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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、該表示部の表示画面への接触位置を検出する位置検出部とを備え、前記表示
部に表示された表示画像に基づき、シート状の記録媒体に画像形成を行なう画像形成装置
において、
　大きさが異なる複数種の記録媒体を有しており、
　前記位置検出部によって検出された２点間の距離の伸縮に基づき、画像形成に係る記録
媒体を決定する媒体決定手段と、
　前記記録媒体の決定の際、前記２点間の距離の伸縮に応じて、前記記録媒体を表す媒体
画像のみの編集を行なう編集部と、
　前記媒体決定手段によって決定された記録媒体に係る情報を前記表示部に表示する手段
とを備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　表示部と、該表示部の表示画面への接触位置を検出する位置検出部と、大きさが異なる
複数種のシート状の記録媒体とを備え、前記表示部に表示された表示画像に基づいて画像
形成を行なう画像形成装置にて、前記記録媒体の決定を行なう記録媒体決定方法において
、
　前記位置検出部によって検出された２点間の距離の伸縮に基づき、画像形成に係る記録
媒体を決定するステップと、
　前記記録媒体の決定の際、前記２点間の距離の伸縮に応じて、前記記録媒体を表す媒体
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画像のみの編集を行なうステップと、
　決定された記録媒体に係る情報を前記表示部に表示するステップとを含むことを特徴と
する記録媒体決定方法。
【請求項３】
　表示部と、該表示部の表示画面への接触位置を検出する位置検出部と、大きさが異なる
複数種のシート状の記録媒体とを備え、前記表示部に表示された表示画像に基づいて画像
形成を行なう画像形成装置を構成するコンピュータに、前記記録媒体の決定を行なわせる
コンピュータプログラムにおいて、
　コンピュータに、前記位置検出部によって検出された２点間の距離の伸縮に基づき、画
像形成に係る記録媒体を決定させるステップと、
　コンピュータに、前記記録媒体の決定の際、前記２点間の距離の伸縮に応じて、前記記
録媒体を表す媒体画像のみの編集を行なわせるステップと、
　コンピュータに、決定された記録媒体に係る情報を前記表示部に表示させるステップと
を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項４】
　請求項３に記載のコンピュータプログラムを記録してあることを特徴とするコンピュー
タでの読み取りが可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部に表示された表示画像に基づき、シート状の記録媒体に画像形成を行
なう画像形成装置、記録媒体決定方法、コンピュータプログラム、並びに該コンピュータ
プログラムが記録された記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示部に例えば透明のタッチパネルを重ねて、該表示部に表示された表示画像に
対するタッチ操作を検出して所定の指示を受け付ける電子機器が広く普及されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、地図のような表示画像を表示部に表示し、利用者が該表示画
像に対して透明タッチパネルを介して２本の指をタッチして、該２本の指の間隔を変化さ
せるいわゆるピンチイン又はピンチアウトの操作を行なうことにより、前記表示画像を拡
大・縮小できる携帯情報機器が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１６３０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、表示部に表示されている表示画像の編集においては、該表示画像の一部に対して
編集を行なう部分的編集の要望が存在する。しかし、このような部分的編集のためには、
斯かる編集の度に、対象となる部分を選択すると言う煩雑な操作が必要とされる。上述し
た特許文献１の携帯情報機器においては、このような問題に対する解決方法に関して何ら
工夫も開示もされていない。
【０００６】
  本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、表示部
の表示画面への接触位置を検出する位置検出部によって検出された２点間の距離の伸縮に
基づき、前記表示部に表示された表示画像を画像形成すべき対象たる記録媒体を決定する
ことにより、容易に記録媒体を決定することができ、利用者の手間を減らすことが出来る
画像形成装置、記録媒体決定方法、コンピュータプログラム及び記録媒体を提供すること
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にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る画像形成装置は、表示部と、該表示部の表示画面への接触位置を検出する
位置検出部とを備え、前記表示部に表示された表示画像に基づき、シート状の記録媒体に
画像形成を行なう画像形成装置において、大きさが異なる複数種の記録媒体を有しており
、前記位置検出部によって検出された２点間の距離の伸縮に基づき、画像形成に係る記録
媒体を決定する媒体決定手段と、前記記録媒体の決定の際、前記２点間の距離の伸縮に応
じて、前記記録媒体を表す媒体画像のみの編集を行なう編集部と、前記媒体決定手段によ
って決定された記録媒体に係る情報を前記表示部に表示する手段とを備えることを特徴と
する。
【０００８】
　本発明にあっては、前記位置検出部によって前記表示画面上の２点が検出された場合、
該２点間の距離の伸縮に基づき、前記表示部に表示された表示画像を画像形成すべき対象
たる記録媒体を決定し、前記記録媒体の決定の際、前記２点間の距離の伸縮に応じて、前
記媒体画像のみの編集が行われ、決定された記録媒体に係る情報が前記表示部に表示され
、決定された記録媒体に画像形成が行なわれる。
【００１１】
　本発明に係る記録媒体決定方法は、表示部と、該表示部の表示画面への接触位置を検出
する位置検出部と、大きさが異なる複数種のシート状の記録媒体とを備え、前記表示部に
表示された表示画像に基づいて画像形成を行なう画像形成装置にて、前記記録媒体の決定
を行なう記録媒体決定方法において、前記位置検出部によって検出された２点間の距離の
伸縮に基づき、画像形成に係る記録媒体を決定するステップと、前記記録媒体の決定の際
、前記２点間の距離の伸縮に応じて、前記記録媒体を表す媒体画像のみの編集を行なうス
テップと、決定された記録媒体に係る情報を前記表示部に表示するステップとを含むこと
を特徴とする。
【００１２】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、表示部と、該表示部の表示画面への接触位置
を検出する位置検出部と、大きさが異なる複数種のシート状の記録媒体とを備え、前記表
示部に表示された表示画像に基づいて画像形成を行なう画像形成装置を構成するコンピュ
ータに、前記記録媒体の決定を行なわせるコンピュータプログラムにおいて、コンピュー
タに、前記位置検出部によって検出された２点間の距離の伸縮に基づき、画像形成に係る
記録媒体を決定させるステップと、コンピュータに、前記記録媒体の決定の際、前記２点
間の距離の伸縮に応じて、前記記録媒体を表す媒体画像のみの編集を行なわせるステップ
と、コンピュータに、決定された記録媒体に係る情報を前記表示部に表示させるステップ
とを実行させることを特徴とする。
【００１３】
　本発明にあっては、前記位置検出部によって前記表示画面上の２点が検出された場合、
該２点間の距離の伸縮に基づき、前記表示部に表示された表示画像を画像形成すべき対象
たる記録媒体が決定され、前記記録媒体の決定の際、前記２点間の距離の伸縮に応じて、
前記媒体画像のみの編集が行われ、決定された記録媒体に係る情報が前記表示部に表示さ
れ、決定された記録媒体に画像形成が行なわれる。
【００１４】
　本発明に係る記録媒体は、前述の発明のコンピュータプログラムを記録してあることを
特徴とする。
【００１５】
　本発明にあっては、前記記録媒体に前述のコンピュータプログラムを記録する。コンピ
ュータが前記記録媒体からコンピュータプログラムを読み出して、前述の画像形成装置及
び記録媒体決定方法がコンピュータにより実現される。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明によれば、前記位置検出部によって検出された２点間の距離の伸縮に基づき、前
