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(57)【要約】
【課題】画像編集に係るユーザインタフェイス（ＵＩ）
部品の操作性及び視認性を高めることができる技術を提
供する。
【解決手段】画像編集装置は、表示装置と、画像データ
を記憶する記憶手段と、画像データのプレビュー画像を
表示画面上に表示するプレビュー表示手段とを含む。プ
レビュー表示手段はプレビュー画像をスクロールするた
めのＵＩ部品であるスクロールバーを画面上に表示する
。画像がスクロールされると、スクロールバーは拡大ス
クロールバー４６８に変化し、ページ移動ボタン４６４
及び４６６、並びにページ番号４７０、４７２、及び４
７４が追加表示される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面を有する表示装置と、
　画像データを記憶するための記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された画像データのプレビュー画像を前記表示画面上に表示す
るためのプレビュー表示手段とを含み、
　前記プレビュー表示手段は、前記画像データのプレビュー画像の全体が前記表示画面上
に表示できないときには、前記表示画面上に表示されるプレビュー画像をスクロールする
ためにユーザが操作可能なユーザインタフェース（ＵＩ）部品を前記表示画面上の第１の
領域を占めるように表示し、
　さらに、
　前記ＵＩ部品が操作されたことに応答して、前記表示画面上に表示される前記画像デー
タをスクロールするよう、前記プレビュー表示手段を制御するためのスクロール手段と、
　前記ＵＩ部品が操作されたことに応答して、前記表示画面上に表示される前記ＵＩ部品
の第１の表示態様を、前記表示画面中の前記第１の領域より大きな第２の領域を占める第
２の表示態様に変更するための表示態様変更手段とを含む画像編集装置。
【請求項２】
　前記第２の領域が前記第１の領域を包含する、請求項１に記載の画像編集装置。
【請求項３】
　所定時間以上前記ＵＩ部品に対する操作が行なわれないことに応答して、前記ＵＩ部品
の表示態様を、前記第１の表示態様へ復帰させる表示態様復帰手段をさらに含む、請求項
１又は請求項２に記載の画像編集装置。
【請求項４】
　前記ＵＩ部品は、前記第１の表示態様では前記第１の表示領域に所定の大きさで表示さ
れるスクロールバーを含み、前記第２の表示態様では、前記第２の表示領域に前記所定の
大きさよりも大きく表示されるスクロールバーを含む、請求項１から請求項３のいずれか
に記載の画像編集装置。
【請求項５】
前記ＵＩ部品は、前記第２の表示態様では、当該スクロールバーに加え、当該スクロール
バーに近接して前記第２の表示領域内に表示される、プレビュー画像を所定のページへジ
ャンプさせるためのボタンを含む、請求項４に記載の画像編集装置。
【請求項６】
　前記ＵＩ部品は、前記第１の表示態様では前記第１の表示領域に所定の大きさで表示さ
れるスクロールバーを含み、前記第２の表示態様では、当該スクロールバーに加え、当該
スクロールバーに近接して前記第２の表示領域内に表示される、プレビュー画像を所定の
ページへジャンプさせるためのボタンを含む、請求項１から請求項３のいずれかに記載の
画像編集装置。
【請求項７】
前記ボタンは、前記画像データの先頭ページにジャンプするための先頭ページ移動ボタン
、及び、前記画像データの最終ページにジャンプするための最終ページ移動ボタンを含む
、請求項５又は請求項６に記載の画像編集装置。
【請求項８】
　前記第２の表示態様において、前記プレビュー表示手段により前記表示画面上に表示さ
れる前記画像データの各ページに、ページ番号を追加表示するためのページ番号表示手段
をさらに含む、請求項１から請求項７のいずれかに記載の画像編集装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像編集装置に関し、特に、画像編集に係るユーザインタフェース部品の視
認性及び操作性を高める画像編集装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、多くの事業所（会社、事務所等）において、画像編集装置の１種である複合機が
導入されている。複合機はコピーモード、ファクシミリモード、ネットワーク対応のプリ
ンタモード、及びスキャナモードのように、複数の基本的な動作モードを備える。こうし
た複合機ではタッチパネルディスプレイを備えていることが多く、ユーザはディスプレイ
上で、画像データの確認及び編集を行なうことができる。ユーザは表示画面を見ながらタ
ッチパネルを操作できる。複合機は他にも、画像データの蓄積及びプレビュー表示など、
種々の機能を備えている。これらに関する指示も、ユーザは操作パネルを通じて行なうこ
とが多い。そのため、画像編集装置のインターフェイス画面が果たす役割は、ますます重
要なものとなっている。
【０００３】
　このような画像編集装置においては、画像データの確認及び編集操作を同一のディスプ
レイ上で行なうことが多い。そのためこうしたインターフェイス画面においては表示項目
を可能な限り少なくし、ユーザが見やすい画面にする必要がある。ユーザはディスプレイ
に直接タッチして編集操作を行なうため、表示されるユーザインタフェース（ＵＩ）部品
は操作性が高いことが望ましい。
【０００４】
　こうした視認性及び操作性について、後掲の特許文献１では、機能ボタンのタッチに応
じて、複数のボタン群を拡大表示する技術を開示している。この技術では、ユーザがタッ
チしたボタンに関連するボタン群が、タッチに応じて拡大され、それ以外のボタン群は視
認可能な程度の小さなサイズで表示される。そのためユーザは拡大表示されたボタンを確
認及び操作しやすくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－７２４８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示される技術では、ボタン群の拡大表示がなされると、当該箇
所以外の部分は画面上では小さなサイズでしか表示されない。そのため、拡大表示された
ボタン以外のボタンを操作する必要が生じたときに、操作性が下がる恐れがある。さらに
、一般的にボタン群を操作した後、続けて同種のボタンを操作することはむしろ稀である
という問題がある。つまり、従来技術はその利点を十分に利用していない。
【０００７】
　それゆえに、本発明の目的は、画像編集に係るＵＩ部品の表示態様の変化を十分に活か
し、ＵＩ部品の視認性及び操作性を高めることができる画像編集装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る画像編集装置は、表示画面を有する表示装置と、画像データを記憶するた
めの記憶手段と、記憶手段により記憶された画像データのプレビュー画像を表示画面上に
表示するためのプレビュー表示手段とを含む。プレビュー表示手段は、画像データのプレ
ビュー画像の全体が表示画面上に表示できないときには、表示画面上に表示されるプレビ
ュー画像をスクロールするためにユーザが操作可能なユーザインタフェース（ＵＩ）部品
を表示画面上の第１の領域を占めるように表示する。さらに、画像編集装置は、ＵＩ部品
が操作されたことに応答して、表示画面上に表示される画像データをスクロールするよう
、プレビュー表示手段を制御するためのスクロール手段と、ＵＩ部品が操作されたことに
応答して、表示画面上に表示されるＵＩ部品の第１の表示態様を、表示画面中の第１の領
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域より大きな第２の領域を占める第２の表示態様に変更するための表示態様変更手段とを
含む。
【０００９】
　プレビュー画像をスクロールすると、ＵＩ部品の表示態様は、第１の表示態様より大き
