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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書画像の情報を入力する原稿読み取り手段と、
　この画像入力手段により第１回目に取得した入力文書画像が複数ページを面付けしたも
のか否かの面付けを判定し、前記入力文書画像が複数ページを面付けしたものであると判
定した場合に画像分割位置および面付けページ数を求める面付け判定を行う画像解析手段
と、
　この画像解析手段によって求められた前記入力文書画像の面付けページ数に応じて前記
文書画像の画像形態として解像度を決定する画像形態決定手段と、
　この画像形態決定手段によって決定された解像度に応じて前記原稿読み取り手段の入力
モードを設定する入力モード設定手段と、
　この入力モード設定手段により設定された入力モードで前記原稿読み取り手段により第
２回目に取得した前記文書画像を前記画像解析手段によって解析された結果に応じて、入
力文書画像をページ画像に分割する画像分割手段とを有し、
　この画像分割手段により得られるページ画像の情報を出力することを特徴とする画像処
理装置。
【請求項２】
　文書画像の情報を読み取るステップと、
　このステップにより第１回目に取得した入力文書画像が複数ページを面付けしたものか
否かの面付けを判定し、前記入力文書画像が複数ページを面付けしたものであると判定し
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た場合に画像分割位置および面付けページ数を求める面付け判定を行う画像解析ステップ
と、
　このステップによって求められた前記入力文書画像の面付けページ数に応じて前記文書
画像の画像形態として解像度を決定するステップと、
　このステップによって決定された解像度に応じて文書画像の情報を読み取るときの入力
モードを設定するステップと、
　このステップによって設定された入力モードで読み取られた、第２回目に取得した前記
文書画像の情報を前記画像解析ステップによって解析された結果に応じてページ画像に分
割するステップと、
　このステップにより得られるページ画像の情報を出力するステップと
を有することを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明は、画像処理装置及び画像処理方法に係り、特に、複数ページが面付けされ
た文書画像から個々のページ画像に分割を行う画像処理装置および画像処理方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ等の画像形成装置には、コンピュータから受信する複数ページの印刷データを
１枚の出力用紙にあわせて縮小配置して印刷処理するＮ in １印刷機能を有するものがあ
る。すなわち、Ｎ in １印刷機能を利用すれば、Ｎページ分のデータを１枚の用紙に面付
けして印刷できる。このようなＮ in １印刷機能により面付けされた文書画像を、例えば
スキャナで取り込み、Ｎ in １印刷機能により面付けされる前の１ページごと、すなわち
ページ画像ごとに電子データとして再利用をしたい場合がある。
【０００３】
　また、１枚の文書画像におさめられた写真、文字、図形などの部分ごと、すなわち像域
画像ごとに電子データとして再利用をしたい場合がある。
【０００４】
　前者の面付けされた文書画像からページ画像に分割する技術は特開２００２－２１５３
８０号公報に開示されている。また、後者の１枚の文書画像から像域画像に分割する技術
は特開２００３－８７５６２号公報に開示されている。しかし、これら従来の技術では分
割後のページ画像あるいは像域画像の見易さやデータサイズは考慮されていなかった。
【０００５】
　このために、例えば解像度不足で分割後の画像に含まれる小さな文字が見にくかったり
、文書画像の一部だけがカラーである場合にも分割後のすべての画像をフルカラー画像と
して保存してしまいデータサイズが必要以上に大きくなる問題点があった。
【０００６】
　分割後の画像が見易いものではないことはその画像の再利用の価値を損ない、分割後の
画像データサイズが不要に大きいことはデータの保存に大容量の記憶領域を浪費するとと
もに、再利用の際には処理時間が長くかかることに結びつく。
【特許文献１】特開２００２－２１５３８０号公報
【特許文献２】特開２００３－８７５６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記のような、画像処理における画像分割に関する従来の問題点に鑑みてなさ
れたもので、画像分割後の画像の見易さと分割後の画像のデータサイズとを両立させる画
像処理装置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】
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【０００９】
　本発明の一実施形態による画像処理装置は、文書画像の情報を入力する原稿読み取り手
段と、この画像入力手段により第１回目に取得した入力文書画像が複数ページを面付けし
たものか否かの面付けを判定し、前記入力文書画像が複数ページを面付けしたものである
と判定した場合に画像分割位置および面付けページ数を求める面付け判定を行う画像解析
手段と、この画像解析手段によって求められた前記入力文書画像の面付けページ数に応じ
て前記文書画像の画像形態として解像度を決定する画像形態決定手段と、この画像形態決
定手段によって決定された解像度に応じて前記原稿読み取り手段の入力モードを設定する
入力モード設定手段と、この入力モード設定手段により設定された入力モードで前記原稿
読み取り手段により第２回目に取得した前記文書画像を前記画像解析手段によって解析さ
れた結果に応じて、入力文書画像をページ画像に分割する画像分割手段とを有し、この画
像分割手段により得られるページ画像の情報を出力する。
【００１０】
　ここで、本発明では、面付けという用語を製版業や印刷業において用いられている意味
とは異なる意味に用いている。製版業や印刷業においては、生産性の観点から１枚の用紙
に複数ページを、最終的な印刷物の形態になったときにページ順が揃うように、まとめて
製版あるいは印刷することを面付けという。３２面ある新聞の第１面を含む用紙を例にと
ると、その用紙の片面には左側に第１面が、右側に第３２面が印刷されるように、第１面
と第３２面とをまとめて製版し、印刷する。これに対し、本発明では、ページ順について
は特に意識することなく、複数ページの原稿を１枚の用紙に印刷するか、印刷した場合に
複数Ｎページの原稿が１枚の用紙におさまるような電子データを作成する操作を面付けと
いう。
【００１１】
　さらに複数（Ｎ）ページの原稿を１枚の用紙に印刷して得られる画像をＮ in １画像と
呼ぶ。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一実施形態によれば、面付けされた文書画像から、見易くかつ適度なデータサ
イズのページ画像を分割することができる画像処理装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１４】
（第１実施例）