記表示部に表示された表示画像を画像形成すべき対象たる記録媒体を決定することにより
、容易に記録媒体を決定することができ、利用者の手間を減らすことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１の複合機の要部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１の複合機における、制御部の要部構成を示す機能ブロック
図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る複合機における、画像編集処理を説明するフローチ
ャートである。
【図４】本発明の実施の形態１に係る複合機における、画像編集処理を説明するフローチ
ャートである。
【図５】本発明の実施の形態１に係る複合機における、プレビュー画像の回転処理を説明
する説明図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る複合機における、オブジェクト画像の編集を説明す
る説明図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る複合機における、用紙画像の編集を説明する説明図
である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る複合機における、用紙画像の編集を説明する説明図
である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る複合機において、記憶部に記憶されている対応テー
ブルの一例を示す例示図である。
【図１０】本発明の実施の形態２に係る複合機における、画像編集処理を説明するフロー
チャートである。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る複合機における、画像編集処理を説明するフロー
チャートである。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る複合機における、画像編集処理を説明するフロー
チャートである。
【図１３】本発明の実施の形態２に係る複合機における、オブジェクト画像の編集を説明
する説明図である。
【図１４】本発明の実施の形態２に係る複合機における、用紙画像の拡大の編集を説明す
る説明図である。
【図１５】本発明の実施の形態２に係る複合機において、用紙画像及びオブジェクト画像
を共に編集する場合を説明する説明図である。
【図１６】本発明の実施の形態２に係る複合機において、用紙画像及びオブジェクト画像
を共に編集する場合を説明する説明図である。
【図１７】本発明の実施の形態３の複合機の要部構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本発明の実施の形態に係る画像形成装置、記録媒体決定方法及びコンピュータ
プログラムを、いわゆるタッチパネルの機能を有する複合機１００に適用した場合を例と
して、図面に基づいて詳述する。
【００１９】
（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１の複合機１００の要部構成を示すブロック図である。複合
機１００は、制御部１と、ＣＰＵ２と、ＲＯＭ３と、ＲＡＭ４と、記憶部５と、表示部６
と、表示制御部７と、位置検出部８と、画像入力部９と、画像出力部１０と、画像処理部
１１と、操作パネル１２と、トレイ部１３とを備えている。
【００２０】
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　ＲＯＭ３には各種の制御プログラム、演算用のパラメータのうちの基本的に固定のデー
タ等が予め格納されており、ＲＡＭ４はデータを一時的に記憶し、記憶順、記憶位置等に
関係なく読み出すことが可能である。また、ＲＡＭ４は、例えば、ＲＯＭ３から読み出さ
れたプログラム、該プログラムを実行することにより発生する各種データ、該実行の際適
宜変化するパラメータ等を記憶する。
【００２１】
　ＣＰＵ２は、ＲＯＭ３に予め格納されている制御プログラムをＲＡＭ４上にロードして
実行することによって、上述した各種ハードウェアの制御を行ない、装置全体を本発明の
複合機１００として動作させる。また、ＣＰＵ２は、位置検出部８を介して、利用者から
所定処理の指示を受け付ける。　　
【００２２】
　記憶部５は、例えば、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＨＤＤ、ＭＲＡＭ（磁気抵抗
メモリ）、ＦｅＲＡＭ（強誘電体メモリ）、又は、ＯＵＭ等の不揮発性の記憶媒体により
構成されている。
【００２３】
　表示部６は、例えば、ＬＣＤ又はＥＬ（Electroluminescence）パネル等からなり、画
像出力部１０を介して、所定の記録用紙へ出力（印刷）すべき画像（表示画像）が表示さ
れる。また、表示部６は、複合機１００の状態、ジョブ処理の状況、画像入力部９が読み
取った原稿の画像及び操作パネル１２の操作内容の確認等、利用者に対して報知すべき情
報を表示する。また、表示部６の表示画面は位置検出部８によって覆われている。
【００２４】
　表示制御部７は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）のようなプロセッサにより構成
され、表示部６への画像表示を制御する。例えば、ＣＰＵ２の指示に応じて表示部６に表
示すべき画像の画像データを生成する。
【００２５】
　位置検出部８は、タッチパネル８１を有しており、タッチパネル８１は表示部６の表示
画面を覆うように設けられている。従って、位置検出部８は利用者のタッチ操作により表
示部６の表示画面上における所定位置を検出することができる。位置検出部８は利用者の
指先のタッチ操作による圧力の変化を検知し、又は静電気による電気信号を検知して、利
用者の指先の接触位置に対応する表示部６の表示画面上の座標を検出し、該座標を特定す
る信号を発生する。また、位置検出部８は、これに限るものでなく、ポインティングデバ
イス（例えば、スタイラスペン）等を用いる構成であっても良い。
【００２６】
　画像入力部９は、読み取り用の原稿に光を照射する光源、ＣＣＤ（Charge Coupled Dev
ice）のようなイメージセンサ等を有し、該原稿の画像データの光学的読み取りを行なう
。また、画像入力部９では、所定の読取り位置に載置された原稿からの反射光像を当該イ
メージセンサに結像させ、ＲＧＢ（R : Red, G : Green, B : Blue）のアナログデータを
出力する。
【００２７】
　画像出力部１０は、画像処理部１１から出力される画像データに基づく画像を記録用紙
、ＯＨＰフィルム等の記録媒体上に印刷する。画像出力部１０は、感光体ドラム、該感光
体ドラムを所定の電位に帯電させる帯電器、外部から受付けた画像データに応じてレーザ
光を発して感光体ドラム上に静電潜像を生成させるレーザ書込装置、感光体ドラム表面に
形成された静電潜像にトナーを供給して現像化する現像器、感光体ドラム表面に形成され
たトナー像を記録媒体上に転写する転写器等を備えており、例えば、電子写真方式にて画
像を記録媒体上に出力する。
【００２８】
　画像処理部１１は、例えば、画像入力部９から入力されるアナログデータを基にディジ
タル形式の画像データを生成し、又は記憶部５に記憶されている画像データを読み出し、
夫々の画像の種類に応じた処理を施した後、出力（印刷）すべき画像データを生成する。
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画像処理部１１によって生成された出力用画像データは、画像出力部１０に出力される。
【００２９】
　また、操作パネル１２は、複合機１００における「ファックス」、「複写」、「印刷」
、「メール」等の機能を切り替える機能ボタン、テンキー、スタートキー、キャンセルキ
ー、受け付けた指示を確定するためのエンターキー、画像入力部９を介して読み取った原
稿の画像をシート状の記録媒体上に画像形成するための「出力」キー又は「コピー」キー
等を備えている。
【００３０】
　トレイ部１３は、複数のトレイ（図示せず）を有しており、各々トレイには複数種の記
録用紙が収納されている。詳しくは、Ａ４、Ａ３、Ｂ４、Ｂ５等の定形の大きさを有する
複数種の定形用紙が対応するトレイに収納されている。また、夫々のトレイにはトレイセ
ンサ（図示せず）が設けられている。該トレイセンサは当該トレイに用紙が収納されてい
るか否かを検出する公知のものである。
【００３１】
　以上の構成を用いて、本発明の実施の形態１に係る複合機１００は、利用者から表示部
６へのタッチ操作を受け付け、表示部６に表示されている画像の編集を行なう。
【００３２】
　例えば、利用者が表示部６の表示画面（位置検出部８）に指先を触れることにより、位
