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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルである表示画面上に表示した出力イメージを用いて画質設定を行う方法で
あって、
　前記表示画面上に出力イメージと前記出力イメージの画質情報を表す画質アイコンとを
、前記出力イメージ中に前記画質アイコンを含むように表示させるステップと、前記画質
アイコンへの操作者によるタッチ動作に応じて、前記出力イメージの画質情報の設定モー
ドに切り替わるステップと、
　操作者による前記タッチ動作に続く前記画質アイコンへの設定操作に応じて、前記画質
情報が更新されるステップと、
　前記更新された画質情報に基づいて、前記表示画面上に前記出力イメージ及び前記画質
アイコンを表示させるステップと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記設定操作が前記画質アイコンへの長押動作である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記画質情報が濃度情報を含み、前記長押動作中に前記濃度情報が「薄い」から「濃い
」へ順次更新される請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記長押動作中に前記濃度情報が「薄い」から「濃い」へ、「濃い」から「薄い」へ循
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環的に順次更新される請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記画質情報が濃度情報を含み、前記画質アイコンには前記濃度を表す数字又は文字を
含む請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記画質情報がモノクロ・カラー情報を含み、
　前記設定操作が前記画質アイコンに対して指を左右にずらして移動する動作である請求
項１乃至５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記画質情報が文字・写真情報を含み、
　前記設定操作が前記画質アイコンに対して指を上下にずらして移動する動作である請求
項１乃至６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記画質情報がモノクロ・カラー情報及び文字・写真情報を含み、
　前記設定操作が前記画質アイコンの周りに指を円を描くように移動する動作である請求
項１乃至５のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記更新されるステップでは、前記画質情報が順次更新され、
　前記表示させるステップでは、前記順次更新された画質情報に基づいて、前記表示画面
上に前記出力イメージ及び前記画質アイコンを順次表示させる、請求項１乃至８のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１０】
　操作者による前記設定操作の停止に応じて、前記設定モードを終了するステップを更に
備える請求項１乃至９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記画質アイコンは１字である請求項１乃至１０のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、プリンタ、スキャナ、ファクシミリ、複写機などの画像処理装置において、出
力設定を行う方法に関する。具体的には、表示画面上の画像処理情報を含む出力イメージ
において直接各種機能の設定を行う方法および設定を制御するためのプログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
原稿を読み取るスキャナ機能、原稿を複写する複写（コピー）機能、通信機能を含み、外
部入力された画像データを印刷するプリンタ機能、さらにファクシミリ機能などを含む多
機能化の進んだ、マルチファンクションペリフェラル（ＭＦＰ）あるいはデジタル複合機
が近年普及してきた。
【０００３】
このデジタル複合機の操作画面において、原稿のモノクロ、グレーレベル（濃度）、カラ
ー、解像度などの画質に関する設定、拡大／縮小率、余白（マージン）、縦・横原稿方向
（印刷方向）などの原稿のページに関する設定、片面・両面、ステープル、パンチ穴、集
約機能といった印刷仕上げに関する設定など、極めて多くの機能に関して設定を行う必要
がある。ユーザは、各種の設定項目の表示画面を順番に開いて、どの機能を使ったらよい
か、そしてその機能をどのように設定したらよいかを個々に検討し、確定する作業を行う
必要があった。つまり各メニュー画面を開いては設定し、設定後にそのメニューを閉じ、
また別のメニューを開いて設定するという操作を繰り返さなければならない。このため、
設定作業は大変時間のかかる作業となった。
【０００４】
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また、現在では、小さな操作画面に対して多くの機能を表示するための工夫としてタブな
どを用いて操作画面を有効に使う方法がとられている、しかしこの方法はユーザの操作数
を増加させる傾向にあり、必要な機能がどこにあるか、またどの機能を使ったら良いのか
がわかりにくく、使い勝手がよいとは言えない。
【０００５】
ユーザが画像処理情報の設定を行う際に、どのような仕上がりになるかを考えながら、多
数のメニュー項目の中から所望の機能を探し、それぞれの設定メニューで正確に設定入力
を行わなければならないのが現状である。仕上がり画面という点では、「プレビュー画面
」なども存在するが、これらは各種機能をそれぞれの設定メニューで設定した後の確認が
行えるに過ぎない。
【０００６】
また、所望の仕上がり設定ができなかった場合、設定を誤ったメニュー画面に戻って、再
設定し、プレビュー画面で再確認する、あるいはキャンセルするといった作業を何度とな
く繰り返す必要があったため、設定作業は極めて効率の悪い作業となっている。
【０００７】
特許文献１には、印刷設定画面において、アイコン表示領域に設定した出力イメージアイ
コン（ポインタが指し示す印刷設定条件項目に関連付けられているアイコン）を入力値の
確定前に表示する。その際、出力イメージアイコンは設定項目とは別の画面領域に表示さ
れることが記載されている。
【０００８】
また、特許文献２には、表示パネルに仕上がり画面を表示し、タッチパネル入力に対して
位置情報を取得する。そして、その位置情報から設定可能な処理項目を対応テーブルに従
って文字メニューを表示し、該処理項目を設定する方法が記載されている。
【０００９】
以上のように、画像情報の出力設定において、設定メニューを表示し、その設定メニュー
上で設定項目を選択する方法がとられている。その際、ユーザによる設定操作は、より深
い階層の設定処理項目の表示と選択を繰り返し行うことになる。さらに設定メニューの選
択がたとえば文字表現のため、その設定項目の機能を理解できずに試行錯誤を繰り返すこ
ともあり得る。すなわち現状の出力設定の過程において、ユーザが頭に描く最終的な設定
と実際の操作過程が直接的に関連しないため、言い換えれば直感的に視覚に訴える操作で
はないため、設定操作が極めて難解になるという問題がある。特に、近年のデジタル複合
機の多機能化が進んだために、画像処理情報の出力設定においては、操作画面の複雑さに
