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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　光学走査部が一の読取条件のサイズで原稿を光学走査して生成された原稿画像情報の内
容を前記一の読取条件のサイズとは異なる複数の送信条件のサイズでそれぞれのサイズの
値とともに表示処理するプレビュー手段と、
　前記複数の送信条件のサイズで表示処理された前記原稿画像情報の内容から一の内容が
選択されると、選択された当該内容に対応するサイズで前記原稿画像情報から新たな画像
情報を生成する生成手段として機能させる画像処理プログラム。
【請求項２】
　前記プレビュー手段は、前記一の読取条件のサイズを段階的に変化させて前記複数の送
信条件のサイズとする請求項１に記載の画像処理プログラム。
【請求項３】
　前記プレビュー手段は、前記複数の送信条件のサイズに前記一の読取条件のサイズを含
める請求項１又は２に記載の画像処理プログラム。
【請求項４】
　光学走査部が一の読取条件のサイズで原稿を光学走査して生成された原稿画像情報の内
容を前記一の読取条件のサイズとは異なる複数の送信条件のサイズでそれぞれのサイズの
値とともに表示処理するプレビュー手段と、
　前記複数の送信条件のサイズで表示処理された前記原稿画像情報の内容から一の内容が
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選択されると、選択された当該内容に対応するサイズで前記原稿画像情報から新たな画像
情報を生成する生成手段とを有する画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理プログラム及び画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、読み取った画像の中に白紙がある場合に読取画像をプレビュー表示
する画像形成装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に開示された画像形成装置は、原稿読取手段と、原稿読取手段により読み込
んだ原稿画像情報の中から白紙の画像情報を検出する白紙検出手段と、白紙検出手段が検
出した白紙の画像情報を除く原稿画像情報についてプレビュー表示する表示手段とを有し
、表示手段により表示された内容を利用者に確認させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１６７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、処理に適した画像の送信条件を利用者に選択させる画像処理プログラ
ム及び画像処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、上記目的を達成するため、以下の画像処理プログラム及び画像処理
装置を提供する。
【０００７】
［１］コンピュータを、
　光学走査部が一の読取条件のサイズで原稿を光学走査して生成された原稿画像情報の内
容を前記一の読取条件のサイズとは異なる複数の送信条件のサイズでそれぞれのサイズの
値とともに表示処理するプレビュー手段と、
　前記複数の送信条件のサイズで表示処理された前記原稿画像情報の内容から一の内容が
選択されると、選択された当該内容に対応するサイズで前記原稿画像情報から新たな画像
情報を生成する生成手段として機能させる画像処理プログラム。
［２］前記プレビュー手段は、前記一の読取条件のサイズを段階的に変化させて前記複数
の送信条件のサイズとする前記［１］に記載の画像処理プログラム。
［３］前記プレビュー手段は、前記複数の送信条件のサイズに前記一の読取条件のサイズ
を含める前記［１］又は［２］に記載の画像処理プログラム。
［４］光学走査部が一の読取条件のサイズで原稿を光学走査して生成された原稿画像情報
の内容を前記一の読取条件のサイズとは異なる複数の送信条件のサイズでそれぞれのサイ
ズの値とともに表示処理するプレビュー手段と、
　前記複数の送信条件のサイズで表示処理された前記原稿画像情報の内容から一の内容が
選択されると、選択された当該内容に対応するサイズで前記原稿画像情報から新たな画像
情報を生成する生成手段とを有する画像処理装置。
 
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１又は４に係る発明によれば、送信前に送信画像が提示され、画像の送信条件を
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利用者に選択させることができる。
　請求項２に係る発明によれば、原稿画像情報の内容を一の読取条件を段階的に変化させ
た複数の送信条件で表示処理することができる。
　請求項３に係る発明によれば、原稿画像情報の内容を一の読取条件を含めた複数の送信