　図１に本発明による第１実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。図１にお
いて１１０は画像入力手段、１２０は像域解析部、１３０は画像形態決定部、１４０は像
域分割部、１５０は画像形態変換部である。
【００１５】
　本発明における画像入力手段１１０は、文書原稿に表されている画像情報を本発明の実
施形態である画像処理装置に電子的データとして入力する手段である。スキャナ、または
コピー機もしくは多機能周辺装置における原稿読み取り部は画像入力手段に該当する。ま
た、ＬＡＮインタフェース、ＵＳＢインタフェース等の通信インタフェースも本発明にお
ける画像入力手段である。ただし、説明を簡潔にするために、特に断らない限り画像入力
手段としては原稿読み取り部を基本として本発明の実施形態の説明を行う。
【００１６】
　像域解析部１２０は、画像入力手段１１０によって読み込んだ文書画像に含まれる像域
の形態を解析する。像域は類似する特徴を持つ画像領域であり、例えば文字、図形、写真
等はたがいに異なる像域である。像域解析部１２０からは、入力画像に含まれる像域の種
類と位置が出力される。像域分割部１３０は、入力画像を像域ごとに分割する。画像形態
決定部１４０は像域の種類に応じて画像形態を決定する。画像形態変換部１５０は、分割
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された像域ごとに、画像形態決定部１４０により決定された形態に、像域の画像形態を変
換する。
【００１７】
　図２は第１実施例の画像処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。図２およ
び図１を参照して本発明の第１実施例における動作を説明する。
【００１８】
　まず、文書原稿の画像を画像入力手段１１０により読み込む（Ｓ２１０）。すなわち、
スキャナ等の原稿読み取り部を用いて文書原稿の電子データを入力する。このときの読み
取り解像度は、高解像度、例えばスキャナの最高解像度に設定し、原稿にカラーの部分が
含まれるときは、高品質のカラー画像読み取りモードで原稿を読み取る。次に、Ｓ２２０
で、像域解析部１２０は入力画像の形態を解析し、入力画像に含まれる像域の種類と位置
を出力する。像域分割部１３０は、像域解析部１２０から出力された情報に基づき、入力
画像を像域ごとに分割する（Ｓ２３０）。例えば、文字領域と写真領域とに入力画像を分
割する。また、画像形態決定部１４０は、像域解析部１２０から出力された情報に基づき
、像域の種類に応じて画像形態を決定する（Ｓ２４０）。ここで、画像形態は、例えば図
３に示すように文字領域は階調性よりも解像度を重視し、写真領域は解像度よりも階調性
を重視した形態に決定することができる。Ｓ２３０で領域ごとに分割された画像は、画像
形態変換部１５０によって、Ｓ２４０で画像形態決定部１４０によって決定された画像形
態に変換される（Ｓ２５０）。画像形態変換部１５０による画像形態の変換においては、
像域に適したデータ圧縮も行うことができる。画像形態変換部１５０から出力される像域
ごとの画像データは、クライアントＰＣや画像サーバなどで利用することができる。
【００１９】
　以上、第１実施例の説明を行ったが、文書原稿の電子データが存在し、利用可能な場合
には、スキャナ等の原稿読み取り部により文書原稿画像を電子化する必要はなく、本実施
例においては、原稿の電子データを画像入力手段の一形態である通信インタフェースを介
して像域解析部１２０および像域分割部１３０に入力することができる。この事情は本実
施例に限らず、以後説明を行う第３実施例、第５実施例ないし第７実施例、およびこれら
の実施例に付加機能を加えた第８実施例ないし第１２実施例においても同様である。
【００２０】
　本実施例により、像域ごとに適した画像形態を決定し処理をすることで、像域の属性を
考慮せずに処理する場合と比べて、見易く、かつ、適切なファイルサイズの像域画像デー
タを得ることが可能となる。
【００２１】

（第２実施例）
　図４に本発明による第２実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。図４にお
いて４１０は原稿読み取り部、４２０は面付け判定部、４３０は画像形態決定部、４４０
は入力モード設定部、４５０は画像分割部である。
【００２２】
　原稿読み取り部４１０は、文書原稿に表されている画像情報を電子データとして入力す
る手段である。面付け判定部４２０は、原稿読み取り部４１０によって読み込んだ原稿が
複数ページを面付けしたものであるか否かを判定する。読み込んだ文書画像が複数ページ
を面付けしたものであるときには、面付け判定部４２０は画像分割位置を求める。面付け
判定部４２０は、さらに、読み込んだ原稿の面付けページ数を求める。面付け判定方法と
しては既に公知になっている技術、例えば、特開２００２－２１５３８０号公報に記載の
技術を用いてもよい。
【００２３】
　画像形態決定部４３０は、面付け判定部４２０により求められた面付けページ数に基づ
いて、本実施例の画像処理装置から出力されるページ画像データの画像形態を決定する。
決定する画像形態としては、例えば、解像度が挙げられる。入力モード設定部４４０は前
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記画像形態決定部４３０により決定された画像形態に基づいて、前記原稿読み取り部４１
０の入力モードを設定する。画像分割部４５０は前記面付け判定部４２０により求められ
た画像分割位置に基づいて文書画像をページ画像に分割する。
【００２４】
　図５は第２実施例の画像処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。図５およ
び図４を参照して本実施例における動作を説明する。
【００２５】
　まず、文書原稿に表された画像を原稿読み取り部４１０により読み込む（Ｓ５１０）。
すなわち、スキャナ等の原稿読み取り部４１０を利用して文書原稿から入力画像を読み取
る。このときの入力画像の読み取りは、いわゆるプレスキャンであり、読み取り解像度は
比較的低い値に設定することができる。
【００２６】
　面付け判定部４２０は、前記原稿読み取り部４１０によって入力された画像データから
、この入力画像データで表される入力画像が複数ページを面付けしたものであるか否かを
判定する（Ｓ５２０）。ここで入力画像が複数ページを面付けされたものであると判定さ
れた場合、分割位置を決定する（Ｓ５３０）。また、面付け判定部４２０は面付けページ
数を求める（Ｓ５４０）。
【００２７】
　次に、画像形態決定部４３０により、前記面付け判定部４２０により求められた面付け
ページ数を用いて、画像形態として解像度を決定する。（Ｓ５５０）。面付けページ数と
解像度の例を図６に示す。面付けページ数が多いほど、解像度を高く設定する。前記画像
形態決定部４３０により決定された通りに原稿読み取り部４１０の入力モードとして読取
り解像度を設定し（Ｓ５６０）、本スキャンを実行する（Ｓ５７０）。
【００２８】
　本スキャンによって読み込まれた入力画像は、前記面付け判定（Ｓ５２０）により原稿
が面付けされていると判定された場合には、前記面付け判定部４２０により決定された分
