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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置のユーザーが装着可能な情報処理装置であって、
　前記ユーザーの視界を撮影するカメラと、
　前記ユーザーの視線方向を検出する視線検出部と、
　画像形成に関する処理の設定条件における位置条件が指定される場合に、前記カメラで
撮影された視界影像に含まれる前記位置条件の指定の対象となる指定対象物の画像を認識
する対象画像認識部と、
　認識された前記指定対象物の画像における検出された前記視線方向に対応する位置に応
じて、前記位置条件の指定内容を判定する位置条件判定部と、
　前記位置条件の指定内容の情報を前記画像形成装置へ無線送信する無線通信部と、を備
え、
　前記位置条件が、画像をシート材に形成する処理における前記シート材の供給元または
排出先に関する位置の条件であり、
　前記指定対象物が、前記画像形成装置における前記シート材の供給元または排出先の候
補となる複数のシート支持部であり、
　前記位置条件判定部が、認識された複数の前記シート支持部の画像のうち前記視線方向
に位置するものを選択することによって前記シート材の供給元または排出先を判定する、
情報処理装置。
【請求項２】
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　前記ユーザーの目の前方に支持され前記ユーザーに画像を視認させる画像表示部と、
　予め定められた確認用画像を、前記画像表示部の表示領域における前記位置条件の指定
内容に対応する位置に表示させる表示制御部と、を備える請求項１に記載の情報処理装置
。
【請求項３】
　前記指定対象物の画像が、前記画像形成装置における複数の前記シート支持部各々にお
いて点灯するランプの画像である、請求項１または請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　画像形成装置のユーザーの視界を撮影するカメラと、
　前記ユーザーの視線方向を検出する視線検出部と、を備える情報処理装置を用いた画像
形成装置の設定条件指定方法であって、
　前記情報処理装置が、画像形成に関する処理の設定条件における位置条件が指定される
場合に、前記カメラで撮影された視界影像に含まれる前記位置条件の指定の対象となる指
定対象物の画像を認識する工程と、
　前記情報処理装置が、認識された前記指定対象物の画像における検出された前記視線方
向に対応する位置に応じて、前記位置条件の指定内容を判定する工程と、
　前記情報処理装置が、前記位置条件の指定内容の情報を前記画像形成装置へ無線送信す
る工程と、を含み、
　前記位置条件が、画像をシート材に形成する処理における前記シート材の供給元または
排出先に関する位置の条件であり、
　前記指定対象物が、前記画像形成装置における前記シート材の供給元または排出先の候
補となる複数のシート支持部であり、
　前記位置条件の指定内容を判定する工程が、認識された複数の前記シート支持部の画像
のうち前記視線方向に位置するものを選択することによって前記シート材の供給元または
排出先を判定する工程である、画像形成装置の設定条件指定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置のユーザーが装着する情報処理装置および画像形成装置の設定
条件指定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ユーザーが装着可能な情報処理装置であるヘッドマウントデバイスが知られて
いる。また、メガネタイプの前記ヘッドマウントデバイスが、画像表示部と視線検出部と
を備える場合がある（例えば、特許文献１参照）。前記画像表示部は、前記ユーザーの目
の前方に支持され前記ユーザーに画像を視認させる。前記視線検出部は、前記ユーザーの
視線方向を検出する。さらに、前記ヘッドマウントデバイスが、前記ユーザーの視界を撮
影するカメラを備える場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２１６１２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、複写機およびファクシミリ装置などの画像形成装置において、操作性の向上
のために、ユーザーがより容易に画像形成に関する処理の設定条件を指定できることが望
まれている。
【０００５】
　例えば、コピー処理により得られる画像形成後のシート材に綴じ加工またはパンチ孔加
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工を施すフィニッシャーを備える画像形成装置において、多数の加工位置の候補の中から
希望する加工位置を選択する作業は繁雑である。このような画像形成に関する処理の位置
条件について、原稿などの対象物に対して位置を指し示すような態様で条件を指定するこ
とができれば、直感的に前記位置条件を指定することができ、操作性が向上する。
【０００６】
　本発明の目的は、画像形成装置のユーザーが、画像形成に関する処理の設定条件におけ
る位置条件を直感的に容易に指定することができる情報処理装置および画像形成装置の設
定条件指定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一の局面に係る情報処理装置は、画像形成装置のユーザーが装着可能な装置で
あり、カメラと、視線検出部と、対象画像認識部と、位置条件判定部と、無線通信部とを
備える。前記カメラは、前記ユーザーの視界を撮影するカメラである。前記視線検出部は
、前記ユーザーの視線方向を検出する。前記対象画像認識部は、画像形成に関する処理の
設定条件における位置条件が指定される場合に、前記カメラで撮影された視界影像に含ま
れる前記位置条件の指定の対象となる指定対象物の画像を認識する処理を実行する。前記
位置条件判定部は、認識された前記指定対象物の画像における検出された前記視線方向に
対応する位置に応じて、前記位置条件の指定内容を判定する。前記無線通信部は、前記位
置条件の指定内容の情報を前記画像形成装置へ無線送信する。
【０００８】
　本発明の他の局面に係る画像形成装置の設定条件指定方法は、前記カメラと、前記視線
検出部とを備える情報処理装置を用いて、画像形成に関する処理の設定条件を指定する方
法である。本方法は、以下に示される各工程を含む。第１工程は、前記情報処理装置が、
画像形成に関する処理の設定条件における位置条件が指定される場合に、前記カメラで撮
