理を終了する。
【００８３】
　一方、ステップ１０６において、画像調整支援モードが設定されている場合は判定が肯
定されてステップ１１０へ移行する。ステップ１１０では、制御部２０により、画像処理
装置１２とスマートフォン１４との間のアドホック通信が確立されているか否かが判定さ
れる。本ステップ１１０において、画像処理装置１２とスマートフォン１４との間のアド
ホック通信が確立されている場合は判定が肯定されてステップ１１２へ移行する。ステッ
プ１１２では、制御部２０により、図７に示す画像調整支援処理プログラムが実行される
ことにより画像調整支援処理が行われた後、本第１画像処理を終了する。
【００８４】
　図７は画像調整支援処理プログラムの流れの一例を示すフローチャートである。図７に
示すステップ２００では、制御部２０により、スマートフォン１４に対して、表示領域３
０の表示能力を示す表示能力情報の提供を要求する提供要求信号が送信される。これに応
じて、スマートフォン１４により後述する第２画像処理のステップ３０８が実行されるこ
とによって表示能力情報が送信される。続いて、ステップ２０２では、制御部２０により
、表示能力情報を受信したか否かが判定される。本ステップ２０２において、表示能力情
報を受信した場合は判定が肯定されてステップ２０４へ移行する一方、表示能力情報を受
信しなかった場合は判定が否定されてステップ２０６へ移行する。ステップ２０６では、
制御部２０により、上記ステップ２００で提供要求信号の送信を最初に開始してから予め
定められた時間経過したか否かが判定される。本ステップ２０６において、提供要求信号
の送信を最初に開始してから予め定められた時間経過した場合は判定が肯定されて図８に
示すステップ２０８へ移行する。本ステップ２０６において、提供要求信号の送信を最初
に開始してから予め定められた時間経過していない場合は判定が否定されてステップ２０
０へ戻る。
【００８５】
　図８に示すステップ２０８では、制御部２０により、スマートフォン１４に対して、メ
モリ４４に現在記憶されている簡素化画像情報が送信される。但し、後述するステップ２
０４において判定が否定された場合、本ステップ２０８では、作成部２４により、メモリ
４４に現在記憶されている簡素化画像情報により示される簡素化画像がステップ２０２で
受信された表示能力情報に従って調整される。ここでは、表示能力情報により示される表
示領域３０の表示能力の一例として、タッチパネル・ディスプレイ３９の表示能力（例え
ば画面解像度）を採用している。従って、メモリ４４に現在記憶されている簡素化画像情
報により示される簡素化画像は、タッチパネル・ディスプレイ３９の表示能力に対応する
ように作成される。そして、作成された簡素化画像を示す簡素化画像情報が制御部２０に
よりスマートフォン１４に送信される。
【００８６】
　続いて、ステップ２１０では、作成部２４により、メモリ４４に記憶されている読取画
像情報により示される読取画像に基づく画像が作成される。なお、ここでは、作成部２４
が、タッチパネル・ディスプレイ３８の表示能力に対応するように読取画像に基づく画像
を作成する。例えば、タッチパネル・ディスプレイ３８において読取画像に基づく画像が
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表示される画面として予め定められた画面（ここでは一例として調整受付用画像が表示さ
れる領域以外の領域）の画面解像度及び縦横比に従って読取画像に基づく画像を作成する
。そして、このようにして作成された読取画像に基づく画像は制御部２０によりタッチパ
ネル・ディスプレイ３８に表示される。また、本ステップ２１０では、制御部２０により
、読取画像に基づく画像と相違しない画面内に、予め定められた記憶領域５２に記憶され
ている調整受付用画像情報により示される調整受付用画像が読取画像に基づく画像と共に
表示される。
【００８７】
　ステップ２１２では、制御部２０により、タッチパネル・ディスプレイ３８によって読
取画像の調整内容が受け付けられたか否かが判定される。本ステップ２１２において、読
取画像の調整内容が受け付けられた場合はステップ２１４へ移行する一方、読取画像の調
整内容が受け付けられなかった場合は判定が否定されてステップ２２０へ移行する。
【００８８】
　ステップ２１４では、制御部２０により、上記ステップ２１２で受け付けられた調整内
容に従って、メモリ４４に記憶されている読取画像情報が調整される。続いて、ステップ
２１６では、作成部２４により、メモリ４４に記憶されている読取画像情報により示され