加えて設定操作の難解さが重大な問題となってきている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－８７１６６号公報
【特許文献２】特開２００６－６７２３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明は、多機能を有する画像処理システムの各種機能の出力設定作業において、深い階
層での設定操作を必要とせず、操作性に優れ、直感的に理解しやすい設定を行うことがで
きる方法を提供することを目的とする。
【００１２】
また本発明の別の目的は、実際の出力画像に関連する出力イメージ上で設定処理を行い、
出力態様を確定できる表示画面を提供し、出力イメージを設定する方法を実現するための
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】
【００１３】
本発明は、画像処理に関する出力設定項目を確定するために、表示画面上に表示される出
力イメージを設定対象としている。すなわち、操作者の思考過程により近い設定を行うた



(4) JP 5314887 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

めに、グラフィカルに表現された出力イメージに直接、設定操作を行う。本発明によれば
、操作者による各種機能の設定作業において、実際の設定操作に対応する表示画面上の位
置とこの位置情報に係わる設定操作とに応答させて、線および絵図で表される出力設定メ
ニューを表示する。次に各種機能に対する設定メニューへの更新を行い、最終の出力イメ
ージを設定する。あるいは設定メニューを表示せずに、直接、出力イメージを更新するこ
とにより出力設定を行うこともできる。
【００１４】
上記課題を解決するために、本発明による方法は、表示画面上に表示した出力イメージを
用いて出力設定を行う方法であって、出力イメージの設定を行うための初期出力イメージ
を表示画面に表示させるステップと、前記出力イメージの所定の位置への操作者による指
示入力に応じて、当該イメージの出力設定の入力モードに切り替えるステップと、操作者
による前記指示入力に続く設定操作に応じて、前記出力イメージを更新させるステップと
、操作者による前記設定操作の停止により、前記操作の停止時の更新された出力イメージ
を最終の出力イメージとして表示し、設定を完了するステップと、を含む。さらに、前記
出力イメージの所定の位置への操作者による指示入力に応じて、当該位置に係わる設定メ
ニューを表示させるステップと、前記設定メニューへの操作者による設定操作に応じて、
前記出力イメージが更新されるステップとをさらに含んでもよい。
【００１５】
また、本発明による方法は、表示画面上に表示した出力イメージを用いて出力設定を行う
方法であって、出力イメージの設定を行うため初期出力イメージを表示画面に表示させる
ステップと、操作者による前記出力イメージの所定の位置への指示入力に応じて、当該位
置に係わる出力設定メニューを表示させるステップと、前記設定メニューへの操作者によ
る設定操作に応じて、前記出力イメージが更新されるステップと、更新された前記出力イ
メージを最終の出力イメージとして表示し、設定を完了するステップと、を含む。
【００１６】
好ましくは、設定メニューが、前記出力イメージの所定の位置への操作者による前記指示
入力および操作者による当該位置に係わる前記設定操作が入力されたことに応答して表示
され、前記設定メニューへの操作者による後続の設定操作に応じて、前記出力イメージが
更新される。
【００１７】
また、本発明による方法は、設定操作が有効かどうかを判定するステップを含み、前記設
定操作が有効でないと判定されると、前記設定操作の直前の前記出力イメージを再び表示
するステップを含む。さらに、本発明による方法は、前記設定操作に基づく出力設定が有
効かどうかを判定するステップをさらに含み、前記出力設定が有効でないと判定されると
、エラーを表示し、前記設定操作の直前の前記出力イメージを再び表示するステップを含
む。
【００１８】
出力設定の項目は、所定の位置および前記位置に係わる前記設定操作で決定されることが
好ましい。また、出力設定は、モノクロ・カラー選択、濃度、画質情報、拡大／縮小、集
約機能、余白、両面、センタリング、枠消し、原稿の向き、ステープル、パンチ穴、原稿
サイズ、用紙サイズ、仕分けからなる群から選択される少なくとも１つの設定を含む。
【００１９】
所定の位置は、設定対象の位置であり、出力イメージの表示領域の中央部、コーナー部、
周辺領域、前記表示領域のエッジ上、および前記表示領域の外部周辺領域からなる群から
選択される。
【００２０】
　指示入力は、操作者による所定の位置へのポイント指示を含み、設定操作は、操作者に
よる前記所定の位置への継続的なポイント指示または断続的なポイント指示、前記所定の
位置でのポイント水平移動、ポイント垂直移動、ポイント回転移動、斜め方向への直線的
ポイント移動、および前記出力イメージの表示領域を横切るポイント移動からなる群から
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選択される。
【００２１】
好ましくは、本発明による方法は、設定操作をガイドする動作アイコンをさらに表示させ
ることを含み、さらに出力イメージを所定の設定操作によりリセットして、初期出力イメ
ージに戻すステップをさらに含む。
【００２２】
本発明によれば、表示画面上に表示した出力イメージを用いて出力設定を行うためのプロ
グラムであって、プリンタ、スキャナ、ファクシミリ、および複写機の少なくとも１つを
含む画像処理システムまたはコンピュータシステムに、出力イメージの設定を行うための
初期出力イメージを表示画面に表示させるステップと、操作者による前記出力イメージの
所定の位置への指示入力に応じて、当該イメージの出力設定の入力モードに切り替えるス
テップと、操作者による前記指示入力に続く設定操作に応じて、前記出力イメージが更新
させるステップと、操作者による前記設定操作の停止により、前記操作の停止時の更新さ
れた前記出力イメージを最終の出力イメージとして表示し、設定を完了するステップと、
を実行させるプログラムが提供される。
【００２３】
さらに、本発明によれば、表示画面上に表示した出力イメージを用いて出力設定を行うた
めのプログラムであって、プリンタ、スキャナ、ファクシミリ、および複写機の少なくと
も１つを含む画像処理システムまたはコンピュータシステムに、出力イメージの設定を行
うため初期出力イメージを表示画面に表示させるステップと、操作者による前記出力イメ
ージの所定の位置への指示入力に応じて、当該位置に係わる出力設定メニューを表示させ
るステップと、操作者による前記設定メニューへの設定操作に応じて、前記出力イメージ
を更新させるステップと、前記更新された出力イメージを最終の出力イメージとして表示
し、設定を完了するステップと、を実行させるプログラムが提供される。
【００２４】
本発明によるプログラムは、画像処理システムまたはコンピュータシステムに、前記設定
操作が有効かどうかを判定させるステップと、前記設定操作に基づく出力設定が有効かど
うかを判定させるステップと、をさらに実行させることができる。
【発明の効果】
【００２５】
本発明による出力イメージの設定方法においては、表示画面の遷移を少なくすることがで
きる。換言すれば、深い階層のメニュー表示を避けることが可能であり、操作性が高まる
という利点がある。また、必要に応じて設定メニューが表示されるので表示画面全体をす
っきりとさせることができる。本発明による出力イメージを用いる設定操作は直感的であ
り、実際の操作を視覚的に画面上で行うことができる。その際、設定機能の技術用語など