割位置に基づいてページ画像に分割される（Ｓ５８０）。Ｓ５８０でページ画像に分割さ
れた画像のデータは、クライアントＰＣ、画像サーバあるいは多機能周辺装置（ＭＦＰ）
、コピー機またはプリンタの画像形成部などに出力される（Ｓ５９０）。
【００２９】
　本実施例によれば、Ｎ in １原稿など、面付けされた画像が入力された際に、面付けさ
れたページ数Ｎに応じて画像入力手段の入力モードを自動設定し、原稿を本スキャンする
ことにより、ページ数Ｎが大きくなっても見易いページ画像を得ることが可能となる。
【００３０】
（第３実施例）
　図７に本発明による第３実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。図７にお
いて１１０は画像入力手段、４２０は面付け判定部、４３０は画像形態決定部、７４０は
ページメモリ、４５０は画像分割部、７６０は画像形態変換部である。
【００３１】
　画像入力手段１１０の機能は第１実施例における画像入力手段の機能と同一である。ま
た、面付け判定部４２０、画像形態決定部４３０および画像分割部４５０の機能は、それ
ぞれ第２実施例における面付け判定部、画像形態決定部および画像分割部の機能と同一で
ある。ただし、後に述べるように、画像形態決定部４３０の動作は、第２実施例における
画像形態決定部と異なる点がある。
【００３２】
　ページメモリ７４０は画像入力手段１１０から出力される画像信号を遅延させるための
バッファとして機能する。画像形態変換部７６０は、画像分割部４５０から出力されるペ
ージ画像を前記画像形態決定部４３０により決定された画像形態に変換する。
【００３３】
　第２実施例においてはプレスキャン時に入力モード設定部により画像入力手段のモード
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を設定した後に、本スキャンで最適な形態の画像データを取得する。これに対し、本実施
例においては入力モード設定部ではなく、画像形態変換部７６０により最適な形態の画像
を出力する点が第２実施例と大きく異なる点である。
【００３４】
　図８は本実施例の画像処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。図８および
図７を参照して本発明による第３実施例における動作を説明する。
【００３５】
　文書原稿の画像を画像入力手段１１０により読み込む画像入力（Ｓ８１０）から、画像
形態決定部４３０によって画像形態として解像度を決定する（Ｓ８５０）までの動作は実
施例２と同一である。ただし、画像入力手段１１０を用いて文書原稿から画像を読み取る
ときの読み取り解像度は、高解像度、例えばスキャナの最高解像度に設定する。
【００３６】
　画像分割部４５０により面付け判定（Ｓ８２０）により原稿が面付けされていると判定
された場合には、前記面付け判定部４２０により決定された分割位置に基づいて入力画像
をページ画像に分割する（Ｓ８６０）。得られたページ画像は、画像形態変換部７６０に
よって前記画像形態決定部４３０により決定された通りに解像度変換される（Ｓ８７０）
。ここで、解像度変換の具体的な方法としては、既に知られているバイキュービック法な
どを用いることができる。画像形態変換部７６０によって解像度変換されたページ画像の
データはクライアントＰＣ、画像サーバあるいは多機能周辺装置（ＭＦＰ）、コピー機ま
たはプリンタの画像形成部などに出力される（Ｓ８８０）。
【００３７】
　本実施例により、Ｎ in １原稿が入力された際に、プレスキャン無しでその面付けされ
たページ数に基づいて画像形態を変換することにより、ページ数Ｎが大きくなっても見易
いページ画像を高速に得ることが可能となる。
【００３８】
　尚、本実施例の説明において、画像入力（Ｓ８１０）の入力解像度を高解像度に設定す
るとして説明したが、処理の高速化を図るために、画像入力における入力解像度は低めに
設定しておき、画像形態変換（Ｓ８７０）において高解像度化処理を行うことも考えられ
る。ここで、高解像度処理の方法として、バイリニア法やバイキュービック法などの公知
の技術を用いることができる。　
　また、本実施例の説明においては、画像分割（Ｓ８６０）の後に画像形態変換（Ｓ８７
０）を行った。しかし、画像形態変換後に画像分割を行っても良い。
【００３９】
　以上、第３実施例の説明を行ったが、文書原稿の電子データが存在し、利用可能な場合
には、スキャナ等の原稿読み取り部により文書原稿画像を電子化する必要はなく、原稿の
電子データを画像入力手段の一形態である通信インタフェースを介して面付け判定部４２
０およびページメモリ７４０に入力することができる。
【００４０】
（第４実施例）
　図９に本発明による第４実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。図９にお
いて４１０は原稿読み取り部、９２０は画像特徴量計算部、４３０は画像形態決定部、４
２０は面付け判定部、４４０は入力モード設定部、４５０は画像分割部である。
【００４１】
　第２実施例と大きく異なる点は面付け判定部ではなく、画像特徴量計算部９２０により
画像形態を決定している点である。前記画像特徴量計算部９２０は画像特徴量として文字
領域の総面積、写真領域の総面積、文字サイズの最小値、カラー画素の数、原稿の面積、
原稿の総画素数などを計算する。画像形態決定部４３０においては画像形態として解像度
、色数、ビット数などを決定する。原稿読み取り部４１０、面付け判定部４２０、入力モ
ード設定部４４０および画像分割部４５０の機能は第２実施例の場合と同様である。
【００４２】
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　図１０は第４実施例の画像処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。図１０
および図９を参照して本発明の第４実施例における動作を説明する。
【００４３】
　まず、文書原稿の画像を原稿読み取り部４１０により読み込む（Ｓ１０１０）。すなわ
ち、スキャナ等の画像入力手段を用いて文書原稿から画像を読み取る。このときの読み取
り解像度は比較的低い値に設定することができるが、カラー画像読み取りモードに設定す
る。
【００４４】
　画像特徴量計算部９２０は、前記原稿読み取り部４１０より出力される原稿画像データ
から、文字領域の総面積、写真領域の総面積、文字サイズの最小値、カラー画素の数、原
稿画像の面積、原稿の総画素数等の特徴量を計算することによって原稿画像の形態を解析
する（Ｓ１０２０）。
【００４５】
　画像形態決定部４３０において、前記画像特徴量計算部９２０より出力された画像特徴
量を用いて、解像度、色数、ビット数などの画像形態を決定する（Ｓ１０３０）。前記画
像形態決定部４３０により決定された通りに原稿読み取り部４１０の入力モードを設定す
る（Ｓ１０４０）。
【００４６】
　面付け判定部４２０は、前記原稿読み取り部４１０によって取得した文書画像データか
ら、原稿が複数ページを面付けしたものであるか否かを判定する。（Ｓ１０５０）。ここ
で面付けされたものであると判定された場合、分割位置を決定する（Ｓ１０６０）。なお