な第２の表示態様に変化する。ユーザはスクロールのために操作するＵＩ部品を明確に視
認できる。操作するＵＩ部品が大きな領域を占める様に表示されるので、ユーザはこのＵ
Ｉ部品を操作しやすくなる。
【００１０】
　好ましくは、第２の領域は第１の領域を包含する。
【００１１】
　ＵＩ部品はその態様が第１の表示態様から第２の表示態様に変化しても、表示される箇
所は変化しない。同一箇所で表示態様が変化するため、ユーザはその変化を確認しやすく
、目線及び操作位置を変更する必要がない。
【００１２】
好ましくは、画像編集装置は、所定時間以上ＵＩ部品に対する操作が行なわれないことに
応答して、ＵＩ部品の表示態様を、第１の表示態様へ復帰させる表示態様復帰手段をさら
に含む。
【００１３】
　所定時間以上画像をスクロールする操作が行なわれなければ、ＵＩ部品は第１の表示態
様に復帰する。スクロール操作以外の操作を行なう場合には当該ＵＩ部品の表示態様は第
１の表示態様であり、比較的小さな第１の領域に表示される。スクロールに係るＵＩ部品
以外の表示を大きくすることができ、画面の視認性を向上させることができる。
【００１４】
　好ましくは、ＵＩ部品は、第１の表示態様では第１の表示領域に所定の大きさで表示さ
れるスクロールバーを含み、第２の表示態様では、第２の表示領域に所定の大きさよりも
大きく表示されるスクロールバーを含む。
【００１５】
　画像データを操作するためのＵＩ部品として、スクロールバーが表示される。スクロー
ルバーの第１の表示態様は第２の表示態様より大きく、ユーザはスクロールバーの操作を
容易に行なえる。
【００１６】
さらに好ましくは、ＵＩ部品は、第２の表示態様では当該スクロールバーに加え、当該ス
クロールバーに近接して第２の表示領域内に表示されるプレビュー画像を所定のページへ
ジャンプさせるためのボタンを含む。
【００１７】
　第２の表示態様では、拡大したスクロールバー付近にプレビュー画像を移動させるボタ
ンが表示される。このボタンを操作することで、プレビュー画像のスクロールをより素早
く行なうことができる。
【００１８】
　好ましくは、ＵＩ部品は、第１の表示態様では第１の表示領域に所定の大きさで表示さ
れるスクロールバーを含み、第２の表示態様では、当該スクロールバーに加え、当該スク
ロールバーに近接して第２の表示領域内に表示される、プレビュー画像を所定のページへ
ジャンプさせるためのボタンを含む。
【００１９】
　第２の表示態様では、スクロールバーと共に、プレビュー画像を所定ページへジャンプ
させるボタンも表示される。ユーザはスクロールバー又はボタンのどちらを操作してもプ
レビュー画像をスクロールできる。
【００２０】
　さらに好ましくは、ボタンは、画像データの先頭ページにジャンプするための先頭ペー
ジ移動ボタン、及び、画像データの最終ページにジャンプするための最終ページ移動ボタ
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ンを含む。
【００２１】
　先頭ページ移動ボタン及び最終ページ移動ボタンを押下すると、画像データの先頭ペー
ジ又は最終ページがプレビュー表示される。そのためユーザは容易にプレビュー画像を先
頭ページ又は最終ページへジャンプさせることができる。
【００２２】
　好ましくは、画像編集装置は、第２の表示態様において、プレビュー表示手段により表
示画面上に表示される画像データの各ページに、ページ番号を追加表示するためのページ
番号表示手段をさらに含む。
【００２３】
　プレビュー画像をスクロールすると、画像データの各ページにページ番号が追加表示さ
れる。ページ番号によりプレビュー表示されているページが画像データ全体のどのページ
を指すのかを、容易に確認できる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によると、編集操作の開始に応じて、編集操作に係るＵＩ部品の表示が変化する
。したがって、以後、そのＵＩ部品を用いた操作（たとえばスクロール）が容易に行なえ
る。スクロールに関しては連続して操作されることが多く、ＵＩ部品の表示態様の変化に
よる利点を十分に活かし、ＵＩ部品の視認性と操作性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像編集装置の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示す画像編集装置の内部構成を示す図である。
【図３】図１に示す画像編集装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】タッチパネルディスプレイに表示される１Ｄフィット画面を示す図である。
【図５】タッチパネルディスプレイに表示される２Ｄ画面を示す図である。
【図６】タッチパネルディスプレイに表示されるページフロー画面を示す図である。
【図７】図４に示す１Ｄフィット画面の表示が変化したことを示す図である。
【図８】図７に示す画像を元の状態に復帰させるために実行されるプログラムの制御構造
を示す図である。
【図９】１Ｄフィット画面の表示時に実行されるプログラムの制御構造を示す図である。
【図１０】１Ｄフィット画面上のスクロールバーが操作された場合に実行されるプログラ
ムの制御構造を示す図である。
【図１１】１Ｄフィット画面上のプレビュー表示が操作された場合に実行されるプログラ
ムの制御構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下の実施の形態では、同一の部品には同一の参照番号を付してある。それらの機能お
よび名称も同一である。従って、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００２７】
　本発明の実施の形態に係る画像編集装置について、画像形成装置を例として説明する。
本発明に係る操作機器は、このような画像形成装置以外の画像編集装置でもよい。本実施
の形態に係る画像編集装置は、複数の動作モードを備え、その動作モードを選択するため
のボタンがハードウェアボタンからソフトウェアボタンへ変更された場合であっても、ユ
ーザが戸惑うことなく動作モードを適切に選択することができるように、動作モード選択
ボタンをタッチパネルディスプレイに表示する操作機器を備えた装置であればよい。
【００２８】
　なお、本実施の形態に係る画像編集装置は、ジェスチャー操作方法とジェスチャー操作
によらないタッチ操作方法とにより操作が可能なタッチパネルディスプレイを含むとする
が、タッチ操作のみが可能なタッチパネルディスプレイを含む装置であってもよい。
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【００２９】
　この画像編集装置は、電子写真方式により記録用紙に画像を形成する。この画像編集装
置は、動作モードとして、コピーモード、メールモード、ＦＡＸモード、ｉ－ＦＡＸモー
ド、共有フォルダモード、データ入力モード、ＦＴＰモード、デスクトップモードを備え
る。以下では、コピーモードでの動作を説明することで、本実施の形態に係る画像編集装
置１００の構成に関する説明とする。
【００３０】
　［機能］
　図１～図３を参照して、画像編集装置１００は、原稿読取部１０２、画像形成部１０４
、給紙部１０６、排紙処理装置１０８、および操作ユニット１２０を含む。操作ユニット
１２０は、タッチパネルディスプレイ１３０と表示操作部１４０とを含む。タッチパネル
ディスプレイ１３０は、液晶パネル等で構成された表示パネル１３２と、表示パネル１３
２に重ねて配置されたユーザの指で押圧された位置を検出するタッチパネル１３４とを含
む。表示操作部１４０は、表示灯１４２と、電源キー１４４と、省エネルギキー（以下「
省エネキー」と記載）１４６と、動作モードを選択するホーム画面へタッチパネルディス
プレイ１３０の表示画面を戻すためのホームキー１４８とを含む。