の理解が不十分な初心者にも設定しやすい環境を提供できる。また、操作者の設定操作に
伴う思考過程により近い設定を行うことが可能である。換言すれば、操作者が出力態様を
作成していることを実感できる、ユーザビリティーに優れた出力設定が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
プリンタ印刷設定などを含む、本発明による表示画面上に表示した出力イメージを用いて
出力設定を行う方法について、最良な実施の形態について図面を参照しながら以下に説明
する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２７】
図１は、本発明による出力イメージを含む表示画面上で、各種の機能を設定するための画
像処理システム１００の構成例である。以下の説明においては、プリンタ１２０に関する
出力設定を中心に説明するが、スキャナ１１０、ファクシミリ１３０、複写機（図示せず
）についての出力設定も同様に行うことができることに留意されたい。本発明によれば、
ディスプレイ１４０の表示画面２００（図２を参照）に各種の画像処理情報データを含む
、出力態様イメージである出力イメージを表示し、出力設定を行うことができる。この画
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像処理システム１００の構成については、後述する。
【００２８】
図２は、出力イメージを用いて各種の出力設定をするための表示画面２００の例を示す。
すなわち、各種の出力設定項目に関するデータを入力して、出力態様を直接、出力イメー
ジ上で設定するための表示画面を示す模式図である。ここで出力イメージは各種の設定項
目の出力態様を表示することができる。表示画面２００はタッチパネルを搭載した、たと
えば液晶ディスプレイの表示領域である。表示画面２００には、設定の操作を行う対象で
ある出力イメージ（言い換えれば、出力の仕上がりイメージを表示する画像）２１０と、
設定操作を補助する線や図などを含む設定メニュー２３０とが含まれる。さらに、所望の
出力イメージ２１０を作成していくために任意選択で表示される補助メニュー２９０を含
んでも良い。補助メニュー２９０は、たとえば各種のツールアイコンを並べた補助ツール
ボックスでも良い。上記出力イメージ２１０、設定メニュー２３０、および補助メニュー
２９０が表示される領域をまとめてキャンバス領域２２０と呼称する。キャンバス領域２
２０には、操作者が出力態様を作成していくために必要な追加のアイコンなどを表示させ
てもよい。
【００２９】
また、出力イメージ２１０は、画質情報を表示するための画質アイコン２４０をたとえば
中央部に含む。画質情報には、モノクロ・カラーの選択、濃度、解像度などが含まれる。
簡単のために、図２では画質アイコン２４０を影付きの文字Ａで表しているが、画質をよ
り詳細に表現するための工夫がなされた別態様のアイコンであっても構わない。好ましく
は、設定メニュー２３０は出力イメージ２１０上に直接、表示される。必要に応じて設定
操作をガイドする線もしくは図形である動作アイコンを出力イメージ２１０上に表示して
も良い。また、設定メニュー２３０を図２のように、出力イメージ２１０上ではなく、キ
ャンバス領域２２０内の別の領域に表示させても良い。
【００３０】
表示画面２００上に表示される出力態様を含む出力イメージ２１０を用いて出力設定を行
う方法は、大別すると次の２つのモードとなる。これらは、設定項目が直接、出力イメー
ジ上で更新イメージとして表示されるＡモードと、設定項目が設定メニューとして表示さ
れるＢモードである。以降の説明で、「更新イメージ」とは、設定過程にある出力イメー
ジを意味する。すなわち、Ａモードは、出力イメージのすくなくとも一部において、直接
、出力イメージを更新して設定する方法である。また、Ｂモードは、出力イメージ２１０
に対して設定メニュー２３０を表示し、設定メニューへの操作者による設定操作によって
、出力設定を行う方法である。
【００３１】
本発明の１つの特徴は、出力イメージの所定の設定対象位置と当該位置に係わる設定操作
との組み合わせによって、出力設定についての各種の設定項目が決定されることである。
なお、設定メニューは出力イメージの上に表示されることを特徴とするが、出力イメージ
の領域外に表示されてもよい。操作者による入力には、出力イメージの所定の位置を選択
するための指示入力と、当該位置に係わる設定操作による入力とが含まれる。
【００３２】
図３は、本発明による出力イメージを用いて、画像処理に関する各種の設定項目を設定す
るためのフローチャートである。図３の（ａ）で示される点線のステップは、直接出力イ
メージを更新して設定するＡモードによる方法の一部を示す。この方法は、次のとおりで
ある。まず、表示画面に出力イメージの設定を行うための初期出力イメージを表示させる
（ステップ３０２）。次に、この出力イメージの所定の設定対象位置へ操作者によって指
示入力を行う（ステップ３０４）。たとえば指示入力としてタッチパネルに指で触れると
、この指示入力に応じて設定対象位置（あるいは当該位置に対応する設定対象の項目）が
確定し、出力イメージに対する出力設定の入力モードに入る（ステップ３１８）。続いて
、当該位置への操作者による設定操作の入力を行う（ステップ３０８）。この設定操作は
、たとえばタッチパネルの当該位置を指で押し続ける動作である。この設定操作の入力に
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応じて、設定項目の更新イメージが表示される（ステップ３１４）。その際、更新イメー
ジは設定操作の入力に応じて順次更新され得る。各設定項目の出力を確定するために、設
定操作の停止、たとえば指を離すという動作を行う。この動作に応じて、その時点で表示
されている当該更新イメージが出力イメージとして確定される。必要に応じて、他の設定
項目について、上記ステップを繰り返し、各項目への設定操作の停止により所望の出力設
定を行い、所望の最終の出力イメージを確定することで設定を完了する（ステップ３２０
）。初期出力イメージは、設定全体を基準設定（デフォルト値）の出力イメージとするこ
とができる。あるいは、初期出力イメージは最新の設定完了した出力イメージとしてもよ
い。
【００３３】
図３の（ｂ）で示される実線のステップは、設定メニューを表示し、設定操作により設定
を行うＢモードによる方法を示す。この方法は、Ａモードと同様に、まず表示画面に出力
イメージの設定を行うための初期出力イメージを表示させる（ステップ３０２）。この出
力イメージの所定の設定対象位置への操作者による指示入力（ステップ３０４）に応じて
、当該位置に係わる設定メニューを表示させる（ステップ３０６）。この設定メニューへ
の操作者による設定操作の入力（ステップ３０８）に応じて、各種の設定項目を表示する
出力イメージが更新される（ステップ３１４）。必要に応じて、上記ステップを繰り返し
て、所望の更新された出力イメージ、すなわち各種の設定項目が確定された出力イメージ
を、最終の出力イメージとして確定し、設定を完了する（ステップ３２０）。設定メニュ
ーの表示が、出力イメージの所定の位置への操作者による指示入力（ステップ３０４）お
よび当該位置に係わる操作者による設定操作の入力（ステップ３０５）がされたこと、す
なわち指示入力と設定操作入力の組み合わせに応答して行われるようにしてもよい。
【００３４】
好ましくは、設定操作の入力後に、タッチパネル上の所定の設定対象の位置を、操作者が
継続して押す動作などの設定操作が有効かどうかを判定する（ステップ３１０）。ここで