、この面付け判定部４２０として、例えば特開２００２－２１５３８０号公報に記載の技
術を用いてもよいことは第２実施例の場合と同様である。
【００４７】
　続く本スキャン（Ｓ１０７０）、ページ画像への分割（Ｓ１０８０）およびページ画像
データ出力（Ｓ１０９０）は実施例２の場合と同様である。
【００４８】
　尚、図１０を用いた本実施例の動作説明において、図１０の点線枠Ａ内の面付け判定（
Ｓ１０５０）及び分割位置決定（Ｓ１０６０）の処理をモード設定（Ｓ１０４０）の後に
行った。しかし、面付け判定（Ｓ１０５０）および分割位置決定（Ｓ１０６０）の処理は
、プレスキャン（Ｓ１０１０）、画像特徴量計算（Ｓ１０２０）または画像形態決定（Ｓ
１０３０）のいずれかの後に行ってもよい。
【００４９】
　図１１に画像特徴量計算部９２０の機能ブロック構成例を示す。図１１において、１１
１０はページメモリ、１１２０は像域解析ユニット、１１３０はカラー画素計数ユニット
、１１４０は原稿サイズ算出ユニット、１１５０は画素数計数ユニットである。ページメ
モリ１１１０は、１ラインあるいは数ライン単位で入力された文書画像データをページ単
位のブロックデータに変換する。
【００５０】
　像域解析ユニット１１２０は、図１２に示すように文字や図形等が物理的にあるいは論
理的に連結されている各領域に分割して抽出し、文字や写真等の文書要素としての種類や
重要度を解析する。像域解析は、例えば特開２００３－８７５６２号に開示されている方
法により実現することができる。像域解析ユニット１１２０は、例えば写真領域の総面積
Ｓｐ，文字サイズの最小値Ｓｍｉｎを出力する。カラー画素計数ユニット１１３０は文書
画像データ内のカラー画素の数を計数する。例えば、画素の色の値が（Ｒ，Ｇ，Ｂ）で表
される文書画像データにおいて、｜Ｒ・Ｇ｜＋｜Ｇ・Ｂ｜＋｜Ｂ・Ｒ｜＞Ｔｈ（Ｔｈはあ
る閾値）を満たす画素をカラー画素として計数する。原稿サイズ算出ユニット１１４０は
文書画像の面積Ｓを出力する。画素数計数ユニット１１５０は文書画像の総画素数Ｎをカ
ウントする。
【００５１】
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　図１３に本実施例における画像形態決定部４３０による画像形態の決定例を示す。図１
３（ａ）はカラーモードの決定例、同図（ｂ）は解像度の決定例、同図（ｃ）はカラー深
度（ビット数）の決定例を示している。原稿をフルカラーかモノクロ（またはグレースケ
ール）で読み取るかのカラーモードの設定は、図１３（ａ）の表に示すようにカラー画素
数Ｎｃと文書画像の総画素数Ｎとの比により決める。本実施例においてはカラー画素数Ｎ
ｃと原稿の画素数Ｎの比、Ｎｃ／Ｎ＜０．２の場合は入力原稿がモノクロ原稿であると判
断してモノクロ（またはグレースケール）とし、Ｎｃ／Ｎ≧０．２の場合はカラーと画像
形態を決定する。原稿の読み取り解像度は原稿内の最小サイズの文字を読めるような解像
度に設定するために、例えば、図１３（ｂ）に示すように文字サイズの最小値Ｓｍｉｎ（
ｍｍ角）により設定する。5.6≦Ｓminの場合は200ｄｐｉ、4.2≦Ｓmin＜5.6の場合は300
ｄｐｉ、2.8≦Ｓmin＜4.2の場合は400ｄｐｉ、Ｓmin＜2.8の場合は600ｄｐｉに設定する
。カラー深度に関しては原稿内の写真の有無により設定する。例えば、図１３（ｃ）に示
すように写真領域の面積Ｓpと原稿の面積Ｓとの比により決定する。Ｓp／Ｓ＜0.2の場合
は全面文字の原稿と判断し、カラー深度は１ｂｉｔに設定する。Ｓｐ／Ｓ≧0.2の場合は
原稿内に写真があると判断し、カラー深度を８ｂｉｔに決定する。
【００５２】
　このように画像形態決定部４３０によって決定された画像形態に応じて原稿読み取り部
４１０の読み取りモードを設定し、本スキャンを行い、面付け判定部４２０により求めら
れた分割位置に基づき文書画像をページ画像に分割する。
【００５３】
　本実施例により、Ｎ in １原稿が入力された際に、その原稿の画像の特徴に基づいて原
稿読み取り部の入力モードを自動設定し、文書画像データを取得することによって、文字
が小さな原稿であっても見易く、適切なファイルサイズのページ画像データを得ることが
可能となる。
【００５４】
（第５実施例）
　図１４に本発明による第５実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。図１４
において１１０は画像入力手段、９２０は画像特徴量計算部、４３０は画像形態決定部、
４２０は面付け判定部、７４０はページメモリ、４５０は画像分割部、７６０は画像形態
変換部である。
【００５５】
　本実施例と第４実施例との異なる点は、第３実施例と第２実施例の異なる点と同じであ
る。すなわち、本実施例においては画像形態変換部７６０を備えることによりプレスキャ
ンを行うことなく最適な形態の画像を出力する。
【００５６】
　図１５は第５実施例の画像処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。図１５
および図１４を参照して本発明の第５実施例における動作を説明する。
【００５７】
　まず、文書原稿の画像を画像入力手段１１０により読み込む（Ｓ１５１０）。すなわち
、スキャナ等の画像入力手段を用いて文書原稿から画像を読み取る。このときの読み取り
解像度は高解像度に設定し、カラー画像読み取りモードに設定する。
【００５８】
　次に、画像特徴量計算部９２０は、前記画像入力手段１１０によって取得した文書画像
データから、文字領域の総面積、写真領域の総面積、文字サイズの最小値、カラー画素の
数、原稿の面積、原稿の総画素数等の特徴量を計算することによって入力された文書原稿
の形態を解析する（Ｓ１５２０）。
【００５９】
　続いて、画像形態決定部４３０によって、前記画像特徴量計算部９２０より出力される
画像特徴量を用いて、解像度、色数、ビット数などの画像形態を決定する（Ｓ１５３０）
。
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【００６０】
　面付け判定部４２０は、前記画像入力手段１１０によって取得した文書画像データから
、原稿が複数ページを面付けしたものであるか否かを判定する。（Ｓ１５４０）。ここで
面付けされたものであると判定された場合には分割位置を決定する（Ｓ１５５０）。
【００６１】
　Ｓ１５５０の面付け判定で文書画像が面付けされていると判定された場合には、前記面
付け判定部４２０により決定された分割位置に基づいて文書画像をページ画像に分割する
（Ｓ１５６０）。ページ画像に分割した後に、画像形態決定部４３０により決定された画
像形態に基づいて、画像形態変換部７６０により画像形態を変換する（Ｓ１５７０）。画
像形態変換部７６０によって画像形態を変換されたページ画像のデータは、クライアント
ＰＣ、画像サーバあるいは多機能周辺装置（ＭＦＰ）、コピー機またはプリンタの画像形
成部などに出力される（Ｓ１５８０）。
【００６２】
　本実施例により、Ｎ in １原稿が入力された際に、見易く、適度なファイルサイズのペ
ージ画像データをプレスキャンなしで高速に得ることが可能となる。
【００６３】
　ここで、図１５を用いた本実施例の動作説明において、画像分割（Ｓ１５６０）の後に
