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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像を保存するメモリと、
　前記入力画像から領域解析処理に適した領域解析用画像を生成し、当該生成した領域解
析用画像を、前記メモリ上に確保した第１のメモリ領域に格納する領域解析用画像生成手
段と、
　前記メモリ上に領域解析処理用ワークメモリを確保する領域解析処理用ワークメモリ確
保手段と、
　前記確保した領域解析処理用ワークメモリを用いて、前記第１のメモリ領域に格納され
ている領域解析用画像に領域解析処理を実行し、前記メモリ上に確保された処理結果保持
用の処理結果保持用メモリ領域に、当該実行した領域解析処理の結果を格納する領域解析
手段と、
　前記領域解析手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記第１のメ
モリ領域と前記領域解析処理用ワークメモリとを開放する第１のメモリ開放手段と、
　前記入力画像から文字部のベクトル化処理に適した文字部ベクトル化処理用画像を生成
し、当該生成した文字部ベクトル化処理用画像を、前記第１のメモリ開放手段で開放した
後のメモリ上に確保した第２のメモリ領域に格納する文字部ベクトル化処理用画像生成手
段と、
　前記第１のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に文字部ベクトル化処理用ワークメ
モリを確保する文字部ベクトル化処理用ワークメモリ確保手段と、
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　前記確保した文字部ベクトル化処理用ワークメモリを用いて、前記処理結果保持用メモ
リに保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第２のメモリ領域に格納されて
いる文字部ベクトル化処理用画像に文字部ベクトル化処理を実行し、当該実行した文字部
ベクトル化処理の結果を前記処理結果保持用メモリに格納する文字部ベクトル化処理手段
と、
　前記文字部ベクトル化処理手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている
前記第２のメモリ領域と前記文字部ベクトル化処理用ワークメモリとを開放する第２のメ
モリ開放手段と、
　前記入力画像から図画部のベクトル化処理に適した図画部ベクトル化処理用画像を生成
し、当該生成した図画部ベクトル化処理用画像を、前記第２のメモリ開放手段で開放した
後のメモリ上に確保した第３のメモリ領域に格納する図画部ベクトル化処理用画像生成手
段と、
　前記第２のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に文字部穴埋め処理用ワークメモリ
を確保する文字部穴埋め処理用ワークメモリ確保手段と、
　前記確保した文字部穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前記処理結果保持用メモリに
保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第３のメモリ領域に格納されている
図画部ベクトル化処理用画像に文字部穴埋め処理を実行する文字部穴埋め処理手段と、
　前記文字部穴埋め処理手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記
文字部穴埋め処理用ワークメモリを開放する第３のメモリ開放手段と、
　前記第３のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に図画部ベクトル化および穴埋め処
理用ワークメモリを確保する図画部ベクトル化処理用ワークメモリ確保手段と、
　前記確保した図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前記処理結
果保持用メモリに保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第３のメモリ領域
に格納されている図画部ベクトル化処理用画像に図画部ベクトル化処理を実行し、当該実
行した図画部ベクトル化処理の結果を前記処理結果保持用メモリに格納する図画部ベクト
ル化手段と、
　前記確保した図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前記第３の
メモリ領域に格納されている前記文字部穴埋め処理を実行した後の図画部ベクトル化処理
用画像に対して、図画部穴埋め処理を実行する図画部穴埋め処理手段と、
　前記図画部穴埋め処理手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記
図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを開放する第４のメモリ開放手段と、
　前記第４のメモリ開放手段で開放した後のメモリを用いて、前記処理結果保持用メモリ
に保持されている文字部ベクトル化処理の結果と図画部ベクトル化処理の結果と、前記第
３のメモリ領域に保持されている文字部と図画部とが穴埋め処理された後の図画部ベクト
ル化処理用画像とを含む電子ファイルを生成する電子ファイル生成手段と、を有する画像
処理装置。
【請求項２】
　前記電子ファイル生成手段は、前記第４のメモリ開放手段で開放した後のメモリを用い
て、前記処理結果保持用メモリに保持されている文字部ベクトル化処理の結果と図画部ベ
クトル化処理の結果と、前記第３のメモリ領域に保持されている文字部と図画部とが穴埋
め処理された後の図画部ベクトル化処理用画像とを含むページ描画情報を生成し、更に、
当該ページ描画情報の生成が終了したときに前記第３のメモリ領域および前記処理結果保
持用メモリとを開放し、当該開放した後のメモリを用いて、前記ページ描画情報から前記
電子ファイルを生成することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記図画部ベクトル化手段は、前記処理結果保持用メモリに保持されている前記領域解
析処理の結果に基づき、各図画領域がベクトル化処理可能か否か判定し、ベクトル化処理
可能と判定した図画領域に対してはベクトル化処理を実行して図画ベクトルを生成し、ベ
クトル化処理可能でないと判定した図画領域に対しては前記図画部ベクトル化処理用画像
からラスター画像として切り出し、当該生成された図画ベクトルと当該切り出されたラス
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ター画像とを前記図画部ベクトル化処理の結果として前記処理結果保持用メモリに格納す
ることを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記領域解析手段で実行された領域解析処理の結果には、画素の連結成分についての属
性情報と位置情報とが含まれることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の画像
処理装置。
【請求項５】
　前記文字部ベクトル化処理用画像の解像度は、前記領域解析用画像の解像度より高いこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記図画部ベクトル化処理用画像生成手段で生成される図画部ベクトル化処理用画像は
、輝度情報の解像度よりも色差情報の解像度が低いことを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれかに記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記図画部ベクトル化手段は、前記ベクトル化処理用画像から矩形のクリップアート領
域を抽出し、当該クリップアート領域内の背景領域を同定し、当該クリップアート領域に