設定操作が有効でないと判定される（たとえば継続して押す動作が許容されない）と、設
定操作の直前の前記出力イメージを再び表示し、設定操作によって表示が更新されないま
まの設定メニューに戻る。ここで、再び別の許容された設定操作、たとえばタッチパネル
上の設定対象の位置を断続的に押す（タップする）ことで、次のステップへ進むことがで
きる。
【００３５】
さらに好ましくは、設定操作に基づく出力設定そのものが有効かどうかを判定する（ステ
ップ３１２）。当該設定が有効でないと判定される（たとえば原稿サイズの拡大が許容さ
れないサイズである）と、エラーを表示し（ステップ３１６）、設定操作の直前の出力イ
メージを再び表示し、設定メニューに戻る。設定が有効かどうかを判定することを禁則判
定と呼び、この判定で表示されるエラーを禁則エラーと呼ぶ。これらの判定するステップ
３１０およびステップ３１２は、通常Ｂモードの設定方法に適用されるが、Ａモードの設
定方法に用いることも可能である。
また、図３の（ａ）および図３の（ｂ）の方法、すなわちＡモードとＢモードによる方法
を併用してもよい。
【００３６】
操作者による出力イメージの所定の設定対象位置への指示入力は、たとえばタッチパネル
上の位置を指で触れて当該位置を指定する、すなわちポイント指示を含む。また設定操作
は、操作者による所定の位置の継続的なポイント指示、断続的なポイント指示、所定の位
置を起点とする水平ポイント移動、垂直ポイント移動、回転ポイント移動、斜め方向への
直線的ポイント移動、出力イメージの表示領域を横切るポイント移動などを含み得る。た
だし上記の動作に限定されるわけではなく、上記以外の動作による指示入力、設定操作の
入力とすることもできる。また、指示入力および設定操作は、タッチパネル、ポインティ
ング・スティック、スタイラス・ペン、マウス、ジョイスティックから成る群から選択さ
れるポインティングデバイスを用いることができる。また、位置情報を検出するためにデ
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ジタイザ、タブレットなどを用いてもよい。
【００３７】
本発明は、以上のように出力イメージに表示される各種の出力に関する設定項目が、出力
イメージ上の所定の位置および当該位置に対応する設定操作で決定されることを特徴とす
る。したがって、各種の設定項目を通常行う出力イメージ上の位置において当該位置に対
応する操作を容易に行うことができる。たとえば、印刷予定の原稿のパンチ穴を想定して
、出力イメージの左端位置へのパンチ穴処理を思い描きながら、穴を開けるために出力イ
メージの左端に当たるタッチパネル面を指で押す（タップする）ということで出力設定が
進行する。つまり、本発明によれば操作者の思考に沿って、最終の出力設定、すなわち仕
上がり設定を行うことができるグラフィカル・ユーザー・インターフェース（ＧＵＩ）を
提供することが可能となる。
【００３８】
図１は、本発明に用いられる画像処理システム１００の構成例である。本画像処理システ
ム１００は、システム制御部１０２、通信制御部１０４、画像処理装置であるスキャナ１
１０、プリンタ１２０、ファクシミリ１３０および入出力装置であるディスプレイ１４０
、ポインティングデバイス１５０を含む。さらに本システムは、出力イメージの設定を制
御するための出力イメージ設定制御部５００を含む。出力イメージ設定制御部５００は、
各種の設定項目、位置情報、および設定動作情報に基づいて、出力設定に関する制御を行
う。システム制御部１０２は、画像処理システム１００全体を制御し、この制御のために
ＣＰＵ１０３、ＲＯＭ１０５、ＲＡＭ１０７などを含む。通信制御部１０４はネットワー
ク１０６に接続された外部装置とのデータ通信を制御する。本システムは、さらに各画像
処理装置を制御するためのスキャナ制御部１１２、プリンタ制御部１１４、ファクシミリ
制御部１１６などを含み得る。画像処理システム１００は、好ましくはマルチファンクシ
ョンペリフェラル（ＭＦＰ）である。
【００３９】
プリンタ１２０は、仕上げ処理部１２２、レイアウト処理部１２４、および画質印刷処理
部１２６などを含む。仕上げ処理部１２２は、原稿の向き、ステープル処理、パンチ穴処
理などを行う。また、レイアウト処理部１２４は、拡大／縮小、集約（Ｎ in 1）機能、
余白（マージン）処理、両面処理などを行う。さらに、画質印刷処理部１２６は、濃度、
モノクロ・カラーの選択、写真印刷の区別などの画質に関する処理を行う。
【００４０】
入出力装置であるディスプレイ１４０は、表示画面２００を表示する、タッチパネル１４
４を搭載した操作パネル１４２を含む。好ましくは、操作パネル１４２は、液晶ディスプ
レイなどの平面型ディスプレイである。操作パネル１４２の出力イメージを含む表示画面
上のタッチパネル１４４の所定の位置に、たとえば操作者が指で押すことによって指示入
力である位置情報の入力を行う。さらに、たとえば、指でその所定の位置を連続して押し
続けることによって設定操作の入力を行うことができる。タッチパネル１４４と操作者の
指による入力に代えて、位置情報を検知可能なデジタイザ（画面上の位置を指示するため
のペン型の装置と位置を検出するためのパネル状の装置とを組み合わせた構造）またはタ
ブレットを用いることもできる。さらに、マウス、ジョイスティック、スタイラス・ペン
など各種のポインティングデバイス１５０を用いてもよい。
【００４１】
以下に、本発明による、表示画面上に出力態様である出力イメージを表示させながら、印
刷に関する出力設定方法の例を具体的に説明する。以降の説明では簡単のために、タッチ
パネル面への操作者の指による入力手段で説明する。操作者の指の代わりに、スタイラス
、タッチペン、マウス他の各種ポインティングデバイスを用いてもよい。また、タッチパ
ネルに代えて、ゲーム機などに用いられる操作者の空間的な動きを入力情報として取得で
きる入力デバイスを用いてもよい。本発明による方法は、印刷に関する出力設定に限らず
、ファクシミリ、複写機、スキャナなどの画像処理に関する各種機能の設定にも用いるこ
とできることに留意されたい。
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【００４２】
印刷出力に関連する設定項目の例を図４に示す。印刷設定項目は、画質関連項目、レイア
ウト関連項目、仕上げ設定項目、その他の項目を含む。画質関連項目には、モノクロ・カ
ラー選択、濃さを表す濃度、写真あるいは文字印刷などの画質情報が含まれる。レイアウ
ト関連項目には、拡大／縮小、１ページに数（ｎ）ページ分を集める集約機能（n in 1と
表記）、余白（マージン）、両面、センタリング、枠消しなどが含まれる。仕上げ設定項
目には、原稿の向き、ステープル、パンチ穴などが含まれる。その他の項目として、原稿
サイズ、用紙サイズ、仕分けなどがある。
【００４３】
また出力イメージの所定の設定対象位置は、出力イメージ表示領域（図２参照）の中央部
、コーナー部、周辺領域、出力イメージ表示領域のエッジ上、および外部周辺領域の中か
ら選択され得る。好ましくは、実際の印刷に関連する設定を通常行うと想定される位置に
設定対象位置を対応させることもできる。ここで設定対象位置とは、たとえば操作者によ
りタッチパネル上に指で触れることにより入力（位置の指示入力および当該位置への設定
操作の入力）を行うことができる領域である。すなわち、この設定対象位置への指示入力
によって各種の設定項目へのアクセスが開始する。さらに当該位置への指示入力に加えて
、指示入力に続く設定操作の入力により各種の設定項目へのアクセスが開始するようにし
ても良い。ここで、指示入力には、たとえばタッチパネルで設定対象位置に指を触れるこ