画像形態変換（１５７０）を行う場合について説明したが、画像形態変換の後に画像分割
を行ってもよい。
【００６４】
　また、図１５を用いた本実施例の動作説明において、図１５の点線枠Ａ内の面付け判定
（Ｓ１５４０）及び分割位置決定（Ｓ１５５０）の処理を、画像形態決定（Ｓ１５３０）
の後に行った。しかし、面付け判定（Ｓ１０５０）および分割位置決定（Ｓ１０６０）の
処理は、画像入力（Ｓ１５１０）または画像特徴量計算（Ｓ１５２０）のいずれかの後に
行ってもよい。
【００６５】
　以上、第５実施例の説明を行ったが、文書原稿の電子データが存在し、利用可能な場合
には、スキャナ等の原稿読み取り部により文書原稿画像を電子化する必要はなく、原稿の
電子データを画像入力手段の一形態である通信インタフェースを介して画像特徴量計算部
９２０、面付け判定部４２０およびページメモリ７４０に入力することができる。
【００６６】
（第６実施例）
　図１６に本発明による第６実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。図１６
において１１０は画像入力手段、４２０は面付け判定部、７４０ａ，７４０ｂはページメ
モリ、４５０は画像分割部、９２０は画像特徴量計算部、４３０は画像形態決定部、７６
０は画像形態変換部である。
【００６７】
　本実施例と第５実施例の異なる点は、面付け判定し、画像分割した後にページ画像の特
徴量を計算している点である。このことにより、ページ画像ごとに最適な画像形態を決定
することが可能となる。
【００６８】
　図１７は第６実施例の画像処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。図１７
および図１６を参照して本発明の第５実施例における動作を説明する。
【００６９】
　まず、文書原稿の画像を画像入力手段１１０により読み込む（Ｓ１７１０）。すなわち
、スキャナ等の画像入力手段を用いて文書原稿から画像を読み取る。このときの読み取り
解像度は高解像度に設定し、高品質カラー画像読み取りモードに設定する。
【００７０】
　面付け判定部４２０は、前記画像入力手段１１０によって取得した文書画像データから
、原稿が複数ページを面付けしたものであるか否かを判定する（Ｓ１７２０）。ここで面
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付けされたものであると判定された場合、文書画像の分割位置を決定する（Ｓ１７３０）
。また、前記面付け判定部４２０により原稿が面付けされていると判定された場合には、
面付け判定部４２０により決定された分割位置に基づいて文書画像をページ画像に分割す
る（Ｓ１７４０）。
【００７１】
　画像特徴量計算部９２０は、前記画像分割部４５０から出力されるページ画像データか
ら、文字領域の総面積、写真領域の総面積、文字サイズの最小値、カラー画素の数、原稿
の面積、原稿の総画素数等の特徴量を計算することによってページ画像の形態を解析する
（Ｓ１７５０）。
【００７２】
　画像形態決定部４３０において、前記画像特徴量計算部９２０より出力された画像特徴
量を用いて、解像度、色数、ビット数などの画像形態を決定する（Ｓ１７６０）。
【００７３】
　文書画像をページ画像に分割した後に画像形態決定部４３０により決定された画像形態
に基づいて、画像形態変換部７６０によってページ画像の形態を変換する（Ｓ１７７０）
。画像形態変換部７６０によって画像形態を変換されたページ画像のデータは、クライア
ントＰＣ、画像サーバあるいは多機能周辺装置（ＭＦＰ）、コピー機またはプリンタの画
像形成部などに出力される（Ｓ１７８０）。
【００７４】
　本実施例により、Ｎ in １原稿が入力された際に、ページごとに見易く、適度なファイ
ルサイズのページ画像データを出力することが可能となる。
【００７５】
　以上、第６実施例の説明を行ったが、文書原稿の電子データが存在し、利用可能な場合
には、スキャナ等の原稿読み取り部により文書原稿画像を電子化する必要はなく、原稿の
電子データを画像入力手段の一形態である通信インタフェースを介して面付け判定部４２
０およびページメモリ７４０に入力することができる。
【００７６】
（第７実施例）
　図１８に本発明による第７実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。図１８
において１１０は画像入力手段、４２０は面付け判定部、７４０ａ、７４０ｂはページメ
モリ、４５０は画像分割部、１２０は像域解析部、４３０は画像形態決定部、７６０は画
像形態変換部である。
【００７７】
　本実施例が第６実施例と異なる点は、画像特徴量計算部の代わりに像域解析部１２０を
設けた点にある。このことにより、ページ画像ごとではなく、ページ画像に含まれる像域
ごとに最適な画像形態を決定することが可能となる。
【００７８】
　図１９は第７実施例の画像処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。図１９
および図１８を参照して本発明の第７実施例における動作を説明する。
【００７９】
　Ｓ１９１０の画像入力からＳ１９４０の画像分割までの動作は、図１７を用いて説明し
た第６実施例の動作と同一である。
【００８０】
　Ｓ１９４０で画像分割部４５０によって文書画像を分割することにより生成されたそれ
ぞれのページ画像について、像域解析部１２０によってページ画像に含まれる像域の形態
の解析を行う（Ｓ１９５０）。例えば、像域解析部は文字領域と写真領域とがページ画像
に含まれることを解析し、文字領域と写真領域という異なる像域にページ画像の領域を分
割する（Ｓ１９５０）。
【００８１】
　次に画像形態決定部４３０によって、像域解析部１２０から出力される像域情報に基づ
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いて、像域ごとに画像形態を決定する(Ｓ１９６０)。
【００８２】
　像域ごとに分割した後に画像形態決定部４３０により決定された画像形態に基づいて、
画像形態変換部７６０によって各ページ画像の形態を変換する(Ｓ１９７０)。ここで、画
像形態の決定例を図２０に示す。文字の像域は階調性よりも解像度を重視し、カラー深度
は浅くしている。また写真の像域は解像度よりも階調性を重視し、カラー深度は深くして
いる。さらに像域に適したデータ圧縮方式に決定している。
【００８３】
　画像形態変換部７６０によって画像形態を変換されたページ画像のデータは、クライア
ントＰＣ、画像サーバあるいは多機能周辺装置（ＭＦＰ）、コピー機またはプリンタの画
像形成部などに出力される（Ｓ１９８０）。
【００８４】
　本実施例により、Ｎ in １原稿が入力された際に、像域ごとに適した画像形態を決定し
処理をすることによりページ画像全体の画像形態を決定する場合と比べて、ページごとに
見易く、適度なファイルサイズのページ画像データを出力することが可能となる。特にＰ
ＤＦファイルのようにオブジェクト構造を備え、かつ、オブジェクトごとにカラー深度、
解像度、データ圧縮方式などを選択可能なファイル形式にしてページ画像を出力する場合
に、本実施例は好適である。
【００８５】
　以上、第６実施例の説明を行ったが、文書原稿の電子データが存在し、利用可能な場合