【００３１】
　このように本実施の形態に係る画像編集装置１００は、主たる操作デバイスとしてタッ
チパネルディスプレイ１３０を含むとともに、ハードウェアキーおよび表示灯を持つ表示
操作部１４０を含む。表示操作部１４０のキー（電源キー１４４、省エネキー１４６、ホ
ームキー１４８）は、タッチパネルディスプレイ１３０により実現されるソフトウェアボ
タンと対比して、ハードウェアボタンとして構成される点が特徴である。なお、画像編集
装置１００は、このような構成の表示操作部１４０を含むものに限定されず、タッチパネ
ルディスプレイ１３０のみを持つものであってもよい。タッチパネルディスプレイ１３０
に表示されたホーム画面においてユーザが動作モードを選択すると、選択された動作モー
ドにおける初期画面に切り換わるものであれば構わない。このような画像編集装置１００
の動作モードについて説明する。
【００３２】
　－コピーモード－
　以下において、コピーモードでの動作説明を行なう。このコピーモードにおいては、主
として、原稿読取部（以下、スキャナ部と記載する場合がある。）１０２および画像形成
部１０４が動作する。
【００３３】
　画像編集装置１００においては、原稿載置台に置かれた原稿が原稿読取部１０２により
画像データとして読取られ、読取られた画像データが図３に示すマイクロコンピュータ等
から構成されるＣＰＵ３００に入力され、ここで画像データに各種の画像処理が施され、
この画像データが画像形成部１０４へと出力される。
【００３４】
　画像形成部１０４は、画像データによって示される原稿の画像を記録媒体（多くの場合
、記録用紙）に印刷するものであって、感光体ドラム２２２、帯電装置２２４、レーザス
キャンユニット（以下、「ＬＳＵ」と称する。）２２６、現像装置２２８、転写装置２３
０、クリーニング装置２３２、定着装置２３４、および図示しない除電装置等を備えてい
る。
【００３５】
　画像形成部１０４には、主搬送路２３６および反転搬送路２３８が設けられており、給
紙部１０６から給紙されてきた記録用紙が主搬送路２３６に沿って搬送される。給紙部１
０６は、用紙カセット２４０に収納された記録用紙、または手差しトレイ２４２に載置さ
れた記録用紙を１枚ずつ引出して記録用紙を画像形成部１０４の主搬送路２３６へと送り
出す。
【００３６】



(7) JP 2012-68816 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

　画像形成部１０４の主搬送路２３６に沿って記録用紙が搬送されている途中で、記録用
紙が感光体ドラム２２２と転写装置２３０との間を通過し、さらに定着装置２３４を通過
して、記録用紙に対する印刷が行なわれる。
【００３７】
　感光体ドラム２２２は、一方向に回転し、その表面は、クリーニング装置２３２と除電
装置によりクリーニングされた後、帯電装置２２４により均一に帯電される。
【００３８】
　ＬＳＵ２２６は、印刷対象の画像データに基づいてレーザ光を変調し、このレーザ光に
よって感光体ドラム２２２の表面を主走査方向に繰返し走査して、静電潜像を感光体ドラ
ム２２２の表面に形成する。
【００３９】
　現像装置２２８は、トナーを感光体ドラム２２２の表面に供給して静電潜像を現像し、
トナー像を感光体ドラム２２２の表面に形成する。
【００４０】
　転写装置２３０は、当該転写装置２３０と感光体ドラム２２２との間を通過していく記
録用紙に感光体ドラム２２２の表面のトナー像を転写する。
【００４１】
　定着装置２３４は、記録用紙を加熱するための加熱ローラ２４８と、記録用紙を加圧す
るための加圧ローラ２５０とを含む。記録用紙は、加熱ローラ２４８によって加熱され、
かつ、加圧ローラ２５０によって加圧されることによって、記録用紙上に転写されたトナ
ー像が記録用紙に定着される。この定着装置２３４へ供給される電力によりヒータを温め
て加熱ローラ２４８の温度が定着に適した温度になるように制御されている。なお、省エ
ネモードに移行すると、たとえば、このヒータへ供給される電力が停止されたり削減され
たりする。
【００４２】
　主搬送路２３６と反転搬送路２３８との接続位置には、分岐爪２４４が配設されている
。記録用紙の片面のみに印刷が行なわれる場合は、分岐爪２４４が位置決めされ、この分
岐爪２４４により定着装置２３４からの記録用紙が排紙トレイ２４６または排紙処理装置
１０８の方へと導かれる。
【００４３】
　記録用紙の両面に印刷が行なわれる場合は、分岐爪２４４が所定方向に回動されて記録
用紙が反転搬送路２３８の方へと導かれる。記録用紙は、反転搬送路２３８を通過して、
その表裏を反転されて主搬送路２３６へと再び搬送され、主搬送路２３６の再度の搬送途
中で、その裏面への印刷が行なわれて排紙トレイ２４６または排紙処理装置１０８の方へ
と導かれる。
【００４４】
　上述のようにして印刷された記録用紙は、排紙トレイ２４６または排紙処理装置１０８
の方へと導かれて排紙トレイ２４６に排出され、または排紙処理装置１０８の各排紙トレ
イ１１０のいずれかに排出される。
【００４５】
　排紙処理装置１０８では、複数の記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出する
処理、各記録用紙にパンチングする処理、および各記録用紙にステープルする処理を施す
。たとえば、複数部の印刷物を作成する場合は、各排紙トレイ１１０に印刷物の一部ずつ
が割り当てられるように、各記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出し、排紙ト
レイ１１０毎に、排紙トレイ１１０上の各記録用紙にパンチング処理またはステープル処
理を施して印刷物を作成する。
【００４６】
　－ファクシミリモード－
　以下において、ファクシミリモードでの動作説明を行なう。このファクシミリモードに
おいては、主として、送信動作は原稿読取部１０２およびＦＡＸ通信部１６０が動作する



(8) JP 2012-68816 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

ことにより、受信動作はＦＡＸ通信部１６０および画像形成部１０４が動作する。
【００４７】
　・送信動作
　画像編集装置１００においては、ファクシミリモードを指定して、原稿載置台に置かれ
た原稿が原稿読取部１０２により画像データとして読取られ、読取られた画像データが図
３に示すマイクロコンピュータ等から構成されるＣＰＵ３００に入力され、ここで画像デ
ータに各種の画像処理が施され、この画像データがＦＡＸ通信部（図３のＦＡＸ通信部１
６０）へと出力される。
【００４８】
　送信側の画像編集装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、指定された送信側の回線を指定
された送信先に接続して、画像データをファクシミリ通信規格に合致した通信データへ変
換して、受信側のファクシミリ装置（たとえばファクシミリモードを備えた画像編集装置
１００）へ送信する。
【００４９】
　・通信動作
　回線が接続されると、受信側の画像編集装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、送信側の
画像編集装置１００のＦＡＸ通信部１６０からの通信要求信号を検出して、応答信号を送
信する。その後、たとえば、ＦＡＸ通信部１６０は、送信側および受信側で互いに実装さ
れている能力情報の受渡しを行ない利用可能な最大能力での通信速度および画像データの
符号化・符号訂正方式などを決定してモデムの通信方式を設定する。この通信方式にあわ
せた画像信号形式を用いて、送信側の画像編集装置１００のＦＡＸ通信部１６０から受信
側の画像編集装置１００のＦＡＸ通信部１６０へデータを送信する。送信が終了すると回
線が切断される。
【００５０】
　・受信動作