とが含まれる。また設定操作には、たとえばタッチパネルで設定対象位置を再び押す、ま
たは当該位置から指を滑らせるなどの動作が含まれる。
【００４４】
印刷の画質関連の設定について以下に説明する。図５は、画質の濃度を設定する操作を説
明する図である。図５の（ａ）に示すように、出力イメージ２１０は出力設定の仕上がり
イメージ領域を表現する。たとえば操作者が出力イメージ２１０内の画質アイコン２４０
を覆うタッチパネル上で長く押し続ける動作を行うと、画質アイコン２４０自体が、「薄
い」、「中間の濃さ」、「濃い」の間で順番に濃度が変化する。さらに、「濃い」の後に
また「薄い」が循環して表示されるようにしてもよい。所望の出力イメージで設定操作を
停止することにより、停止した時点の出力イメージが濃度設定の最終出力イメージとする
ことができる。画質アイコン２４０の文字Ａの色を実際に「薄い」状態から「濃い」状態
に順次変化させると、設定の視覚化という点でより好ましい。なお、濃さを表す数字、文
字情報を合わせて表示してもよい。
【００４５】
また、図５の（ｂ）のように、出力設定メニュー（以下の説明で設定アイコンとも呼ぶ）
２３０を表示させる。この設定メニュー２３０において、たとえば各種の濃度表示を表す
選択表示アイコン２３２を表示させる。その際、操作者によるタッチ入力操作によって、
選択表示アイコン２３２の中から所望の濃度を選択するようにしてもよい。
【００４６】
図５の（ａ）の方法では、設定メニュー２３０を表示せずに、画質アイコン２４０へのタ
ッチ入力を行うことにより出力設定の入力モードになる。続いてタッチ入力を断続的に行
う（タップする）ことで出力イメージ２１０の画質アイコン２４０自体を順番に更新させ
、所望の濃度を選択できる。この場合、タッチ入力を停止した時点の画質アイコン２４０
の濃度を最終の出力イメージとすることができる。すなわち、この設定方法は、設定項目
の内容が直接、タッチ入力により更新イメージとして表示されるＡモードである。この設
定フローは、図３の（ａ）の点線で示すステップに相当する。
【００４７】
図５の（ｂ）の方法では、設定メニュー２３０を表示させて、操作者による上下方向への
ポイント移動の操作を行う。その際、所望の選択表示アイコン２３２でポイント移動を停
止して、選択表示アイコン２３２を選択し、最終の出力イメージを設定することができる
。すなわち、設定項目が設定メニューとして表示されるＢモードである。この設定フロー
は、図３の（ｂ）の実線で示すステップに相当する。これら、ＡモードとＢモードの両方
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を用いる設定方法も可能である。
【００４８】
図６にその他の画質情報の設定例を示す。モノクロ、カラー表示を設定する方法の例を図
６の（ａ）に示す。たとえば操作者が出力イメージ２１０内の画質アイコン２４０を覆う
タッチパネル上面で指を左右にずらして移動する設定操作を行う。タッチする指の位置が
、画質アイコン２４０全体に対して、左に寄ると「モノクロ（白黒）」を、中央部にある
と「グレー表示」を、右に寄ると「カラー」を表示する画質アイコン２４０の更新イメー
ジとすることができる。なお、指を左右に動かしたときにモノクロ、カラーを設定すると
いう設定操作をガイドするための動作アイコン２６０（たとえば左右方向の矢印）を表示
してもよい。
【００４９】
さらに、文字・写真などの画質情報を設定する方法を図６の（ｂ）に示す。たとえば出力
イメージ２１０内の画質アイコン２４０を覆うタッチパネル上で、操作者が指を上下にず
らして移動する設定操作を行う。この設定操作により設定アイコン２３０が表示される。
その際、接触している指の位置が、画質アイコン２４０全体に対して、上に寄ると「文字
情報」を、中央部にあると「写真」を、下に寄ると「文字と写真」を表す、個々の選択表
示アイコン２３２が設定メニュー２３０内に順次表示される。この場合、所望の選択表示
アイコン２３２で停止することで設定できる。または、３つの選択表示アイコン２３２が
同時に表示され、選択されたものが強調（ハイライト）表示されるようにしてもよい。い
ずれの表示方法においても、選択表示アイコンを確認しながら、指を所望の位置で停止す
ることで出力設定を行うことができる。
【００５０】
図７はモノクロ・カラーと画質の設定をまとめて行う設定例を示す。図７のように、出力
イメージ２１０のタッチパネル面において、画質アイコン２４０を含む領域に沿って指で
円を描くように移動させる設定操作を行う。その際、指の位置（円周上の位置、たとえば
時計表示で０時、２時、４時、６時、８時、１０時に対応する短針の示す角度にある位置
）に対応させて、直接、出力イメージ２１０にモノクロ・カラー設定と画質設定の状態を
変化させた更新イメージを順次表示させることができる。この場合、指を止める位置で所
望の設定を選択することが可能である。また、画質アイコンを含む領域に沿って指で円を
描くように移動させる設定操作によって、選択表示アイコン２３２を含む設定メニュー２
３０をいったん表示させる。そして、この選択表示アイコン２３２を確認しながら、所望
の設定をタッチ入力で選択してもよい。さらに、図７のように、設定アイコン２３０の操
作対象である選択表示アイコン２３２をマウスクリックすることで、順番に選択表示アイ
コンが更新、変更されるようにしてもよい。
【００５１】
次に、印刷のレイアウトに関する設定について説明する。レイアウト設定には、拡大／縮
小、集約機能、余白、両面などがある。図８に原稿サイズの拡大／縮小の説定方法の例を
示す。出力イメージ２１０の拡大／縮小の設定に対応する設定対象位置２５０である右上
端の位置に指を触れる（図８の（ａ）を参照）と、拡大／縮小を表す斜め矢印の動作アイ
コン２６０を含む更新イメージが表示される（図８の（ｂ）参照）。この動作アイコン２
６０の指示にしたがって、操作者による設定操作２７０（簡単のために指を動かす動作自
体を点線の矢印で示している）の入力を行う。ここでは、斜め方向に指を引っ張る動作で
ある操作入力をタッチパネル上で行う。また、指の操作に代えてマウスでドラッグするこ
とも可能である。この設定操作により、出力イメージ２１０が直接更新され、出力イメー
ジ全体が拡大あるいは縮小される（図８の（ｃ）参照）。出力イメージ２１０のサイズが
更新されるのと同時に、Ｂ５、Ａ４、Ｂ４、Ａ３などのサイズが認識できるような表示が
追加されることが好ましい。この目的のために、ここでは文字情報であるＢ５、Ａ４など
、設定の確認を行うための確認表示アイコン２３５を用いることもできる。
【００５２】
次に図９に印刷の余白（マージンとも呼ぶ）を設定する例を示す。出力イメージ２１０の
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周辺領域の辺から約１ｃｍ程度離した位置に指を触れると、各辺に沿って、余白を設定す
るための余白線を表示する設定アイコン２３０が周辺部に表示される。必要に応じて余白
線の動作アイコン２６０が表示されても良い。操作者がこの点線に触れ、設定動作２７０
である上下、あるいは左右に動かすことで、余白の寸法を設定することが可能となる。な
お、予め出力イメージの周辺に余白を示す点線を表示させておいてもよい。さらに、設定
された余白の寸法を数字で表示させてもよい。この用途のためには、タッチパッド、デジ
タイザなどの位置情報を数値化する機能を有する入力デバイスとタッチパネルを組み合わ
せて用いることが好ましい。
【００５３】
さらに、図１０に集約機能の設定方法の一例を示す。図１０の（ａ）に縦長原稿の集約機
能の設定例を示す。出力イメージ２１０の全体の中心線付近において、指を横方向に滑ら