置検出部８はタッチ操作を受け付ける。この場合、位置検出部８は、タッチされた点の位
置を検出し、この点の座標を特定する信号をＣＰＵ２に送出する。
【００３３】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８から前記信号（座標）を取得して、表示部６に表示されてい
るソフトキーの内、該座標に対応する位置のソフトキーが操作されたものと認識する。
【００３４】
　一方、例えば、利用者が親指及び食指を使って、表示部６の表示画面（位置検出部８）
に両指を共に触れた場合、位置検出部８は２点のタッチ操作を受け付ける。この場合、位
置検出部８は、親指でタッチされた第１点と、食指でタッチされた第２点との位置を検出
し、これらの２点の座標を特定する信号を制御部１及びＣＰＵ２に送出する。
【００３５】
　続いて、利用者がいわゆるピンチイン又はピンチアウトとの操作を行なった場合は、更
に、該操作に従って、斯かる２点の座標を特定する信号が位置検出部８から制御部１及び
ＣＰＵ２に送出される。この際、制御部１及びＣＰＵ２は、前記２点の位置関係、及び斯
かる操作による位置変更、すなわち、第１点及び第２点の間の距離変化に基づき、表示部
６に表示された画像の編集指示を受け付ける。
【００３６】
　例えば、制御部１及びＣＰＵ２は、位置検出部８からの前記信号に基づき、位置検出部
８が検出した２つの点を結ぶ直線の方向に応じて、前記画像の編集指示に係る編集の対象
の選択を受け付ける。また、制御部１及びＣＰＵ２は、第１点及び第２点の間の距離変化
に基づき、斯かる画像の拡大又は縮小の編集指示を受け付ける。
【００３７】
　図２は本発明の実施の形態１の複合機１００における、制御部１の要部構成を示す機能
ブロック図である。制御部１は、選択受付部１４と、用紙決定部１５（媒体決定手段）と
、情報表示部１６と、編集部１７とを備えている。
【００３８】
　選択受付部１４は、利用者から２点のタッチ操作を受け付けた場合、位置検出部８が発
する信号に基づき、該２つの点を結ぶ直線の方向に応じて、その際、表示部６に表示され
ている画像（表示画像）に対する編集の対象の選択を受け付ける。例えば、選択受付部１
４は、前記直線の方向が、表示部６に表示されている画像の中心部で交差する２つの方向
の中、どの方向に沿うものであるかに応じて、編集の対象の選択を受け付ける。
【００３９】
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　例えば、表示部６には、画像出力部１０を介して出力すべきである、絵、図、文字等の
オブジェクト画像と、該オブジェクト画像が書き込まれており、該オブジェクト画像の出
力の際に用いられる記録用紙を表す用紙画像（媒体画像）とからなる画像（表示画像）が
表示される。
【００４０】
　この際、利用者から２点のタッチ操作があった場合、選択受付部１４は、斯かる２つの
点を結ぶ直線の方向に基づいて、表示部６に表示されている画像（表示画像）に対する編
集の対象として、前記オブジェクト画像及び／又は用紙画像の選択を受け付ける。
【００４１】
　用紙決定部１５は、選択受付部１４が編集の対象として用紙画像の選択を受け付けた場
合、前記オブジェクト画像が画像出力部１０を介した実際に出力されるときに用いられる
記録用紙を決定する。
【００４２】
　詳しくは、本発明の実施の形態１に係る複合機１００においては、上述したように、Ａ
４、Ａ３、Ｂ４、Ｂ５等の定形の大きさを有する複数種の定形用紙が対応するトレイに各
々収納されており、用紙決定部１５は、斯かる２つの点の間の距離変化に基づき、前記ト
レイの何れかに収納されている定形用紙を選択する。以下の説明においては、Ａ４、Ａ３
、Ｂ４、Ｂ５の大きさを有する定形用紙を、各々Ａ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙、Ｂ５用
紙と言う。
【００４３】
　例えば、斯かる２つの点の間の距離が増加又は減少し、後述するように、編集部１７が
用紙画像の大きさを編集する際、用紙決定部１５は、前記距離の１ｃｍ毎に、Ａ３用紙、
Ｂ４用紙、Ａ４用紙、Ｂ５用紙の順に、用紙の決定を行なう。例えば、前記２つの点の間
の距離が増加する場合は、その増加値が１ｃｍである場合、２ｃｍである場合、３ｃｍで
ある場合、４ｃｍ以上である場合、用紙決定部１５は、夫々Ｂ５用紙、Ａ４用紙、Ｂ４用
紙、Ａ３用紙の順に沿って記録用紙を選択する。一方、前記２つの点の間の距離が減少す
る場合は、その減少値が１ｃｍである場合、２ｃｍである場合、３ｃｍである場合、４ｃ
ｍ以上である場合、用紙決定部１５は、Ａ３用紙、Ｂ４用紙、Ａ４用紙、Ｂ５用紙の順に
沿って記録用紙を選択する。
【００４４】
　情報表示部１６は、表示制御部７を介して、用紙決定部１５によって決定された用紙に
対する情報を表示部６に表示する。情報表示部１６は、例えば、「Ａ３用紙」、「Ｂ４用
紙」、「Ａ４用紙」等のテキストを表示部６に表示し、又は夫々の記録用紙の大きさを表
す「２９７ｍｍ×４２０ｍｍ」、「２５７ｍｍ×３６４ｍｍ」、「２１０ｍｍ×２９７ｍ
ｍ」等のテキストを表示部６に表示する。
【００４５】
　また、情報表示部１６は、編集部１７によってオブジェクト画像を拡大／縮小する編集
が行なわれる場合においても、該オブジェクト画像の拡大／縮小の倍率を表示部６に表示
する。
【００４６】
　編集部１７は、前記２つの点を結ぶ直線の方向、及び該２つの点の間の距離変化に基づ
き、表示部６に表示されている画像を部分的に又は全体的に編集する。詳しくは、上述し
たように、オブジェクト画像及び用紙画像からなる画像において、編集部１７は、オブジ
ェクト画像及び用紙画像の何れか一方を編集する部分的編集、又はこれら両方を共に編集
する全体的編集を行なう。
【００４７】
　例えば、編集部１７は、前記２つの点を結ぶ直線の方向に基づいて選択受付部１４が受
け付けた選択に係る編集の対象に対し、該２つの点の間の距離変化に基づいて拡張／縮小
の部分的編集を行なう。
【００４８】
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　例えば、前記２つの点の間の距離が増加する場合は、１ｍｍ増加毎に、オブジェクト画
像又は用紙画像を１％拡大し、前記２つの点の間の距離が減少する場合は、１ｍｍ減少毎
にオブジェクト画像又は用紙画像を１％縮小する編集を、編集部１７が行なう。
【００４９】
　また、利用者が、前記２つの点の中、何れか一方、又は両方の移動することにつれて、
これらを結ぶ直線の方向が回転する変更があった場合、ＣＰＵ２は、表示部６に表示され
ている画像の向きを回転させる回転指示として受け付ける。また、編集部１７は、該変更
に基づき、表示部６に表示されている画像の向きを回転させる編集を行なう（全体的編集
）。例えば、前記直線の方向が時計回り方向に回転した場合、斯かる画像を時計回り方向
に回転させる編集が行なわれる。
【００５０】
　このように、編集部１７による編集が施された画像に係るデータに基づき、表示制御部
７は表示部６に編集後のオブジェクト画像又は用紙画像を表示させる。
【００５１】
　なお、以上の選択受付部１４、用紙決定部１５、情報表示部１６及び編集部１７は、ハ
ードウェアロジックによって構成してもよいし、ＣＰＵを用いてソフトウェアによって実
現してもよい。
【００５２】
　以下、本発明の実施の形態１に係る複合機１００における、画像編集処理について説明
する。図３及び図４は本発明の実施の形態１に係る複合機１００における、画像編集処理
を説明するフローチャートである。説明の便宜上、利用者が親指及び食指を使って前記ピ
ンチイン又はピンチアウト操作を行なう場合を例として説明する。また、以下の説明にお
いては、トレイ部１３の各トレイにはＡ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙、Ｂ５用紙が収納さ
れており、表示部６に表示される画像は矩形であって、該画像の対角線の方向に沿うピン
チイン又はピンチアウト操作によって、選択受付部１４がオブジェクト画像又は用紙画像
の選択を受け付けるものとする。
【００５３】
　ＣＰＵ２は、画像入力部９の前記読取り位置に原稿が載置されたか否かを判定する（ス
テップＳ１０１）。斯かる判定は、例えば、前記読取り位置をプリスキャンして取得され
る画像に基づき、行なわれる。
【００５４】
　ＣＰＵ２は、原稿が載置されていないと判定した場合（ステップＳ１０１：ＮＯ）、原
稿が載置されるまで斯かる判定を繰り返して行なう。
【００５５】
　一方、ＣＰＵ２は、原稿が載置されたと判定した場合（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）、
載置された原稿のサイズを検出する（ステップＳ１０２）。斯かる検出は、例えば、原稿