条件で表示処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態に係る本発明の通信システムの構成例を示す概略図である。
【図２】図２は、画像処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、原稿画像プレビュー手段が表示部に表示するプレビュー表示画面の構成
例を示す概略図である。
【図４】図４は、原稿画像プレビュー手段が表示部に表示するプレビュー表示画面の構成
の他の例を示す概略図である。
【図５】図５は、原稿画像プレビュー手段がタブレット端末の表示部に表示するプレビュ
ー表示画面の構成例を示す概略図である。
【図６】図６は、画像処理装置の動作例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［実施の形態］
（通信システムの構成）
　図１は、実施の形態に係る本発明の通信システムの構成例を示す概略図である。
【００１１】
　この通信システムは、画像処理装置１と、外部の画像処理装置４Ａ及び４Ｂとを例えば
公衆網であるネットワーク５を介して通信可能に接続されて構成されており、画像処理装
置１と外部の画像処理装置４Ａ及び４Ｂとの間で一例としてファクシミリ（以下、「ＦＡ
Ｘ」という。）の方式によって情報の送受信を行う
【００１２】
　画像処理装置１は、ＦＡＸ送受信機能、プリンタ、スキャナ、コピー機能を有する装置
であって、情報を処理するための機能を有するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やフラッシュメモリ等の電子部品を備える。画像処理装置１は、原稿
２を光学走査部１４において読み取り、表示部１２に読み取り結果を表示して、ＦＡＸ通
信部１６においてＦＡＸ送信を行う。
【００１３】
　タブレット端末３は、画像処理装置１と一例として無線で通信し、画像処理装置１が光
学走査部１４において読み取った原稿２の読み取り結果を表示するとともに、読み取った
原稿２の画像をＦＡＸ送信するよう画像処理装置１を制御する。
【００１４】
　画像処理装置４Ａ及び４Ｂは、ＦＡＸ送受信機能を有していればよく、画像処理装置１
から送信される情報を受信して印刷又は表示するものであり、例えば、プリンタであるが
、画像処理装置１から送信される情報を受信して表示のみするＰＣ、タブレット端末、携
帯電話等であってもよい。
【００１５】
　ネットワーク５は、例えば、電気通信事業者が設営した有料の通信ネットワークであり
、公衆交換通信網（ＰＳＴＮ：Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　
Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）やＩＰ通信網（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等の外部ネッ
トワークである。
【００１６】
　図２は、画像処理装置１の構成例を示すブロック図である。
【００１７】
　画像処理装置１は、ＣＰＵ等から構成され、各部を制御するとともに、各種のプログラ
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ムを実行する制御部１０と、フラッシュメモリ等の記憶媒体から構成され情報を記憶する
記憶部１１と、文字や画像等を表示する表示部１２と、画像処理装置１を操作するための
操作部１３と、文字や画像等の書き込まれた用紙を光学走査する光学走査部１４と、用紙
に印刷を実行する印刷部１５と、ネットワーク５を介して外部とＦＡＸの方式で通信する
ＦＡＸ通信部１６と、一例として無線により外部と通信する通信部１７とを備える。
【００１８】
　制御部１０は、後述する画像処理プログラム１１０を実行することで、光学走査制御手
段１００、原稿画像プレビュー手段１０１、送信用画像生成手段１０２及びＦＡＸ通信制
御手段１０３等として機能する。
【００１９】
　光学走査制御手段１００は、光学走査設定情報１１１に基づいて解像度、サイズ、カラ
ー／モノクロ等の光学走査部１４の原稿読取条件を設定するとともに、光学走査部１４を
制御して原稿２を読み取る。
【００２０】
　原稿画像プレビュー手段１０１は、光学走査部１４が原稿２を読み取った結果生成され
た原稿画像情報１１２から解像度、サイズ、カラー／モノクロ等の送信条件を変更した複
数種類のプレビュー画像を生成して、表示処理し、表示部１２に表示させる。
【００２１】
　送信用画像生成手段１０２は、操作部１３を介して、原稿画像プレビュー手段１０１に
より表示部１２に表示された複数種類のプレビュー画像のいずれかの選択操作を受け付け
、選択されたプレビュー画像の送信条件に基づいて原稿画像情報１１２から新たな画像情
報として送信用画像情報１１３を生成する。
【００２２】
　ＦＡＸ通信制御手段１０３は、ＦＡＸ通信部１６を制御して、宛先情報１１４の宛先又
は利用者によって操作部１３を介して入力された宛先に、送信用画像情報１１３を送信す