せて出力イメージ２１０を２分割するように横切って移動させる設定操作を行う（Ｓ１）
。この設定操作に基づいて、いったん９０度回転した２面の縦長イメージが表示される（
Ｓ２）。続いて、自動的に逆方向に９０度回転して、正立した２面のイメージを含む出力
イメージ２１０’が表示される（Ｓ３）。さらに、この出力イメージ２１０’の中心線付
近において、指を横方向に出力イメージを２分割するように滑らせると、いったん９０度
回転した４面のイメージが表示される（Ｓ４）。続いて、自動的に逆方向に９０度回転し
て、正立した４面の縦長イメージを含む出力イメージ２１０’’が表示される（Ｓ５）。
ここで、たとえば左から右に指を移動すると、分割数を増やして集約を進め（実線の矢印
Ａで表示）、逆に右から左に指を移動すると集約をもとに戻す（点線の矢印Ｂで表示）よ
うに設定してもよい。あるいは最初に移動した方向と逆の方向に動かしたときに集約をも
とに戻すように設定してもよい。
【００５４】
図１０の（ｂ）に横長原稿の集約機能の設定例を示す。出力イメージ２１０の全体の中心
線付近において、指を縦方向に上から下へ滑らせて出力イメージ２１０を横切って、縦に
２分割するように移動させる設定操作を行う（Ｓ１）。この設定操作に基づいて、いった
ん９０度回転した２面の横長イメージが表示される（Ｓ２）。続いて、自動的に逆方向に
９０度回転して、正立した２面の横長イメージを含む出力イメージ２１０’が表示される
（Ｓ３）。さらに、この出力イメージ２１０’の中心線付近において、指を縦方向に出力
イメージを２分割するように滑らせると、いったん９０度回転した４面の横長イメージが
表示される（Ｓ４）。続いて、自動的に逆方向に９０度回転して、正立した４面の横長イ
メージを含む出力イメージ２１０’’が表示される（Ｓ５）。ここで、たとえば上から下
に指を移動すると、集約を進め（実線の矢印Ａで表示）、逆に下から上に指を移動すると
集約をもとに戻す（点線の矢印Ｂで表示）ように設定してもよい。あるいは最初に移動し
た方向と逆の方向に動かしたときに集約をもとに戻すようにしてもよい。同様に、横切る
位置を全体の約３等分にする位置を選択することで３面のイメージを設定することもでき
る。さらに、３分割と２分割の組み合わせで、３面イメージ（3 in 1）ら６面イメージ（
6 in 1）への設定も可能であり、加えて３分割と３分割の組み合わせで、３面イメージ（
3 in 1）ら９面イメージ（9 in 1）への応用も可能である。この方法を繰り返すことで複
数面のイメージを含む集約機能を達成することができる。
【００５５】
次に、仕上げ処理に関する設定について説明する。仕上げ処理には、原稿の向き、ステー
プル処理、パンチ穴処理などがある。まず、タッチパネルを用いる原稿の向きを設定する
例を図１１に示す。図１１のように、まずキャンバス領域２２０内の出力イメージ２１０
の設定対象位置２５０をタッチ入力により選択する（図１１の（ａ）参照）。この例では
、縦方向の原稿設定を表す出力イメージ２１０の上端の位置２５０に指で触れると、「時
計回りの回転を示す矢印」の動作アイコン２６０が表示される。この動作アイコンにした
がって、操作者が指を時計回りに回すように滑らす（図１１の（ｂ）参照）。この設定操
作２７０をタッチパネル上で行うと、当該位置および設定操作に応答して、原稿が横方向
に設定された出力イメージ２１０’が、キャンバス領域２２０に表示される（図１１の（
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ｃ）参照）。逆に、横方向の原稿を示す出力イメージ２１０’の右端２５０’に指で触れ
ると、その位置に対応する動作アイコン２６０’が表示される。この動作アイコンにした
がって、操作者が指を反時計回りに回すように滑らす設定操作２７０’を行うと、縦方向
の原稿設定を示す出力イメージ２１０が再び表示される。
【００５６】
ステープル処理機能の設定例を図１２に示す。ステープル処理には、たとえば１箇所止め
（位置は左上端付近、右上端付近）および２箇所止め（位置は上端、左端、右端の各付近
）がある。出力イメージ２１０のステープル処理を行うべき位置でタッチ入力する（図１
２の（ａ）参照）。このタッチ入力に応じて、ステープル処理の設定アイコン２３０（こ
こでは短い点線で示す）が表示される。この画面で、たとえば短い線を描くように指を動
かすと、ステープル設定を行われたことを表す短い実線が表示される（図１２の（ｃ）参
照）。なお、ステープル処理を表す、動作アイコン、たとえばステープル・アイコン（た
とえば絵表示のステープル）をタッチ面に触れたときに表示してもよい。あるいは、予め
ステープルの位置を示す短い点線（設定アイコンに相当）２３０を出力イメージ２１０に
表示しておいてもよい。この場合、ステープルの設定操作を完了した位置の点線を実線あ
るいは太線に更新することで、設定完了の区別をつけることができる。
【００５７】
パンチ穴機能の設定例を図１３に示す。パンチ穴機能は、たとえば２穴（位置は上端付近
、左上端付近、右上端付近）および３穴（位置は左端、右端の各付近）がある。出力イメ
ージ２１０のパンチ穴処理を行うべき位置に指で触れてタッチ入力する（図１３の（ａ）
参照）。このタッチ入力に応じて、パンチ穴の設定アイコンである、点線の小円２３０が
表示される（図１３の（ｂ）参照）。この画面で、さらにパネル面に触れ、該当位置を指
で軽く押す（タップする）と、実線の小円が表示され、パンチ穴の設定を行うことができ
る（図１３の（ｃ）参照）。なお、パンチ機能を表す、動作アイコン２６０（たとえばパ
ンチ機のアイコン）をタッチパネル面に触れたときに表示するようにしてもよい、あるい
は、予めパンチ穴を示す点線の小円２３０（設定アイコンに相当）を出力イメージ２１０
に表示しても良い。この場合、設定操作が完了した箇所の点線の小円を太線の小円（ある
いは塗りつぶした小円）に更新することで、設定完了の有無を区別できる。さらに、たと
えば予め設定した位置への２穴の場合には２回タップする、さらに３穴の場合には３回タ
ップする設定操作を定義しておけば、指で触れてタップする回数を減らすことも可能であ
る。
【００５８】
ステープル処理とパンチ穴処理をほぼ同じ位置に設定する場合について説明する。たとえ
ば左端付近での２箇所のステープルと２穴パンチを行う場合において、短い線を描くかあ
るいは該当位置を軽くタップするかでそれぞれ、ステープル機能設定およびパンチ穴機能
設定が区別される。すなわち、指示入力による所定の位置の選択と、それに続く当該位置
への設定操作の入力に応じて、それぞれの設定に対応する設定アイコン（点線の短い線あ
るいは点線の小円）を表示させることができる。この場合に設定フローは、図３のステッ
プ３０４の所定の位置への指示入力と、ステップ３０５の設定操作の入力との組み合わせ
に応じて、ステップ３０６の設定メニューの表示がされる、一連のステップに相当する。
【００５９】
両面印刷機能の設定（図示せず）の例を説明する。たとえば、出力イメージ２１０の左下
端付近を指で触ると、動作アイコンとして、ページめくりの回転矢印（左を始点として時
計回りの半円）を表示される。指を右方向に滑らせることで、右とじの両面設定を行うこ
とができる。同様に、右下端付近を指で触り、指を左方向に滑らせることで、左とじの両
面設定を行うこともできる。このとき、ページめくりの回転矢印（たとえば右を始点とし
て反時計回りの半円）を動作アイコンとして表示しても良い。また、上とじの場合は、た
とえば、左下端付近を指で触り、指を上方向に滑らせることで、設定するようにしても良
い。このとき、動作アイコンとして、ページめくりの回転矢印（たとえば下を始点として
時計回りの半円）を表示させても良い。