影された視界影像に含まれる前記位置条件の指定の対象となる指定対象物の画像を認識す
る工程である。第２工程は、前記情報処理装置が、認識された前記指定対象物の画像にお
ける検出された前記視線方向に対応する位置に応じて、前記位置条件の指定内容を判定す
る工程である。第３工程は、前記情報処理装置が、前記位置条件の指定内容の情報を前記
画像形成装置へ無線送信する工程である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、画像形成装置のユーザーが、画像形成に関する処理の設定条件におけ
る位置条件を直感的に容易に指定することができる情報処理装置および画像形成装置の設
定条件指定方法を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、画像形成装置のブロック図である。
【図２】図２は、第１実施形態に係るヘッドマウントデバイスの構成図である。
【図３】図３は、第１実施形態に係るヘッドマウントデバイスのデータ処理関連部分のブ
ロック図である。
【図４】図４は、第１実施形態に係るヘッドマウントデバイスにおける位置条件指定処理
の手順の一例を示すフローチャートである。
【図５】図５は、第１実施形態に係るヘッドマウントデバイスにより投影された指定位置
の候補のマークを含むユーザーの視界の影像の一例を表す図である。
【図６】図６は、第１実施形態に係るヘッドマウントデバイスにより投影された仮想ステ
ープル画像および確認メニューを含むユーザーの視界の影像の一例を表す図である。
【図７】図７は、第１実施形態に係るヘッドマウントデバイスにより投影された仮想パン
チ孔画像および確認メニューを含むユーザーの視界の影像の一例を表す図である。
【図８】図８は、第２実施形態に係るヘッドマウントデバイスにおける位置条件指定処理
の手順の一例を示すフローチャートである。
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【図９】図９は、第２実施形態に係るヘッドマウントデバイスにより投影された説明情報
を含むユーザーの視界の影像の一例を表す図である。
【図１０】図１０は、第２実施形態に係るヘッドマウントデバイスによって投影された確
認メニューを含むユーザーの視界の影像の一例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の実
施形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格を有さ
ない。
【００１２】
　［画像形成装置１０］
　まず、図１を参照しつつ、実施形態に係るヘッドマウントデバイス１と通信可能な画像
形成装置１０の構成について説明する。画像形成装置１０は、シート状の画像記録媒体で
あるシート材９０１に画像を形成する装置である。
【００１３】
　図１が示す画像形成装置１０は、原稿９００から画像を読み取る画像読取装置の機能お
よびシート材９０１へ画像を形成する画像形成装置の機能を兼ね備えた複合機である。な
お、画像形成装置１０が、画像送信機能を兼ね備えるファクシミリ装置などであることも
考えられる。なお、図１において、原稿９００およびシート材９０１が仮想線（２点鎖線
）で示されている。
【００１４】
　画像形成装置１０は、主制御部９０、操作表示部１００、スキャン部２０、スキャン制
御部３０、プリント部４０、プリント制御部５０、無線通信部６０、画像処理部７０およ
びフィニッシャー８０などを備える。
【００１５】
　主制御部９０、スキャン制御部３０、プリント制御部５０、無線通信部６０および画像
処理部７０は、それぞれバス２００に接続されおり、バス２００を通じて相互にデータの
受け渡しが可能である。
【００１６】
　スキャン部２０は、原稿９００に光を走査する不図示の光学系、および原稿９００から
の反射光の光量を画素ごとに検出して原稿画像データを出力する不図示のイメージセンサ
ーなどを備える。
【００１７】
　スキャン制御部３０は、スキャン部２０を制御して前記原稿画像データを取得する。さ
らに、スキャン制御部３０は、バス２００を通じて前記原稿画像データを画像処理部７０
などの他の機器に転送する。
【００１８】
　プリント部４０は、周知の電子写真方式の画像形成処理によってシート材９０１に画像
を形成する。プリント部４０は、不図示の像担持体およびその周辺機器を備え、前記像担
持体からシート材９０１に現像剤の画像を転写するとともにその画像をシート材９０１に
定着させる。
【００１９】
　プリント制御部５０は、画像処理部７０から記録用画像データを取得し、前記記録用画
像データ基づく画像をシート材９０１に形成する処理をプリント部４０に実行させる。
【００２０】
　無線通信部６０は、無線信号によって他の画像形成装置１０、不図示のパーソナルコン
ピューターおよび後述するヘッドマウントデバイス１などの外部装置との間でデータの送
受信を行う。例えば、無線通信部６０は、Ｗｉ－Ｆｉ通信またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信
などの無線通信を行う。なお、Ｗｉ－Ｆｉは、Wi-Fi Alliance社の登録商標である。また
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標である。
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【００２１】
　さらに、無線通信部６０は、バス２００を通じて他の機器とデータの受け渡しを行う。
例えば、無線通信部６０は、前記外部機器から画像形成用のジョブデータを受信し、その
ジョブデータをバス２００を通じて画像処理部７０に転送する。
【００２２】
　また、無線通信部６０は、スキャン制御部３０から画像処理部７０を介して前記原稿画
像データを取得し、その原稿画像データを含むデータを前記外部装置へ送信する機能も備
える。さらに、無線通信部６０は、ヘッドマウントデバイス１から画像形成に関する設定
条件の情報を取得し、その情報を主制御部９０へ伝送する機能も備える。
【００２３】
　画像処理部７０は、バス２００を通じて他の機器から得た画像データなどに対する各種
のデータ処理を実行する。画像処理部７０によるデータ処理の対象は、例えば、スキャン
制御部３０から得られる前記原稿画像データまたは前記外部装置から無線通信部６０を通
じて得られる前記ジョブデータなどである。
【００２４】
　例えば、画像処理部７０は、スキャン制御部３０から得られる前記原稿画像データに対
し、画像回転処理、ハーフトーン処理またはサイズカット処理などの画像処理を施す。ま