おいて同定された背景領域以外のオブジェクト領域をベクトル化して図画部ベクトルを生
成し、前記図画部ベクトル化処理の結果として前記処理結果保持用メモリに格納し、
　前記図画部穴埋め処理手段は、前記図画部ベクトル化処理用画像に対して、前記オブジ
ェクト領域に対応する部分の穴埋め処理を行うものであって、前記オブジェクト領域と前
記クリップアート領域の外との境界と、前記オブジェクト領域と前記背景領域との境界と
でそれぞれ異なる穴埋め処理を行う
　ことを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　入力画像を保存するメモリを備える画像処理装置が実行する画像処理方法であって、
　領域解析用画像生成手段が、前記入力画像から領域解析処理に適した領域解析用画像を
生成し、当該生成した領域解析用画像を、前記メモリ上に確保した第１のメモリ領域に格
納する領域解析用画像生成工程と、
　領域解析処理用ワークメモリ確保手段が、前記メモリ上に領域解析処理用ワークメモリ
を確保する領域解析処理用ワークメモリ確保工程と、
　領域解析手段が、前記確保した領域解析処理用ワークメモリを用いて、前記第１のメモ
リ領域に格納されている領域解析用画像に領域解析処理を実行し、前記メモリ上に確保さ
れた処理結果保持用の処理結果保持用メモリ領域に、当該実行した領域解析処理の結果を
格納する領域解析工程と、
　第１のメモリ開放手段が、前記領域解析工程での処理の終了時に、前記メモリ上に確保
されている前記第１のメモリ領域と前記領域解析処理用ワークメモリとを開放する第１の
メモリ開放工程と、
　文字部ベクトル化処理用画像生成手段が、前記入力画像から文字部のベクトル化処理に
適した文字部ベクトル化処理用画像を生成し、当該生成した文字部ベクトル化処理用画像
を、前記第１のメモリ開放工程で開放した後のメモリ上に確保した第２のメモリ領域に格
納する文字部ベクトル化処理用画像生成工程と、
　文字部ベクトル化処理用ワークメモリ確保手段が、前記第１のメモリ開放工程で開放し
た後のメモリ上に文字部ベクトル化処理用ワークメモリを確保する文字部ベクトル化処理
用ワークメモリ確保工程と、
　文字部ベクトル化処理手段が、前記確保した文字部ベクトル化処理用ワークメモリを用
いて、前記処理結果保持用メモリに保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記
第２のメモリ領域に格納されている文字部ベクトル化処理用画像に文字部ベクトル化処理
を実行し、当該実行した文字部ベクトル化処理の結果を前記処理結果保持用メモリに格納
する文字部ベクトル化処理工程と、
　第２のメモリ開放手段が、前記文字部ベクトル化処理工程による処理の終了時に、前記
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メモリ上に確保されている前記第２のメモリ領域と前記文字部ベクトル化処理用ワークメ
モリとを開放する第２のメモリ開放工程と、
　図画部ベクトル化処理用画像生成手段が、前記入力画像から図画部のベクトル化処理に
適した図画部ベクトル化処理用画像を生成し、当該生成した図画部ベクトル化処理用画像
を、前記第２のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に確保した第３のメモリ領域に格
納する図画部ベクトル化処理用画像生成工程と、
　文字部穴埋め処理用ワークメモリ確保手段が、前記第２のメモリ開放手段で開放した後
のメモリ上に文字部穴埋め処理用ワークメモリを確保する文字部穴埋め処理用ワークメモ
リ確保工程と、
　文字部穴埋め処理手段が、前記確保した文字部穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前
記処理結果保持用メモリに保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第３のメ
モリ領域に格納されている図画部ベクトル化処理用画像に文字部穴埋め処理を実行する文
字部穴埋め処理工程と、
　第３のメモリ開放手段が、前記文字部穴埋め処理工程による処理の終了時に、前記メモ
リ上に確保されている前記文字部穴埋め処理用ワークメモリを開放する第３のメモリ開放
工程と、
　図画部ベクトル化処理用ワークメモリ確保手段が、前記第３のメモリ開放工程で開放し
た後のメモリ上に図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを確保する図画部ベ
クトル化処理用ワークメモリ確保工程と、
　図画部ベクトル化手段が、前記確保した図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメ
モリを用いて、前記処理結果保持用メモリに保持されている前記領域解析処理の結果に基
づき前記第３のメモリ領域に格納されている図画部ベクトル化処理用画像に図画部ベクト
ル化処理を実行し、当該実行した図画部ベクトル化処理の結果を前記処理結果保持用メモ
リに格納する図画部ベクトル化工程と、
　図画部穴埋め処理手段が、前記確保した図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメ
モリを用いて、前記第３のメモリ領域に格納されている前記文字部穴埋め処理を実行した
後の図画部ベクトル化処理用画像に対して、図画部穴埋め処理を実行する図画部穴埋め処
理工程と、
　第４のメモリ開放手段が、前記図画部穴埋め処理工程による処理の終了時に、前記メモ
リ上に確保されている前記図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを開放する
第４のメモリ開放工程と、
　電子ファイル生成手段が、前記第４のメモリ開放工程で開放した後のメモリを用いて、
前記処理結果保持用メモリに保持されている文字部ベクトル化処理の結果と図画部ベクト
ル化処理の結果と、前記第３のメモリ領域に保持されている文字部と図画部とが穴埋め処
理された後の図画部ベクトル化処理用画像とを含む電子ファイルを生成する電子ファイル
生成工程と、を有する画像処理方法。
【請求項９】
　コンピュータを、
　メモリに保存された入力画像から領域解析処理に適した領域解析用画像を生成し、当該
生成した領域解析用画像を、前記メモリ上に確保した第１のメモリ領域に格納する領域解
析用画像生成手段、
　前記メモリ上に領域解析処理用ワークメモリを確保する領域解析処理用ワークメモリ確
保手段、
　前記確保した領域解析処理用ワークメモリを用いて、前記第１のメモリ領域に格納され
ている領域解析用画像に領域解析処理を実行し、前記メモリ上に確保された処理結果保持
用の処理結果保持用メモリ領域に、当該実行した領域解析処理の結果を格納する領域解析
手段、
　前記領域解析手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記第１のメ
モリ領域と前記領域解析処理用ワークメモリとを開放する第１のメモリ開放手段、
　前記入力画像から文字部のベクトル化処理に適した文字部ベクトル化処理用画像を生成
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し、当該生成した文字部ベクトル化処理用画像を、前記第１のメモリ開放手段で開放した
後のメモリ上に確保した第２のメモリ領域に格納する文字部ベクトル化処理用画像生成手
段、
　前記第１のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に文字部ベクトル化処理用ワークメ
モリを確保する文字部ベクトル化処理用ワークメモリ確保手段、
　前記確保した文字部ベクトル化処理用ワークメモリを用いて、前記処理結果保持用メモ
リに保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第２のメモリ領域に格納されて
いる文字部ベクトル化処理用画像に文字部ベクトル化処理を実行し、当該実行した文字部
ベクトル化処理の結果を前記処理結果保持用メモリに格納する文字部ベクトル化処理手段