る読取画像に基づく画像が作成される。そして、制御部２０により、現時点で表示されて
いる読取画像に基づく画像に代えて、作成された最新の読取画像に基づく画像がタッチパ
ネル・ディスプレイ３８に表示される。また、制御部２０により、調整受付用画像が読取
画像に基づく画像と相違しない画面内に引き続き表示される。
【００８９】
　次のステップ２１８では、制御部２０により、メモリ４４に記憶されている簡素化画像
情報が上記ステップ２１４で調整された読取画像情報に基づいて更新される。そして、制
御部２０により、更新された簡素化画像情報がスマートフォン１４に送信される。
【００９０】
　次のステップ２２０では、制御部２０により、画像形成指示が受付部６４によって受け
付けられたか否かが判定される。本ステップ２２０では、画像形成指示が受け付けられた
場合は判定が肯定されてステップ２３８へ移行する一方、画像形成指示が受け付けられな
かった場合は判定が否定されてステップ２２２へ移行する。
【００９１】
　ステップ２２２では、本画像調整支援処理を終了する条件として予め定められた条件（
画像調整支援処理終了条件）を満足したか否かが判定される。本ステップ２２２において
、画像調整支援処理終了条件を満足した場合は判定が肯定されてステップ２４２へ移行す
る一方、画像調整支援処理終了条件を満足しない場合はステップ２１２へ戻る。画像調整
支援処理終了条件としては、例えば上記ステップ２１８が実行されてから予め定められた
時間経過したとの条件や本画像調整支援処理の終了指示をタッチパネル・ディスプレイ３
８が受け付けたとの条件などが挙げられる。
【００９２】
　一方、ステップ２０４では、判定部２２により、“上記ステップ２０２で受信された表
示能力情報により示されるタッチパネル・ディスプレイ３９の表示能力≧画像処理装置１
２のタッチパネル・ディスプレイ３８の表示能力”との関係が成立しているか否かが判定
される。本ステップ２０４において、“上記ステップ２０２で受信された表示能力情報に
より示されるタッチパネル・ディスプレイ３９の表示能力≧画像処理装置１２のタッチパ
ネル・ディスプレイ３８の表示能力”との関係が成立していない場合は判定が否定されて
図８に示すステップ２０８へ移行する。本ステップ２０４において、“上記ステップ２０
２で受信された表示能力情報により示されるタッチパネル・ディスプレイ３９の表示能力
≧画像処理装置１２のタッチパネル・ディスプレイ３８の表示能力”との関係が成立して
いる場合は判定が肯定されてステップ２２４へ移行する。
【００９３】
　ステップ２２４では、制御部２０により、スマートフォン１４に対して、メモリ４４に
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現在記憶されている読取画像情報及び予め定められた記憶領域５２に記憶されている調整
受付用画像情報が送信される。続いて、ステップ２２６では、制御部２０により、メモリ
４４に記憶されている簡素化画像情報により示される簡素化画像がタッチパネル・ディス
プレイ３８に表示される。
【００９４】
　次のステップ２２８では、制御部２０により、後述する第２画像処理のステップ３２２
が実行されることによって送信される調整内容情報を受信したか否かが判定される。本ス
テップ２２８において、調整内容情報を受信した場合は判定が肯定されてステップ２３０
へ移行する一方、調整内容情報を受信しなかった場合は判定が否定されてステップ２３６
へ移行する。ステップ２３０では、制御部２０により、上記ステップ２２８で受信された
調整内容情報により示される調整内容に従って、メモリ４４に記憶されている読取画像情
報が調整される。続いて、ステップ２３２では、制御部２０により、スマートフォン１４
に対して、上記ステップ２３０で調整された読取画像情報が送信される。
【００９５】
　次のステップ２３４では、制御部２０により、メモリ４４に記憶されている簡素化画像
情報が上記ステップ２３０で調整された読取画像情報に基づいて更新される。そして、制
御部２０により、更新された簡素化画像情報により示される簡素化画像がタッチパネル・
ディスプレイ３８に表示される。
【００９６】
　続いて、ステップ２３６では、制御部２０により、画像形成指示が受付部６４によって
受け付けられたか否かが判定される。本ステップ２３６では、画像形成指示が受け付けら
れた場合は判定が肯定されてステップ２３８へ移行する一方、画像形成指示が受け付けら
れなかった場合は判定が否定されてステップ２４０へ移行する。