た、画像処理部７０は、スキャン制御部３０から得られる前記原稿画像データおよび無線
通信部６０から得られる前記ジョブデータを前記記録用画像データへ変換し、プリント制
御部５０へ転送する処理なども実行する。
【００２５】
　スキャン制御部３０、プリント制御部５０および画像処理部７０は、例えばＤＳＰ（Di
gital Signal Processor）またはＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit
）などによって構成される。
【００２６】
　フィニッシャー８０は、主制御部９０からの制御指令に従って、画像形成後のシート材
９０１に関する各種の処理を実行する装置である。例えば、フィニッシャー８０は、綴じ
加工、パンチ孔加工およびシートシフトなどの各種の機能を備える。
【００２７】
　前記綴じ加工は、画像形成後の複数のシート材９０１をステープル針の打ち込みまたは
圧着などによって綴じる加工である。前記パンチ孔加工は、シート材９０１に孔を空ける
加工である。前記シートシフトは、画像形成装置１０の本体部から連続して送り出される
画像形成後のシート材９０１を予め定められた枚数ごとに位置をずらして排出シートトレ
イへ排出する機能である。
【００２８】
　操作表示部１００は、例えばタッチパネルおよび操作ボタンなどを含む情報入力用の操
作部と、液晶表示パネルおよび通知ランプなどを含む表示部とを含む。
【００２９】
　主制御部９０は、他の制御部を統括して制御する。例えば、主制御部９０は、操作表示
部１００に操作メニューなどを表示させる。さらに、主制御部９０は、操作表示部１００
の操作を通じて入力される入力情報および各種センサーの検出結果に応じて他の制御部に
制御指令を出力する。図２が示すように、主制御部９０は、ＭＰＵ（Micro Processor Un
it）１１および記憶部９２などを備える。
【００３０】
　ＭＰＵ９１は、各種の演算およびデータ処理を実行するプロセッサーである。記憶部９
２は、ＭＰＵ９１が参照する各種情報を記憶する不揮発性の記憶部である。また、記憶部
９２は、ＭＰＵ９１による各種情報の読み書きが可能な記憶部でもある。
【００３１】
　記憶部９２は、ＭＰＵ９１に各種の処理を実行させるためのプログラムおよびそれらの
プログラムを実行するＭＰＵ９１によって参照される情報および書き込まれる情報を記憶



(6) JP 6304145 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

する。主制御部９０は、ＭＰＵ９１に実行させるためのプログラムを一時記憶するＲＡＭ
などの不図示の揮発性記憶部も備える。
【００３２】
　［ヘッドマウントデバイス１］
　次に、図２，３を参照しつつ、第１実施形態に係るヘッドマウントデバイス１の構成に
ついて説明する。ヘッドマウントデバイス１は、画像形成装置１０のユーザーが装着可能
な情報処理装置の一例である。
【００３３】
　ヘッドマウントデバイス１は、支持体２、視線検出部３、画像表示部４、カメラ５、主
演算部６および操作部７などを備える。画像表示部４は、画像投影部４１およびプリズム
４２を含む。なお、ヘッドマウントデバイス１は、自装置が備える電子機器に対して電力
を供給するバッテリーおよびその他の不図示の機器も備える。
【００３４】
　支持体２は、ヘッドマウントデバイス１の他の構成部品を支持する部材である。支持体
２は、前記ユーザーの顔の部分に装着されるメガネフレーム状の部材である。支持体２は
、前記ユーザーの鼻の部分および耳の部分によって支持される。
【００３５】
　カメラ５は、ヘッドマウントデバイス１を装着した前記ユーザーの視界を遮らない位置
において支持体２に固定されている。カメラ５は、前記ユーザーの視界の方向に向く状態
で支持体２に固定されている。このカメラ５は、前記ユーザーの視界を撮影する視界用カ
メラである。以下の説明において、カメラ５で撮影される影像のことを視界影像と称する
。
【００３６】
　視線検出部３は、前記ユーザーの視線方向を検出するセンサーである。視線検出部３が
検出する前記視線方向は、ヘッドマウントデバイス１の向きを基準にした相対方向であり
、地球を基準にした絶対方向ではない。図２が示す例では、一対の視線検出部３が、前記
ユーザーの両方の眼球１００１各々の外側の位置において支持体２に固定されている。
【００３７】
　眼球１００１の網膜および角膜は異なる極性で帯電している。前記網膜から前記角膜に
向かって生じる電場の向きは、前記ユーザーの視線方向に応じて定まる。視線検出部３は
、眼球１００１において生じる電場の向きを検出することにより、前記ユーザーの視線方
向を検出する。
【００３８】
　なお、視線検出部３が、視線検出用カメラと画像処理部とを含むことも考えられる。こ
の場合、前記視線検出用カメラは、前記ユーザーの眼球１００１を連続的に撮影する。前
記画像処理部は、眼球１００１の画像から瞳１００２の位置を検出することによって前記
ユーザーの視線方向を検出する。
【００３９】
　画像表示部４は、前記ユーザーの目１０００の前方に支持され、前記ユーザーに画像を
視認させる装置である。本実施形態における画像表示部４は、網膜投影によって前記ユー
ザーに画像を視認させる。
【００４０】
　画像表示部４において、画像投影部４１は、前記ユーザーの視界の外側において支持体
２に固定されている。透明なプリズム４２は、前記ユーザーの視界内において支持体２に
固定されている。
【００４１】
　画像投影部４１は、プリズム４２に画像の光を投影する。プリズム４２は、投影された
画像の光を反射して前記ユーザーの目１０００の網膜へ投影する。この場合、前記ユーザ
ーは、プリズム４２を通じて前方を見ることにより、視界内の現実の影像に画像投影部４
１によって投影された画像が重畳された影像を視認する。即ち、画像表示部４の画像の表
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示領域は、前記ユーザーの視界に重なる領域である。
【００４２】
　ヘッドマウントデバイス１において、予め所定のキャリブレーションが行われることに
より、画像表示部４は、視線検出部３によって検出される前記ユーザーの視線方向と画像
表示部４の表示領域における位置との対応関係を表す座標対応情報を得る。
【００４３】
　画像表示部４は、前記座標対応情報に基づいて、任意の投影画像を、画像表示部４の表
示領域における前記ユーザーの視線方向に対応する位置に表示させることができる。
【００４４】
　例えば、画像表示部４は、視線検出部３によって連続して検出される前記ユーザーの視
線方向に対応する位置へ移動するカーソル画像を前記表示領域に表示させることができる