のサイズを検出するいわゆる反射型サイズ検出センサを用いる構成であってもよく、原稿
サイズ検出用の画像を取得するべくプリスキャンを行なうように構成しても良い。
【００５６】
　次いで、ＣＰＵ２は用紙状況の確認を行なう（ステップＳ１０３）。すなわち、ＣＰＵ
２はトレイ部１３の各トレイに設けられた前記トレイセンサの検出結果に基づき、夫々の
トレイにＡ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙、Ｂ５用紙が収納されているか否かを確認する。
【００５７】
　ＣＰＵ２は、ステップＳ１０２で検出された原稿のサイズ、及び前記用紙状況の確認の
結果に基づき、適正サイズの記録用紙があるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。Ｃ
ＰＵ２は適正サイズの記録用紙がないと判定した場合（ステップＳ１０４：ＮＯ）、適正
なサイズの記録用紙を要求する（ステップＳ１０８）。例えば、ＣＰＵ２は、表示制御部
７に指示することにより、トレイに記録用紙を充填すること又は、適正なサイズの紙を手
差しトレイに供給することを促す旨のテキストを表示部６に表示する。以降、処理はステ
ップＳ１０４に戻る。
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【００５８】
　ＣＰＵ２は適正サイズの記録用紙があると判定した場合（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）
、斯かる記録用紙を適正用紙として選択し（ステップＳ１０５）、該選択の結果をＲＡＭ
４に記憶しておく。現実施の形態においては、適正用紙としてＡ４用紙が選択されたもの
とする。
【００５９】
　次いで、ＣＰＵ２は、操作パネル１２を監視することにより、複写指示を受け付けたか
否かを判定する（ステップＳ１０６）。
【００６０】
　例えば、利用者が操作パネル１２の「コピー」キーを操作した場合、ＣＰＵ２は複写指
示を受け付けたと判定し（ステップＳ１０６：ＹＥＳ）、画像入力部９及び画像出力部１
０に複写に係る指示を行なう。すなわち、画像入力部９の前記読取り位置に載置された原
稿の画像データが画像入力部９によって読み取られ、該原稿の画像データに基づき、画像
出力部１０が記録用紙上への印刷を行なう（ステップＳ１０７）。
【００６１】
　一方、ＣＰＵ２は複写指示を受け付けていないと判定した場合（ステップＳ１０６：Ｎ
Ｏ）、スキャン指示を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１０９）。ＣＰＵ２はス
キャン指示を受け付けていないと判定した場合（ステップＳ１０９：ＮＯ）、処理をステ
ップＳ１０６に戻す。
【００６２】
　ＣＰＵ２はスキャン指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ１０９：ＹＥＳ）、
画像入力部９の前記読取り位置に載置された原稿の読取を画像入力部９に指示する。ＣＰ
Ｕ２の指示に応じて画像入力部９は斯かる原稿の読取を行なう（ステップＳ１１０）。画
像入力部９によって読み取られた原稿の画像データはＲＡＭ４に記憶される。
【００６３】
　表示制御部７はＲＡＭ４に記憶されている原稿の画像データに基づき、表示部６にプレ
ビュー画像を表示する（ステップＳ１１１）。該プレビュー画像は矩形の画像である。
【００６４】
　表示部６に表示されたプレビュー画像は、絵、図、文字等の原稿のコンテンツを表すオ
ブジェクト画像と、該オブジェクト画像の出力の際に用いられる記録用紙を表す用紙画像
とからなる。該プレビュー画像に基づく印刷を希望する利用者は、操作パネル１２の前記
スタートキーを操作することにより、印刷を指示する。
【００６５】
　一方、該プレビュー画像の編集を希望する利用者は、上述したように、２点をタッチす
ることにより、前記オブジェクト画像又は用紙画像に対して編集を行なう。
【００６６】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、表示部６の表示画面に２点のタッチが
あったか否かを判定する（ステップＳ１１２）。
【００６７】
　ＣＰＵ２は、２点のタッチがなかったと判定した場合（ステップＳ１１２：ＮＯ）、印
刷をスタートする指示を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１１９）。斯かる判定
は、ＣＰＵ２が操作パネル１２の前記スタートキーの操作を監視することにより行われる
。
【００６８】
　ＣＰＵ２は、印刷をスタートする指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ１１９
：ＹＥＳ）、処理をステップＳ１０７に移動させ、画像出力部１０による印刷が行なわれ
る。
【００６９】
　一方、ＣＰＵ２は、印刷をスタートする指示を受け付けていないと判定した場合（ステ
ップＳ１１９：ＮＯ）、斯かる原稿の処理をキャンセルする旨の指示を受け付けたか否か
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を判定する（ステップＳ１２０）。斯かる判定は、ＣＰＵ２が操作パネル１２の前記キャ
ンセルキーの操作を監視することにより行われる。
【００７０】
　ＣＰＵ２は、原稿の処理をキャンセルする旨の指示を受け付けたと判定した場合（ステ
ップＳ１２０：ＹＥＳ）、処理を終了する。
【００７１】
　また、ＣＰＵ２は、原稿の処理をキャンセルする旨の指示を受け付けていないと判定し
た場合（ステップＳ１２０：ＮＯ）、処理をステップＳ１１２に戻す。
【００７２】
　一方、ステップＳ１１２にて、ＣＰＵ２が表示部６の表示画面に２点のタッチがあった
と判定した場合（ステップＳ１１２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２は、斯かるプレビュー画像を回
転する旨の指示を受け付けたか否かを更に判定する（ステップＳ１１３）。
【００７３】
　詳しくは、位置検出部８からの信号に基づき、ＣＰＵ２は、前記２点の中、何れか一方
、又は両方が移動し、これらを結ぶ直線の方向が回転する変更があったか否かを監視し、
該変更があった場合、プレビュー画像を回転する旨の指示を受け付けたと判定する。
【００７４】
　図５は本発明の実施の形態１に係る複合機１００における、プレビュー画像の回転処理
を説明する説明図である。図５では、オブジェクト画像にｆの参照番号が、用紙画像には
ｐの参照符号が付されている。以下においては、編集部１７による編集が行なわれる前の
オブジェクト画像ｆ及び用紙画像ｐは点線にて表示し、編集部１７による編集が行なわれ
た後のオブジェクト画像ｆ及び用紙画像ｐは実線にて表示する。
【００７５】
　例えば、利用者が左手の親指及び食指を使って、表示部６の表示画面６１をタッチした
状態で、図５に示すように、反時計回り方向に（図中、矢印方向）左手をねじって、親指
及び食指の２点の両方が移動した場合、これらを結ぶ直線の方向が回転する変更が生じる
。この際、ＣＰＵ２は、表示部６に表示されているプレビュー画像の向きを回転させる回
転指示として受け付け、該反時計回り方向への回転量に応じて、編集部１７は表示部６に
表示されているプレビュー画像の向きを反時計回り方向に回転させる編集を行なう。
【００７６】
　ＣＰＵ２は、前記プレビュー画像を回転する旨の指示を受け付けたと判定した場合（ス
テップＳ１１３：ＹＥＳ）、編集部１７に該プレビュー画像を回転させる編集を指示する
。ＣＰＵ２の指示に応じて、編集部１７は、図５に示すように、該プレビュー画像の向き
を回転させる編集処理を行なう（ステップＳ１２１）。以降、処理はステップＳ１１１に
戻る。
【００７７】
　ＣＰＵ２は、前記プレビュー画像を回転する旨の指示を受け付けていないと判定した場
合（ステップＳ１１３：ＮＯ）、位置検出部８からの信号、及び該プレビュー画像（座標
）に基づき、斯かる２点を結ぶ直線の方向が、該プレビュー画像の対角線の中一方（以下
、第１方向と言う。）に沿う方向であるか否かを判定する（ステップＳ１１４）。
【００７８】
　図６は本発明の実施の形態１に係る複合機１００における、オブジェクト画像ｆの編集
を説明する説明図である。図６においては、表示部６に表示された矩形のプレビュー画像
の対角線の中、一方（第１方向）には参照番号Ｌ１が付され、他方（第２方向）には参照
番号Ｌ２が付されている。本実施の形態においては、当該２点を結ぶ直線の方向が、第１
方向に沿う場合、オブジェクト画像ｆに対する編集が行なわれる。また、該直線の方向が
第２方向に沿う場合は、用紙画像ｐに対する編集が行なわれる。
【００７９】
　ＣＰＵ２は、前記２点を結ぶ直線の方向が、前記第１方向に沿う方向であると判定した