、
　前記文字部ベクトル化処理手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている
前記第２のメモリ領域と前記文字部ベクトル化処理用ワークメモリとを開放する第２のメ
モリ開放手段、
　前記入力画像から図画部のベクトル化処理に適した図画部ベクトル化処理用画像を生成
し、当該生成した図画部ベクトル化処理用画像を、前記第２のメモリ開放手段で開放した
後のメモリ上に確保した第３のメモリ領域に格納する図画部ベクトル化処理用画像生成手
段、
　前記第２のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に文字部穴埋め処理用ワークメモリ
を確保する文字部穴埋め処理用ワークメモリ確保手段、
　前記確保した文字部穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前記処理結果保持用メモリに
保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第３のメモリ領域に格納されている
図画部ベクトル化処理用画像に文字部穴埋め処理を実行する文字部穴埋め処理手段、
　前記文字部穴埋め処理手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記
文字部穴埋め処理用ワークメモリを開放する第３のメモリ開放手段、
　前記第３のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に図画部ベクトル化および穴埋め処
理用ワークメモリを確保する図画部ベクトル化処理用ワークメモリ確保手段、
　前記確保した図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前記処理結
果保持用メモリに保持されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第３のメモリ領域
に格納されている図画部ベクトル化処理用画像に図画部ベクトル化処理を実行し、当該実
行した図画部ベクトル化処理の結果を前記処理結果保持用メモリに格納する図画部ベクト
ル化手段、
　前記確保した図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前記第３の
メモリ領域に格納されている前記文字部穴埋め処理を実行した後の図画部ベクトル化処理
用画像に対して、図画部穴埋め処理を実行する図画部穴埋め処理手段、
　前記図画部穴埋め処理手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記
図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを開放する第４のメモリ開放手段、
　前記第４のメモリ開放手段で開放した後のメモリを用いて、前記処理結果保持用メモリ
に保持されている文字部ベクトル化処理の結果と図画部ベクトル化処理の結果と、前記第
３のメモリ領域に保持されている文字部と図画部とが穴埋め処理された後の図画部ベクト
ル化処理用画像とを含む電子ファイルを生成する電子ファイル生成手段、
として機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のコンピュータプログラムを格納した、コンピュータ読み取り可能な記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力された画像に対して領域解析処理とベクトル化処理を行って、電子ファ
イルを生成する画像処理装置、画像処理方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、情報の電子化が進み、紙文書をそのまま保存するのではなく、スキャナ等により
スキャンして電子化して保存したり、その電子データを他装置に送信したりするシステム
が普及してきている。電子データを送信する際のデータ量を削減するため、電子化された
文書に対して高い圧縮性が要求されている。また一方、電子データの高画質性も要求され
ている。
【０００３】
　そこで、特許文献１では、まず、スキャン画像に対して領域解析処理（領域識別処理）
を行うことにより、文字領域や線画領域、写真領域等を抽出する。そして、当該抽出され
た文字領域や線画領域をベクトルデータに変換し、それ以外のベクトル化に適していない
領域（写真領域（自然画）等）をＪＰＥＧで圧縮する。そして、各領域の圧縮結果（ベク
トルデータ、ＪＰＥＧ圧縮データ等）を１つのファイルに合成して出力することにより、
生成されるファイルの高圧縮性、再利用性、高画質性を向上させる手法が提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２７２６０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　文字領域と図画領域（出現する色数が限られたイラストなどの領域や、線画領域など）
との両方をベクトル化処理（ベクトル変換処理）する場合が考えられるが、文字領域と図
画領域とでは、ベクトル化処理に適した画像の解像度は異なる。すなわち、文字は図画領
域に比べ、複雑かつ小さいことが多いので、文字領域のベクトル処理を行う際の画像には
高解像度の画像が必要である。一方、図画領域の場合は、解像度よりも色の情報が重要に
なることが多い。よって、図画領域のベクトル化処理を行う際は、文字領域をベクトル化
処理するときよりも低い解像度の画像（例えば、中解像度の画像）でもよいが、カラー画
像が必要である。また、ベクトル化処理の前に行う領域解析処理は、高速に処理すること
が望まれるため、Ｎ値に減色された多値の中解像度以下の画像を用いればよい。
【０００６】
　しかしながら、領域解析処理と、文字領域のベクトル化処理と、図画領域のベクトル化
処理とのそれぞれの画像処理に適した３種類の画像を同時に保持しようとすると、多くの
メモリが必要になってしまう。
【０００７】
　具体例をあげる。例えば、６００ｄｐｉの多値画像を入力した場合、解析処理用に３０
０ｄｐｉでＹＣｂＣｒの画像、文字領域のベクトル化処理用に６００ｄｐｉのグレースケ
ールの画像、図画ベクトルおよび背景用に３００ｄｐｉで画素数の比がＹ：Ｃｂ：Ｃｒ＝
４：１：１の画像にそれぞれ変換して保持すると仮定する。この場合、元画像の２倍以上
のメモリを確保しなければ、全ての画像を保持することができない。
【０００８】
　更に、ページ中のそれぞれの領域に適したベクトル化処理や穴埋め処理を行う場合、そ
れぞれの処理に必要なワークメモリもそれぞれ確保しなければならない。また、最終出力
物である電子ファイルの生成まで、個々の変換処理の結果もメモリに保持する必要がある
。
【０００９】
　これらのワークメモリや各種データを保持するためのメモリを個別に保持しようとする
と、多くのメモリ量が必要となってしまう。
【００１０】
　本発明では、領域解析処理、文字部のベクトル化処理、図画部のベクトル化処理それぞ
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れの画像処理に適した画像を生成して各処理を実行して、電子ファイルを生成する際に、
より少ないメモリ容量で実行可能とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の画像処理装置は、入力画像を保存するメモリと、
前記入力画像から領域解析処理に適した領域解析用画像を生成し、当該生成した領域解析
用画像を、前記メモリ上に確保した第１のメモリ領域に格納する領域解析用画像生成手段
と、前記メモリ上に領域解析処理用ワークメモリを確保する領域解析処理用ワークメモリ
確保手段と、前記確保した領域解析処理用ワークメモリを用いて、前記第１のメモリ領域
に格納されている領域解析用画像に領域解析処理を実行し、前記メモリ上に確保された処
理結果保持用の処理結果保持用メモリ領域に、当該実行した領域解析処理の結果を格納す