には、スキャナ等の原稿読み取り部により文書原稿画像を電子化する必要はなく、原稿の
電子データを画像入力手段の一形態である通信インタフェースを介して面付け判定部４２
０およびページメモリ７４０に入力することができる。
【００８６】
（第８実施例）
　本実施例は、本発明において文書画像から誤ってページ画像に分割することを防止する
ために有効なものである。
【００８７】
　図２１に本発明による第２実施例を変形した第８実施例の画像処理装置の機能ブロック
構成例を示す。図２１を図４で示される第２実施例の機能ブロック構成例と比較すると、
面付け判定部４２０に面付け確認部２１１０が付加されて接続されている点が異なる。
【００８８】
　図２２に第８実施例の動作を説明するためのフローチャートを示す。画像の分割位置決
定（Ｓ５３０）の後、ユーザが分割位置が正しいか否かを確認するための面付け確認（Ｓ
５３５）を行う。例えば図２３に示すように多機能周辺装置（ＭＦＰ）のコントロールパ
ネル上のタッチパネルに分割位置の縮小画像を表示することにより、その分割数、分割位
置が正しいか否かをユーザが確認可能なようにする。分割位置が正しい場合には、面付け
ページ計数（Ｓ５４０）以降は、図５で示される第２実施例と同様の動作である。誤って
いれば、面付け画像ではない判定して処理を続ける。
【００８９】
　本実施例によれば、仮に本発明による実施形態により、分割位置を誤ったとしても、誤
ったページ画像を作成することを防ぐことが可能となる。
【００９０】
　本実施例の説明においては第２実施例の機能ブロック構成例に面付け確認部を付加した
場合について説明を行ったが、第３実施例ないし第７実施例の機能ブロック構成例のいず
れにも面付け判定部に面付け確認部を付加することは可能であり、かつ同様な効果を奏す
ることは明らかである。
【００９１】
（第９実施例）
　本実施例は、文書画像の画像形態が同一である場合に有効なものである。



(12) JP 4657773 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

【００９２】
　図２４に本発明による第５実施例を変形した第９実施例の画像処理装置の機能ブロック
構成例を示す。図２４を図１４で示される第５実施例の機能ブロック構成例と比較すると
、ページ設定入力部２４１０と、スイッチ２４２０－１ないしスイッチ２４２０－４と、
記憶部２４３０とが付加されている点が異なる。前記ページ設定入力部２４１０は、複数
の文書画像を処理する場合に、その複数の全文書画像の画像形態と画像分割位置を同一に
決定するか、原稿ごとに異なる画像形態または異なる画像分割位置に決定するのかをユー
ザが設定するためのものである。ページ設定入力部２４１０は画像入力手段１１０のコン
トロールパネルやコントローラなどで構成することができる。
【００９３】
　例えば、帳票などすべての文書画像が同一の画像形態を有していることをユーザが知っ
ている場合、１番目の文書画像のみを用いて画像形態と分割位置を決定するようにページ
設定入力部２４１０によって設定する。この場合、画像形態と分割位置の決定処理は、１
番目の文書画像を用いて一度しか行わず、２番目以降の文書画像については画像形態と分
割位置の決定処理は行わない。このため、２番目以降の文書画像の処理時間が短縮される
。
【００９４】
　まず、ページ設定入力部２４１０を介してユーザが、複数の全文書画像の画像形態と画
像分割位置を同一に決定するように設定した場合について説明する。１番目の文書画像を
処理するときには、本実施例のページ設定入力部２４１０はスイッチ２４２０－１ないし
スイッチ２４２０－４を図２４に記載の通りに設定する。すなわち、スイッチ２４１０－
１およびスイッチ２４１０－２は閉の状態であり、画像入力手段１１０は、画像特徴量計
算部９２０および面付け判定部４２０と接続されている。また、スイッチ２４１０－３は
画像分割部４５０が面付け判定部４２０と接続されるような状態に設定され、スイッチ２
４１０－４は画像形態変換部７６０が画像形態決定部４３０と接続されるような状態に設
定される。この状態における接続関係は、記憶部２４３０を除けば、図１４で示した第５
実施例におけるものと同じである。第５実施例と異なり、１番目の文書画像を処理する際
に、面付け判定部４２０による面付け判定結果と、画像形態決定部４３０による画像形態
決定結果とは記憶部２４３０にも入力され、格納される。
【００９５】
　２番目以降の文書画像の処理に際しては、本実施例のページ設定入力部２４１０はスイ
ッチ２４２０－１ないしスイッチ２４２０－４を図２４に記載の状態と反対側に切り替え
る。すなわち、スイッチ２４１０－１およびスイッチ２４１０－２は開の状態とし、画像
特徴量計算部９２０と面付け判定部４２０とは画像入力手段１１０から切り離される。し
たがって２番目以降の文書画像の処理においては、面付け特徴量計算および面付け判定の
処理は行わない。また、本実施例のページ設定入力部２４１０は、スイッチ２４１０－３
を画像分割部４５０が記憶部２４３０と接続されるような状態に設定するとともに、スイ
ッチ２４１０－４を画像形態変換部７６０が記憶部２４３０と接続されるような状態に設
定する。画像分割部４５０および画像形態変換部７６０は、２番目以降の文書画像に対し
て、１番目の文書画像の処理で記憶部２４３０に格納したデータをもとに、それぞれ画像
分割および画像形態変換の処理を行う。
【００９６】
　一方、ページ設定入力部２４１０によりユーザが文書画像ごとに画像形態または分割位
置を決定するように設定した場合には、スイッチ２４２０－１ないしスイッチ２４２０－
４は図２４に記載の通りに設定された状態を維持し、本実施例による画像処理装置は各文
書画像ごとに、第５実施例と同じ処理を行う。
【００９７】
　本実施例の説明においては第５実施例の機能ブロック構成例にページ設定入力部等を付
加した場合について説明を行ったが、第３実施例、および第５実施例ないし第７実施例の
機能ブロック構成例のいずれにもページ設定入力部と、スイッチと、面付け判定結果と画
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像形態決定結果とを格納する記憶部とを付加することが可能であり、かつ同様な効果を奏
することは明らかである。
【００９８】
　また、図４で示される第２実施例の機能ブロック図においては、面付け判定部４２０か
ら画像分割部４５０への信号経路と、画像形態決定部４３０から入力モード設定部４４０
への信号経路にスイッチを設け、これらのスイッチをページ設定入力部により制御する。
１番目の文書画像を読み取るときにはスイッチを閉の状態、すなわち図４と同じ状態にし
ておき、面付け判定部４２０による面付け判定結果、および画像形態決定部４３０による
画像形態決定結果とを記憶部に格納する。次に文書画像を読み取るときには前記スイッチ
を開の状態にし、入力モード設定部４４０と画像分割部４５０には、記憶部に格納されて
いる、それぞれ画像形態決定結果と面付け判定結果とが入力されるようにする。
【００９９】
　図９で示される第４実施例の機能ブロック図においても同様にページ設定入力部と、ス
イッチと、面付け判定結果と画像形態決定結果とを格納する記憶部とを付加することが可
能である。
【０１００】