。
【００４５】
　また、画像表示部４が前記ユーザーの視界内のある位置に画像を表示させている場合に
、画像表示部４は、前記座標対応情報に基づいて、前記ユーザーの視線が表示画像に向い
ているか否かを判定することもできる。
【００４６】
　操作部７は、前記ユーザーの手による操作に従って情報を入力する部分である。例えば
、操作部７がタッチパッドおよび操作ボタンの一方または両方を含むことが考えられる。
【００４７】
　主演算部６は、操作部７を通じて入力される情報およびカメラ５によって得られる前記
視界影像のデータを取得し、各種の演算を行う。さらに、主演算部６は、カメラ５および
画像表示部４を制御する。
【００４８】
　図３が示すように、主演算部６は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）６１、記憶部
６２、画像処理部６３、無線通信部６４および信号インターフェイス６５などを備える。
【００４９】
　ＣＰＵ６１は、各種の演算およびデータ処理を実行するプロセッサーである。記憶部６
２は、ＣＰＵ６１が参照する各種情報を記憶する不揮発性の記憶部である。また、記憶部
６２は、ＣＰＵ６１による各種情報の読み書きが可能な記憶部でもある。
【００５０】
　記憶部６２は、ＣＰＵ６１に各種の処理を実行させるためのプログラムおよびそれらの
プログラムを実行するＣＰＵ６１によって参照される情報および書き込まれる情報を記憶
する。主演算部６は、ＣＰＵ６１に実行させるためのプログラムを一時記憶するＲＡＭな
どの不図示の揮発性記憶部も備える。
【００５１】
　画像処理部６３は、カメラ５で得られる前記視界影像のデータに対する各種の画像処理
を施す演算部である。画像処理部６３は、例えばＤＳＰまたはＡＳＩＣなどによって構成
される。
【００５２】
　無線通信部６４は、無線信号によって他の画像形成装置１０およびその他の機器との間
でデータの送受信を行う。さらに、無線通信部６４は、ＣＰＵ６１との間で送信データお
よび受信データの受け渡しを行う。例えば、無線通信部６４は、Ｗｉ－Ｆｉ通信またはＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ通信などの無線通信を行う。
【００５３】
　信号インターフェイス６５は、ＣＰＵ６１と視線検出部３、画像表示部４、カメラ５お
よび操作部７との間のデータの受け渡しを中継する。さらに、信号インターフェイス６５
は、カメラ５から画像処理部６３への前記視界影像のデータの転送を中継する。
【００５４】
　ところで、複写機およびファクシミリ装置などの画像形成装置１０において、操作性の
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向上のために、前記ユーザーがより容易に画像形成に関する処理の設定条件を指定できる
ことが望まれている。
【００５５】
　例えば、画像形成装置１０は、コピー処理により得られる画像形成後のシート材９０１
に前記綴じ加工または前記パンチ孔加工を施すフィニッシャー８０を備える。この場合、
画像形成装置１０において、多数の加工位置の候補の中から希望する加工位置を選択する
作業は繁雑である。このような画像形成に関する処理の位置条件について、原稿９００な
どの対象物に対して位置を指し示すような態様で条件を指定することができれば、直感的
に前記位置条件を指定することができ、操作性が向上する。
【００５６】
　ヘッドマウントデバイス１が採用されれば、画像形成装置１０の前記ユーザーが、画像
形成に関する処理の設定条件における位置条件を直感的に容易に指定することができる。
【００５７】
　［位置条件指定処理］
　次に、図４に示されるフローチャートを参照しつつ、ヘッドマウントデバイス１におけ
る位置条件指定処理の手順の一例について説明する。この手順は、ヘッドマウントデバイ
ス１を用いた画像形成装置１０の設定条件指定方法の手順の一例である。
【００５８】
　本実施形態における前記位置条件指定処理は、コピー処理に続いて画像形成後のシート
材９０１に加工を施す加工処理におけるシート材９０１に対する加工位置の条件を指定す
る処理である。前記加工処理は、前記綴じ加工または前記パンチ孔加工である。この処理
は、画像形成に関する処理の設定条件における位置条件が指定される場合の処理の一例で
ある。
【００５９】
　なお、前記コピー処理は、画像形成装置１０において、スキャン部２０が原稿９００か
ら画像を読み取り、さらに読み取った画像をプリント部４０がシート材９０１に形成する
処理である。図４に示される前記位置条件指定処理は、予め定められた位置条件指定の開
始イベントが発生した場合に開始される。
【００６０】
　前記開始イベントの一例は、ヘッドマウントデバイス１と画像形成装置１０との無線通
信の接続が確立した後に、画像形成装置１０の操作表示部１００に対して予め定められた
条件設定開始操作が行われた旨を表す通知が画像形成装置１０から受信したことである。
【００６１】
　また、前記開始イベントの他の一例は、ヘッドマウントデバイス１の操作部７に対して
予め定められた条件開始操作が行われたことである。
【００６２】
　前記開始イベントが発生すると、主演算部６は、前記複写処理の対象となる原稿９００
を見ることを前記ユーザーに要求する通知を出力した上で、図４に示される処理を開始す
る。前記通知は、例えば画像表示部４によるメッセージの表示などである。これにより、
ヘッドマウントデバイス１を装着した前記ユーザーは原稿９００を見る。そのため、カメ
ラ５は原稿９００の画像を含む前記視界影像のデータを主演算部６へ出力する。
【００６３】
　以下の説明において、Ｓ１０１，Ｓ１０２，…は、主演算部６が実行する各工程の識別
符号を表す。ＣＰＵ６１が記憶部６２に記憶された第１位置条件指定プログラムＰｒ１を
実行することにより、主演算部６が前記位置条件指定処理を実行する。
【００６４】
　＜工程Ｓ１０１＞
　前記位置条件指定処理において、主演算部６のＣＰＵ６１は、視線検出部３から前記ユ
ーザーの視線方向の検出結果を取得する。
【００６５】
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　＜工程Ｓ１０２＞
　さらに、主演算部６の画像処理部６３が原稿認識処理を実行する。前記原稿認識処理は
、カメラ５で撮影された前記視界影像に含まれる原稿９００の画像を認識する処理である
。
【００６６】
　本実施形態において、原稿９００は、前記加工位置の条件の指定の対象となる指定対象
物の一例であり、前記加工位置の条件は画像形成に関する処理の設定条件における位置条