　受信側の画像編集装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、受信したデータを画像データに
変換して、画像形成部１０４へ送る。なお、受信したデータを画像データへ変換するのは
画像形成部１０４であっても構わない。画像形成部１０４は、上述したコピーモードにお
ける動作と同じように、受信したデータから変換された画像データによって示される原稿
の画像を記録用紙に印刷する。
【００５１】
　－その他の画像送信モード－
　以下において、ファクシミリモード以外の画像送信モードである、メールモード、ｉ－
ＦＡＸモード、共有フォルダモード、データ入力モード、ＦＴＰモード、デスクトップモ
ードでの動作説明を行なう。これらの画像送信モードについては、ｉ－ＦＡＸモードの概
要を説明する。これらの画像送信モードにおいては、主として、原稿読取部（スキャナ部
）１０２および画像形成部１０４ならびにネットワークインターフェイス３０４が動作す
る。
【００５２】
　画像編集装置１００においては、原稿載置台に置かれた原稿が原稿読取部１０２により
画像データとして読取られ、読取られた画像データがＣＰＵ３００に入力され、ここで画
像データに各種の画像処理が施される。この画像データが、この画像編集装置１００が備
える記憶装置（後述するハードディスク３０２）に記憶される。画像データがｉ－ＦＡＸ
で使用可能なフォーマット（たとえば、ＴＩＦＦ－Ｆフォーマット）へ変換されて、変換
されたデータファイルが電子メールに添付される。このような電子メールがネットワーク
インターフェイス３０４およびインターネットを経由して、他の画像編集装置またはコン
ピュータへ送信される。
【００５３】
　ｉ－ＦＡＸを受信する他の画像編集装置においては、予め定められた時間の間隔でメー
ルサーバに接続して、メールサーバに蓄積された自機宛のメールを受信する。
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【００５４】
　ファクシミリモードでは、送信先の電話番号が指定されるのに対して、これらの画像送
信モードでは、送信先のメールアドレス、ＩＰアドレス、サーバコンピュータ名、コンピ
ュータ名、フォルダ名等が指定される点が異なる。
【００５５】
　［制御ブロック構成］
　図３を参照して、画像編集装置１００はさらに、コピーモード、ファクシミリモード、
ドキュメントファイリングモード、およびメールモードに関する機能の設定が可能な操作
ユニット１２０と、プログラム等を記憶するためのＲＯＭ３０６と、通電が遮断された場
合であってもプログラムおよびデータ等を記憶可能な不揮発性記憶装置であるハードディ
スク３０２と、プログラムを実行する際の記憶領域を提供するためのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０８とを含む。
【００５６】
　画像編集装置１００はさらに、原稿読取部１０２、画像形成部１０４、ＦＡＸ通信部１
６０、操作ユニット１２０、ＲＯＭ３０６、ハードディスク３０２、およびＲＡＭ３０８
に接続されるバス３１０と、バス３１０に接続された、画像編集装置としての一般的機能
を実現するためのプログラムを実行するＣＰＵ３００とを含む。
【００５７】
　ハードディスク３０２には、画像編集装置１００でスキャンした原稿の画像データのフ
ァイルが、フォルダ別に、保存日時およびユーザ名ととともに記憶されている。また、ハ
ードディスク３０２には、各動作モードの初期画面データが記憶されている。
【００５８】
　ＲＯＭ３０６には、画像編集装置１００の動作を制御するのに必要なプログラムおよび
データ等が記憶されている。このＲＯＭ３０６に各動作モードの初期画面データを記憶し
てもよい。ＣＰＵ３００は、ＲＯＭ３０６に格納されているプログラムおよびデータに従
って画像編集装置１００の各機能に関する制御を実行する。
【００５９】
　図３に示すように、画像編集装置１００のＦＡＸ通信部１６０には、画像データの送受
信用に公衆回線が接続され、ネットワークインターフェイス３０４にはネットワーク回線
が接続されている。このネットワーク回線には、この画像編集装置１００をネットワーク
対応のプリンタとして使用するコンピュータ等が接続されたり、他のコンピュータ等が接
続されたり、他の画像編集装置が接続されたりする。ネットワーク回線がインターネット
に接続されると、画像編集装置１００は、インターネットを介して、必要な情報を取得し
たり、画像データを通信したりすることができる。
【００６０】
　ＲＡＭ３０８は、ＣＰＵ３００による演算および処理の結果を一時的に記憶するワーキ
ングメモリとしての機能と、画像データを記憶するフレームメモリとしての機能とを提供
する。
【００６１】
　原稿読取部１０２、画像形成部１０４、操作ユニット１２０を構成するタッチパネルデ
ィスプレイ１３０および表示操作部１４０、ならびにＲＯＭ３０６、ハードディスク３０
２、およびＲＡＭ３０８に対する制御は、ＣＰＵ３００が所定のプログラムを実行するこ
とにより行なわれる。なお、操作ユニット１２０は、入出力インターフェイスを介してＣ
ＰＵ３００と通信する。
【００６２】
　操作ユニット１２０は、ユーザが目視しやすいように傾斜して設けられた板状のパネル
である。操作ユニット１２０の表面には、その左側の領域にタッチパネルディスプレイ１
３０が、右側の領域に表示操作部１４０（表示灯１４２ならびにハードウェアボタンであ
る電源キー１４４、省エネキー１４６およびホームキー１４８）が、それぞれ配置されて
いる。タッチパネルディスプレイ１３０および表示操作部１４０は、互いに一体となり、
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操作ユニット１２０を形成する。
【００６３】
　上述したように、タッチパネルディスプレイ１３０は、表示パネル１３２と、表示パネ
ル１３２に重ねて配置されたタッチパネル１３４とを含む。タッチパネルディスプレイ１
３０の表示パネル１３２には、画像編集装置１００における動作モードを選択するホーム
画面、画像編集装置１００の現在の状態、宛先指定状況、及びジョブの処理状況等が表示
される。表示パネル１３２の表示領域上にはソフトウェアボタンである選択ボタンが表示
され、この選択ボタンの表示されている領域を指で押すと、タッチパネル１３４がその押
された位置を検出する。プログラム上で、選択ボタンの表示位置とタッチパネル１３４が
押された位置とを照合することにより、画像編集装置１００の動作モード選択、機能設定
及び動作指示等が行なわれる。画像編集装置１００は、このようなタッチ操作（ユーザに
よる押圧位置に基づくコマンド入力操作）に加えて、ジェスチャー操作（ユーザによる操
作軌跡に基づくコマンド入力操作）にも対応している。
【００６４】
　表示操作部１４０の表示灯１４２は、たとえばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ）を含み、ＣＰＵ３００により点灯／消灯（／点滅）が制御される。主電源
スイッチとは別に設けられた電源キー１４４をユーザが押下すると、画像編集装置１００
が待機モード（たとえば主電源がオンの状態でＦＡＸ受信動作のみ可能）から通常モード
へ移行して、画像編集装置１００の全ての動作モードが使用できるようになる。この状態
に連動して表示灯１４２が点灯する。さらに、ユーザが操作しない時間が予め定められた
時間を経過したり、省エネキー１４６をユーザが押下したりすると、画像編集装置１００
が通常モードから省エネモードへ移行して、画像編集装置１００の一部の動作モードしか
使用できないようになる。このとき、表示灯１４２が点滅する。さらに、この省エネモー
ドのときに、省エネキー１４６をユーザが押下すると、画像編集装置１００が省エネモー
ドから通常モードへ移行する。ホームキー１４８は、タッチパネルディスプレイ１３０の