る領域解析手段と、前記領域解析手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されて
いる前記第１のメモリ領域と前記領域解析処理用ワークメモリとを開放する第１のメモリ
開放手段と、前記入力画像から文字部のベクトル化処理に適した文字部ベクトル化処理用
画像を生成し、当該生成した文字部ベクトル化処理用画像を、前記第１のメモリ開放手段
で開放した後のメモリ上に確保した第２のメモリ領域に格納する文字部ベクトル化処理用
画像生成手段と、前記第１のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に文字部ベクトル化
処理用ワークメモリを確保する文字部ベクトル化処理用ワークメモリ確保手段と、前記確
保した文字部ベクトル化処理用ワークメモリを用いて、前記処理結果保持用メモリに保持
されている前記領域解析処理の結果に基づき前記第２のメモリ領域に格納されている文字
部ベクトル化処理用画像に文字部ベクトル化処理を実行し、当該実行した文字部ベクトル
化処理の結果を前記処理結果保持用メモリに格納する文字部ベクトル化処理手段と、前記
文字部ベクトル化処理手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記第
２のメモリ領域と前記文字部ベクトル化処理用ワークメモリとを開放する第２のメモリ開
放手段と、前記入力画像から図画部のベクトル化処理に適した図画部ベクトル化処理用画
像を生成し、当該生成した図画部ベクトル化処理用画像を、前記第２のメモリ開放手段で
開放した後のメモリ上に確保した第３のメモリ領域に格納する図画部ベクトル化処理用画
像生成手段と、前記第２のメモリ開放手段で開放した後のメモリ上に文字部穴埋め処理用
ワークメモリを確保する文字部穴埋め処理用ワークメモリ確保手段と、前記確保した文字
部穴埋め処理用ワークメモリを用いて、前記処理結果保持用メモリに保持されている前記
領域解析処理の結果に基づき前記第３のメモリ領域に格納されている図画部ベクトル化処
理用画像に文字部穴埋め処理を実行する文字部穴埋め処理手段と、前記文字部穴埋め処理
手段による処理の終了時に、前記メモリ上に確保されている前記文字部穴埋め処理用ワー
クメモリを開放する第３のメモリ開放手段と、前記第３のメモリ開放手段で開放した後の
メモリ上に図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを確保する図画部ベクトル
化処理用ワークメモリ確保手段と、前記確保した図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワ
ークメモリを用いて、前記処理結果保持用メモリに保持されている前記領域解析処理の結
果に基づき前記第３のメモリ領域に格納されている図画部ベクトル化処理用画像に図画部
ベクトル化処理を実行し、当該実行した図画部ベクトル化処理の結果を前記処理結果保持
用メモリに格納する図画部ベクトル化手段と、前記確保した図画部ベクトル化および穴埋
め処理用ワークメモリを用いて、前記第３のメモリ領域に格納されている前記文字部穴埋
め処理を実行した後の図画部ベクトル化処理用画像に対して、図画部穴埋め処理を実行す
る図画部穴埋め処理手段と、前記図画部穴埋め処理手段による処理の終了時に、前記メモ
リ上に確保されている前記図画部ベクトル化および穴埋め処理用ワークメモリを開放する
第４のメモリ開放手段と、前記第４のメモリ開放手段で開放した後のメモリを用いて、前
記処理結果保持用メモリに保持されている文字部ベクトル化処理の結果と図画部ベクトル
化処理の結果と、前記第３のメモリ領域に保持されている文字部と図画部とが穴埋め処理
された後の図画部ベクトル化処理用画像とを含む電子ファイルを生成する電子ファイル生
成手段と、を有する。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明によれば、複数の処理をより少ないメモリで実行して、電子ファイルを生成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】システム構成例
【図２】処理構成を説明するためのブロック図
【図３】（Ａ）領域解析処理のフローチャート、（Ｂ）属性判定のフローチャート
【図４】輪郭線の角を検出する場合の説明図
【図５】外輪郭と内輪郭から、１つの輪郭線を生成する場合の説明図
【図６】図画部ベクトル化処理のフローチャート
【図７】クリップアート領域のベクトル化処理を説明するためのブロック図
【図８】クリップアート穴埋め処理のフローチャート
【図９】ページ描画情報の例
【図１０】電子ファイルの例
【図１１】各処理部の処理手順と、そのときのメモリの内部状態を示す図
【図１２】クリップアート領域を含む文書画像の例
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（実施例１）
　図１は本実施形態１を用いたシステム構成を示す図の一例である。
【００１６】
　画像処理装置１００は本発明を実現するための装置の構成例であり、スキャナ１０１、
ＣＰＵ１０２、メモリ１０３、ハードディスク１０４、ネットワークＩ／Ｆ１０５を備え
る。スキャナ１０１では、文書の紙面情報を読み取って画像データに変換する。ＣＰＵ１
０２では、コンピュータプログラムを実行することにより、画像データに本発明に係る画
像処理を施す装置として機能する。メモリ１０３は、該プログラムを実行する際のワーク
メモリやデータの一時保存などに利用される。ハードディスク１０４は、該プログラムや
データを格納する。ネットワークＩ／Ｆ１０５は、外部装置とデータの入出力を行う。
【００１７】
　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）１２０は、ＬＡＮ１１０などのネットワークを介して
画像処理装置１００に接続され、画像処理装置１００から送信されたデータを受信する。
【００１８】
　図２は本実施形態１で実行される処理の構成を説明するブロック図である。図２におい
て、各処理を実行する処理部をＳ１０～Ｓ１００で示し、処理対象となるデータや処理結
果のデータを２０１～２１１で示している。なお、本実施形態では、ＣＰＵ１０２でコン
ピュータプログラムを実行して、コンピュータを図２の各処理部（処理ユニット）Ｓ１０
～Ｓ１００として機能させるものとするが、処理部Ｓ１０～Ｓ１００の一部又は全部を電
気回路で構成するようにしても構わない。なお、コンピュータプログラムはコンピュータ
読み取り可能な記憶媒体に記憶されているものとする。また、データ２０１～２１１を保
持するのに必要なワークメモリと、各処理部Ｓ１０～Ｓ１００の実行に必要なワークメモ
リは、メモリ１０３に確保される。本発明では、各処理部で行われる各画像処理の実行順
序ならびに画像処理それぞれにおけるメモリの確保と開放のタイミングに特徴があるが、
その詳細は後述する。
【００１９】
　まず、図２の各処理部で実行される処理の詳細を説明する。
【００２０】
　領域解析用画像生成部Ｓ１０、文字部ベクトル化処理用画像生成部Ｓ２０、図画部ベク
トル化処理用画像生成部Ｓ３０は、スキャナから入力された入力画像２０１の解像度や色
空間変換を行い、後段の各処理に適した各画像２０２，２０３，２０４を生成する。なお
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、解像度変換および色空間変換の処理は公知の方法を用いる。
【００２１】
　領域解析用画像生成部Ｓ１０では、入力画像２０１を、後段の領域解析部Ｓ４０におけ
る処理に適した画像（領域解析用画像２０２）へ変換する。領域解析部Ｓ４０の処理には
、多値の中解像度の画像が適している。そのため、領域解析用画像生成部Ｓ１０では、入
力画像２０１（例えば、色空間ＲＧＢ、解像度６００ｄｐｉ）を、色空間ＹＣｂＣｒ・解
像度３００ｄｐｉの画像に変換し、領域解析用画像２０２を生成する。
【００２２】
　文字部ベクトル化処理用画像生成部Ｓ２０では、入力画像２０１を、後段の文字部ベク