件の一例である。また、工程Ｓ１０２の処理を実行する画像処理部６３は、カメラ５で撮
影された前記視界影像に含まれる前記指定対象物の画像を認識する対象画像認識部の一例
である。
【００６７】
　例えば、画像処理部６３は、前記視界影像における前記視線方向を中心とする予め定め
られた範囲内に存在する矩形の画像を検出し、その矩形の画像を原稿９００の画像として
認識する。
【００６８】
　画像処理部６３は、原稿９００の画像を認識するまで工程Ｓ１０１，Ｓ１０２の処理を
繰り返す。なお、図４には示されていないが、予め定められた中断条件が成立した場合、
画像処理部６３は前記原稿認識処理を中断する。これにより、前記位置条件指定処理が終
了する。
【００６９】
　前記中断条件は、例えば、予め定められた時間何に原稿９００の画像を認識できなかっ
たこと、および、操作部７を通じて予め定められた中断操作が行われたこと、などである
。
【００７０】
　＜工程Ｓ１０３＞
　前記視界影像における原稿９００の画像が認識されると、主演算部６のＣＰＵ６１は、
画像表示部４の表示領域に予め定められた指定候補マークＰ１を表示させる。図５は、画
像表示部４により投影された指定候補マークＰ１を含む前記ユーザーの視界の影像の一例
を表す図である。
【００７１】
　指定候補マークＰ１は、前記加工位置の指定の候補となる位置であることを表す画像で
ある。指定候補マークＰ１は、画像表示部４の表示領域における前記加工位置の指定の候
補となる位置に表示される。
【００７２】
　図５に示される指定候補マークＰ１は、前記綴じ加工の位置の候補を表す破線の枠画像
である。例えば、前記綴じ加工の位置の候補は、矩形の原稿９００における４辺各々の中
央部分に沿う４箇所の縁部、および原稿９００における４箇所の角部である。
【００７３】
　図５において、原稿９００は前記ユーザーが視認している現物であり、指定候補マーク
Ｐ１は、画像表示部４によって前記ユーザーの視界内に投影された画像である。これによ
り、前記ユーザーは、直視している原稿９００上に指定候補マークＰ１が映し出されてい
るように認識する。
【００７４】
　シート材９０１に対する加工が前記パンチ孔加工である場合、前記加工位置の候補が、
矩形の原稿９００における４辺各々の中央部分に沿う４箇所の縁部であることが考えられ
る。
【００７５】
　なお、指定候補マークＰ１が表示された後、画像処理部６３は、カメラ５から前記視界
影像のデータを随時取得するとともに、取得したデータについて前記原稿認識処理を実行
する。そして、認識された原稿９００の画像の位置が変化した場合、ＣＰＵ６１は、画像
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表示部４を制御することにより、原稿９００の画像の位置に応じて指定候補マークＰ１の
表示位置を更新させる。
【００７６】
　＜工程Ｓ１０４＞
　また、原稿９００の画像が認識されると、主演算部６のＣＰＵ６１は、視線検出部３か
ら前記ユーザーの最新の視線方向を随時取得し、画像表示部４の表示領域における最新の
前記視線方向に相当する位置にカーソルＰ０を表示させる（図５参照）。カーソルＰ０は
、前記ユーザーの視線方向を表す画像である。
【００７７】
　＜工程Ｓ１０５＞
　さらに、主演算部６のＣＰＵ６１は、前記視線方向が、前記加工位置の指定の候補とな
る位置のいずれかに向かって予め定められた凝視状態になるか否かを判定する。前記凝視
状態は、予め定められた設定凝視時間の間、前記視線方向が予め定められた狭範囲内に維
持される状態である。
【００７８】
　本実施形態において、前記加工位置の指定の候補となる位置は、指定候補マークＰ１の
表示位置である。また、本実施形態において、前記視線方向が前記凝視状態に維持される
ことは、前記ユーザーの意思によってその視線方向の位置を指定したことを意味する。
【００７９】
　ＣＰＵ６１は、前記視線方向が前記加工位置の指定の候補となる位置のいずれかに向か
って前記凝視状態となるまで、工程Ｓ１０４，Ｓ１０５の処理を繰り返す。
【００８０】
　工程Ｓ１０４，Ｓ１０５の処理は、認識された原稿９００の画像における検出された前
記視線方向に対応する位置に応じて、前記加工位置の指定内容を判定する処理である。本
実施形態における前記加工位置の指定内容は、複数の指定候補マークＰ１の表示位置のい
ずれか１つである。なお、工程Ｓ１０４，Ｓ１０５の処理を実行するＣＰＵ６１は位置条
件判定部の一例である。
【００８１】
　＜工程Ｓ１０６＞
　前記視線方向が前記加工位置の指定の候補となる位置のいずれかに向かって前記凝視状
態になると、ＣＰＵ６１は、画像表示部４を制御することにより仮想画像Ｐ２を表示させ
る（図６，７参照）。仮想画像Ｐ２は、原稿９００に前記加工が施された場合の加工部を
表す画像である。
【００８２】
　ＣＰＵ６１は、画像表示部４の表示領域における前記加工位置の指定内容に対応する位
置に表示させる。前記加工位置の指定内容は、工程Ｓ１０５において前記凝視状態になっ
た前記視線方向に表示された指定候補マークＰ１の位置である。なお、前記加工位置は前
記位置条件の一例である。
【００８３】
　図６が示すように、シート材９０１に対する前記加工が前記綴じ加工である場合、仮想
画像Ｐ２はステープル針の画像などの綴じ部の画像である。また、図７が示すように、シ
ート材９０１に対する前記加工が前記パンチ孔加工である場合、仮想画像Ｐ２はパンチ孔
の画像である。
【００８４】
　なお、仮想画像Ｐ２は、予め定められた確認用画像の一例である。工程Ｓ１０６の処理
を実行するＣＰＵ６１は、前記確認用画像を画像表示部４の表示領域における前記位置条
件の指定内容に対応する位置に表示させる表示制御部の一例である。
【００８５】
　また、仮想画像Ｐ２が表示される代わりに、以下の処理が行われることも考えられる。
例えば、指定された位置の指定候補マークＰ１が、他の位置の指定候補マークＰ１よりも
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強調して表示されることが考えられる。或いは、指定された位置の指定候補マークＰ１の
みが表示され、他の位置の指定候補マークＰ１が消去されることも考えられる。これらの
場合、強調表示された指定候補マークＰ１または表示が残された指定候補マークＰ１が、
確認用画像の一例である。
【００８６】
　＜工程Ｓ１０７＞
　さらに、主演算部６のＣＰＵ６１は、指定位置の確認処理を実行する。例えば、前記指
定位置確認処理において、ＣＰＵ６１は、画像表示部４を制御することにより確認メニュ
ーＰ３を表示領域に表示させる。
【００８７】
　図６，７が示す例において、確認メニューＰ３は、選択候補として確定選択部Ｐ３１、