場合（ステップＳ１１４：ＹＥＳ）、選択受付部１４は、オブジェクト画像ｆの選択とし
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て受け付ける（ステップＳ１１５）。この際、斯かる旨を利用者に視認させるために、オ
ブジェクト画像ｆに所定の色を付け、又は点滅させるように構成しても良い。
【００８０】
　以降、利用者はピンチイン又はピンチアウト操作を行ない、オブジェクト画像ｆの縮小
又は拡大を指示する。
【００８１】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、オブジェクト画像ｆを拡大する指示を
受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１１６）。換言すれば、ＣＰＵ２は、位置検出
部８からの信号に基づき、ピンチアウトの操作があったか否かを判定する。
【００８２】
　ＣＰＵ２がオブジェクト画像ｆを拡大する指示を受け付けたと判定した場合（ステップ
Ｓ１１６：ＹＥＳ）、すなわち、利用者によってピンチアウト操作が行なわれた場合、編
集部１７は、該ピンチアウト操作における２点間の距離変化に応じて、オブジェクト画像
ｆを拡大する編集処理を行なう（ステップＳ１１７）。編集部１７による拡大の編集につ
いては既に説明しているので、詳しい説明を省略する。
【００８３】
　ＣＰＵ２が、オブジェクト画像ｆを拡大する指示を受け付けていないと判定した場合（
ステップＳ１１６：ＮＯ）、すなわち、利用者によってピンチイン操作が行なわれた場合
、編集部１７は、該ピンチイン操作における２点間の距離変化に応じて、オブジェクト画
像ｆを縮小する編集処理を行なう（ステップＳ１２７）。編集部１７による縮小の編集に
ついては既に説明しているので、詳しい説明を省略する。
【００８４】
　例えば、図６に示すように、利用者が親指及び食指を図中の矢印方向に移動させてピン
チイン操作を行なった場合、用紙画像ｐの大きさは変わらず、オブジェクト画像ｆの大き
さのみが縮小される。
【００８５】
　なお、この際、情報表示部１６は、図６に示すように、当該ピンチイン操作によるオブ
ジェクト画像ｆの大きさの倍率変化を表示する。
【００８６】
　以降、プレビュー画像を編集するための操作を完了した利用者は指を表示部６の表示画
面６１から離す。一方、オブジェクト画像ｆを編集するための操作を続ける利用者は、再
び、指の回転、ピンチイン又はピンチアウトの操作を行なう。
【００８７】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、利用者の指が表示部６の表示画面６１
から離れたか否かを判定する（ステップＳ１１８）。
【００８８】
　ＣＰＵ２は、利用者の指が表示部６の表示画面６１から離れたと判定した場合（ステッ
プＳ１１８：ＹＥＳ）、処理を終了する。また、ＣＰＵ２は、利用者の指が表示部６の表
示画面６１から離れていないと判定した場合（ステップＳ１１８：ＮＯ）、処理を再びス
テップＳ１１３に戻す。
【００８９】
　一方、ステップＳ１１４にて、ＣＰＵ２は、前記２点を結ぶ直線の方向が前記第１方向
に沿う方向でないと判定した場合（ステップＳ１１４：ＮＯ）、すなわち、前記２点を結
ぶ直線の方向が前記第２方向（図６中、Ｌ２）である場合、選択受付部１４は、用紙画像
ｐの選択として受け付ける（ステップＳ１２２）。この際、斯かる旨を利用者に視認させ
るために、用紙画像ｐに所定の色を付け、又は点滅させるように構成しても良い。
【００９０】
　以降、利用者はピンチイン又はピンチアウト操作を行ない、用紙画像ｐの縮小又は拡大
を指示する。
【００９１】
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　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、用紙画像ｐを拡大する指示を受け付け
たか否かを判定する（ステップＳ１２３）。換言すれば、ＣＰＵ２は、位置検出部８から
の信号に基づき、ピンチアウトの操作があったか否かを判定する。
【００９２】
　ＣＰＵ２が用紙画像ｐを拡大する指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ１２３
：ＹＥＳ）、すなわち、利用者によってピンチアウト操作が行なわれた場合、編集部１７
は、該ピンチアウト操作における２点間の距離変化に応じて、用紙画像ｐを拡大する編集
処理を行なう（ステップＳ１２４）。編集部１７による拡大の編集については既に説明し
ているので、詳しい説明を省略する。
【００９３】
　ＣＰＵ２が、用紙画像ｐを拡大する指示を受け付けていないと判定した場合（ステップ
Ｓ１２３：ＮＯ）、すなわち、利用者によってピンチイン操作が行なわれた場合、編集部
１７は、該ピンチイン操作における２点間の距離変化に応じて、用紙画像ｐを縮小する編
集処理を行なう（ステップＳ１２５）。編集部１７による縮小の編集については既に説明
しているので、詳しい説明を省略する。
【００９４】
　ステップＳ１２４にて用紙画像ｐを拡大する編集が行なわれる際、又はステップＳ１２
５にて用紙画像ｐを縮小する編集が行なわれる際、情報表示部１６は、斯かる編集によっ
て変更される記録用紙に対する情報を表示部６に表示する（ステップＳ１２６）。すなわ
ち、編集部１７が用紙画像ｐの大きさを編集する際、用紙決定部１５は出力すべき記録用
紙を決定し、決定された記録用紙に関する情報が情報表示部１６によって表示される。
【００９５】
　図７及び図８は本発明の実施の形態１に係る複合機１００における、用紙画像ｐの編集
を説明する説明図である。
【００９６】
　例えば、図７に示すように、利用者が親指及び食指を図中の矢印方向に移動させてピン
チイン操作を行なった場合、オブジェクト画像ｆの大きさは変わらず、用紙画像ｐの大き
さのみが縮小される。この際、情報表示部１６は、図７に示すように、当該ピンチイン操
作によって変更された、すなわち、用紙決定部１５によって決定された記録用紙に対する
情報を表示部６に表示する。図７では、ステップＳ１０５にて選択されたＡ４用紙の代わ
りに、より小さなサイズの記録用紙である「Ｂ５用紙」のテキストが前記情報として表示
された例を示している。
【００９７】
　また、図８に示すように、利用者が親指及び食指を図中の矢印方向に移動させてピンチ
アウト操作を行なった場合、オブジェクト画像ｆの大きさは変わらず、用紙画像ｐの大き
さのみが拡大される。この際、情報表示部１６は、図８に示すように、当該ピンチアウト
操作によって変更された、すなわち、用紙決定部１５によって決定された記録用紙に対す
る情報を表示部６に表示する。図８では、ステップＳ１０５にて選択されたＡ４用紙の代
わりに、より大きなサイズの記録用紙である「Ｂ４用紙」のテキストが前記情報として表
示された例を示している。
【００９８】
　以降、編集部１７によって編集されたオブジェクト画像ｆが、用紙決定部１５によって
決定された記録用紙に印刷される。
【００９９】
　本発明に係る複合機１００においては、以上に記載したように、編集部１７によって部
分的編集が行なわれる場合、部分的編集の対象の選択指示及び編集指示を共に受け付ける
ことができ、利用者の手間を減らすことが出来る。
【０１００】
　また、以上の説明においては、表示部６に表示された画像が、オブジェクト画像及び用
紙画像というコンテンツを有し、部分的編集が該コンテンツ別に行われる場合を例として
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説明したが、これに限るものでない。例えば、前記部分的編集が、写真、文字等のコンテ
ンツの種類別に行われてもよく、色別に行われるように構成しても良い。
【０１０１】
　換言すれば、位置検出部８が検出した２つの点を結ぶ直線の方向に基づいて、異なる種
類のコンテンツが選択され、異なる色のコンテンツが選択されるように構成しても良い。
【０１０２】
　例えば、表示部６に表示されたオブジェクト画像に対して拡大・縮小する等の編集が行
なわれた場合、斯かる編集による前記オブジェクト画像の大きさ変化に伴い、印刷すべき
記録用紙を適宜変える必要が生じる。従って、利用者は記録用紙を選択するために他の画
面を立ち上げて適切な大きさの記録用紙を選択する煩雑な操作を強いられることとなる。
しかし、本発明に係る複合機１００においては、以上に記載したように、画像の編集及び
記録用紙の選択が同一の画面上にて行われるので、煩雑な操作を省くことが出来る。
【０１０３】
（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る複合機１００は、実施の形態１に係る複合機１００と略同
様の構成を有していが、記憶部５及び制御部１の構成及び作用において異なる。
【０１０４】