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【００６０】
出力イメージの設定全体を基準設定（デフォルト値）に戻す、すなわち「すべての設定を
デフォルト設定に戻す」ことを「リセット設定」と呼ぶ。このリセット設定は、たとえば
、出力イメージ２１０の表示領域全体に対して、４つのコーナーに対して指を斜め方向に
滑らせて、クロス（Ｘ印）を描くように指を移動させることで行うようにしても良い。
【００６１】
このように、本発明による出力イメージを用いる出力設定の方法おいては、操作者が文字
情報に拠らずに、所定の設定対象位置と当該位置での設定操作とから、所定の機能を有す
る設定項目の設定アイコン（あるいは画質アイコンの更新イメージ）を表示し、視覚的に
確認することができる。そして、所望の設定に到達したら操作を止める（あるいは選択表
示アイコンから選択する）ことで、出力イメージの設定を行うことができる。さらに、設
定をさらに行い易くするために、設定アイコン２３０のほかに補助メニュー２９０として
補助ツールボックスをキャンバス領域２２０に表示してもよい（図２を参照）。この補助
メニューには、設定を補助するツールたとえばパンチ機のアイコン、設定アイコンの説明
や設定操作を具体的に説明するアイコン、あるいは文字情報が含まれる。
【００６２】
以上のように、各種の印刷に関連する機能を選択し、設定する場合において、各種の設定
項目は、出力イメージ２１０における所定の設定対象位置と、当該位置における設定操作
とによって決定することができる。図１４に所望の機能設定を確定した後の出力イメージ
２１０の例を示す。ここでは、ステープルを左上に、３穴パンチを左端付近に、余白を上
下および右側に設定し、Ａ４サイズで、縦長原稿の４ページ分を１ページに集約した縦方
向の印刷に設定された場合を示す。ここでは、設定を確定する前の段階で設定の確認を行
い易くするために、たとえば用紙サイズを表す「Ａ４」のような確認表示アイコン２３５
を表示している。
【００６３】
印刷に関する設定の一例として、印刷設定項目と出力イメージ２１０の上の設定対象位置
、その位置に対応する設定操作、および動作アイコンなどをまとめたものが、図１５の設
定項目対応テーブルである。実際の設定操作においては、印刷に関する設定項目に限定さ
れない。たとえば、スキャナ、ファクシミリなどの各種の機能設定をどのように行うかを
予め設定し、この設定項目対応テーブルを作成し、画像システム１００の出力イメージ設
定制御部５００に記憶しておくことも可能である。そしてこのテーブルに従って、出力イ
メージ上の位置への指示および設定操作による設定入力の判断が行なわれるように手順を
決めることができる。また、各種の項目設定が確定する毎に設定値テーブルを更新し、必
要に応じて出力イメージ上の表示を更新していくことも可能である。
【００６４】
図１６は本発明による方法を実現するための出力イメージ設定制御部５００（図１には全
体構成の中での位置づけを示す）の構成例である。言い換えれば、表示画面上の出力イメ
ージの設定の制御を行う装置の構成例である。出力イメージ設定制御部５００は、バス１
６０によって接続されるプリンタ制御部１１４、ファクシミリ制御部１１６、スキャナ制
御部１１２、複写機制御部（図示せず）を介して、それぞれプリンタ１２０、ファクシミ
リ１３０、スキャナ１４０、および複写機（図示せず）との間の画像処理に関する出力設
定を制御する。当該設定制御部５００は、複合機能を実現可能なマルチファンクションペ
リフェラル（ＭＦＰ）などの画像処理システムまたはプリンタ１２０、ファクシミリ１３
０、スキャナ１４０と接続されたコンピュータシステムに組み込むことが可能である。
【００６５】
当該設定制御部５００は、出力イメージの設定を制御する。すなわち、操作者の設定入力
（指示入力および設定操作入力）を判定し、各種の設定のための設定値他の情報を記憶し
、出力イメージを含む表示画面の更新を行う機能を有する。このため、設定制御部５００
は、設定値制御部５１０と、入力解析部５２０と、表示制御部５３０とを含む。さらに設
定制御部５００は、設定入力を行うための入出力装置であるディスプレイ１４０あるいは
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ポインティングデバイス１５０と、バス１６０および入出力制御部１１８を介して接続さ
れる。
【００６６】
設定値記憶部５１０は、各種の設定に関する設定値を記憶し、この設定値と実際の設定を
照合する。この設定値記憶部５１０は、設定記憶部５１２および禁則判定部５１４を含む
。設定記憶部５１２は、基準設定値、あるいは設定操作で確定した設定値を記憶するなど
の設定値の管理（問い合わせ、設定、変更などを含む）を行いデータベースに該当する。
禁則判定部５１４は、設定入力において禁止される事項または値を判定する。すなわち、
この禁則判定部５１４は、設定しようとする情報と設定記憶部５１２に格納された情報を
もとに、設定の可否を判定する。
【００６７】
入力解析部５２０は、設定入力に関する処理を行う。この入力解析部５２０は、操作解析
部５２２と位置情報解析部５２４と設定項目解析部５２６とを含む。操作解析部５２２は
、操作者の設定動作（たとえばポイントを長く押す、ポイント水平移動など）がどのよう
な種類であるかを判断する。位置情報解析部５２４は、操作者の指示入力が出力イメージ
のどの位置あるいはどの部分に対して行われたかを判断し、設定対象の項目を決定する。
設定項目解析部５２６は、当該位置の情報とそれに対応する設定操作の解析結果から、ど
の設定項目に何を設定しようとするのかを決定する。
【００６８】
表示制御部５３０は、出力イメージの生成を含めた表示画面に関する制御を行う。この表
示制御部５３０は、イメージ生成部５３２と動作管理部５３４と禁則制御部５３６を含む
。イメージ生成部５３２は、設定状況を反映した出力イメージ画面を生成する。動作管理
部５３４は、設定に伴う動作、すなわち設定操作全体を司り、イメージ生成部５３２や後
述の禁則制御部５３６を用いて画面の動きを管理する。禁則制御部５３６は、設定値制御
部５１０による設定の可否に伴い、エラーの表示やその他の選択肢の選定画面の表示など
を行う。
【００６９】
出力イメージ２１０の所定の位置に、たとえば操作者によってタッチパネルに触れること
で指示入力し、さらに設定操作の入力を行う。その入力に対して、入力解析部５２０にお
いて、位置情報解析部５２２４は指が触れた位置情報を解析する。そして、操作解析部５
２２は選択されたその位置に対応する設定操作が正しいかどうかを解析する。さらに設定
項目解析部５２６は位置の情報および設定操作に対応する設定項目を解析する。このよう
に、上記３つの構成要素５２２、５２４、５２６が連動して設定入力を解析する。このと
き、たとえば図１５に示す設定値対応テーブルの定義に従って解析が行なわれる。これら
の設定入力（指示入力および設定操作入力）の解析に続いて、表示制御部５３０において
、イメージ生成部５３２が設定入力に基づく出力イメージの画面の生成を行い、動作管理
部５３４が設定操作のために設定アイコンの表示、設定操作のガイドする動作アイコンの
表示など画面の更新を行う。さらに禁則制御部５３６が設定値制御部５１０と連動して、
設定の可否を判断し、これに伴う表示画面（エラー表示、選択肢の表示など）を決定し、
設定不可能な設定操作を禁止する禁則行為を制御する。
【００７０】
図１７に、画像処理システム１００内で行われる出力イメージ設定の流れ（Ｓ６００）と
出力イメージ設定制御部５００の各構成要素との関係を示す。まずステップＳ６０２～Ｓ