表示を初期状態（ホーム画面）へ戻すためのハードウェアキーである。
【００６５】
　表示操作部１４０のハードウェアボタン（電源キー１４４、省エネキー１４６およびホ
ームキー１４８）には、ＣＰＵ３００により点灯／消灯（／点滅）が制御されるキーラン
プを埋め込むようにしてもよい。たとえば、このキーランプは、円型のキーの周囲をリン
グ状に光らせたり、キーの中央部を光らせたりする。操作デバイスとしてハードウェアボ
タンを使用することが許可されているタイミングで（ハードウェアボタンを使用すると処
理が実行されるタイミングで）、このキーランプが点灯する。
【００６６】
［プレビュー表示における画像編集モード］
　画像編集装置１００は、仕上がり確認モード及び編集モードを持つ。これら表示モード
の違いによって、プレビュー表示の表示画面が異なる。図４～図６を参照して、以下に各
表示モード及び表示画面、並びに各ＵＩ部品について説明する。
【００６７】
　画面の右下部には、読込及び印刷に関する機能キーが表示されている。図示しない原稿
載置台に原稿がセットされ、ユーザが図５に示すスキャン開始キー４２２をタッチすると
、原稿読取部１０２が原稿を読取り、原稿の画像データがプレビュー表示される。モノク
ロ印刷キー４２６をタッチすると、画像データのモノクロ印刷が開始される。カラー印刷
キー４２８をタッチすると、画像データのカラー印刷が開始される。これら読込及び印刷
を実行中にキャンセルキー４２４をタッチすると、実行中の処理は中断される。これらが
表示されている領域は「タスクトリガー領域」と呼ばれる。タスクトリガー領域は、いず
れのモードでも同じ位置に表示される。
【００６８】
仕上がり確認モードにおいて、ユーザは画像データがどのような形態で出力されるかを確
認できる。この仕上がり確認モードでは、表示画面は、図４の１Ｄフィット画面、図５の
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２Ｄ画面、及び、図６のページフロー画面の表示態様をとる。一方、編集モードでは、ユ
ーザは画像データを編集でき、表示画面は図４の１Ｄフィット画面となる。
【００６９】
図４を参照して、１Ｄフィット画面４００上には、画像データのプレビュー表示４０２の
他にも、種々の機能キーが表示されている。ユーザはこれらの機能キーを操作することで
、プレビュー表示されている画像データを編集できる。全選択／解除キー４０４をタッチ
すると、表示されている画像データのプレビュー表示画面を全ページ選択できる。この全
ページの選択を解除する場合は、もう１度、全選択／解除キー４０４をタッチすればよい
。削除したいページをページ削除キー４０６までドラッグすると、ユーザはそのページを
削除できる。削除を希望するいずれかのページ画像を選択し、さらにページ削除キー４０
６をタッチすることによっても、ユーザは当該ページを削除できる。倍率変更キー４０８
をタッチすると、ユーザはプレビュー表示４０２の表示倍率を変更できる。スクロールバ
ー４１０内のスクロールボタン４１４を操作すると、ユーザはページ画像をスクロールで
きる。プレビュー表示４０２が画像データ全体のどの辺りのページを表示しているかは、
スクロールバー４１０内のスクロールボタンの位置により確認できる。表示モード切替キ
ー４１２をタッチすると、表示画面は図５に示す２Ｄ画面、又は、図６に示すページフロ
ー画面に遷移する。そのためユーザは表示モード切替キー４１２により表示画面をすばや
く切替えることができる。
【００７０】
図５を参照して、２Ｄ画面４２０では画像データの各ページが行列形式に配置される。こ
の各ページのプレビュー表示により、ユーザはページがどのような順で並んでいるかを全
体的に確認できる。スクロールバー４３０内のスクロールボタン４３４を操作すると、ユ
ーザはプレビュー表示をスクロールできる。２Ｄ画面では画像データの仕上がりを確認す
るのみなので、画像データの編集はできない。
【００７１】
図６を参照して、ページフロー画面４４０上には、画像データを立体的に示したプレビュ
ー表示４４２が表示される。このプレビュー表示４４２は出力原稿を実際の印刷物の状態
に即して表示するので、ユーザは出力原稿の仕上がりを具体的に確認できる。プレビュー
表示４４２をフリックすると、ユーザは中央部に表示されるページ画像を、他のページ画
像に変更できる。ページフロー画面では画像データの仕上がりを確認するのみなので、画
像データの編集はできない。
【００７２】
［編集モードにおける表示画面の変化］
　図４を参照して、１Ｄフィット画面４００上には種々の機能キーが表示されている。こ
れらの機能キーは、ユーザにとって操作性及び視認性が高いことが望ましい。本実施の形
態に係る画像編集装置において、これら機能キーの態様は編集操作の開始に応じて変化す
る。この変化により、機能キーの操作性及び視認性が高まる。
【００７３】
　１Ｄフィット画面４００上には、画像データのプレビュー表示４０２が表示されている
。画像データの編集を行なう場合は、ユーザは、１Ｄフィット画面４００上のいずれかの
箇所をタッチする。タッチされた画像は、選択されたことを示すように強調表示される。
このとき、プレビュー表示４０２又はスクロールバー４１０を操作すると、表示画面は次
のように変化する。
【００７４】
図４及び図７を参照して、図４に示すスクロールボタン４１４をタッチすると、図４に示
すスクロールバー４１０及びスクロールボタン４１４が拡大され、図７に示す拡大スクロ
ールバー４６８及び拡大スクロールボタン４７６となる。スクロールバーが拡大されるこ
とで、ユーザはページ移動の操作を行いやすくなる。拡大スクロールバー４６８の両端側
には、図７に示す先頭ページ移動ボタン４６４及び最終ページ移動ボタン４６６が表示さ
れる。先頭ページ移動ボタン４６４をタッチすると、ユーザは画像データの最初のページ



(12) JP 2012-68816 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

を表示させることができる。最終ページ移動ボタン４６６をタッチすると、ユーザは画像
データの最後のページを表示させることができる。プレビュー表示４６０の各ページの下
部には、ページ番号４７０、４７２、及び４７４が表示される。このページ番号により、
ユーザは現在表示されているページが画像データのどのページかを確認できる。スクロー
ルボタン４１４及び拡大スクロールボタン４７６の位置によっても、大体の位置を知るこ
とができる。
【００７５】
これらスクロールバー４１０及びスクロールボタン４１４の拡大表示、並びに、先頭ペー
ジ移動ボタン４６４及び最終ページ移動ボタン４６６の表示の様に、スクロールに関係す
るキーがタッチされたときに、スクロール関連のキーの表示態様を変化させること、及び
、そのキーに関連する機能キーを追加表示することを、本明細書においては、まとめて「
機能キーの表示変化」と呼ぶ。
【００７６】
スクロールボタン４１４以外のスクロールバー４１０の箇所をタッチした場合、又はスク
ロールボタン４１４をフリックした場合は、ユーザはタッチした箇所、又はフリックによ
る軌跡の長さ及びその速さに対応するページまで、ページ画像をスクロールできる。この
場合も、画面上では機能キーの表示変化がなされる。
【００７７】
　スクロールボタン４１４をドラッグした場合も、スクロールボタンの動きに対応したペ
ージ画像のスクロール、及び機能キーの表示変化がなされる。スクロールボタンを元とは
異なる位置に動かした場合は、移動後のスクロールボタンの位置に対応するページまでペ
ージ画像はスクロールされる。
【００７８】
　図４及び図７を参照して、図４に示すプレビュー表示４０２を操作した場合も、画面上
では機能キーの表示変化がなされる。前述のスクロールボタン４１４に対する操作のよう
に、プレビュー表示４０２をフリックすると、ユーザはページ画像をスクロールできる。