　記憶部５は、例えば、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＨＤＤ、ＭＲＡＭ、ＦｅＲＡ
Ｍ、又は、ＯＵＭ等の不揮発性の記憶媒体により構成されている。また、記憶部５は、出
力すべき記録用紙の変更と、オブジェクト画像ｆの大きさの倍率とを対応付けた対応テー
ブルを記憶している。
【０１０５】
　図９は本発明の実施の形態２に係る複合機１００において、記憶部５に記憶されている
対応テーブルの一例を示す例示図である。該対応テーブルにおいては、例えば、出力に係
るオブジェクト及び記録用紙の大きさが共に拡大・縮小される場合、換言すれば、オブジ
ェクト画像ｆ及び用紙画像ｐの大きさが共に編集される場合の対応関係が示されている。
詳しくは、用紙画像ｐが「Ａ４用紙」に係る大きさから「Ａ３用紙」に係る大きさに拡大
される場合、これに対応するオブジェクト画像ｆの倍率は「１４１％」であり、用紙画像
ｐが「Ａ４用紙」に係る大きさから「Ｂ５用紙」に係る大きさに縮小される場合、これに
対応するオブジェクト画像ｆの倍率は「８６％」である旨等か、前記対応テーブルに示さ
れている。
【０１０６】
　制御部１の選択受付部１４は、利用者から２点のタッチ操作を受け付けた場合、位置検
出部８が発する信号に基づき、該２つの点を結ぶ直線の方向に応じて、表示部６に表示さ
れている画像に対する編集の対象として、オブジェクト画像ｆ又は用紙画像ｐの選択を受
け付ける。
【０１０７】
　例えば、選択受付部１４は、前記直線の方向が、表示部６に表示されている画像の中心
部で交差する２つの方向の中、どの方向に沿うものであるかに応じて、オブジェクト画像
ｆ又は用紙画像ｐの選択を受け付ける。
【０１０８】
　一方、前記直線の方向が、前記２つの方向の何れにも沿っていない場合、選択受付部１
４は、オブジェクト画像ｆ及び用紙画像ｐの選択を受け付ける。すなわち、オブジェクト
画像ｆ及び用紙画像ｐが共に選択される。
【０１０９】
　また、このように、選択受付部１４がオブジェクト画像ｆ及び用紙画像ｐの選択を受け
付けた場合においては、編集部１７による前記画像の編集は前記対応テーブルに基づいて
行われる。
【０１１０】
　すなわち、選択受付部１４がオブジェクト画像ｆ及び用紙画像ｐの選択を受け付けてお
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り、利用者によりピンチイン又はピンチアウトの操作が行なわれた場合において、該操作
によるオブジェクト画像ｆの倍率が１２２％に該当する場合、編集部１７は「Ａ４用紙」
であった用紙画像ｐを「Ｂ４用紙」の用紙画像ｐに拡大する編集を共に行なう。また、利
用者によりピンチイン又はピンチアウトの操作が行なわれ、該操作によるオブジェクト画
像ｆの倍率が８１％に該当する場合、編集部１７は「Ｂ４用紙」であった用紙画像ｐを「
Ａ４用紙」の用紙画像ｐに縮小する編集を共に行なう。
【０１１１】
　以下、本発明の実施の形態２に係る複合機１００における、画像編集処理について説明
する。図１０から図１２は本発明の実施の形態２に係る複合機１００における、画像編集
処理を説明するフローチャートである。説明の便宜上、利用者が親指及び食指を使って前
記ピンチイン又はピンチアウト操作を行なう場合を例として説明する。また、以下の説明
においては、トレイ部１３の各トレイにはＡ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙、Ｂ５用紙が収
納されており、表示部６に表示される画像は矩形であって、該画像の縦横の方向に沿うピ
ンチイン又はピンチアウト操作によって、選択受付部１４がオブジェクト画像ｆ又は用紙
画像ｐの選択を受け付けるものとする。
【０１１２】
　ＣＰＵ２は、画像入力部９の前記読取り位置に原稿が載置されたか否かを判定する（ス
テップＳ２０１）。ＣＰＵ２は、原稿が載置されていないと判定した場合（ステップＳ２
０１：ＮＯ）、原稿が載置されるまで斯かる判定を繰り返して行なう。
【０１１３】
　一方、ＣＰＵ２は、原稿が載置されたと判定した場合（ステップＳ２０１：ＹＥＳ）、
載置された原稿のサイズを検出する（ステップＳ２０２）。
【０１１４】
　次いで、ＣＰＵ２は用紙状況の確認を行なう（ステップＳ２０３）。すなわち、ＣＰＵ
２はトレイ部１３の各トレイに設けられた前記トレイセンサの検出結果に基づき、夫々の
トレイにＡ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙、Ｂ５用紙が収納されているか否かを確認する。
【０１１５】
　ＣＰＵ２は、ステップＳ２０２で検出された原稿のサイズ、及び前記用紙状況の確認の
結果に基づき、適正サイズの記録用紙があるか否かを判定する（ステップＳ２０４）。Ｃ
ＰＵ２は適正サイズの記録用紙がないと判定した場合（ステップＳ２０４：ＮＯ）、適正
なサイズの記録用紙を要求する（ステップＳ２０８）。以降、処理はステップＳ２０４に
戻る。
【０１１６】
　ＣＰＵ２は適正サイズの記録用紙があると判定した場合（ステップＳ２０４：ＹＥＳ）
、斯かる記録用紙を適正用紙として選択し（ステップＳ２０５）、該選択の結果をＲＡＭ
４に記憶しておく。現実施の形態においては、適正用紙としてＡ４用紙が選択されたもの
とする。
【０１１７】
　次いで、ＣＰＵ２は、操作パネル１２を監視することにより、複写指示を受け付けたか
否かを判定する（ステップＳ２０６）。
【０１１８】
　例えば、利用者が操作パネル１２の「コピー」キーを操作した場合、ＣＰＵ２は複写指
示を受け付けたと判定し（ステップＳ２０６：ＹＥＳ）、画像入力部９によって画像入力
部９の前記読取り位置に載置された原稿の画像データが読み取られ、該原稿の画像データ
に基づき、画像出力部１０が記録用紙上への印刷を行なう（ステップＳ２０７）。
【０１１９】
　一方、ＣＰＵ２は複写指示を受け付けていないと判定した場合（ステップＳ２０６：Ｎ
Ｏ）、スキャン指示を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ２０９）。ＣＰＵ２はス
キャン指示を受け付けていないと判定した場合（ステップＳ２０９：ＮＯ）、処理をステ
ップＳ２０６に戻す。
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【０１２０】
　ＣＰＵ２はスキャン指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ２０９：ＹＥＳ）、
画像入力部９の前記読取り位置に載置された原稿の読取を画像入力部９に指示し、画像入
力部９は斯かる原稿の読取を行なう（ステップＳ２１０）。画像入力部９によって読み取
られた原稿の画像データはＲＡＭ４に記憶される。
【０１２１】
　表示制御部７はＲＡＭ４に記憶されている原稿の画像データに基づき、表示部６にプレ
ビュー画像を表示する（ステップＳ２１１）。該プレビュー画像は矩形の画像であり、実
施の形態１と同様、オブジェクト画像ｆ及び用紙画像ｐからなる。
【０１２２】
　該プレビュー画像に基づく印刷を希望する利用者は、操作パネル１２の前記スタートキ
ーを操作することにより、印刷を指示する。一方、該プレビュー画像の編集を希望する利
用者は、上述したように、２点をタッチすることにより、オブジェクト画像ｆ又は用紙画
像ｐに対して編集を行なう。
【０１２３】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、表示部６の表示画面に２点のタッチが
あったか否かを判定する（ステップＳ２１２）。ＣＰＵ２は、２点のタッチがなかったと
判定した場合（ステップＳ２１２：ＮＯ）、印刷をスタートする指示を受け付けたか否か
を判定する（ステップＳ２１９）。
【０１２４】
　ＣＰＵ２は、印刷をスタートする指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ２１９
：ＹＥＳ）、処理をステップＳ２０７に移動させ、画像出力部１０による印刷が行なわれ
る。
【０１２５】
　一方、ＣＰＵ２は、印刷をスタートする指示を受け付けていないと判定した場合（ステ
ップＳ２１９：ＮＯ）、斯かる原稿の処理をキャンセルする旨の指示を受け付けたか否か
を判定する（ステップＳ２２０）。
【０１２６】
　ＣＰＵ２は、原稿の処理をキャンセルする旨の指示を受け付けたと判定した場合（ステ
ップＳ２２０：ＹＥＳ）、処理を終了する。また、ＣＰＵ２は、原稿の処理をキャンセル
する旨の指示を受け付けていないと判定した場合（ステップＳ２２０：ＮＯ）、処理をス
テップＳ２１２に戻す。
【０１２７】
　一方、ステップＳ２１２にて、ＣＰＵ２が表示部６の表示画面に２点のタッチがあった
と判定した場合（ステップＳ２１２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２は、斯かるプレビュー画像を回