【００９７】
　ステップ２４０では、制御部２０により、本画像調整支援処理を終了する条件として予
め定められた条件（画像調整支援処理終了条件）を満足したか否かが判定される。本ステ
ップ２４０において、画像調整支援処理終了条件を満足した場合は判定が肯定されてステ
ップ２４２へ移行する一方、画像調整支援処理終了条件を満足しない場合はステップ２２
８へ戻る。画像調整支援処理終了条件としては、例えば上記ステップ２３４が実行されて
から予め定められた時間経過したとの条件や本画像調整支援処理の終了指示をタッチパネ
ル・ディスプレイ３８が受け付けたとの条件などが挙げられる。
【００９８】
　ステップ２３８では、制御部２０が、画像形成部６８に対して、メモリ４４に現在記憶
されている読取画像情報により示される読取画像に基づく画像を用紙に形成させる。
【００９９】
　次のステップ２４２では、制御部２０により、画像処理装置１２とスマートフォン１４
との間のアドホック通信を切断する条件（通信切断条件）を満足したか否かが判定される
。通信切断条件としては、例えば上記ステップ２３８が実行されてから予め定められた時
間経過したとの条件やスマートフォンとのアドホック通信を切断する指示をタッチパネル
・ディスプレイ３８が受け付けたとの条件などが挙げられる。本ステップ２４２において
、通信切断条件を満足した場合は判定が肯定されてステップ２４４へ移行する一方、通信
切断条件を満足しなかった場合は判定が否定されてステップ２４６へ移行する。
【０１００】
　ステップ２４４では、制御部２０により、画像処理装置１２とスマートフォン１４との
間のアドホック通信が切断される。続いて、ステップ２４６では、制御部２０により、メ
モリ４４に記憶されている画像情報がメモリ４４から消去され、本画像調整支援処理を終
了する。
【０１０１】
　一方、ステップ１１０において、画像処理装置１２とスマートフォン１４との間のアド
ホック通信が確立されていない場合は判定が否定されてステップ１１４へ移行する。ステ
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ップ１１４では、制御部２０により、後述する第２画像処理のステップ３０６が実行され
ることによって送信される応答信号を未だに受信していないか否かが判定される。本ステ
ップ１１４において、応答信号を受信した場合は判定が否定されてステップ１１０へ戻る
一方、応答信号を受信していない場合は判定が肯定されてステップ１１６へ移行する。
【０１０２】
　ステップ１１６では、制御部２０により、スマートフォン１４に対して、画像処理装置
１２との間の通信の確立を要求する通信確立要求信号が送信される。続いて、ステップ１
１８では、制御部２０により、上記ステップ１１６が最初に実行されてから予め定められ
た時間が経過したか否かが判定される。本ステップ１１８において、上記ステップ１１６
が最初に実行されてから予め定められた時間が経過した場合は判定が肯定されてステップ
１２０へ移行する一方、予め定められた時間が経過していない場合は判定が否定されてス
テップ１１４へ移行する。
【０１０３】
　ステップ１２０では、制御部２０により、時間切れ対応処理が実行され、その後、本第
１画像処理を終了する。なお、時間切れ対応処理の一例としては、上記ステップ１０８の
画像調整非支援処理又はエラーが発生した旨（例えば通信確立が成立しなかった旨）を表
示部６６により報知する処理などが挙げられる。この他にも、例えば、エラーが発生した
旨の報知を一定時間行っている間に画像形成指示の受け付けを待ちつつも、画像形成指示
を受け付けた場合に画像形成部６８に対して読取画像を用紙に形成させる処理が時間切れ
対応処理の一例として挙げられる。
【０１０４】
　次に、スマートフォン１４におけるＣＰＵ７４が第２画像処理プログラム８２を実行す
ることによりスマートフォン１４で行われる第２画像処理について、図９を参照して説明
する。図９に示す第２画像処理では、先ず、ステップ３００において、受信部２６により
、画像処理装置１２とスマートフォン１４との間のアドホック通信が確立されているか否
かが判定される。本ステップ３００において、画像処理装置１２とスマートフォン１４と
の間のアドホック通信が確立されている場合は判定が肯定されてステップ３０２へ移行す
る。本ステップ３００において、画像処理装置１２とスマートフォン１４との間のアドホ
ック通信が確立されていない場合は判定が否定されてステップ３０４へ移行する。
【０１０５】