戻る選択部Ｐ３２および中止選択部Ｐ３３を含む。確定選択部Ｐ３１は、前記加工位置の
指定情報を確定する処理を指定する選択候補である。戻る選択部Ｐ３２は、前記加工位置
の指定情報を破棄して工程Ｓ１０１からの処理をやり直すことを指定する選択候補である
。中止選択部Ｐ３３は、当該位置条件指定処理の中止を指定する選択候補である。
【００８８】
　ＣＰＵ６１は、視線検出部３が検出する前記視線方向が確定選択部Ｐ３１、戻る選択部
Ｐ３２および中止選択部Ｐ３３のいずれかを指し示す方向で前記凝視状態なったときに、
その視線方向に位置する選択候補が選択されたと判定する。
【００８９】
　確認メニューＰ３の戻る選択部Ｐ３２が選択された場合、ＣＰＵ６１は、前記加工位置
の指定情報を破棄して工程Ｓ１０１からの処理をやり直す。確認メニューＰ３の中止選択
部Ｐ３３が選択された場合、ＣＰＵ６１は、当該位置条件指定処理を終了させる。
【００９０】
　＜工程Ｓ１０８＞
　確認メニューＰ３の確定選択部Ｐ３１が選択された場合、主演算部６のＣＰＵ６１は工
程Ｓ１０８の処理を実行する。工程Ｓ１０８において、ＣＰＵ６１は、工程Ｓ１０５にお
いて指定された前記加工位置の情報、即ち、前記加工位置の指定情報を無線通信部６４を
通じて画像形成装置１０へ無線送信する。これにより、ヘッドマウントデバイス１の前記
位置条件指定処理が終了する。
【００９１】
　画像形成装置１０の主制御部９０は、無線通信部６０を通じて前記加工位置の指定情報
を受信すると、その指定情報に従って、これから実行するシート材９０１への前記加工の
加工位置を設定する。
【００９２】
　なお、画像形成装置１０において、ＭＰＵ９１が記憶部９２に記憶された位置条件設定
プログラムＰｒ１０を実行することにより、主制御部９０が前記位置条件の設定に関する
処理を実行する。
【００９３】
　前記位置条件の設定に関する処理は、ヘッドマウントデバイス１から前記加工位置の指
定情報を受信する処理と、その指定情報に従って、これから実行するシート材９０１への
前記加工の加工位置を設定する処理とを含む。さらに、前記位置条件の設定に関する処理
が、操作表示部１００に対して前記条件設定開始操作が行われた旨を表す通知をヘッドマ
ウントデバイス１へ無線送信する処理を含むことも考えられる。
【００９４】
　本実施形態によれば、現物である原稿９００に対して視線で位置を指し示すことによっ
て前記加工位置の条件を指定することが可能である。そのため、画像形成装置１０の前記
ユーザーが、画像形成に関する処理の設定条件における位置条件を直感的に容易に指定す
ることができる。その結果、画像形成装置１０の操作性が向上する。
【００９５】
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　また、本実施形態において、仮想画像Ｐ２が前記ユーザーの視界に存在する原稿９００
の領域の指定位置に表示される。これにより、前記ユーザーは、擬似的にシート材９０１
に対する加工の仕上がり状態を事前に確認することができる。その結果、より直感的で誤
りなく、前記加工位置の条件を指定することができる。
【００９６】
　［第２実施形態］
　次に、図８～１０を参照しつつ、第２実施形態に係るヘッドマウントデバイスについて
説明する。本実施形態における前記ヘッドマウントデバイス１は、前述のヘッドマウント
デバイス１と同じ構成を備える。本実施形態における前記ヘッドマウントデバイス１も前
記位置条件設定処理を実行する。
【００９７】
　本実施形態における前記位置条件設定処理は、画像をシート材９０１に形成するプリン
ト処理におけるシート材９０１の供給元の位置の条件を前記位置条件として指定する処理
である。
【００９８】
　図９が示すように、画像形成装置１０は、シート材９０１の供給元である複数の給紙部
４０１を備える。即ち、シート材９０１の供給元の位置を指定することは、複数の給紙部
４０１のうちのいずれかを指定することである。給紙部４０１は、画像形成装置１０の本
体から引き出すことが可能な給紙カセットなどである。
【００９９】
　なお、画像形成装置１０における給紙部４０１は、前記プリント処理でのシート材９０
１の供給元の候補となるシート支持部の一例である。また、後述するように、前記プリン
ト処理におけるシート材９０１の排出先の位置が前記位置条件として指定される場合もあ
る。この場合、排紙部４０２が位置指定の対象となる（図９参照）。
【０１００】
　排紙部４０２は、前記プリント処理でのシート材９０１の排出先の対象となるシート支
持部の一例である。画像形成装置１０は、複数の排紙部４０２を備える。排紙部４０２は
、画像形成装置１０の本体部における排紙トレイおよびフィニッシャー８０が備える排紙
ビンなどである。
【０１０１】
　また、前記コピー処理は前記プリント処理の一例である。また、前記プリント処理は、
予め画像形成装置１０の記憶部９２に記憶されている画像データに基づく画像をシート材
９０１に形成する処理を含む。
【０１０２】
　図８は、本実施形態に係る前記ヘッドマウントデバイスにおける前記位置条件指定処理
の手順の一例を示すフローチャートである。この手順は、ヘッドマウントデバイス１を用
いた画像形成装置１０の設定条件指定方法の手順の一例である。
【０１０３】
　図９は、本実施形態に係る前記ヘッドマウントデバイスにより投影された説明情報Ｐ４
を含む前記ユーザーの視界の影像の一例を表す図である。図１０は、本実施形態に係る前
記ヘッドマウントデバイスによって投影された確認メニューＰ３を含むユーザーの視界の
影像の一例を表す図である。
【０１０４】
　前記開始イベントが発生すると、主演算部６は、画像形成装置１０を見ることを前記ユ
ーザーに要求する通知を出力した上で、図８に示される処理を開始する。前記通知は、例
えば画像表示部４によるメッセージの表示などである。これにより、ヘッドマウントデバ
イス１を装着した前記ユーザーは画像形成装置１０を見る。そのため、カメラ５は画像形
成装置１０の画像を含む前記視界影像のデータを主演算部６へ出力する。
【０１０５】
　以下の説明において、Ｓ２０１，Ｓ２０２，…は、主演算部６が実行する各工程の識別
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符号を表す。ＣＰＵ６１が記憶部６２に記憶された第２位置条件指定プログラムＰｒ２を
実行することにより、主演算部６が前記位置条件指定処理を実行する。
【０１０６】
　＜工程Ｓ２０１＞
　前記位置条件が給紙部４０１の位置の条件である場合、主演算部６のＣＰＵ６１は、無
線通信部６４を通じて画像形成装置１０に対してシート情報を要求し、前記シート情報を