（第１０実施例）
　本実施例は、所望するページ画像のデータのみを取得する場合に有効なものである。
【０１０１】
　図２５に本発明による第５実施例を変形した第１０実施例の画像処理装置の機能ブロッ
ク構成例を示す。図２５を図１４で示される第５実施例の機能ブロック構成例と比較する
と、画像分割部４５０に接続される抽出ページ指定部２５１０が付加されている点のみが
異なる。抽出ページ指定部２５１０はユーザが望むページ画像のみを分割し抽出するため
に用いられる。抽出ページ指定部２５１０は画像入力手段のコントロールパネルやコント
ローラなどで構成することができる。
【０１０２】
　抽出するページ画像の指定は、例えば、タッチパネルを介して直接指定する、入力文書
画像に対しＯＣＲ処理を施した後にキーワード検索を行う、入力文書画像に対しテンプレ
ートマッチングを行うことによりキー画像による検索を行う、あるいはレイアウト情報を
キーとして入力して類似したレイアウト構造を持つページ画像を抽出することなどによっ
て行うことができる。
【０１０３】
　本実施例の説明においては第５実施例の機能ブロック構成例に抽出ページ指定部を付加
した場合について説明を行ったが、第２実施例ないし第７実施例の機能ブロック構成例の
いずれの画像分割部にも抽出ページ指定部を付加することは可能であり、かつ同様な効果
を奏することは明らかである。
【０１０４】
（第１１実施例）
　図２６に本発明による第５実施例を変形した第１１実施例の画像処理装置の機能ブロッ
ク構成例を示す。図２６を図１４で示される第５実施例の機能ブロック構成例と比較する
と、出力モード指定部２６１０が付加されている点が異なる。この出力モード指定部２６
１０は、本発明による画像処理装置から出力されるページ画像データを、ユーザが望む多
様な利用態様に対応するためのものである。出力モード指定部２６１０は画像入力手段１
１０のコントロールパネルやコントローラ（図示せず）などで構成することができる。
【０１０５】
　図２７には、本実施例の第1の態様として、本発明による画像処理装置の実施形態の出
力であるページ画像を、ユーザが何によって閲覧するかの出力デバイスまたは出力媒体を
指定する例を示している。本態様においては、出力モード指定部２６１０は画像形態決定
部４３０に接続され、本発明による実施形態の出力であるページ画像の画像形態は出力モ
ード指定部を介して指定された形態に決定される。図２７に示した例では、出力デバイス
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としてＰＤＡ、ＰＣ、もしくは出力媒体としてＡ４用紙、Ａ３用紙またはカスタムなどの
選択肢を用意している。そして図２８に示すように、それぞれの出力デバイスまたは出力
媒体に適合した出力解像度をデフォルト値として用意する。また、カスタムを選択した場
合には、ユーザが自由に出力解像度の数値を入力できるようにする。なお、図２８におい
て解像度の最大値が６００ｄｐｉとなっているのは、画像入力手段の読み取り解像度が最
高６００ｄｐｉであることを想定したためである。
【０１０６】
　本実施例の第２の態様は、ユーザがページ画像の画像形態を、例えば高速モードまたは
高画質モードのいずれかの出力モードを、出力モード設定部２６１０を介して選択し決定
するものである。本態様においても、図２６に示すように出力モード指定部２６１０は画
像形態決定部４３０に接続される。そして本発明による実施形態の出力であるページ画像
の画像形態は出力モード指定部を介して指定された形態に決定される。図２９にモード設
定別の画像形態決定部による決定例を示す。例えば高速モードでは、できるだけページ画
像のデータ量を減らすために、カラーモードはモノクロ、解像度は低解像度、カラー深度
は１ビットになりやすいような設定としている。反対に、高画質モードでは、ページ画像
の情報量を減らさないために、カラーモードはカラー、解像度は高解像度、カラー深度は
８ビットになりやすいような設定としている。出力モードとしては他にもファイル保存後
の用途別に、例えば、画面閲覧用、プリント用、メール配信用などのモードもある。
【０１０７】
　本実施例によればＮ in １原稿から更にユーザが望む形態のページ画像を得ることが可
能になる。
【０１０８】
　また本実施例の説明においては第５実施例の機能ブロック構成例に出力モード指定部を
付加した場合について説明を行ったが、第２実施例ないし第７実施例の機能ブロック構成
例における画像形態決定部のいずれにも出力モード指定部を付加することは可能であり、
かつ同様な効果を奏することは明らかである。
【０１０９】
（第１２実施例）
　本発明による第１２実施例は、画質とは直接関係の無いオプションの処理を行うか否か
をユーザが選択できる機能を付加したものである。図３０に本発明による第５実施例を変
形した第１２実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す。本実施例においては、
出力モード指定部２６１０は画像形態変換部７６０に接続される。出力モード指定部２６
１０は、第１１実施例の場合と同様に、画像入力手段１１０のコントロールパネルやコン
トローラ（図示せず）などで構成することができる。
【０１１０】
　Ｎ in １画像においては各ページ画像にフレーム（外枠）が書かれていることがあり、
ユーザによっては、本発明による画像処理装置の実施形態の出力であるページ画像を得る
際にそのフレームを消したい場合がある。本実施例の第１の態様はかかるフレームを消す
ことを可能とする。
【０１１１】
　ユーザが出力モード指定部２６１０を介してフレームを消すことを選択した場合には、
画像形態変換部７６０は、図３１に示すように、まず濃度ヒストグラムからフレームの線
の位置を判断する。次に、フレームの線の位置と判断された位置にある画素を文書画像の
下地の色と同じ色に置き換えることにより、フレームを消す。
【０１１２】
　すなわち、例えば、図３１（ａ）のような入力文書画像があった場合、縦方向と横方向
の濃度ヒストグラムを計算すると同図（ｂ）に示すように、フレームの位置において濃度
ヒストグラムはピークを持ち、フレームの形状によっては濃度ヒストグラムのピークの片
側だけ濃度が低くなる。このような位置にフレームが存在すると判断する。
【０１１３】
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　次に文書画像の下地の色を判定する。フレームと判断された領域の周囲でフレームの線
の太さに対して十分な幅の領域を抽出し、この領域についてＲ（red）信号、Ｇ（green）
信号、Ｂ（blue）信号それぞれのヒストグラムを算出する（同図（ｃ））。このようにし
て得たヒストグラムのピークになる（ｒ０，ｇ０，ｂ０）を下地の色と判定する。以上の
結果に基づき、フレームの位置と判断された画素の色を文書画像の下地の色と判定した色
に置き換えることによりフレームを消すことが可能である。このようにしてフレームを消
した後に同図（ｄ）に示すようにページ画像を作成する。
【０１１４】
　また、本発明による画像処理装置の実施形態の出力であるページ画像にページ番号をつ
ける必要がある場合もある。本実施例の第２の態様は出力ページ画像にページ番号をつけ