　ステップ３０４では、受信部２６により、第１画像処理プログラム５０のステップ１１
６が制御部２０によって実行されることによって画像処理装置１２から送信された通信確
立要求信号を受信したか否かが判定される。本ステップ３０４において、通信確立要求信
号を受信していない場合は判定が否定されてステップ３００へ戻る。本ステップ３０４に
おいて、通信確立要求信号を受信した場合は判定が肯定されてステップ３０６へ移行する
。ステップ３０６では、受信部２６により、応答信号が画像処理装置１２に送信され、そ
の後、ステップ３００へ戻る。
【０１０６】
　ステップ３０２では、受信部２６により、図７に示すステップ２００が実行されること
によって画像処理装置１２から送信された提供要求信号を受信したか否かが判定される。
本ステップ３０２において、提供要求信号を受信していない場合は判定が否定されてステ
ップ３０５へ移行する。本ステップ３０２において、提供要求信号を受信した場合は判定
が肯定されてステップ３０８へ移行する。
【０１０７】
　ステップ３０５では、受信部２６により、上記のステップ３００が実行されてから予め
定められた時間経過したか否かが判定される。本ステップ３０５において、予め定められ
た時間経過していない場合は判定が否定されてステップ３０２へ戻る。本ステップ３０５
において、予め定められた時間経過した場合は判定が肯定されて図１４に示すステップ３
４２へ移行する。
【０１０８】
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　ステップ３０８では、受信部２６により、表示能力情報が画像処理装置１２に送信され
る。続いて、ステップ３１０では、受信部２６により、画像処理装置１２から送信された
読取画像情報を受信したか否かが判定される。本ステップ３１０において、読取画像情報
を受信しなかった場合は判定が否定されて図１４に示すステップ３３０へ移行する。本ス
テップ３１０において、読取画像情報を受信した場合は判定が肯定されてステップ３１２
へ移行する。
【０１０９】
　ステップ３１２では、表示制御部２８により、上記のステップ３１０で受信された読取
画像情報により示される読取画像に基づく画像がタッチパネル・ディスプレイ３９に表示
される。続いて、ステップ３１４では、受信部２６により、調整受付用画像情報を受信し
たか否かが判定される。本ステップ３１４において、調整受付用画像情報を受信していな
い場合は判定が否定されてステップ３１６へ移行する。ステップ３１６では、受信部２６
により、本第２画像処理を終了する条件として予め定められた条件（第２画像処理終了条
件）を満足したか否かが判定される。本ステップ３１６において、第２画像処理終了条件
を満足した場合は判定が肯定されて図１４に示すステップ３４２へ移行する一方、第２画
像処理終了条件を満足していない場合はステップ３１４へ戻る。第２画像処理終了条件と
しては、例えば上記ステップ３１２が実行されてから予め定められた時間経過したとの条
件や本第２画像処理の終了指示をタッチパネル・ディスプレイ３９が受け付けたとの条件
などが挙げられる。
【０１１０】
　一方、ステップ３１４において、調整受付用画像情報を受信した場合は判定が肯定され
てステップ３１８へ移行する。ステップ３１８では、表示制御部２８により、上記のステ
ップ３１４で受信された調整受付用画像情報により示される調整受付用画像が、現時点で
タッチパネル・ディスプレイ３９に表示されている読取画像に基づく画像と相違しない画
面内に読取画像に基づく画像と共に表示される。
【０１１１】
　図１０には、スマートフォン１４におけるタッチパネル・ディスプレイ３９の相違しな
い画面内に表示された読取画像に基づく画像及び調整受付用画像の一例、並びに画像処理
装置１２のタッチパネル・ディスプレイ３８に表示された簡素化画像の一例が示されてい
る。図１０に示す例には、タッチパネル・ディスプレイ３９の一部に上記のステップ３１
０で受信された読取画像情報により示される読取画像に基づく画像として読取画像の概略
全体像が表示された態様が示されている。また、図１０に示す例には、タッチパネル・デ
ィスプレイ３９の読取画像に基づく画像以外の領域に調整受付用画像が表示された態様が
示されている。図１０に示す調整受付用画像には、画像処理装置１２に対して画像形成の
開始を指示する際に押圧操作されるスタートボタン及び画像処理装置１２に対する画像形
成の中止を指示する中止ボタンが含まれている。また、図１０に示す調整受付用画像には
、画像処理装置１２のタッチパネル・ディスプレイ３８に表示させる領域を指示する際に