取得する。前記シート情報は、給紙部４０１各々にセットされているシート材９０１の種
類の情報である。例えば、前記シート情報が、シート材９０１のサイズおよび材質の情報
を含むことが考えられる。
【０１０７】
　前記シート情報は、画像形成装置１０におけるシート材９０１の供給元各々の説明情報
の一例である。
【０１０８】
　＜工程Ｓ２０２＞
　さらに、主演算部６のＣＰＵ６１は、視線検出部３から前記ユーザーの視線方向の検出
結果を取得する。
【０１０９】
　＜工程Ｓ２０３＞
　さらに、主演算部６の画像処理部６３が給紙部認識処理を実行する。前記給紙部認識処
理は、カメラ５で撮影された前記視界影像に含まれる給紙部４０１の画像を認識する処理
である。
【０１１０】
　本実施形態において、給紙部４０１は、シート材９０１の供給元条件を指定する対象と
なる指定対象物の一例であり、前記供給元条件は画像形成に関する処理の設定条件におけ
る位置条件の一例である。また、工程Ｓ２０３の処理を実行する画像処理部６３は、カメ
ラ５で撮影された前記視界影像に含まれる前記指定対象物の画像を認識する対象画像認識
部の一例である。
【０１１１】
　例えば、画像処理部６３は、前記視界影像における前記視線方向を中心とする予め定め
られた範囲内に存在する点灯したランプ４０１１の画像を検出し、そのランプ４０１１の
画像を給紙部４０１の画像として認識する。ランプ４０１１の画像を認識する画像処理は
、給紙部４０１自体の画像を認識する画像処理よりも容易かつ確実である。
【０１１２】
　図９，１０が示すように、画像形成装置１０は、複数の給紙部４０１各々に対応する複
数のランプ４０１１を備える。図９が示すように、画像形成装置１０は、前記開始イベン
トが発生した際に、全ての給紙部４０１のランプ４０１１を点灯させる。
【０１１３】
　画像処理部６３は、前記視界影像から予め定められたレベル以上に明るい複数の点状の
画像を検出し、それら点状の画像を複数のランプ４０１１の画像、即ち、複数の給紙部４
０１各々の画像として認識する。また、ランプ４０１１の発光色が予め定められており、
画像処理部６３が、その発光色を識別することによってランプ４０１１の画像とそれ以外
の画像とを識別することも考えられる。
【０１１４】
　画像処理部６３は、給紙部４０１の画像を認識するまで工程Ｓ２０２，Ｓ２０３の処理
を繰り返す。なお、図８には示されていないが、図４の工程Ｓ１０１，Ｓ１０２の場合と
同様に、前記中断条件が成立した場合、画像処理部６３は前記原稿認識処理を中断する。
これにより、前記位置条件指定処理が終了する。
【０１１５】
　なお、給紙部４０１の画像が認識された後、画像処理部６３は、カメラ５から前記視界
影像のデータを随時取得するとともに、取得したデータについて前記給紙部認識処理を実
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行する。そして、ＣＰＵ６１は、常に最新の給紙部４０１の画像の位置、即ち、ランプ４
０１１の画像の位置に関する記憶情報を更新する。
【０１１６】
　＜工程Ｓ２０４＞
　前記視界影像における給紙部４０１の画像が認識されると、主演算部６のＣＰＵ６１は
、視線検出部３から前記ユーザーの最新の視線方向を随時取得し、画像表示部４の表示領
域における最新の前記視線方向に相当する位置にカーソルＰ０を表示させる（図９参照）
。
【０１１７】
　＜工程Ｓ２０５＞
　また、前記ユーザーの前記視線方向が、認識された複数の給紙部４０１の画像の位置の
いずれかに向く状態である場合、主演算部６のＣＰＵ６１は、前記視線方向に位置する給
紙部４０１の説明情報Ｐ４を画像表示部４の表示領域に表示させる。本実施形態における
説明情報Ｐ４は、工程Ｓ２０１で画像形成装置１０から得られた前記シート情報である。
【０１１８】
　なお、前記ユーザーの前記視線方向が、認識された複数の給紙部４０１の画像の位置の
いずれにも向いていない状態である場合、説明情報Ｐ４は表示されない。
【０１１９】
　図９において、画像形成装置１０は前記ユーザーが視認している現物であり、カーソル
Ｐ０および説明情報Ｐ４の画像は、画像表示部４によって前記ユーザーの視界内に投影さ
れた画像である。
【０１２０】
　＜工程Ｓ２０６＞
　また、前記視界影像における給紙部４０１の画像が認識されると、主演算部６のＣＰＵ
６１は、前記視線方向が給紙部４０１の指定の候補となる位置のいずれかに向かって前記
凝視状態となるか否かを判定する。工程Ｓ２０６は、図４の工程Ｓ１０５と同様の工程で
ある。
【０１２１】
　ＣＰＵ６１は、前記視線方向が給紙部４０１の指定の候補となる位置のいずれかに向か
って前記凝視状態となるまで、工程Ｓ２０４～Ｓ２０６の処理を繰り返す。
【０１２２】
　工程Ｓ２０４～Ｓ２０６の処理は、認識された複数の給紙部４０１の画像のうち前記視
線方向に位置するものを選択することによってシート材９０１の供給元を判定する処理で
ある。本実施形態におけるシート材９０１の供給元は、複数の給紙部４０１のうちのいず
れか１つである。なお、工程Ｓ２０４～Ｓ２０６の処理を実行するＣＰＵ６１は位置条件
判定部の一例である。
【０１２３】
　＜工程Ｓ２０７＞
　前記視線方向が給紙部４０１の指定の候補となる位置のいずれかに向かって前記凝視状
態になると、ＣＰＵ６１は、工程Ｓ２０７の処理を実行する。工程Ｓ２０７において、Ｃ
ＰＵ６１は、工程Ｓ２０６において指定された給紙部４０１の情報、即ち、シート材９０
１の供給元の指定情報を無線通信部６４を通じて画像形成装置１０へ無線送信する。
【０１２４】
　工程Ｓ２０７においてヘッドマウントデバイス１から画像形成装置１０へ送信される情
報は、シート材９０１の供給元の指定の暫定情報である。このシート材９０１の供給元の
指定は、後述する指定位置確認処理によって確定する。
【０１２５】
　画像形成装置１０の主制御部９０は、無線通信部６０を通じて給紙部４０１の指定情報
、即ち、シート材９０１の供給元の指定情報を受信すると、ヘッドマウントデバイス１か
ら確定指示を受けるまでその受信情報を一時記憶する。
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【０１２６】
　さらに、主制御部９０は、給紙部４０１の指定情報を受信すると、その指定情報に対応
するランプ４０１１を、他のランプ４０１１と識別可能な状態で点灯させる（図１０参照
）。これにより、前記ユーザーは、自らの視線によって意図通りに給紙部４０１を指定で
きたか否かを確認することができる。
【０１２７】
　例えば、主制御部９０は、給紙部４０１の指定情報に対応するランプ４０１１のみを点
灯させる。或いは、主制御部９０が、給紙部４０１の指定情報に対応するランプ４０１１