トル化処理部Ｓ５０の処理に適した画像（文字部ベクトル化処理用画像２０３）へ変換す
る。一般的にページの大きさに比べて文字のサイズは小さいので、文字ベクトル化処理部
Ｓ５０の処理には高解像度画像が適している。そこで、文字部ベクトル化処理用画像生成
部Ｓ２０では、入力画像２０１から輝度情報Ｙのみを取り出したグレースケールで解像度
６００ｄｐｉの画像に変換し、文字ベクトル化処理用画像２０３を生成する。
【００２３】
　図画部ベクトル化処理用画像生成部Ｓ３０では、入力画像２０１を、後段の図画部ベク
トル化処理部Ｓ７０の処理に適した画像（図画部ベクトル化処理用画像２０４）へ変換す
る。色数の少ないイラストなどのクリップアート画像や、線画などのラインアート画像を
ベクトル化する場合、色毎の領域に分けてベクトル化するため、色の情報が重要であるの
で、図画部ベクトル化処理部Ｓ７０の処理にはカラーで中解像度の画像が適している。そ
こで、図画部ベクトル化処理用画像生成部Ｓ３０では、入力画像２０１を画素数の比がＹ
：Ｃｂ：Ｃｒ＝４：１：１の形式で解像度３００ｄｐｉの画像に変換し、図画部ベクトル
化処理用画像２０４を生成する。すなわち、色差情報Ｃｂ，Ｃｒの解像度を、輝度情報Ｙ
の解像度の半分にした画像（輝度情報と色差情報の解像度が異なる画像）を生成する。
【００２４】
　領域解析処理部Ｓ４０は、領域解析用画像２０２を解析して、文字部、図画部等の領域
を判別し、それぞれの領域に分割する。ここでは公知のカラー画像を領域分割する技術を
用いることが可能である。本実施例では、特許文献ＷＯ２００６／０６６３２５号公報に
記載の技術を用いることとする。図３（Ａ）は領域解析処理部Ｓ４０が実行する領域解析
処理のフローチャートである。
【００２５】
　ステップＳ４０１では、処理対象の領域解析用画像２０２を色量子化し、類似する色を
持つ領域を統合する。
【００２６】
　ステップＳ４０２では、色量子化で求めた各領域の属性を判定する。本実施例では、文
字、線画、写真、表、枠、ページ背景等の属性判定を行う。図３（Ｂ）はステップＳ４０
２の属性判定の詳細を示すフローである。
【００２７】
　ステップＳ４０２１では、色量子化で求めた各領域について、色毎の画素連結成分（カ
ラー連結成分）に変換し、各連結成分の統計値を求める。画素連結成分とは、同じと判断
された色（類似色）を有する画素で且つ連結している（接触している）画素群ごとに作成
されるグループである。統計値には、各連結成分の外接矩形の位置とサイズ、連結成分の
画素数、境界線の長さ、平均色などを用いる。
【００２８】
　ステップＳ４０２２では、カラー連結成分をそれぞれの統計値を基に分類し、属性判定
を行う。
【００２９】
　ステップＳ４０２３では、カラー連結成分の位置情報に基づいて、包含関係を調べて木
構造を作成し、当該木構造に基づいてグループ化する。例えば、文字属性のカラー連結成
分で、近傍に同様の文字属性の連結成分がある場合は、文字列や段落を形成すると判断し
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て、１つの文字領域にグループ化する。グループ化した場合は、木構造を更新する。
【００３０】
　ステップＳ４０２４では、グループ化後のカラー連結成分に関する情報を生成して、領
域情報２０５を保持するメモリを確保し、当該領域情報２０５の一部として該カラー連結
成分に関する情報を格納する。領域情報２０５に格納されるカラー連結成分に関する情報
は、文字、線画、写真、表、枠、ページ背景などの属性情報と各連結成分の位置情報とが
含まれ、更に、連結成分同士の関係は木構造で表される。ベクトル化処理などの以降に行
う各領域の処理結果は、領域情報２０５内に記録される。
【００３１】
　文字部ベクトル化処理部Ｓ５０では、文字部ベクトル化処理用画像２０３を用いて文字
用のベクトル化処理を行うことにより、文字部（本文内の文字画像や、表内の文字画像）
をベクトル変換する。以下に、文字部のベクトル化処理について詳細を説明する。
【００３２】
　領域情報２０５に含まれる文字属性を有するカラー連結成分に基づいて、文字領域の位
置情報を取得し、文字部ベクトル化処理用画像２０３において、対応する領域内のグレー
スケールの連結成分を解析し、高解像度の文字の連結成分を得る。そして、各文字の連結
成分の輪郭をベクトルデータに変換する。なお、文字領域ごとに、グレースケールの文字
部ベクトル化処理用画像２０３を２値化した後に、文字の連結成分を抽出し、当該連結成
分の輪郭をベクトルデータにするようにしてもよい。
【００３３】
　文字の連結成分の輪郭をベクトルデータに変換する方法は、例えば次のような手法を用
いることが可能である。文字の連結成分の輪郭を、直線および／または曲線の組み合わせ
として表現するために、輪郭線を複数の区間（画素列）に区切る基準位置となる「角」を
検出する。角とは曲率が極大となる点であり、例えば、図４の輪郭線上の画素Ｐｉが角か
否かの判断は以下のように行う。すなわち、Ｐｉを起点とし、輪郭線に沿ってＰｉから両
方向に所定画素数（ここではｋ個とする）離れた画素Ｐｉ－ｋ、Ｐｉ＋ｋを線分Ｌで結ぶ
。画素Ｐｉ－ｋ、Ｐｉ＋ｋ間の距離をｄ１、線分Ｌと画素Ｐｉとの距離をｄ２、画素Ｐｉ
－ｋ、Ｐｉ＋ｋ間の弧の長さをＡとする。ｄ２が極大となるとき、あるいは比（ｄ１／Ａ
）が閾値以下となるときに画素Ｐｉを角と判断する。そして、輪郭の画素列を当該判断さ
れた角の位置で分割し、当該分割された各画素列を、直線あるいは曲線で近似する。直線
への近似は最小二乗法等により実行し、曲線への近似は３次スプライン関数などを用いる
。画素列を分割する角の画素は近似直線あるいは近似直線における、始端または終端とな
る。さらにベクトル化された輪郭内に、当該輪郭を構成する画素と異なる輝度の画素塊の
輪郭（内輪郭）が存在するか否かを判断し、内輪郭が存在するときはその輪郭をベクトル
化する。更に、内輪郭の内輪郭というように、再帰的に反転画素の内輪郭をベクトル化し
ていく。このように、連結成分の輪郭の区分線近似を用いれば、文字部のアウトラインを
ベクトル化することができる。
【００３４】
　なお、図５に示すように、ある注目区間で外輪郭ＰＲｊと、内輪郭ＰＲｊ＋１あるいは
別の外輪郭が一定間隔で近接している場合、２個あるいは複数の輪郭線をひとまとめにし
、太さを持った線のベクトルデータとして表現するようにしてもよい。例えば、輪郭ＰＲ
ｊ＋１の各画素Ｐｉから輪郭ＰＲｊ上で最短距離となる画素Ｑｉまでの距離ＰＱｉを算出
する。そして、注目区間（例えばＰｉ－１からＰｉ＋２の間）についての距離ＰＱｉ－１
～距離ＰＱｉ＋２のばらつきがわずかである場合には、画素Ｐｉ、Ｑｉの中点Ｍｉの点列
に沿った直線または曲線で近似し、太さを有する線として表現し得る。なお、近似直線、
近似曲線の太さは、例えば注目区間における距離ＰＱｉの平均値とする。
【００３５】
　このようにして、文字部ベクトル化処理部Ｓ５０は、文字連結成分の輪郭からベクトル
データを生成し、カラー連結成分の色情報と合わせて、文字ベクトル２０６を生成して領
域情報２０５内に記録する。
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【００３６】
　文字部穴埋め処理部Ｓ６０では、図画部ベクトル化処理用画像２０４における文字領域
について穴埋め処理（文字の画素を背景色で塗りつぶす処理）を行う。本実施例では、文
字画素部分を当該文字画素の周囲画素の平均色で塗る方法を用いる。
【００３７】
　まず、領域情報２０５から文字属性を有するカラー連結成分の情報を取得し、文字穴埋
めワークメモリ内に画像として展開する。この文字穴埋めワークメモリに展開された画像
の画素位置と、図画部ベクトル化処理用画像２０４を重ね合わせて、図画部ベクトル化処
理用画像２０４における文字画素部分を特定する。次に、図画部ベクトル化処理用画像２
０４において、それぞれの文字画素部分の周辺画素の平均色（すなわち各文字の背景の平
均色）を算出する。最後に、図画部ベクトル化処理用画像２０４の文字画素部分を当該算
出した平均色で塗りつぶす。これにより、文字ベクトル化された領域が、背景色で塗りつ