操作される領域指定ボタンが含まれている。また、図１０に示す調整受付用画像には、中
消し処理を指示する際に操作される中消しボタンが含まれている。更に、図１０に示す調
整受付用画像には、読取画像の画面上の傾きを補正する処理を指示する際に操作される傾
き補正ボタンが含まれている。
【０１１２】
　これに対し、図１０に示すタッチパネル・ディスプレイ３８には、現時点で画像処理装
置１２に対して設定されている調整内容に従って調整された簡素化画像が表示されている
。なお、図１０には、読取画像に基づく画像のうちのスマートフォン１４の領域指定ボタ
ンで指定された領域に対応する領域の簡素化画像が表示された例が示されている。
【０１１３】
　ステップ３２０では、表示制御部２８により、タッチパネル・ディスプレイ３９によっ
て読取画像の調整内容が受け付けられたか否かが判定される。本ステップ３２０において
、調整内容が受け付けられなかった場合は判定が否定されてステップ３２４へ移行する。
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本ステップ３２０において、調整内容が受け付けられた場合は判定が肯定されてステップ
３２２へ移行する。ステップ３２２では、表示制御部２８により、上記のステップ３２０
で受け付けた調整内容を示すと共に、読取画像表示画面の画面解像度、縦横比及び検出部
３３により得た向き情報を含む調整内容情報が、図７に示すステップ２２８で受信される
ように、画像処理装置１２に送信される。
【０１１４】
　ステップ３２４では、受信部２６により、図７に示すステップ２３２が制御部２０によ
って実行されることで画像処理装置１２から送信された調整後の読取画像情報を受信した
か否かが判定される。本ステップ３２４において、調整後の読取画像情報を受信しなかっ
た場合は判定が否定されてステップ３２８へ移行する。本ステップ３２４において、調整
後の読取画像情報を受信した場合は判定が肯定されてステップ３２６へ移行する。
【０１１５】
　ステップ３２６では、表示制御部２８により、現時点でタッチパネル・ディスプレイ３
９に表示されている読取画像に基づく画像に代えて、上記ステップ３２４で受信された調
整後の読取画像情報により示される読取画像に基づく画像がタッチパネル・ディスプレイ
３９に表示される。
【０１１６】
　図１１には、画像処理装置１２のタッチパネル・ディスプレイ３８に表示された調整後
の簡素化画像の一例、並びにスマートフォン１４のタッチパネル・ディスプレイ３９に表
示された調整後の読取画像に基づく画像及び調整受付用画像の一例が示されている。図１
１に示す例では、スマートフォン１４において中消しボタンが操作されることによって中
消し量を調整するスライダが表示された状態が示されている。スライダを操作することに
よって指定された中消し量は上記のステップ３２２が実行されることで画像処理装置１２
に送信される。画像処理装置１２では、スマートフォン１４から送信された中消し量が受
信され、受信された中消し量に従って読取画像に対して中消し処理が施される。そして、
中消し処理が施された読取画像を簡素化した簡素化画像が一例として図１１に示すように
タッチパネル・ディスプレイ３８に表示される。中消し処理が施された読取画像を示す読
取画像情報は、画像処理装置１２によってスマートフォン１４に送信され、スマートフォ
ン１４では、上記のステップ３２４が実行されることで読取画像情報が受信される。受信
された読取画像情報により示される読取画像に基づく画像は、一例として図１１に示すよ
うにタッチパネル・ディスプレイ３９に表示される。
【０１１７】
　また、スマートフォン１４から画像処理装置１２に送信される調整内容情報には読取画
像表示画面の画面解像度、縦横比及び向き情報が含まれている。そこで、画像処理装置１
２では、読取画像表示画面の画面解像度、縦横比及び向き情報に基づいて、スマートフォ
ン１４への送信対象とする読取画像情報が調整される。すなわち、制御部２０により図７
に示すステップ２３０が実行されることで、タッチパネル・ディスプレイ３９に表示され
る読取画像に基づく画像の向きがスマートフォン１４の向きに対して予め定められた向き
となるようにスマートフォン１４への送信対象とする読取画像情報が調整される。
【０１１８】
　この場合、例えば、図１２及び図１３に示すようにタッチパネル・ディスプレイ３９に
読取画像に基づく画像が表示されているスマートフォン１４の向きを変えると、上記のス