ることを可能とする。
【０１１５】
　ユーザが出力モード指定部２６１０を介して、出力ページ画像にページ番号をつけるこ
とを選択した場合、図３２（ａ）に示すように、ユーザはコントロールパネル上でＮ in 
１画面のページ順とページ番号を付加する位置を指定する。この操作により、画像形態変
換部７６０は、図３２（ｂ）に示す入力文書画像にページ画像ごとにページ番号を付加す
る。尚、画像形態変換部７６０は、画像形態決定部４３０によって決定された形態に画像
形態を変換する処理も行う。これらの処理の結果、図３２（ｂ）に示す入力文書画像は、
例えば同図（ｃ）に示すページ番号が付加されたページ画像が作成される。図３２（ｃ）
は、同図（ａ）において、ページ順を横優先順、ページ番号の付加位置を下中央に選んだ
場合に出力されるページ画像を示している。
【０１１６】
　本実施例によればＮ in １原稿から更にユーザが望む形態のページ画像を得ることが可
能になる。
【０１１７】
　また本実施例の説明においては第５実施例の機能ブロック構成例に出力モード指定部を
付加した場合について説明を行ったが、第３実施例、および第５実施例ないし第７実施例
の機能ブロック構成例におけるいずれの画像形態変換部にも出力モード指定部を付加する
ことは可能であり、かつ同様な効果を奏することは明らかである。
【０１１８】
　さらに、第２実施例および第４実施例においては、画像分割部に続いてフレーム消去ま
たはページ付加の機能を有する画像編集部を設け、この画像編集部に接続される出力モー
ド指定部によって画像編集部の動作を指定することにより、部分画像のフレーム消去また
は部分画像にページを付加することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明による第１実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である。
【図２】本発明による第１実施例の画像処理装置の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図３】像域ごとの画像形態の例を示す図である。
【図４】本発明による第２実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である。
【図５】本発明による第２実施例の画像処理装置の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図６】本発明による第２実施例と第３実施例における面付けページ数と解像度の対応例
を示す図である。
【図７】本発明による第３実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である。
【図８】本発明による第３実施例の画像処理装置の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図９】本発明による第４実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である。
【図１０】本発明による第４実施例の画像処理装置の動作を説明するためのフローチャー
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トである。
【図１１】本発明による第４実施例における画像特徴量計算部の機能ブロック構成例を示
す図である。
【図１２】像域解析部の入出力の例を示す図である。
【図１３】本発明による第４実施例における画像形態決定部による画像形態の決定例を示
す図である。
【図１４】本発明による第５実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である
。
【図１５】本発明による第５実施例の画像処理装置の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図１６】本発明による第６実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である
。
【図１７】本発明による第６実施例の画像処理装置の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図１８】本発明による第７実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である
。
【図１９】本発明による第７実施例の画像処理装置の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図２０】本発明による第７実施例における像域ごとの画像形態の決定例を示す図である
。
【図２１】本発明による第８実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である
。
【図２２】本発明による第８実施例における像域ごとの画像形態の決定例を示す図である
。
【図２３】本発明による第８実施例において面付け確認の表示画面を示す図である。
【図２４】本発明による第９実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図である
。
【図２５】本発明による第１０実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図であ
る。
【図２６】本発明による第１１実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図であ
る。
【図２７】本発明による第１１実施例の第１の態様において出力デバイス・出力媒体等を
指定する画面を示す図である。
【図２８】本発明による第１１実施例の第１の態様において出力デバイス・出力媒体等を
指定したときの解像度のデフォルト値の例を示す図である。
【図２９】本発明による第１１実施例の第２の態様において出力モードを指定したときの
画像形態の決定例を示す図である。
【図３０】本発明による第１２実施例の画像処理装置の機能ブロック構成例を示す図であ
る。
【図３１】本発明による第１２実施例の第１の態様においてページ画像のフレームを消す
処理を説明するための図である。
【図３２】本発明による第１２実施例の第２の態様において出力されるページ画像にペー
ジ番号を付ける処理を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１２０】
　１１０　　画像入力手段
　１２０　　像域解析部
　１３０　　像域分割部
　１４０、４３０　　画像形態決定部
　１５０、７６０　　画像形態変換部
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　４１０　　原稿読み取り部
　４２０　　面付け判定部
　４４０　　入力モード設定部
　４５０　　画像分割部
　７４０　　ページメモリ
　９２０　　画像特徴量計算部
　２１１０　　面付け確認部
　２４１０　　ページ設定入力部
　２４１０　　ページ設定入力部
　２４２０　　スイッチ
　２５１０　　記憶部
　２６１０　　出力モード指定部

【図１】 【図２】
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