のみを点滅させ、その他のランプ４０１１を一定輝度で点灯させることも考えられる。
【０１２８】
　＜工程Ｓ２０８＞
　さらに、主演算部６のＣＰＵ６１は、図４の工程Ｓ１０７と同様に前記指定位置の確認
処理を実行する。例えば、前記指定位置確認処理において、ＣＰＵ６１は、画像表示部４
を制御することにより確認メニューＰ３を表示領域に表示させる（図１０参照）。
【０１２９】
　＜工程Ｓ２０９＞
　確認メニューＰ３の確定選択部Ｐ３１が選択された場合、主演算部６のＣＰＵ６１は工
程Ｓ２０９の処理を実行する。工程Ｓ２０９において、ＣＰＵ６１は、工程Ｓ２０７にお
いて画像形成装置１０に送信された給紙部４０１の指定情報を確定させる旨を指示する確
定指示情報を無線通信部６４を通じて画像形成装置１０へ無線送信する。これにより、ヘ
ッドマウントデバイス１の前記位置条件指定処理が終了する。
【０１３０】
　画像形成装置１０の主制御部９０は、無線通信部６０を通じて前記確定指示情報を受信
すると、その前にヘッドマウントデバイス１から受信した給紙部４０１の指定情報に従っ
て、これから実行する前記プリント処理におけるシート材９０１の供給元を設定する。
【０１３１】
　＜Ｓ２１０＞
　確認メニューＰ３の戻る選択部Ｐ３２が選択された場合、主演算部６のＣＰＵ６１は、
工程Ｓ２０７において画像形成装置１０に送信された給紙部４０１の指定情報を取り消す
旨を指示する取消指示情報を無線通信部６４を通じて画像形成装置１０へ無線送信する。
その後、ＣＰＵ６１は、給紙部４０１の指定結果を破棄して工程Ｓ２０２からの処理をや
り直す。
【０１３２】
　画像形成装置１０の主制御部９０は、無線通信部６０を通じて前記取消指示情報を受信
すると、その前にヘッドマウントデバイス１から受信した給紙部４０１の指定情報を破棄
する。
【０１３３】
　＜工程Ｓ２１１＞
　確認メニューＰ３の中止選択部Ｐ３３が選択された場合も、主演算部６のＣＰＵ６１は
、前記取消指示情報を無線通信部６４を通じて画像形成装置１０へ無線送信する。その後
、ＣＰＵ６１は、当該位置条件指定処理を終了させる。
【０１３４】
　図８～１０に示される例は、シート材９０１の供給元の位置の条件が前記位置条件とし
て指定される例である。一方、前記プリント処理におけるシート材９０１の排出先の位置
が前記位置条件として指定される場合もある。即ち、排紙部４０２が位置指定の対象とな
る場合である。
【０１３５】
　図９，１０が示すように、画像形成装置１０は、複数の排紙部４０２各々に対応する複
数のランプ４０２１を備える。排紙部４０２が位置指定の対象となる場合において、画像
形成装置１０は、前記開始イベントが発生した際に、全ての排紙部４０２のランプ４０２
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１を点灯させる。
【０１３６】
　そして、排紙部４０２が位置指定の対象となる場合も、ヘッドマウントデバイス１の主
演算部６は、図８に示される手順と同様の手順で前記位置条件指定処理を実行する。これ
により、前記ユーザーが、シート材９０１の排出先の条件を直感的に容易に指定すること
ができる。
【０１３７】
　[応用例]
　第２実施形態の前記位置条件指定処理において、工程Ｓ２０３の前記給紙部認識処理が
、画像形成装置１０における給紙部４０１各々に対応する位置に記された識別マークの画
像を給紙部４０１の画像として認識する処理であることも考えられる。例えば、前記識別
マークが、予め定められた色のマーク、または、特殊な形状のマークであることが考えら
れる。なお、排紙部４０２の画像の識別についても同様である。
【０１３８】
　また、工程Ｓ２０３の前記給紙部認識処理が、給紙部４０１の形態自体を認識する処理
であることも考えられる。例えば、給紙部４０１の形状および色などの形態情報が画像形
成装置１０の記憶部９２または自装置の記憶部６２に予め記憶されていることが考えられ
る。この場合、主演算部６が、前記形態情報を取得し、前記視界影像から前記形態情報が
表す形態を有する画像を給紙部４０１の画像として認識することが考えられる。なお、排
紙部４０２の画像の識別についても同様である。
【０１３９】
　また、第２実施形態の前記位置条件指定処理において、工程Ｓ２０７の処理が、予め定
められた前記確認用画像を画像表示部４の表示領域に表示させる処理であることも考えら
れる。
【０１４０】
　指定された給紙部４０１を確認するための前記確認用画像は、画像表示部４の表示領域
におけるシート材９０１の供給元として判定された給紙部４０１に対応する位置に表示さ
れる。例えば、前記確認用画像が、ランプ４０１１の発光色と異なる色のランプの画像、
または点滅するランプの画像であることが考えられる。このランプの画像は、ランプ４０
１１の位置に重ねて表示される。なお、指定された排紙部４０２を確認するための前記確
認用画像についても同様である。
【０１４１】
　本発明に係る情報処理装置および画像形成装置の設定条件指定方法は、各請求項に記載
された発明の範囲において、以上に示された実施形態及び応用例を自由に組み合わせるこ
と、或いは実施形態及び応用例を適宜、変形する又は一部を省略することによって構成さ
れることも可能である。
【符号の説明】
【０１４２】
１　　　　：ヘッドマウントデバイス（情報処理装置）
２　　　　：支持体
３　　　　：視線検出部
４　　　　：画像表示部
５　　　　：カメラ
６　　　　：主演算部
７　　　　：操作部
１０　　　：画像形成装置
２０　　　：スキャン部
３０　　　：スキャン制御部
４０　　　：プリント部
４１　　　：画像投影部
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４２　　　：プリズム
５０　　　：プリント制御部
６０　　　：無線通信部
６１　　　：ＣＰＵ
６２　　　：記憶部
６３　　　：画像処理部
６４　　　：無線通信部
６５　　　：信号インターフェイス
７０　　　：画像処理部
８０　　　：フィニッシャー
９０　　　：主制御部
９１　　　：ＭＰＵ
９２　　　：記憶部
１００　　：操作表示部
２００　　：バス
４０１　　：給紙部
４０２　　：排紙部
９００　　：原稿
９０１　　：シート材
４０１１，４０２１：ランプ
Ｐ０　　　：カーソル
Ｐ１　　　：指定候補マーク
Ｐ２　　　：仮想画像
Ｐ３　　　：確認メニュー
Ｐ４　　　：説明情報
Ｐｒ１　　：第１位置条件指定プログラム
Ｐｒ２　　：第２位置条件指定プログラム
Ｐｒ１０　：位置条件設定プログラム
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