テップ３２２が実行されることにより、向き情報並びにタッチパネル・ディスプレイ３９
における読取画像に基づく画像が表示される読取画像表示画面の画面解像度及び縦横比が
スマートフォン１４から画像処理装置１２に送信される。なお、ここでは、画像処理装置
１２が向き情報、画面解像度及び縦横比をスマートフォン１４から送信されることにより
取得する場合を例示しているが、これに限らず、向き情報、画面解像度及び縦横比の少な
くとも１つについては、タッチパネル・ディスプレイ３８で受け付けてもよい。また、向
き情報、画面解像度及び縦横比の少なくとも１つについては、スマートフォン１４のタッ
チパネル・ディスプレイ３９で受け付け、受け付けた情報を画像処理装置１２へ送信する
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ようにしてもよい。また、通信先のスマートフォン１４が固定されているのであれば、向
き情報、画面解像度及び縦横比の少なくとも１つを事前に記憶部４６に記憶しておき、記
憶部４６から向き情報、画面解像度及び縦横比の少なくとも１つを取得するようにしても
よい。
【０１１９】
　スマートフォン１４から向き情報、読取画像表示画面の画面解像度及び縦横比が送信さ
れると（ステップ３２２）、画像処理装置１２は、向き情報、画面解像度及び縦横比を受
信し（ステップ２２８）、受信した向き情報、画面解像度及び縦横比に基づいて読取画像
情報を調整する（ステップ２３０）。例えば図１３に示すようにスマートフォン１４の向
きが縦向きから横向きに変更された場合、メモリ４４に記憶されている読取画像情報によ
り示される読取画像が縦長であれば読取画像表示画面の短手方向の画素数（横画素数）に
合わせて（読取画像表示画面の短手方向に最大限度で収まるように）送信対象とする読取
画像情報を調整する。また、図１２に示すようにスマートフォン１４の向きが横向きから
縦向きに変更された場合、メモリ４４に記憶されている読取画像情報により示される読取
画像が横長であれば読取画像表示画面の長手方向の画素数（縦画素数）に合わせて（読取
画像表示画面の長手方向に最大限度で収まるように）読取画像情報を調整する。そして、
画像処理装置１２は、調整された読取画像情報をスマートフォン１４へ送信する（ステッ
プ２３２）。
【０１２０】
　スマートフォン１４では、上記のステップ３２４が受信部２６によって実行されること
で、画像処理装置１２から送信された最新の読取画像情報が受信される。受信された読取
画像情報により示される読取画像に基づく画像は、上記のステップ３２６が表示制御部２
８によって実行されることで、スマートフォン１４の向きが縦向きから横向きに変更され
た場合は一例として図１３に示すように表示される。また、スマートフォン１４の向きが
横向きから縦向きに変更された場合は一例として図１２に示すように表示される。なお、
ここでは、向き情報、画面解像度及び縦横比が調整内容情報に含まれる場合を例示したが
、向き情報、画面解像度及び縦横比を調整内容情報に含めずに、スマートフォン１４の向
きが変更された場合に向き情報、画面解像度及び縦横比を画像処理装置１２へ送信し、画
像処理装置１２が向き情報、画面解像度及び縦横比に基づいて読取画像情報を調整し、調
整後の読取画像情報をスマートフォン１４へ送信するようにしてもよい。また、ここでは
、スマートフォン１４の向きの変更に応じて、スマートフォン１４に表示される読取画像
に基づく画像の向きを調整する場合を例示したが、スマートフォン１４の向きの変更に応
じて、スマートフォン１４に表示される簡素化画像の向きを調整しても良く、この場合も
上述した方法を用いれば良い。
【０１２１】
　ステップ３２８では、表示制御部２８により、読取画像に基づく画像の表示に係る調整
を終了する条件として予め定められた条件（調整終了条件）を満足したか否かが判定され
る。本ステップ３２８において、読取終了条件を満足した場合は判定が肯定されて図１４
に示すステップ３４２へ移行する一方、調整終了条件を満足していない場合はステップ３
２０へ戻る。調整終了条件としては、例えば上記ステップ３１８が実行されてから予め定
められた時間経過したとの条件や調整の終了指示を受付部９２が受け付けたとの条件など
が挙げられる。
【０１２２】
　一方、図１４に示すステップ３３０では、受信部２６により、図８に示すステップ２１
８がＣＰＵ４２によって実行されることで画像処理装置１２から送信された簡素化画像情
報を受信したか否かが判定される。本ステップ３３０において、簡素化画像情報を受信し