る。
【００２３】
　記憶部１１は、制御部１０を上述した各手段１００－１０３として動作させる画像処理
プログラム１１０、光学走査設定情報１１１、原稿画像情報１１２、送信用画像情報１１
３及び宛先情報１１４等を記憶する。
【００２４】
（画像処理装置の動作）
　以下に、実施の形態の画像処理装置１の動作を図１－図３、図６を参照しつつ、（１）
基本動作、（２）プレビュー動作及び（３）ＦＡＸ送信動作に分けて説明する。
【００２５】
（１）基本動作
　図６は、画像処理装置１の動作例を示すフローチャートである。
【００２６】
　まず、画像処理装置１の利用者は、操作部１３を操作し、ＦＡＸ受付の準備をする。
【００２７】
　画像処理装置１は、利用者の操作に応じてＦＡＸ送信要求の受付を開始し（Ｓ１；Ｙｅ
ｓ）、送信先の電話番号の選択又は入力を受け付けるとともに、光学走査部１４の原稿台
にＦＡＸ送信する対象となる原稿２をセットするよう利用者に促す。
【００２８】
　利用者は、送信先の電話番号を選択又は入力するとともに、原稿２を原稿台にセットし
、原稿２を光学走査部１４において読み取らせるため操作部１３を操作する。
【００２９】
　画像処理装置１の光学走査制御手段１００は、光学走査設定情報１１１に基づいて光学
走査部１４に対する解像度、サイズ、カラー／モノクロ等の原稿読取条件を設定し、当該
条件で光学走査部１４を制御して原稿２を読み取る（Ｓ２）。ここでは、一例として、解



(5) JP 6446928 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

像度４００ｄｐｉ、サイズＡ４、モノクロが原稿読取条件のデフォルトとして光学走査設
定情報１１１に設定されているものとする。なお、光学走査設定情報１１１は、工場出荷
時に予め設定されているものであってもよいし、利用者によって設定されるものであって
もよい。また、ネットワーク５の通信品質を取得して、当該通信品質に基づいて設定され
るものであってもよい。
【００３０】
　光学走査部１４は、原稿２を読み取って原稿画像情報１１２を生成して記憶部１１に格
納する（Ｓ３）。
【００３１】
（２）プレビュー動作
　次に、原稿画像プレビュー手段１０１は、光学走査部１４が原稿２を読み取った結果生
成された原稿画像情報１１２から解像度、サイズ、カラー／モノクロ等の送信条件を変更
した複数種類のプレビュー画像を生成して（Ｓ４）、表示部１２に表示する（Ｓ５）。こ
こでは、原稿画像プレビュー手段１０１は、一例として、サイズＡ４、モノクロの条件は
変更せずに、解像度を４００ｄｐｉから２００ｄｐｉと１００ｄｐｉに変更したプレビュ
ー画像を生成し、表示部１２に表示する。なお、解像度を下げて画像情報のデータ量を低
減するように条件を変更するが、データ量が問題とならない場合は画像補完の技術を用い
て解像度を上げてもよい。
【００３２】
　図３は、原稿画像プレビュー手段１０１が表示部１２に表示するプレビュー表示画面の
構成例を示す概略図である。
【００３３】
　プレビュー表示画面１２ａは、送信先の電話番号等を表示する宛先１２０と、プレビュ
ー画像の送信条件を表示する設定１２１と、プレビュー画像１０１ａ‐１０１ｃを表示す
るプレビュー画像表示領域１２２と、プレビュー画像１０１ａ‐１０１ｃを選択するため
の選択枠１２３と、プレビュー画像１０１ａ‐１０１ｃの表示を拡大又は縮小するための
拡大縮小ボタン１２４と、選択枠１２３で選択されたプレビュー画像の設定で送信するた
めの送信ボタン１２５とを有する。
【００３４】
　利用者は、プレビュー表示画面１２ａを確認し、操作部１３を操作して、適切と思われ
る解像度のプレビュー画像を選択枠１２３で選択し、送信ボタン１２５を操作する。ここ
では、例えば、２００ｄｐｉの解像度のプレビュー画像１０１ｂを選択したものとする。
【００３５】
（３）ＦＡＸ送信動作
　次に、送信用画像生成手段１０２は、プレビュー画像１０１ａ‐１０１ｃのいずれかの
選択操作を受け付けると（Ｓ６；Ｙｅｓ）、選択されたプレビュー画像の送信条件に基づ
いて原稿画像情報１１２から送信用画像情報１１３を生成する（Ｓ７）。上記した例では
、送信用画像生成手段１０２は、原稿画像情報１１２の送信条件から解像度２００ｄｐｉ
の新たな送信用画像情報１１３を生成する。なお、解像度４００ｄｐｉを超える送信条件
を利用者から要求された場合は再度ステップＳ２に戻り、新たな読取条件で原稿２を読み
取りなおしてもよい。
【００３６】
　ＦＡＸ通信制御手段１０３は、ＦＡＸ通信部１６を制御して、宛先情報１１４の宛先又
は利用者によって操作部１３を介して入力された宛先に、送信用画像情報１１３を送信す
る（Ｓ８）。
【００３７】
（実施の形態の効果）
　上記した実施の形態によれば、光学走査設定情報１１１で定められた読取条件で原稿画
像情報１１２を生成し、当該原稿画像情報１１２から読取条件とは異なる送信条件のプレ
ビュー画像を生成して表示部１２に表示し、必要十分な送信条件を利用者に設定させるよ