転する旨の指示を受け付けたか否かを更に判定する（ステップＳ２１３）。
【０１２８】
　ＣＰＵ２は、前記プレビュー画像を回転する旨の指示を受け付けたと判定した場合（ス
テップＳ２１３：ＹＥＳ）、編集部１７に該プレビュー画像を回転させる編集を指示し、
編集部１７は該プレビュー画像の向きを回転させる編集処理を行なう（ステップＳ２２１
）。
【０１２９】
　ＣＰＵ２は、前記プレビュー画像を回転する旨の指示を受け付けていないと判定した場
合（ステップＳ２１３：ＮＯ）、位置検出部８からの信号、及び該プレビュー画像（座標
）に基づき、斯かる２点を結ぶ直線の方向が、該プレビュー画像の中心部で交差する縦横
線の中、縦線方向（以下、第１方向と言う。）に沿う方向であるか否かを判定する（ステ
ップＳ２１４）。
【０１３０】
　図１３は本発明の実施の形態２に係る複合機１００における、オブジェクト画像ｆの編
集を説明する説明図である。図１３においては、表示部６に表示された矩形のプレビュー
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画像の縦線方向（第１方向）には参照番号Ｌ１が付され、横線方向（第２方向）には参照
番号Ｌ２が付されている。本実施の形態においては、当該２点を結ぶ直線の方向が、第１
方向に沿う場合、オブジェクト画像ｆに対する編集が行なわれる。また、該直線の方向が
第２方向に沿う場合は、用紙画像ｐに対する編集が行なわれる。
【０１３１】
　ＣＰＵ２は、前記２点を結ぶ直線の方向が、前記第１方向に沿う方向であると判定した
場合（ステップＳ２１４：ＹＥＳ）、選択受付部１４は、オブジェクト画像ｆの選択とし
て受け付ける（ステップＳ２１５）。この際、斯かる旨を利用者に視認させるために、オ
ブジェクト画像ｆに所定の色を付け、又は点滅させるように構成しても良い。以降、利用
者はピンチイン又はピンチアウト操作を行ない、オブジェクト画像ｆの縮小又は拡大を指
示する。
【０１３２】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、オブジェクト画像ｆを拡大する指示を
受け付けたか否かを判定する（ステップＳ２１６）。ＣＰＵ２がオブジェクト画像ｆを拡
大する指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ２１６：ＹＥＳ）、すなわち、利用
者によってピンチアウト操作が行なわれた場合、編集部１７は、該ピンチアウト操作にお
ける２点間の距離変化に応じて、オブジェクト画像ｆを拡大する編集処理を行なう（ステ
ップＳ２１７）。編集部１７による拡大の編集については既に説明しているので、詳しい
説明を省略する。
【０１３３】
　ＣＰＵ２が、オブジェクト画像ｆを拡大する指示を受け付けていないと判定した場合（
ステップＳ２１６：ＮＯ）、すなわち、利用者によってピンチイン操作が行なわれた場合
、編集部１７は、該ピンチイン操作における２点間の距離変化に応じて、オブジェクト画
像ｆを縮小する編集処理を行なう（ステップＳ２２８）。編集部１７による縮小の編集に
ついては既に説明しているので、詳しい説明を省略する。
【０１３４】
　例えば、図１３に示すように、利用者が親指及び食指を図中の矢印方向に移動させてピ
ンチイン操作を行なった場合、用紙画像ｐの大きさは変わらず、オブジェクト画像ｆの大
きさのみが縮小される。この際、情報表示部１６は、図１３に示すように、当該ピンチイ
ン操作によるオブジェクト画像ｆの大きさの倍率変化を表示する。
【０１３５】
　以降、プレビュー画像を編集するための操作を完了した利用者は指を表示部６の表示画
面６１から離す。一方、オブジェクト画像ｆを編集するための操作を続ける利用者は、再
び、指の回転、ピンチイン又はピンチアウトの操作を行なう。
【０１３６】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、利用者の指が表示部６の表示画面６１
から離れたか否かを判定する（ステップＳ２１８）。ＣＰＵ２は、利用者の指が表示部６
の表示画面６１から離れたと判定した場合（ステップＳ２１８：ＹＥＳ）、処理を終了す
る。また、ＣＰＵ２は、利用者の指が表示部６の表示画面６１から離れていないと判定し
た場合（ステップＳ２１８：ＮＯ）、処理を再びステップＳ２１３に戻す。
【０１３７】
　一方、ステップＳ２１４にて、ＣＰＵ２は、前記２点を結ぶ直線の方向が前記第１方向
に沿う方向でないと判定した場合（ステップＳ２１４：ＮＯ）、位置検出部８からの信号
に基づき、該直線の方向が前記第２方向（図１３中、Ｌ２）に沿う方向であるか否かを判
定する（ステップＳ２２２）。
【０１３８】
　ＣＰＵ２が前記直線の方向を前記第２方向に沿う方向であると判定した場合（ステップ
Ｓ２２２：ＹＥＳ）、選択受付部１４は、用紙画像ｐの選択として受け付ける（ステップ
Ｓ２２３）。この際、斯かる旨を利用者に視認させるために、用紙画像ｐに所定の色を付
け、又は点滅させるように構成しても良い。以降、利用者はピンチイン又はピンチアウト
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操作を行ない、用紙画像ｐの縮小又は拡大を指示する。
【０１３９】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、用紙画像ｐを拡大する指示を受け付け
たか否かを判定する（ステップＳ２２４）。ＣＰＵ２が用紙画像ｐを拡大する指示を受け
付けたと判定した場合（ステップＳ２２４：ＹＥＳ）、すなわち、利用者によってピンチ
アウト操作が行なわれた場合、編集部１７は、該ピンチアウト操作における２点間の距離
変化に応じて、用紙画像ｐを拡大する編集処理を行なう（ステップＳ２２５）。編集部１
７による拡大の編集については既に説明しているので、詳しい説明を省略する。
【０１４０】
　ＣＰＵ２が、用紙画像ｐを拡大する指示を受け付けていないと判定した場合（ステップ
Ｓ２２４：ＮＯ）、すなわち、利用者によってピンチイン操作が行なわれた場合、編集部
１７は、該ピンチイン操作における２点間の距離変化に応じて、用紙画像ｐを縮小する編
集処理を行なう（ステップＳ２２６）。編集部１７による縮小の編集については既に説明
しているので、詳しい説明を省略する。
【０１４１】
　ステップＳ２２５にて用紙画像ｐを拡大する編集が行なわれる際、又はステップＳ２２
６にて用紙画像ｐを縮小する編集が行なわれる際、情報表示部１６は、斯かる編集によっ
て変更される記録用紙に対する情報を表示部６に表示する（ステップＳ２２７）。
【０１４２】
　図１４は本発明の実施の形態２に係る複合機１００における、用紙画像ｐの拡大の編集
を説明する説明図である。
【０１４３】
　例えば、図１４に示すように、利用者が親指及び食指を図中の矢印方向に移動させてピ
ンチアウト操作を行なった場合、オブジェクト画像ｆの大きさは変わらず、用紙画像ｐの
大きさのみが拡大される。この際、情報表示部１６は、図１４に示すように、当該ピンチ
アウト操作によって変更された、すなわち、用紙決定部１５によって決定された記録用紙
に対する情報を表示部６に表示する。図１４では、ステップＳ２０５にて選択されたＡ４
用紙の代わりに、より大きなサイズの記録用紙である「Ｂ４用紙」のテキストが前記情報
として表示された例を示している。
【０１４４】
　一方、ステップＳ２２２にて、ＣＰＵ２が前記直線の方向を前記第２方向に沿う方向で
ないと判定した場合（ステップＳ２２２：ＮＯ）、換言すれば、前記２点を結ぶ直線の方
向が前記第１方向でもなく、前記第２方向でもない場合、選択受付部１４は、用紙画像ｐ
及びオブジェクト画像ｆの選択として受け付ける（ステップＳ２２９）。
【０１４５】
　本実施の形態においては、利用者の親指及び食指に係る２点を結ぶ直線の方向は、表示
部６に表示された矩形の画像の対角線方向であるとし、以降、利用者はピンチイン又はピ
ンチアウト操作を行ない、用紙画像ｐ及びオブジェクト画像ｆの縮小又は拡大を指示する
ものとする。
【０１４６】
　ＣＰＵ２は、位置検出部８からの信号に基づき、用紙画像ｐ及びオブジェクト画像ｆを
拡大する指示を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ２３０）。ＣＰＵ２が用紙画像
ｐ及びオブジェクト画像ｆを拡大する指示を受け付けたと判定した場合（ステップＳ２３
０：ＹＥＳ）、すなわち、利用者によってピンチアウト操作が行なわれた場合、編集部１
７は、該ピンチアウト操作における２点間の距離変化に応じて、用紙画像ｐを拡大する編
集処理を行なう（ステップＳ２３１）。
【０１４７】
　また、編集部１７は、記憶部５に記憶されている対応テーブルに基づき、上述した用紙
画像ｐの拡大の編集に対応するオブジェクト画像ｆの倍率だけ、オブジェクト画像ｆを拡