６０６において、初期出力イメージを設定する。まず、設定記憶部５１２から基準設定値
を取得する（Ｓ６０２）。当該設定値に基づいて、イメージ生成部５３２が設定イメージ
の生成を行う。次に動作管理部５３４により、生成された設定イメージを初期イメージと
して表示する（Ｓ６０６）。続いて、操作者による設定入力が、つまり出力イメージ上の
所定の位置への指示入力と、当該位置に対応する設定操作入力とが、入出力装置（たとえ
ば操作パネルとタッチパネル）を介して行われる（Ｓ６０８）。この設定入力に応じて、
位置情報解析部５２４と操作解析部５２２が位置および当該位置に係わる操作を解析する
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（Ｓ６１０）。次に、操作解析部５２２によって設定操作が有効か判定される（Ｓ６１２
）。設定操作が有効でない場合は、操作者の設定入力に戻る。この操作が有効な場合は、
次に禁則判定部５１４によって、設定が有効かどうかについての禁則判定が行われる（Ｓ
６１４）。設定自体が有効であり、禁則（許容されない設定、たとえば用紙サイズの設定
が大きすぎる）でない場合は、動作管理部５３４によって、表示画面が次の段階へ更新さ
れる（Ｓ６１６）。この際、設定記憶部５１２の設定値が更新され（Ｓ６１８）、イメー
ジ生成部５３２が出力イメージを生成し、動作管理部５３４によって画面表示が更新され
る（Ｓ６２０）。ステップＳ６１４で設定が有効でない、すなわち禁則制御部５３６で禁
則と判定されると、動作管理部５３４が禁則エラーを表示する（Ｓ６１５）。禁則エラー
の表示に続いて、再び操作者の設定入力へ戻る。ステップＳ６０８からＳ６２０を繰り返
して行うことで、各種の出力設定項目が確定され、それに伴い出力イメージが更新される
。
【００７１】
本発明は、出力イメージ設定制御部を含み、プリンタ、スキャナ、ファクシミリ、および
複写機の少なくとも１つの装置を含む、画像処理システムまたはコンピュータシステムの
表示画面上に表示した出力イメージを用いて出力設定を行うためのプログラムを含む。こ
のプログラムは、図３（もしくは図１７）に示すステップを当該システムに実行させるこ
とができる。より具体的には、出力イメージの設定を行うための初期出力イメージを表示
画面に表示させるステップと、前記出力イメージの所定の位置への操作者による指示入力
に応じて、当該イメージの出力設定の入力モードに切り替えるステップと、前記指示入力
に伴う操作者による設定操作に応じて、前記出力イメージを更新させるステップと、操作
者による前記設定操作の停止により、更新された出力イメージを最終の出力イメージとし
て表示させて、設定を完了するステップとを当該システムに実行させることができる。
【００７２】
さらに、本プログラムは、当該システムに、出力イメージの設定を行うため初期出力イメ
ージを表示画面に表示させるステップと、前記出力イメージの所定の位置への操作者によ
る指示入力に応じて、当該位置に係わる設定メニューを表示させるステップと、前記設定
メニューへの操作者による設定操作に応じて、前記出力イメージを更新させるステップと
、前記更新された出力イメージが最終の出力イメージとして表示させて、設定を完了させ
るステップと、を実行させ得る。
【００７３】
画像処理システムで実行される出力イメージ設定プログラムは、インストールまたは実行
可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、ＣＤ－Ｒ等の読み取り可
能な記録媒体に記録され得る。図１のシステム制御部１０２に含まれるＣＰＵ１０３が上
記記憶媒体から設定プログラムを読み出して主記憶装置上にロードし、出力イメージ制御
部５００の各構成要素に各ステップを実行させ、各種の出力設定を実現させることができ
る。
【００７４】
また、出力イメージ設定プログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコ
ンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることで提供することもで
きる。
【００７５】
本発明について、図１乃至１７を引用しながら説明した。しかし、本発明はこれらの実施
例に限られるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲でいかなる変形も可能である
ことは当業者に明らかであろう。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
本発明は、画像処理技術に有用であり、特に多機能を有する画像処理システムにおける画
像処理に関する出力設定に有用である。
【図面の簡単な説明】
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【００７７】
【図１】本発明に用いられる多機能を有する画像処理システムのブロック図である。
【図２】本発明による画像処理情報の出力態様である出力イメージを含む表示画面の一例
を示す図である。
【図３】本発明による出力イメージ設定方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明による各種の印刷設定項目の一例を示す図である。
【図５】本発明による画質情報に関する設定方法の一例を示す図である。
【図６】本発明によるモノクロ・カラー画質の設定方法の一例を示す図である。
【図７】本発明によるモノクロ・カラー画質および画質情報に関する設定方法の一例を示
す図である。
【図８】本発明による拡大／縮小の設定方法の一例を示す図である。
【図９】本発明による余白（マージン）の設定方法の一例を示す図である。
【図１０】本発明による集約機能の設定方法の一例を示す図である。
【図１１】本発明による原稿の向きの設定方法の一例を示す図である。
【図１２】本発明によるステープル処理の設定方法の一例を示す図である。
【図１３】本発明によるパンチ穴処理の設定方法の一例を示す図である。
【図１４】各種の印刷設定を完了した状態の表示画面の一例を示す模式図である。
【図１５】印刷設定項目と出力イメージの位置および設定動作の関係を示す、設定項目対
応テーブルの一例を示す図である。
【図１６】本発明による出力イメージ設定制御部の機能的ブロック図の例である。
【図１７】本発明よるシステム側から見た出力設定手順と出力イメージ設定制御部の構成
要素との関係を示す図である。
【符号の説明】
【００７８】
１００　画像処理システム
１１０　スキャナ
１１２　スキャナ制御部
１１４　プリンタ制御部
１１６　ファクシミリ制御部
１１８　入出力制御部
１２０　プリンタ
１２２　仕上げ処理部
１２４　レイアウト処理部
１２６　画質印刷処理部
１３０　ファクシミリ
１４０　ディスプレイ
１４２　操作パネル
１４４　タッチパネル
１５０　ポインティングデバイス
２００　表示画面
２１０　出力イメージ
２２０　キャンバス領域
２３０　設定メニュー（設定アイコン）
２３２　選択表示アイコン
２３５　確認表示アイコン
２４０　画質アイコン
２５０　設定対象位置
２６０　動作アイコン
２７０　設定操作
５００　出力イメージ設定制御部
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５１０　設定値制御部
５１２　設定記憶部
５１４　禁則判定部
５２０　入力解析部
５２２　操作解析部
５２４　位置情報解析部
５２６　設定項目解析部
５３０　表示制御部
５３２　イメージ生成部
５３４　動作管理部
５３６　禁則制御部

【図１】 【図２】
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