ぶされた、文字画像部分が消された図画部ベクトル化処理用画像が生成されることになる
。
【００３８】
　図画部ベクトル化処理部Ｓ７０では、文字部の穴埋め処理が為された後の図画部ベクト
ル化処理用画像を用いて、図画部をベクトル変換する。図６を用いて、図画部ベクトル化
処理部Ｓ７０が実行する図画部ベクトル化処理を説明する。
【００３９】
　ステップＳ７０１では、図画領域（線画、色数の少ないイラストなどのクリップアート
、表罫線、写真）の領域情報を基に、該当する領域の図画ベクトル化画像がベクトル処理
可能かを判定する。処理可能であると判断すればステップＳ７０２へ遷移し、そうでなけ
ればステップＳ７０３へ遷移する。例えば、領域情報の属性を参照し、線画、色数の少な
いイラストなどのクリップアート、表であれば、ベクトル化処理可能と判断し、写真など
の自然画はベクトル化処理に不適と判断する。また、処理対象の領域内の色量子化結果が
過分割と判断される場合（カラー連結成分の数が過剰である場合）や、領域情報の面積が
一定値以上である場合も、計算量と処理速度を考慮して、ベクトル化処理に適さない領域
と判断してもよい。
【００４０】
　ステップＳ７０２では、図画部のベクトル化処理を実行し、図画ベクトル２０７を生成
する。なお、線画や表罫線のベクトル化を行う際も文字部と同様に輪郭線を近似してベク
トル化処理することが可能であり、特に、線や線の集合体である表罫線は、太さを有する
線の集合として表現することにより、効率よくベクトル表現することができる。また、線
画（ラインアート）をベクトル化する手法としては、特開２００７－２９３８２９号公報
に開示される手法を用いることもできる。また、イラストなどのクリップアート領域をベ
クトル化する手法としては、特開２００６－３４４０６９号公報に開示される方法を用い
ることもできる。
【００４１】
　図７を用いて、本実施形態におけるクリップアート領域のベクトル化処理の詳細を説明
する。図７のＳ７０２１～Ｓ７０２４は、ベクトル化処理Ｓ７０２を実行する図画部ベク
トル化処理部Ｓ７０を構成する詳細な処理部である。また、データ２１２～２１５は、図
画部ベクトル化および穴埋め用ワークメモリとして確保されたメモリ１０３上に記録され
る。
【００４２】
　高解像度化処理部Ｓ７０２１は、複数の色成分のうちの少なくとも１つ以上の色成分の
解像度が粗いＹＣｂＣｒ画像を、最も高い解像度の色成分の解像度に合わせたＲＧＢ画像
に変換する。本実施例では、図画部ベクトル化処理用画像２０４がＹ：Ｃｂ：Ｃｒ＝４：
１：１の画像（Ｃｂ，Ｃｒの色成分の解像度がＹ成分より低い画像）であるので、これを
ＲＧＢ画像２１２に変換することで、Ｙの色成分の解像度と等しい解像度に戻す。
【００４３】
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　クリップアート領域分割部Ｓ７０２２では、領域情報２０５に格納されているカラー連
結成分の位置情報に基づいて、ＲＧＢ画像２１２において矩形のクリップアート領域を抽
出し、当該クリップアート領域にある各画素を色特徴に基づき色毎の領域に分割する。
【００４４】
　クリップアート領域内背景同定部Ｓ７０２３は、前記クリップアート領域分割部Ｓ７０
２２の領域分割結果に基づき、当該クリップアート領域における背景領域情報２１４とク
リップアート内の背景色２１３とを同定する。例えば、クリップアート領域分割部の領域
分割結果のうち、クリップアート領域の外接矩形の境界に接する画素数が多い領域をクリ
ップアート領域内の背景領域として同定する。同定された背景領域情報２１４とクリップ
アート内背景色２１３は、中間情報２１５として保持される。なお、中間情報２１５には
、その他の図示しないクリップアートベクトル化処理途中で生成される各種の情報が保持
されている。
【００４５】
　クリップアートベクトル化部Ｓ７０２４は、背景領域同定部７０２３の同定結果に基づ
き、クリップアート領域分割部Ｓ７０２２の領域分割結果のうち、背景領域以外の各領域
部分をベクトル化し、クリップアート領域の図画部ベクトル２０７を生成する。
【００４６】
　なお、中間情報２１５として保持される背景領域情報２１４およびクリップアート内背
景色２１３は、後述する図画部穴うめ処理部Ｓ８０においても使用される。
【００４７】
　図６の説明に戻る。ステップＳ７０３では、ベクトル化に適さない写真などの領域につ
いて、ラスター画像の切り出し処理をする。ここでは、文字部の穴埋めを行った後の図画
部ベクトル化処理用画像２０４から、該当する領域を切り出し、矩形写真画像を生成する
。
【００４８】
　ステップＳ７０２で生成された図画ベクトル２０７や、ステップＳ７０３で生成された
矩形写真画像２０８は、領域情報２０５内に記録される。
【００４９】
　図画部穴埋め処理部Ｓ８０では、図画領域それぞれに対する穴埋め処理を行い、下地画
像２０９を生成する。図画部穴埋め処理部Ｓ８０は、前段の図画部ベクトル化処理部Ｓ７
０における出力結果において、図画部ベクトルが生成されたか、矩形写真画像が生成され
たかに応じて、領域ごとに穴埋め処理の手法を切り替える。
【００５０】
　矩形写真画像が生成された図画領域の場合、当該領域の周辺画素の平均色を計算し、当
該計算された平均色で、図画部ベクトル化処理用画像２０４内の対応する図画領域を埋め
る。
【００５１】
　以下、図画領域がクリップアート領域であった場合についての穴埋め処理について詳細
を説明する。図１２（ａ）は、クリップアート領域を含んでいる文書画像の例を表してい
る。図１２（ｂ）は、ベクトル化対象としてのクリップアート領域を抽出し、その外接矩
形であるオブジェクト外接矩形８１を表している。また、中間情報２１５に保持されてい
るクリップアート領域における背景領域情報２１４には、クリップアート領域の外接矩形
の境界に接する画素数が多い領域がクリップアート領域内の背景領域８２として同定され
ている。図１２（ｂ）のクリップアート領域から背景領域８３をベクトル化対象から外し
、背景以外の領域（ベクトル化対象オブジェクト８７）のみを表現した図が、図１２（ｃ
）である。図１２（ｃ）において、境界８５は、オブジェクト領域（背景以外の領域）と
下地８４との境界部（以降、『境界部１』と称する）を示している。また、境界８６はオ
ブジェクト領域（背景以外の領域）とクリップアート領域内の背景との境界部（以降、『
境界部２』とも称する）を示している。次に、このクリップアート穴埋め処理について、
図８のフローチャートを用いて詳細説明する。
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【００５２】
　ステップＳ１１０１では、処理対象であるクリップアート領域内の背景領域に基づき、
背景領域を判別するための情報を、高解像度化され且つ１画素１ビットで生成された２値
のビットマップ画像（背景識別用画像）として生成する。背景領域とオブジェクト領域と
を画素値がそれぞれ１か０かで判別できる形式に生成しながらワークメモリに保持する。
その際に、当該クリップアート領域に対応する画像データのラスター走査順での処理の準
備として、一連の初期化処理を行う。そして、一連の初期化処理が終了すると、ラスター
走査順にクリップアート領域に対応する部分の穴埋め処理を開始する。
【００５３】
　ステップＳ１１０２では、図画部ベクトル化処理用画像２０４における当該クリップア
ート領域に対応する部分の画像データのＣｒデータ（Ｃｂデータでも良い）をラスター走
査する。この時点でのラスター走査順の注目位置における画素が上述した境界部１でもな
く、かつ境界部２でもない背景領域内にある画素か否かを判定する。具体的には、この時
点でのラスター走査順の注目位置における画素が上述のビットマップ画像（背景識別用画
像）上での対応部分（２×２画素の領域が対応する）の２×２画素の４画素のうち、全て
が背景領域の画素であるか否かを調べる。そして、４画素全てが背景画素であれば境界以
外の背景領域であると判定する。
【００５４】
　判定した結果、注目画素が境界以外の背景領域の画素である場合、ステップＳ１１０７