大する編集処理を行なう（ステップＳ２３２）。
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【０１４８】
　続いて、用紙決定部１５は上述した方法によって用紙を決定し、用紙決定部１５によっ
て決定された用紙に対する情報を、情報表示部１６が表示部６に表示する（ステップＳ２
３５）。
【０１４９】
　一方、ＣＰＵ２が用紙画像ｐ及びオブジェクト画像ｆを拡大する指示を受け付けていな
いと判定した場合（ステップＳ２３０：ＮＯ）、すなわち、利用者によってピンチイン操
作が行なわれた場合、編集部１７は、該ピンチイン操作における２点間の距離変化に応じ
て、用紙画像ｐを縮小する編集処理を行なう（ステップＳ２３３）。
【０１５０】
　また、編集部１７は、記憶部５に記憶されている対応テーブルに基づき、上述した用紙
画像ｐの縮小の編集に対応するオブジェクト画像ｆの倍率だけ、オブジェクト画像ｆを縮
小する編集処理を行なう（ステップＳ２３４）。
【０１５１】
　続いて、用紙決定部１５は上述した方法によって用紙を決定し、用紙決定部１５によっ
て決定された用紙に対する情報を、情報表示部１６が表示部６に表示する（ステップＳ２
３５）。この際、情報表示部１６がオブジェクト画像ｆの編集に係る倍率も共に表示する
ように構成しても良い。
【０１５２】
　図１５及び図１６は本発明の実施の形態２に係る複合機１００において、用紙画像ｐ及
びオブジェクト画像ｆを共に編集する場合を説明する説明図である。
【０１５３】
　例えば、図１５に示すように、利用者が親指及び食指を図中の矢印方向に移動させてピ
ンチイン操作を行なった場合、用紙画像ｐと共にオブジェクト画像ｆの大きさが縮小され
る。この際、情報表示部１６は、図１５に示すように、当該ピンチイン操作によって変更
された、すなわち、用紙決定部１５によって決定された記録用紙に対する情報、及びオブ
ジェクト画像ｆの編集に係る倍率を表示部６に表示する。図１５では、ステップＳ２０５
にて選択されたＡ４用紙の代わりに、より小さなサイズの記録用紙である「Ｂ５用紙」の
テキストが前記情報として表示されている。また、用紙画像ｐが「Ａ４用紙」に係る大き
さから「Ｂ５用紙」に係る大きさに縮小される場合に対応するオブジェクト画像ｆの倍率
である「８６％」が共に表示されている（図９参照）。
【０１５４】
　また、図１６に示すように、利用者が親指及び食指を図中の矢印方向に移動させてピン
チアウト操作を行なった場合、用紙画像ｐと共にオブジェクト画像ｆの大きさが拡大され
る。この際、情報表示部１６は、図１６に示すように、当該ピンチアウト操作によって変
更された、すなわち、用紙決定部１５によって決定された記録用紙に対する情報、及びオ
ブジェクト画像ｆの編集に係る倍率を表示部６に表示する。図１６では、ステップＳ２０
５にて選択されたＡ４用紙の代わりに、より大きなサイズの記録用紙である「Ｂ４用紙」
のテキストが前記情報として表示されている。また、用紙画像ｐが「Ａ４用紙」に係る大
きさから「Ｂ４用紙」に係る大きさに拡大される場合に対応するオブジェクト画像ｆの倍
率である「１２２％」が共に表示されている（図９参照）。
【０１５５】
　以上の実施の形態２の記載においては、用紙画像ｐの拡大・縮小の編集の後に、該編集
にあわせてオブジェクト画像ｆの編集が行なわれる場合を例にあげて説明したが、これに
限るものでない。先ず、オブジェクト画像ｆの拡大・縮小の編集が行なわれ、この後に該
編集にあわせて用紙画像ｐの編集が行なわれるように構成しても良い。
【０１５６】
　なお、本発明に係る複合機１００の構成は以上の記載に限るものでない。以上の記載に
おいては、選択受付部１４がオブジェクト画像ｆの選択を受け付け、利用者のピンチイン
又はピンチアウトの操作に基づいてオブジェクト画像ｆの編集が行なわれる際、利用者の
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２本の指に係る２点間の距離変化に応じて順にオブジェクト画像ｆの倍率が変更される場
合を例として説明したがこれに限るものでない。例えば、斯かるオブジェクト画像ｆの倍
率の変更は、図９の対応テーブルにて示すように、１４１％、１２２％、…、８１％、７
０％の順（又は逆順）に変更されるように構成しても良い。
【０１５７】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１５８】
（実施の形態３）
　図１７は本発明の実施の形態３の複合機１００の要部構成を示すブロック図である。実
施の形態３の複合機１００は、動作を行なうためのコンピュータプログラムが、Ｉ／Ｆ２
０を介してＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体Ａで提供することも可能であるように構成さ
れている。さらに、実施の形態３の複合機１００は、前記コンピュータプログラムを、図
示しない外部装置から通信部３０を介してダウンロードすることも可能であるように構成
されている。以下に、その内容を説明する。
【０１５９】
　実施の形態３の複合機１００は外装（又は内装）の記録媒体読み取り装置（図示せず）
を備えており、該記録媒体読み取り装置に、位置検出部８によって検出された２点を結ぶ
直線の方向に基づき、表示部６に表示された画像（表示画像）を編集させるプログラム等
が記録された可搬型記録媒体Ａを挿入して、例えば、ＣＰＵ２がＲＯＭ３にこのプログラ
ムをインストールする。かかるプログラムはＲＡＭ４にロードして実行される。これによ
り、実施の形態３の本発明の複合機１００として機能する。
【０１６０】
　前記記録媒体としては、いわゆるプログラムメディアであっても良く、磁気テープ及び
カセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスク及びハードディスク等の磁気ディス
ク並びにＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等の光ディスクのディスク系、ＩＣカード（
メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムコード
を担持する媒体であっても良い。
【０１６１】
　通信部３０を介してネットワークからプログラムコードをダウンロードするように流動
的にプログラムコードを担持する媒体であっても良い。なお、このように通信ネットワー
クからプログラムをダウンロードする場合には、そのダウンロード用のプログラムは予め
本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体からインストールされるものであって
も良い。なお、本発明は、前記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波
に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
【０１６２】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１６３】
　以上の記載においては、１つの原稿画像に対して、用紙サイズの変換指示、画像サイズ
の変換指示、又は画像の回転指示等の編集指示を２本の指で操作する場合を例として説明
したが、本発明はこれに限るものでない。
　
　例えば、原稿束の複数ページの原稿に係る原稿画像が読み取られた場合には、所定の原
稿画像に対する編集指示に係る編集結果が、全ての原稿画像においても反映されるように
構成しても良く、選択された特定ページの原稿画像に対してのみ反映されるように構成し
ても良い。また、これらの何れかをユーザが選択できるように構成しても良い。
【０１６４】
　この場合は、選択された特定ページの原稿画像に対する編集指示を他の原稿画像にも反
映する指示をユーザから受け付けるためのキーを、本発明に係る複合機に設けることによ
り実現できる。
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【０１６５】
　また、本発明に係る複合機は以上の記載に限るものでなく、従来の拡大、縮小、用紙サ
イズ選択、回転等の操作キーとの併用、また他の編集機能との組み合わせ指示も可能であ
る。
【符号の説明】
【０１６６】
　１　制御部
　２　ＣＰＵ
　５　記憶部
　６　表示部
　６１　表示画面
　８　位置検出部
　１４　選択受付部
　１５　用紙決定部
　１６　情報表示部
　１７　編集部
　１００　複合機
　Ａ　記録媒体
　ｐ　用紙画像
　ｆ　オブジェクト画像

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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