ユーザがページ位置をドラッグアンドドロップすると、そのページ位置を変更できる。ド
ラッグアンドドロップする先が画面外の位置にあるときは、ドラッグするページを移動先
側の画面端部にもっていくことで、画面がスクロールされる。プレビュー画像４０２のい
ずれかのページ画像をタッチすると、当該ページは処理の対象として選択されたことにな
り、強調表示される。強調表示される画像は図７に示す強調表示画像４７８のように、枠
線で囲まれている。
【００７９】
　機能キーの表示変化により、ユーザは画像データのページ移動を行いやすくなる。さら
に、表示画面はこれらの箇所以外には変化しないので、ユーザは編集のため動作させる機
能キーを容易に確認できる。
【００８０】
　変化後の表示画面は、何も操作がされないまま所定時間が経過すると、図４に示す元の
表示画面に復帰する。すなわち、図７に示す拡大スクロールバー４６８は縮小され、図４
に示すスクロールバー４１０に戻る。先頭ページ移動ボタン４６４、最終ページ移動ボタ
ン４６６、及びページ番号４７０、４７２、４７４の表示は消える。時間経過をカウント
するためのタイマは、何らかの操作が行なわれる度にリセットされる。所定時間は最後に
操作を行なった時点からカウントされる。所定時間はユーザが任意に設定できる。
【００８１】
　［ソフトウェア構成］
　図４及び図７～図１１を参照して、編集モードの表示画面を変化させるために実行され
るプログラムの制御構造について説明する。
【００８２】
　図８に示すプログラムは、機能キーの表示変化が最初になされたことに応じて開始され
るプログラムである。ステップ４８２においてＣＰＵ３００は、タイマをリセットしてか
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らスタートさせる。ステップ４８４においてＣＰＵ３００は、１Ｄフィット画面上で何ら
かの操作がなされたか否かを判定する。この判定が肯定ならば制御はステップ４８６へ進
み、否定ならばステップ４８８へ進む。ステップ４８６においてＣＰＵ３００は、表示モ
ードの切替により表示画面が遷移したか否かを判定する。この判定が肯定ならばこのプロ
グラムの実行は終了し、否定ならば制御はステップ４８２へ戻る。ステップ４８８ではＣ
ＰＵ３００は、タイマをスタートさせた時点から所定時間以上経過したか否かを判定する
。この判定が肯定ならば制御はステップ４９０へ進み、否定ならばステップ４８４へ戻る
。ステップ４９０においてＣＰＵ３００は機能キーの表示変化を解除し、表示画面を図４
に示すような元の表示に復帰させる。すなわち、スクロールバー及びスクロールボタンは
図４に示すような元の大きさに戻り、ページ移動ボタン及びページ番号の表示は消える。
【００８３】
図４、図７及び図９（特に図９）を参照して、図４に示す１Ｄフィット画面４００が表示
されると、ＣＰＵ３００は何らかのキーがタッチされるまで待つ。何らかのキーがタッチ
されると、ＣＰＵ３００はどのキーがタッチされたかにより制御を分岐させる。ステップ
５０２において、ＣＰＵ３００はいずれのキーがタッチされたかを判定する。判定の結果
によって、ＣＰＵ３００が次に行なう処理は異なる。なお、機能キーの表示変化がされて
いない場合、いずれのキーがタッチされても、タッチと同時に、図８に示すプログラムが
起動される。
【００８４】
図４に示すスクロールバー４１０又はスクロールボタン４１４をタッチすると、ＣＰＵ３
００は画面表示を変化させる（ステップ５０４）。このステップ５０４における制御は、
後で詳述する。ステップ５０４の処理が終了すると、制御はステップ５０２に戻る。
図４に示すプレビュー表示４０２がタッチされると、ＣＰＵ３００は画面表示を変化させ
る（ステップ５０６）。このステップ５０６における制御についても、後で詳述する。ス
テップ５０６の処理が終了すると、制御はステップ５０２に戻る。
【００８５】
　ページ削除キー４０６がタッチされると、ＣＰＵ３００は削除するページが選択されて
いるか否かを判定する（ステップ５０８）。この判定が肯定ならば制御はステップ５１０
に進み、否定ならば制御はステップ５０２へ戻る。ステップ５１０において、ＣＰＵ３０
０は選択されたページの画像データを削除する。ステップ５１０が終了すると、制御はス
テップ５０２へ戻る。
【００８６】
　図４に示す倍率変更キー４０８がタッチされると、ＣＰＵ３００はプレビュー表示４０
２の表示倍率を変更する（ステップ５１２）。ステップ５１２の処理によると、プレビュ
ー表示４０２は図４に示す大きさから、拡大又は縮小される。ステップ５１２が終了する
と、制御はステップ５０２へ戻る。
【００８７】
　図４に示す全選択／解除キー４０４がタッチされると、ＣＰＵ３００はプレビュー表示
４０２のページ画像を全選択又は解除する（ステップ５１４）。ＣＰＵ３００は、選択さ
れていないページ画像がある場合は全選択させ、既に全てのページが全選択されている場
合は、選択を解除させる。選択されたページは図７に示す強調表示画像４７８のように、
色つきの枠で囲まれる。ステップ５１４の処理が終了すると、制御はステップ５０２に戻
る。
【００８８】
　図７に示す先頭ページ移動ボタン４６４又は最終ページ移動ボタン４６６がタッチされ
ると、ＣＰＵ３００は図７に示すプレビュー表示４６０を、先頭ページ又は最終ページま
でスクロールさせる（ステップ５１６）。ステップ５１６の処理が終了すると、制御はス
テップ５０２に戻る。
【００８９】
　図４に示す表示モード切替キー４１２がタッチされると、ＣＰＵ３００は表示モードの
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切替を行なう（ステップ５１８）。そのため、表示画面が１Ｄフィット画面４００から、
図５に示す２Ｄ画面４２０、又は図６に示すページフロー画面４４０に遷移する。ステッ
プ５１８の処理が終了すると、このプログラムの実行は終了する。同時に図８に示すプロ
グラムの実行も終了する。
【００９０】
　図４及び図１０（主に図１０）を参照して、図９に示すステップ５０４の処理を詳述す
る。図４に示すスクロールバー４１０又はスクロールボタン４１４が操作されると、ＣＰ
Ｕ３００は図８に示すプログラムを起動させる（ステップ５３２）。ただしこのとき、こ
のプログラムが既に起動されているときには、重ねて起動することはない。ステップ５３
４において、ＣＰＵ３００は与えられた操作がいずれであったかを判定し、どのキーがタ
ッチされたかにより制御を分岐させる。
【００９１】
　スクロールボタン４１４がタッチされた場合には、ＣＰＵ３００は機能キーの表示変化
についての処理を行なう（ステップ５３６）。ステップ５３６の処理が終了すると、この
プログラムの制御は終了し、制御は親ルーチン５０４に戻る。
【００９２】
　スクロールバー４１０の、スクロールボタン４１４以外の箇所をタッチすると、ＣＰＵ
３００はタッチされた箇所に対応するページまでページ画像をスクロールさせ、さらに、
機能キーの表示変化についての処理を行なう（ステップ５３８）。ステップ５３８の処理
が終了すると、このプログラムの実行は終了し、制御は親ルーチン５０４に戻る。
【００９３】
　スクロールボタン４１４がフリックされた場合には、ＣＰＵ３００はフリックによって
描かれた軌跡の長さ及びその速さに応じてページ画像をスクロールさせ、さらに、機能キ
ーの表示変化を行なう（ステップ５４０）。ステップ５４０の処理が終了すると、このプ
ログラムの実行は終了し、制御は親ルーチン５０４に戻る。
【００９４】
　スクロールボタン４１４がドラッグされた場合には、スクロールボタンの動きに応じて
、ＣＰＵ３００はページ画像のスクロール及び機能キーの表示変化を行なう（ステップ５
４２）。ステップ５４４においてＣＰＵ３００は、スクロールボタンの位置が操作の前後
で変化したか否かを判定する（ステップ５４４）。この判定が肯定の場合、制御はステッ