へ進み、境界以外の背景領域の画素でない場合、ステップＳ１１０３へ進む。
【００５５】
　ステップＳ１１０３では、ステップＳ１１０２と同様に、注目画素が境界部２に相当す
る画素（即ち、背景領域とオブジェクト領域（クリップアート領域内における背景以外の
領域）との境界）であるか否かを判定する。つまり、その時点でのラスター走査順の注目
位置における画素が上述のビットマップ画像（背景識別用画像）上での対応部分の２×２
画素の４画素のうち、何れかの画素が背景領域の画素で且つ４画素中の残る画素が全てオ
ブジェクト領域の画素であるか否かを調べる。この条件を満たす場合、注目画素は境界部
２に相当する画素（即ち、背景領域とオブジェクト領域との境界）であると判定する。
【００５６】
　判定した結果、注目画素が背景領域とオブジェクト領域との境界に相当する場合、ステ
ップＳ１１０８へ進み、背景領域とオブジェクト領域との境界に相当しない場合には、ス
テップＳ１１０４へ進む。
【００５７】
　ステップＳ１１０４では、上述した判定処理と同様に、注目画素が境界部１に相当する
画素（即ち、下地領域とオブジェクト領域との境界）であるか否かを判定する。つまり、
注目画素が上述のビットマップ画像（背景識別用画像）上での対応部分（２×２画素の領
域が対応する）の２×２画素の４画素のうち、何れかの画素がオブジェクト領域の画素で
、かつ４画素中の残る画素の何れかが下地領域の画素であるか否かを調べる。この条件を
満たす場合、注目画素は境界部１に相当する画素（即ち、下地領域とオブジェクト領域と
の境界）であると判定する。
【００５８】
　判定した結果、注目画素が下地領域とオブジェクト領域との境界に相当する場合、ステ
ップＳ１１０９へ進み、下地領域とオブジェクト領域との境界に相当しない場合には、ス
テップＳ１１０５へ進む。ステップＳ１１０５では、注目画素が、オブジェクト領域（前
景となるオブジェクト本体）の画素の場合となっているので、背景色（Ｙ，Ｃｂ，Ｃｒ）
で穴埋めを行う。即ち、低解像度化されてＲＡＭ３０上に保持されている画像データ上で
、その時点でのラスター走査順の注目位置における画素のＣｂデータ、Ｃｒデータ、Ｙデ
ータを背景色データから得られる各値に置き換える。ここでクリップアート領域内の背景
色データは、ＲＧＢデータで保持しているので、これをＹＣｂＣｒに変換して得られる。
【００５９】
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　次に、ステップＳ１１０６では、当該クリップアート領域に対応する画像データのラス
ター走査順での処理が当該領域の最終画素まで進んだか否かを判断する。判断した結果、
最終画素まで終了したのであれば、この一連の処理を終えて終了し、終了していない場合
には、ステップＳ１１０７へ進む。ステップＳ１１０７では、注目する位置の画素（注目
画素）を次の位置の画素に進め、ステップＳ１１０２に戻る。
【００６０】
　一方、ステップＳ１１０８では、注目画素は境界部２に相当する画素（即ち、背景領域
とオブジェクト領域との境界）であるので、注目画素のＣｂとＣｒのみを、背景色データ
から得られる各値に置き換える。即ち、境界部２が背景色データで穴埋め処理される。こ
こで背景色データは、ＲＧＢデータで保持しているので、これをＹＣｂＣｒに変換して得
られる。そして、ステップＳ１１０８の処理を終えると、上述したステップＳ１１０６へ
進む。
【００６１】
　一方、ステップＳ１１０９では、注目画素は境界部１に相当する画素（即ち、下地領域
とオブジェクト領域との境界）であるので、注目画素のＹ，Ｃｂ，Ｃｒはそのままの値と
して残し、背景色のデータに置き換えない。即ち、境界部１は、下地領域の色で穴埋め処
理される。そして、ステップＳ１１０９の処理を終えると、上述したステップＳ１１０６
へ進む。
【００６２】
　このように構成することにより、カラー文書のページ内の図形のベクトル化対象オブジ
ェクトと、これを含む外接矩形領域外の背景とが異なる解像度のデータで構成されている
場合でも、境界部分に偽色が発生しない。境界部分は、ベクトル化対象オブジェクトとそ
の外接矩形領域外との矩形境界部分や、ベクトル化対象オブジェクトとその外接矩形内に
おけるベクトル化対象オブジェクト以外の背景領域との境界部分である。
【００６３】
　ページ描画情報生成処理部Ｓ９０では、各処理部で生成されたデータおよび領域情報を
一つにまとめる。ページ描画情報生成処理で生成されたデータの一例を図９に示す。２１
００は、ページ描画情報生成処理部Ｓ９０で生成されたページ描画情報２１０の全体構成
例である。テキストオブジェクト２１０１には、領域解析部Ｓ４０が文字と判断した領域
のベクトル変換結果（文字ベクトル２０６）と、画像中における位置情報とを保持する。
同様に、写真オブジェクト２１０２には矩形写真画像２０８とその位置情報が保持され、
図画オブジェクト２１０３には、クリップアートや線画（ラインアート）のベクトル変換
結果（図画ベクトル２０７）とその位置情報が保持される。また、背景オブジェクト２１
０４には、穴埋め処理後の画像（下地画像２０９）とその位置情報が保持される。また、
プロパティ２１０５には、入力データの書誌情報（例えば、ページ数、ページサイズ、入
力機器情報、タイムスタンプなど）が保持される。
【００６４】
　電子ファイル生成部Ｓ１００では、ページ描画情報２１０を電子ファイル２１１に変換
する。本実施例では、ＰＣ１２０で再生や編集等が可能な電子ファイルへ変換する。
【００６５】
　図１０の電子ドキュメント２１００は、本実施例の説明のために作られた仮想的なＸＭ
Ｌフォーマットに従って作られた電子ファイル２１１の例である。図１０において、２１
１１は、図９の背景オブジェクト２１０４の下地画像データを１ページ全体に描画する記
述の例である。また、２１１２は、写真オブジェクト２１０２内の写真画像を位置情報に
より指定された位置に描画する記述である。また、２１１３は図画オブジェクト２１０３
内の図画ベクトルをページ内の指定位置に描画する記述である。２１１４は、文字オブジ
ェクト２１０１内の文字ベクトルをページ内の指定位置に描画する記述である。図１０の
電子ドキュメントを受信したＰＣでは、２１１１～２１１４に記述された情報を順に描画
することで、背景、写真、図画ベクトル、文字ベクトルを重ねあわせて元の文書と同等の
外観を有すページ画像を再生可能である。また、２１１１～２１１４の記述それぞれをオ
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ブジェクトとして編集用途に供することも可能である。なお、図１０はあくまで一例であ
って、他のフォーマットを用いて記述してもよい。例えば、ＰＤＦ、ＸＰＳ、ＳＶＧなど
のグラフィックページ記述、Ｏｆｆｉｃｅ　Ｏｐｅｎ　ＸＭＬ、Ｏｐｅｎ　Ｄｏｃｕｍｅ
ｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ　などのページ編集データ記述などを用いてもよい。変換されるフォ
ーマットの種類は、予めユーザに指定させておいてもよいし、変換処理の途中でユーザに
問い合わせて指定させることも可能である。
【００６６】
　本発明における各処理の実行順序ならびに各処理におけるメモリの確保と開放のタイミ
ングについての詳細を説明する。図１１は、図２の各処理部の処理手順と、その処理順ご
とにメモリ１０３の内部状態をどのように変更しているかの模式図である。すなわち、図
１１（Ａ）は本発明における各処理部の処理順であり、図１１（Ｂ）は各処理を行ってい
るときのメモリ１０３の内部挙動（メモリ１０３の使用状況）を示す。
【００６７】
　図１１（Ｂ）において、縦軸は処理順にしたがった時間軸を示し、横軸はメモリアドレ
ス（メモリの使用状況）を示している。図１１（Ｂ）の各矩形は、各種データやワークメ
モリとして使用されるメモリ領域が、メモリ１０３に確保されるタイミングとメモリアド
レスとを示すものである。その矩形の上端と下端は、メモリの確保と開放のタイミングを