ていない場合は判定が否定されてステップ３３２へ移行する。本ステップ３３０において
簡素化画像情報を受信した場合は判定が肯定されてステップ３３４へ移行する。
【０１２３】
　ステップ３３２では、受信部２６により、上記のステップ３０８が実行されてから予め
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定められた時間経過したか否かが判定される。本ステップ３３２において、予め定められ
た時間経過していない場合は判定が否定されてステップ３１０へ戻る。本ステップ３３２
において、予め定められた時間経過した場合は判定が肯定されてステップ３４２へ移行す
る。
【０１２４】
　ステップ３３４では、表示制御部２８により、上記のステップ３３０で受信された簡素
化画像情報により示される簡素化画像がタッチパネル・ディスプレイ３９に表示される。
続いて、ステップ３３６では、受信部２６により、図８に示すステップ２０８が制御部２
０によって実行されることで画像処理装置１２から送信された調整後の簡素化画像情報を
受信したか否かが判定される。本ステップ３３６において、調整後の簡素化画像情報を受
信していない場合は判定が否定されてステップ３４０へ移行する。本ステップ３３８にお
いて、調整後の簡素化画像情報を受信した場合は判定が肯定されてステップ３３８へ移行
する。ステップ３３８では、表示制御部２８により、上記のステップ３３６で受信された
調整後の簡素化画像情報により示される簡素化画像がタッチパネル・ディスプレイ３９に
表示される。
【０１２５】
　ステップ３４０では、表示制御部２８により、第２画像処理終了条件を満足したか否か
が判定される。本ステップ３１６において、第２画像処理終了条件を満足した場合は判定
が肯定されてステップ３４２へ移行する一方、第２画像処理終了条件を満足していない場
合はステップ３３６へ戻る。続いて、ステップ３４２では、表示制御部２８により、通信
切断条件を満足したか否かが判定される。本ステップ３４２において、通信切断条件を満
足した場合は判定が肯定されてステップ３４４へ移行する一方、通信切断条件を満足しな
かった場合は判定が否定されて本第２画像処理を終了する。ステップ３４４では、表示制
御部２８により、画像処理装置１２とスマートフォン１４との間のアドホック通信が切断
され、その後、本第２画像処理を終了する。
【０１２６】
　このように本実施形態に係る画像処理システム１０では、表示部１８の表示能力がスマ
ートフォン１４の表示領域３０の表示能力よりも高い場合、読取画像に基づく画像を表示
部１８に表示し、簡素化画像を表示領域３０に表示している。また、表示部１８の表示能
力がスマートフォン１４の表示領域３０の表示能力よりも高くない場合、簡素化画像を表
示部１８に表示し、読取画像に基づく画像を表示領域３０に表示している。従って、本実
施形態に係る画像処理システム１０では、図１５に示す操作パネル５００に比べ、読取画
像に対する高精度な調整が容易に行われることとなる。
【０１２７】
　なお、上記実施形態では、画像処理装置１２が予め定められた時間内に表示能力情報を
受信しなかった場合（図７に示すステップ２０６：Ｙ）に簡素化画像をスマートフォン１
４のタッチパネル・ディスプレイ３９に表示させる処理を例に挙げて説明したが、これに
限らず、エラー処理を行ってもよい。ここで言う「エラー処理」の一例としては、表示能
力情報を予め定められた時間内に受信しなかった旨を示す表示を行うと共に、本第１画像
処理を強制的に終了するという処理が挙げられる。
【０１２８】
　また、上記実施形態では、読取画像に基づく画像と相違しない画面内に調整受付用画像
を読取画像に基づく画像と共に表示させる場合を例示したが、これに限らず、簡素化画像
と相違しない画面内に調整受付用画像を簡素化画像と共に表示させてもよい。また、読取
画像に基づく画像と相違しない画面内に調整受付用画像を読取画像と共に表示させ、かつ
、簡素化画像と相違しない画面内にも調整受付用画像を簡素化画像と共に表示させてもよ
い。
【符号の説明】
【０１２９】
１０　画像処理システム
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１２　画像処理装置
１４　スマートフォン
１６　読取部
１８　表示部
２０　制御部
２２　判定部
２４　作成部
２６　受信部
２８　表示制御部
３０　表示領域
３２　受付部
３３　検出部

【図１】 【図２】
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