プ５４６に進み、ＣＰＵ３００は移動後のスクロールボタンの位置に応じたページまでプ
レビュー表示をスクロールさせる（ステップ５４６）。ステップ５４６の実行が終了する
と、このプログラムの実行は終了し、制御は親ルーチン５０２へ戻る。ステップ５４４に
おける判定が否定の場合は、プレビュー表示はスクロールされず、制御は直ちに親ルーチ
ン５０２へ戻る。
【００９５】
　図４及び図１１（主に図１１）を参照して、図９に示すステップ５０６の処理を詳述す
る。図４に示すプレビュー表示４０２が操作されると、ＣＰＵ３００は図８に示すタイマ
のプログラムを起動させる（ステップ５６２）。このときも、二重にこのプログラムを起
動することはない。ステップ５６４において、ＣＰＵ３００は与えられた操作がどのよう
な操作であったかを判定し、どのキーがタッチされたかにより制御を分岐させる。
【００９６】
プレビュー表示４０２がタッチされた場合には、ＣＰＵ３００は、タッチされた画像の強
調表示、及び、機能キーの表示変化についての処理を行なう（ステップ５６６）。強調表
示された画像は、図７に示す強調表示画像４７８のように、色つきの枠線で囲まれる。ス
テップ５６６の処理が終了すると、このプログラムの制御は終了し、制御は親ルーチン５
０６に戻る。
【００９７】
　プレビュー画像４０２がフリックされると、ＣＰＵ３００はフリックにより描かれた軌
跡の長さ及びその速さに応じてページ画像をスクロールし、さらに、機能キーの表示変化
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を行なう（ステップ５６８）。ステップ５６８の処理が終了すると、このプログラムの制
御は終了し、制御は親ルーチン５０６に戻る。
【００９８】
　プレビュー表示４０２のいずれかのページ画像がドラッグアンドドロップされた場合は
、ＣＰＵ３００は、操作された画像の強調表示、及び、機能キーの表示変化についての処
理を行なう（ステップ５７０）。ステップ５７２においてＣＰＵ３００は選択されたペー
ジ画像の移動操作が行なわれたか否かを判定し、この判定が肯定ならば制御はステップ５
７４に進む。ステップ５７４においてＣＰＵ３００は、選択されたページ画像の移動操作
をプレビュー表示に反映させる。ステップ５７４の処理が終了すると、制御は親ルーチン
５０６に戻る。ステップ５７２の判定が否定の場合は、このプログラムの実行は直ちに終
了し、制御は親ルーチン５０６に戻る。
【００９９】
［動作］
図１を参照して、コピーモードでの画像編集装置１００は以下の様に動作する。ユーザが
画像編集装置１００の原稿載置台に原稿をセットしスキャン開始キーをタッチすると、原
稿読取部１０２が原稿を読取り画像データを生成する。入力された画像データは、１Ｄフ
ィット画面で表示される。１Ｄフィット画面が表示されている場合には、画像データを編
集できる。印刷キーをタッチすると、入力された画像データが印刷される。
【０１００】
図４を参照して、１Ｄフィット画面４００上には、画像データのプレビュー表示４０２と
共に、種々の機能キーが表示される。スクロールバー４１０、スクロールボタン４１４、
及びプレビュー表示４０２がタッチされると、画面上では表示変化が起こる。すなわち、
図７を参照して、プレビュー表示の各ページにはページ番号４７０、４７２及び４７４が
表示される。さらに、図４に示すスクロールバー４１０及びスクロールボタン４１４は図
７に示す拡大スクロールバー４６８及び拡大スクロールボタン４７６に変化する。拡大ス
クロールバー４６８の両端には、先頭ページ移動ボタン４６４及び最終ページ移動ボタン
４６６が表示される。スクロールバー及びスクロールボタンの拡大表示、並びにページ移
動ボタンの表示により、ページ画像をスクロールする操作が行ないやすくなる。ページ番
号の表示及びスクロールバーの拡大表示により、ユーザは表示されるページ画像が画像デ
ータ全体のどの辺りにあるのかを容易に確認できる。
【０１０１】
図７に示す表示変化後の画面は、ユーザが最後に編集操作を行なった時点から所定時間以
上経過すると、図４に示す画面に復帰する。したがって、図７に示す拡大スクロールバー
４６８及び拡大スクロールボタン４７６は、図４に示す元のスクロールバー４１０及びス
クロールボタン４１４に戻る。図７に示すページ番号４７０、４７２、４７４及びページ
移動ボタン４６４、４６６の表示は消える。
【０１０２】
　スクロールバー４１０をフリック、スクロールボタン４１４以外のスクロールバー４１
０をタッチ、及びスクロールボタン４１４をドラッグ、の中からいずれかの操作がなされ
ると、プレビュー表示はスクロールされる。プレビュー表示４０２がフリックされた場合
も、プレビュー表示はスクロールされる。
【０１０３】
　プレビュー表示４０２がタッチされると、タッチされたページ画像が図７に示す強調表
示画像４７８のように強調表示される。プレビュー表示４０２のいずれかのページ画像が
ドラッグアンドドロップされると、この移動操作がプレビュー表示４６０及び画像データ
に反映される。
【０１０４】
上記実施の形態では、スクロールバー、スクロールボタン、及びプレビュー表示を操作し
た場合のみ、表示変化が起こる。しかし、本発明はそのような実施の形態に限定されない
。例えば、スクロールバーをタッチした場合は画面変化をスクロールバー及びスクロール
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ボタンの拡大表示、並びにページ移動ボタンの表示にとどめ、ページ番号を表示しなくて
もよい。プレビュー表示をタッチした場合には画面変化をページ番号の表示にとどめ、ス
クロールバー及びスクロールボタンの拡大表示、並びにページ移動ボタンの表示をしなく
てもよい。さらに、スクロールバー、スクロールボタン、及びプレビュー表示以外の機能
キーがタッチされた場合に、スクロールバー、スクロールボタン、及び当該機能キーの拡
大、並びに、ページ番号及びページ移動ボタンを表示させてもよい。もちろん、ページ削
除キーのみを拡大表示させてもよい。このように、編集操作の開始に応じて機能キーの態
様が変化する組合せは多数考えられ、本実施の形態に係る画像編集装置はどの組合せをと
ることも可能である。
【０１０５】
　本実施の形態に係るスクロールバーは、編集操作の開始に応じて拡大表示される。この
スクロールバーの表示変化は、拡大表示に限定されない。例えば、スクロールバーの部分
のみ表示色を変化させたり、又は、点滅表示させたりしてもよい。他の機能キーに対して
、こうした強調表示をさせてもよい。
【０１０６】
　本実施の形態に係るプレビュー表示は、ユーザにタッチされると、タッチされたページ
画像が色つきの枠線で囲まれ、強調表示される。強調表示は、このような態様に限定され
ない。例えば、当該ページ画像を点滅させてもよいし、当該ページ画像全体を網線で覆っ
てもよい。
【０１０７】
　本実施の形態に係る画像編集装置は、ユーザが最後に画像編集を行なった時点から所定
時間以上経過すると、変化した画面が元の画面に復帰する。この画面の復帰を開始させる
トリガは、所定時間の経過のみによらない。例えば、編集モードの切替又は編集操作の完
了に基づき、画面を復帰させてもよい。編集モードが切替わると、表示画面は１Ｄフィッ
ト画面から別の画面に変わる。その変化した画面から再び１Ｄフィット画面を表示させる
と、プレビュー表示及びスクロールバーは、編集操作を行なう前の形態に戻る。同様に編
集操作が完了した場合にも、表示画面は元の状態に戻る。　
【０１０８】
　本実施の形態に係る画像編集装置は、１Ｄフィット画面においてのみ機能キーの態様が
変化している。しかし、この変化は他の表示モード時にも応用できる。例えば、２Ｄ画面
又はページフロー画面が表示されているときに、タッチした機能キーを拡大して表示して
もよい。プレビュー表示のいずれかのページ画像をタッチした場合には、当該ページ画像
のみを拡大表示してもよい。
【０１０９】