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うにしたため、利用者が所望する送信に適した画像を選択させることができる。また、必
要以上に高い解像度等の送信条件で生成された画像情報を送信せずに済むため、デフォル
トの設定で画像情報を生成する場合に比べて、画像処理装置１の送信時の処理負担及び通
信回線の負荷を抑制することができる。
【００３８】
［他の実施の形態］
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々
な変形が可能である。例えば、変更する条件がサイズであってもよい。
【００３９】
　図４は、原稿画像プレビュー手段１０１が表示部１２に表示するプレビュー表示画面の
構成の他の例を示す概略図である。
【００４０】
　プレビュー表示画面１２ｂは、宛先１２０と、設定１２１と、プレビュー画像表示領域
１２２と、選択枠１２３と、拡大縮小ボタン１２４と、送信ボタン１２５とを有する。
【００４１】
　利用者は、プレビュー表示画面１２ｂを確認し、操作部１３を操作して、適切と思われ
るサイズのプレビュー画像を選択枠１２３で選択し、送信ボタン１２５を操作する。
【００４２】
　また、プレビュー画像は、タブレット端末３の表示部に表示されるものであってもよい
。
【００４３】
　図５は、原稿画像プレビュー手段１０１がタブレット端末３の表示部に表示するプレビ
ュー表示画面の構成例を示す概略図である。
【００４４】
　プレビュー表示画面３０は、送信先の電話番号等を表示する宛先３００と、プレビュー
画像の送信条件を表示する設定３０１と、プレビュー画像１０１ｇ‐１０１ｊを表示する
プレビュー画像表示領域３０２と、プレビュー画像１０１ｇ‐１０１ｊを選択するための
選択枠３０３と、選択枠３０３で選択されたプレビュー画像１０１ｇ－１０１ｊを拡大表
示する拡大表示領域３０４と、プレビュー画像１０１ｇ‐１０１ｊの表示の拡大率を変更
するための拡大縮小ボタン３０５と、選択枠３０３で選択されたプレビュー画像の送信条
件で送信するための送信ボタン３０６とを有する。
【００４５】
　利用者は、プレビュー表示画面３０を確認し、タブレット端末３の操作部としてのタッ
チパネルを操作して、適切と思われる解像度のプレビュー画像を選択枠３０３で選択し、
送信ボタン３０６を操作する。
【００４６】
　タブレット端末３の表示部にプレビュー画像を表示することにより、画像処理装置１の
表示部１２に表示する場合に比べて、より詳細にプレビュー画像を表示することができ、
操作部１３を操作することなくタブレット端末３単体でプレビュー画像を選択する操作を
することができる。
【００４７】
　また、上記した実施の形態はＦＡＸを送信する場合について説明したが、光学走査する
ことで生成される画像情報を扱うものであれば、コピーをする場合やメールに添付して送
信する場合にも同様に本発明を適用することができる。
【００４８】
　また、プレビュー表示画面１２ａ、１２ｂ及び３０において、複数のプレビュー画像を
表示した例を示したが、利用者の操作に応じて１枚のプレビュー画像を順次切り替えて表
示するようにしてもよい。
【００４９】
　また、上記画像処理プログラム１１０をＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納して提供する
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ことも可能であり、インターネット等のネットワークに接続されているサーバ装置等から
装置内の記憶部にダウンロードしてもよい。また、各手段１００－１０３の一部又は全部
をＡＳＩＣ等のハードウェアによって実現してもよい。なお、上記実施の形態の動作説明
で示した各ステップは、順序の変更、ステップの省略、追加が可能である。
【符号の説明】
【００５０】
１     画像処理装置
２     原稿
３     タブレット端末
４Ａ、４Ｂ    画像処理装置
５     ネットワーク
１０   制御部
１１   記憶部
１２   表示部
１２ａ、１２ｂ       プレビュー表示画面
１３   操作部
１４   光学走査部
１５   印刷部
１６   ＦＡＸ通信部
１７   通信部
３０   プレビュー表示画面
１００ 光学走査制御手段
１０１ 原稿画像プレビュー手段
１０１ａ‐１０ｊ     プレビュー画像
１０２ 送信用画像生成手段
１０３ ＦＡＸ通信制御手段
１１０ 画像処理プログラム
１１１ 光学走査設定情報
１１２ 原稿画像情報
１１３ 送信用画像情報
１１４ 宛先情報
１２０ 宛先
１２１ 設定
１２２ プレビュー画像表示領域
１２３ 選択枠
１２４ 拡大縮小ボタン
１２５ 送信ボタン
３００ 宛先
３０１ 設定
３０２ プレビュー画像表示領域
３０３ 選択枠
３０４ 拡大表示領域
３０５ 拡大縮小ボタン
３０６ 送信ボタン
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