示し、このタイミングは矩形上端、下端の水平線上にある図１１（Ａ）の各処理ステップ
での処理タイミングと適合するように記載している。具体例を挙げると、入力画像２０１
が格納されるメモリ領域は、メモリ１０３に確保された状態で図１１（Ａ）の処理が開始
され、ページ描画情報生成部Ｓ９０の処理の終了時に開放される。
【００６８】
　以下では、図１１の詳細を説明する。開始時の初期状態は、スキャナやネットワークを
介して入力された入力画像２０１が１０３メモリ上に確保された入力画像保持用メモリ領
域に保存されている。
【００６９】
　まず、図１１（Ａ）に示すように、領域解析用画像生成部Ｓ１０による領域解析用画像
の生成処理が行われる。この処理が実行されると、メモリ１０３上に領域解析処理用ワー
クメモリ２１６が確保されるとともに、解析処理用画像２０２を格納するためのメモリ領
域が確保され、入力画像２０１から生成された解析用画像２０２が該メモリ領域に保存さ
れる。
【００７０】
　次に、領域解析部Ｓ４０は、前記確保されている解析処理用ワークメモリ（解析処理用
メモリ領域）２１６を用い、領域解析用画像２０２を処理対象画像として領域解析処理を
実行する。ここでは、領域情報２０５のメモリ領域（処理結果保持用のメモリ領域）を確
保し、領域解析結果であるカラー連結成分２１２に関する情報（各カラー連結成分の属性
情報と位置情報を含む）を領域情報２０５（処理結果保持用メモリ領域）内に保存する。
領域解析部Ｓ４０の解析処理の終了時には、領域解析用画像２０２が保持されていたメモ
リ領域および解析処理用ワークメモリ２１６を解放する（メモリ開放）。
【００７１】
　次に、文字部ベクトル化処理用画像生成部Ｓ２０による文字部ベクトル化処理用画像の
生成処理が行われる。この処理が実行されると、メモリ１０３上に文字部ベクトル化処理
用ワークメモリ２１７が確保されるとともに、文字部ベクトル化処理用画像２０３を格納
するためのメモリ領域が確保される。そして、入力画像２０１から生成された文字部ベク
トル化処理用画像２０３が画像保持用に当該確保されたメモリ領域に保存される。なお、
これらのメモリ領域は、図１１（Ｂ）に示すように、領域解析処理部Ｓ４０の処理後に開
放されたメモリ領域に確保されることになる。
【００７２】
　次に、文字部ベクトル化処理部Ｓ５０は、前記確保されている文字部ベクトル化処理用
ワークメモリを用いて、文字部ベクトル化処理用画像２０３を処理対象画像として文字部
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のベクトル化処理を実行する。この文字部ベクトル化処理は、領域情報２０５に保持され
ている領域解析結果の文字領域に対応する位置の文字部ベクトル化処理用画像に対して実
行される。処理の詳細は前述した通りである。文字部のベクトル化処理結果である各文字
領域の文字ベクトル２０６は、領域情報２０５内に記録される。文字部ベクトル化処理部
Ｓ５０のベクトル化処理の終了時には、文字部ベクトル化処理用画像２０３が保持されて
いたメモリ領域および文字部ベクトル化処理用ワークメモリ２１７を解放する。
【００７３】
　次に、図画部ベクトル化処理用画像生成部Ｓ３０による図画部ベクトル化処理用画像の
生成処理が行われる。この処理が実行されると、メモリ１０３上に、図画部ベクトル化処
理用画像２０４を格納するためのメモリ領域が確保され、入力画像２０１から生成された
図画部ベクトル化処理用画像２０４が該メモリ領域に保存される。なお、このメモリ領域
は、図１１（Ｂ）に示すように、文字部ベクトル化処理部Ｓ５０の処理後に開放されたメ
モリ領域に確保されることになる。
【００７４】
　次に、文字部穴埋め処理部Ｓ６０は、メモリ１０３に文字部穴埋め処理用ワークメモリ
２１８を確保し、文字部の穴埋め処理を実行する。ここでは、上述したように、領域情報
２０５から文字領域の画素連結成分（文字属性のカラー連結成分）に関する情報を取り出
し、文字穴埋めワークメモリ２１８に画像として展開する。そして、文字穴埋めワークメ
モリ２１８に展開した文字画像と図画部ベクトル化処理用画像２０４とを重ね合わせて、
図画部ベクトル化処理用画像２０４における文字画素部分を特定する。次に図画部ベクト
ル化処理用画像２０４の文字画素部分の周辺画素の平均色を算出し、図画部ベクトル化処
理用画像２０４の文字画素部分を当該算出した平均色で塗りつぶす。以上のようにして、
文字部穴埋め処理部Ｓ６０の処理が終了すると、図画部ベクトル化処理用画像２０４は文
字領域が穴埋めされ、図画部領域とページ背景からなる画像となっている。すなわち、前
記図画部ベクトル化処理用画像を格納するためのメモリ領域に、文字部が穴埋めされた後
の図画部ベクトル化処理用画像２０４が格納されることになる。前記文字部穴埋め処理部
Ｓ６０の処理終了時には、文字穴埋めワークメモリ２１８を開放する。
【００７５】
　次に、図画部ベクトル化処理部Ｓ７０は、メモリ１０３に図画部ベクトル化および穴埋
め処理用のワークメモリ２１９を確保し、図画部のベクトル化処理を実行する。この図画
部ベクトル化処理は、領域情報２０５に保持されている領域解析結果の図画領域に対応す
る位置の図画部ベクトル化処理用画像に対して実行される。処理の詳細は前述した通りで
ある。図画部のベクトル化処理結果として得られる図画部ベクトル２０７および矩形写真
画像２０８は、領域情報２０５内に記録される。また、図画部ベクトル化処理用のワーク
メモリ２１９には、図７で示したデータ２１２～２１５が記録される。
【００７６】
　次に、図画部穴埋め処理部Ｓ８０において、図画部の穴埋め処理を実行する。ここでは
、図７～図８を用いて説明したように、文字部穴埋め処理後の図画部ベクトル処理用画像
２０４に対して図画部穴埋め処理が実行される。よって、図画部穴埋め処理部Ｓ８０の処
理が終了すると、図画部ベクトル処理用画像２０４はページ背景のみで構成される画像と
なり、図２の下地画像２０９として以降の処理に用いられる。また、図画部穴埋め処理部
Ｓ８０の処理終了時には、メモリ１０３上の図画部ベクトル化および穴埋め用ワークメモ
リ２１９を解放する。
【００７７】
　次に、ページ描画情報生成部Ｓ９０は、メモリ１０３にページ描画情報２１０を格納す
るメモリ領域を確保し、ページ描画情報を生成して該メモリ領域に保存する。ここでは、
領域情報２０５に保存されている文字ベクトル２０６と図画ベクトル２０７と矩形写真画
像２０８を取得し、下地画像２０９を文字部と図画部とが穴埋めされた図画部ベクトル化
処理用画像２０４から取得し、入力データの書誌情報をプロパティとしてページ描画情報
を生成する。ページ描画情報生成部Ｓ９０の処理終了時には、メモリ１０３上の図画部ベ
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メモリ領域を解放する。
【００７８】
　次に、電子ファイル生成部Ｓ１００では、電子ファイル２１１を格納するメモリ領域を
確保し、前述したように、ページ描画情報２１０を変換して予め指定されたフォーマット
の電子ファイル２１１を生成する。電子ファイル２１１を格納するメモリ領域は、ページ
描画情報生成部Ｓ９０の処理終了時に開放されたメモリ領域に確保される。電子ファイル
生成部Ｓ１００の処理終了時には、メモリ１０３上のページ描画情報２１０が保持されて
いたメモリ領域を解放する。
【００７９】
　以上述べたように、本実施形態では、領域解析処理に適した画像と、文字部ベクトル化
処理に適した画像と、図画部ベクトル化処理に適した画像とを、複数種類の画像処理それ
ぞれの直前に生成する。そして、各処理結果を別途確保した領域情報２０５内に記録する
ことにより、処理が終了した時点で不要となった各処理用画像および処理用ワークメモリ
を開放する用に構成した。これにより、より少ないメモリ容量で、電子ファイルの生成が
実現できるようになる。
【００８０】
　（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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