今回開示された実施の形態は単に例示であって、本発明が上述した実施の形態のみに限定
されるわけではない。本発明の範囲は、発明の詳細な説明の記載を参酌した上で、特許請
求の範囲の各請求項によって示され、そこに記載された文言と均等の意味および範囲内で
のすべての変更を含む。
【符号の説明】
【０１１０】
　１００　画像編集装置
　１３０　タッチパネルディスプレイ
　３００　ＣＰＵ
　４００　１Ｄフィット画面
　４０２、４３２、４４２、４６０　プレビュー表示
　４１０、４３０　スクロールバー
　４１２　表示モード切替キー
　４１４　スクロールボタン
　４２０　２Ｄ画面
　４４０　ページフロー画面
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　４６４　先頭ページ移動ボタン
　４６６　最終ページ移動ボタン
　４６８　拡大スクロールバー
　４７０、４７２、４７４　ページ番号
　４７６　拡大スクロールボタン
　４７８　強調表示画像
　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月31日(2011.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　画像データを操作するためのＵＩ部品として、スクロールバーが表示される。スクロー
ルバーの第２の表示態様は第１の表示態様より大きく、ユーザはスクロールバーの操作を
容易に行なえる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第２の表示態様では、プレビュー画像を移動させるボタンが、拡大したスクロールバー
付近に表示される。このボタンを操作することで、プレビュー画像のスクロールをより素
早く行なうことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００５１】
　－その他の画像送信モード－
　以下において、ファクシミリモード以外の画像送信モードである、メールモード、ｉ－
ＦＡＸモード、共有フォルダモード、データ入力モード、ＦＴＰモード、デスクトップモ
ードでの動作説明を行なう。これらの画像送信モードについては、ｉ－ＦＡＸモードの概
要を説明する。これらの画像送信モードにおいては、主として、原稿読取部（スキャナ部
）１０２および画像形成部１０４ならびにネットワークインターフェイス（Ｉ／Ｆ）３０
４が動作する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　［制御ブロック構成］
　図３を参照して、画像編集装置１００はさらに、コピーモード、ファクシミリモード、
ドキュメントファイリングモード、およびメールモードに関する機能の設定が可能な操作
ユニット１２０と、プログラム等を記憶するためのＲＯＭ３０６と、通電が遮断された場
合であってもプログラムおよびデータ等を記憶可能な不揮発性記憶装置であるハードディ
スク（ＨＤＤ）３０２と、プログラムを実行する際の記憶領域を提供するためのＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０８とを含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　図４及び図７を参照して、図４に示すプレビュー表示４０２を操作した場合も、画面上
では機能キーの表示変化がなされる。前述のスクロールボタン４１４に対する操作のよう
に、プレビュー表示４０２をフリックすると、ユーザはページ画像をスクロールできる。
ユーザがページ位置をドラッグアンドドロップすると、そのページ位置を変更できる。ド
ラッグアンドドロップする先が画面外の位置にあるときは、ドラッグするページを移動先
側の画面端部にもっていくことで、画面がスクロールされる。プレビュー表示４０２のい
ずれかのページ画像をタッチすると、当該ページは処理の対象として選択されたことにな
り、強調表示される。強調表示される画像は図７に示す強調表示画像４７８のように、枠
線で囲まれている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　スクロールボタン４１４がドラッグされた場合には、スクロールボタンの動きに応じて
、ＣＰＵ３００はページ画像のスクロール及び機能キーの表示変化を行なう（ステップ５
４２）。ステップ５４４においてＣＰＵ３００は、スクロールボタンの位置が操作の前後
で変化したか否かを判定する（ステップ５４４）。この判定が肯定の場合、制御はステッ
プ５４６に進み、ＣＰＵ３００は移動後のスクロールボタンの位置に応じたページまでプ
レビュー表示をスクロールさせる（ステップ５４６）。ステップ５４６の実行が終了する
と、このプログラムの実行は終了し、制御は親ルーチン５０４へ戻る。ステップ５４４に
おける判定が否定の場合は、プレビュー表示はスクロールされず、制御は直ちに親ルーチ
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ン５０４へ戻る。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　プレビュー表示４０２がフリックされると、ＣＰＵ３００はフリックにより描かれた軌
跡の長さ及びその速さに応じてページ画像をスクロールし、さらに、機能キーの表示変化
を行なう（ステップ５６８）。ステップ５６８の処理が終了すると、このプログラムの制
御は終了し、制御は親ルーチン５０６に戻る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　図４を参照して、１Ｄフィット画面４００上には、画像データのプレビュー表示４０２
と共に、種々の機能キーが表示される。スクロールバー４１０、スクロールボタン４１４
、又はプレビュー表示４０２がタッチされると、画面上では表示変化が起こる。すなわち
、図７を参照して、プレビュー表示の各ページにはページ番号４７０、４７２及び４７４
が表示される。さらに、図４に示すスクロールバー４１０及びスクロールボタン４１４は
図７に示す拡大スクロールバー４６８及び拡大スクロールボタン４７６に変化する。拡大
スクロールバー４６８の両端には、先頭ページ移動ボタン４６４及び最終ページ移動ボタ
ン４６６が表示される。スクロールバー及びスクロールボタンの拡大表示、並びにページ
移動ボタンの表示により、ページ画像をスクロールする操作が行ないやすくなる。ページ
番号の表示及びスクロールバーの拡大表示により、ユーザは表示されるページ画像が画像
データ全体のどの辺りにあるのかを容易に確認できる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　上記実施の形態では、スクロールバー、スクロールボタン、又はプレビュー表示を操作
した場合のみ、表示変化が起こる。しかし、本発明はそのような実施の形態に限定されな
い。例えば、スクロールバーをタッチした場合は画面変化をスクロールバー及びスクロー
ルボタンの拡大表示、並びにページ移動ボタンの表示にとどめ、ページ番号を表示しなく
てもよい。プレビュー表示をタッチした場合には画面変化をページ番号の表示にとどめ、
スクロールバー及びスクロールボタンの拡大表示、並びにページ移動ボタンの表示をしな
くてもよい。さらに、スクロールバー、スクロールボタン、及びプレビュー表示以外の機
能キーがタッチされた場合に、スクロールバー、スクロールボタン、及び当該機能キーの
拡大、並びに、ページ番号及びページ移動ボタンを表示させてもよい。もちろん、ページ
削除キーのみを拡大表示させてもよい。このように、編集操作の開始に応じて機能キーの
態様が変化する組合せは多数考えられ、本実施の形態に係る画像編集装置はどの組合せを
とることも可能である。
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