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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル画像である原画像に対して、解像度が原画像よりも低い縮小画像を生成する縮
小画像生成手段と、
前記縮小画像に対して、前景画像と背景画像とを区別して抽出する第１の抽出手段と、
前記第１の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続
階調に変換する第１の連続階調変換手段と、
前記第１の抽出手段で前記前景画像として抽出された画像に対して、当該画像に対応する
原画像上での領域で前景画像と背景画像とを区別して抽出する第２の抽出手段と、
前記第２の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続
階調に変換する第２の連続階調変換手段と、
前記第１の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像を前記原画像の解像度に拡大し
た画像と、前記第２の抽出手段で前記前景画像として抽出された画像と、前記第２の連続
階調変換手段で連続階調に変換された画像とを合成する合成手段と、を具備する画像処理
装置。
【請求項２】
　前記第１の連続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は
、
前記背景画像として抽出された画像に対して予め決められた大きさのウィンドウを設定す
るウィンドウ設定手段と、
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前記各ウィンドウ内の色の平均値を前記各ウィンドウ内の画素として置き換え、これによ
って中間調ドットパターンを連続階調に変換する変換手段と、を具備する請求項１記載の
画像処理装置。
【請求項３】
　前記変換手段は、
前記ウィンドウ内の第１の方向に沿うラインを細分化するランを設定して各ランについて
色の平均値を求め、前記ウィンドウ内の前記第１の方向と直交する第２の方向に沿うライ
ンを細分化するランを設定して各ランについて色の平均値を求め、
これによって前記ウィンドウ内の色の平均値を求めるようにした請求項２記載の画像処理
装置。
【請求項４】
　前記第１の連続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は
、
前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する連続階
調変換処理を施した画像からエッジを検出するエッジ検出手段と、
検出したエッジを、連続階調変換処理を施す前の画像のエッジと比較し、連続階調変換処
理を施す前の画像に存在するエッジなのか存在しないエッジなのかを判定する比較判定手
段と、
比較判定の結果、連続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジの検出を判定した
場合、その検出したエッジの周囲について連続階調変換処理を再度施す再変換手段と、を
具備する請求項２又は３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記比較判定手段は、各画素について、前記エッジ検出手段で計算されたエッジ強度か
ら連続階調変換処理を施す前の画像のエッジ強度を差し引き、その値が予め決められた閾
値以上であれば連続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジであると判定する請
求項４記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記再変換手段は、前記ウィンドウ設定手段で設定する前記ウィンドウの大きさを、前
回の連続階調変換処理のときよりも小さく設定する請求項４又は５記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、エッジの抽出と二値化とを行ない、こ
れによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する請求項１ないし６のいずれ
か一記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、エッジの抽出を行ない、これによって
前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する請求項１ないし６のいずれか一記載の
画像処理装置。
【請求項９】
　前記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、二値化を行ない、これによって前記前
景画像と前記背景画像とを区別して抽出する請求項１ないし６のいずれか一記載の画像処
理装置。
【請求項１０】
　前記第２の抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して
、エッジの抽出と二値化とを行ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別
して抽出する請求項７、８又は９記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記第２の抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して
、エッジの抽出を行ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出す
る請求項７、８又は９記載の画像処理装置。
【請求項１２】
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　前記第２の抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して
、二値化を行ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する請求
項７、８又は９記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　コンピュータに解釈され、このコンピュータに、デジタル画像である原画像に対して、
解像度が原画像よりも低い縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、
前記縮小画像に対して、前景画像と背景画像とを区別して抽出する第１の抽出手段と、
前記第１の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続
階調に変換する第１の連続階調変換手段と、
前記第１の抽出手段で前記前景画像として抽出された画像に対して、当該画像に対応する
原画像上での領域で前景画像と背景画像とを区別して抽出する第２の抽出手段と、
前記第２の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続
階調に変換する第２の連続階調変換手段と、
前記第１の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像を原画像の解像度に拡大した画
像と、前記第２の抽出手段で前記前景画像として抽出された画像と、前記第２の連続階調
変換手段で連続階調に変換された画像とを合成する合成手段と、を実行させる画像処理プ
ログラム。
【請求項１４】
　前記第１の連続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は
、
前記背景画像として抽出された画像に対して予め決められた大きさのウィンドウを設定す
るウィンドウ設定手段と、
前記各ウィンドウ内の色の平均値を前記各ウィンドウ内の画素として置き換え、これによ
って中間調ドットパターンを連続階調に変換する変換手段と、を前記コンピュータに実行
させる請求項１３記載の画像処理プログラム。
【請求項１５】
　前記変換手段は、
前記ウィンドウ内の第１の方向に沿うラインを細分化するランを設定して各ランについて
色の平均値を求め、
前記ウィンドウ内の前記第１の方向と直交する第２の方向に沿うラインを細分化するラン
を設定して各ランについて色の平均値を求め、
これによって前記ウィンドウ内の色の平均値を求めるようにした請求項１４記載の画像処
理プログラム。
【請求項１６】
　前記第１の連続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は
、
前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する連続階
調変換処理を施した画像からエッジを検出するエッジ検出手段と、
検出したエッジを、連続階調変換処理を施す前の画像のエッジと比較し、連続階調変換処
理を施す前の画像に存在するエッジなのか存在しないエッジなのかを判定する比較判定手
段と、
比較判定の結果、連続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジの検出を判定した
場合、その検出したエッジの周囲について連続階調変換処理を再度施す再変換手段と、を
前記コンピュータに実行させる請求項１４又は１５記載の画像処理プログラム。
【請求項１７】
　前記比較判定手段は、各画素について、前記エッジ検出手段で計算されたエッジ強度か
ら連続階調変換処理を施す前の画像のエッジ強度を差し引き、その値が予め決められた閾
値以上であれば連続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジであると判定する請
求項１６記載の画像処理プログラム。
【請求項１８】
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　前記再変換手段は、前記ウィンドウ設定手段で設定する前記ウィンドウの大きさを、前
回の連続階調変換処理のときよりも小さく設定する請求項１６又は１７記載の画像処理プ
ログラム。
【請求項１９】
　請求項１３ないし１８の何れか一記載の画像処理プログラムを記憶し、機械読み取り可
能である記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像処理装置、この画像処理装置が備えるコンピュータに解釈実行される画像
処理プログラム、及びこのプログラムを記憶する記憶媒体に係り、より詳細には、例えば
印刷文書をスキャナ等の画像読取機器から入力して得られるデジタル画像をプリンタ等の
画像出力機器から出力する際に、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する技術に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
例えば印刷文書をスキャナ等の画像読取機器から入力して得られるデジタル画像をディス
プレイ上に表示したりプリンタ等の画像出力機器から出力する場合、デジタル画像に何の
処理も施さなかったり、あるいは、施したとしてもスケーリングや回転等のような画像品
質に関係しない画像処理だけを施した場合、モアレ現象が生じたり、粒状性が粗くなった
りするというような再現画像の劣化が生じることがある。
【０００３】
これは、印刷文書の中間調領域が、ディザ等のスクリーニングや誤差拡散法等を適用して
生成されたドットパターンによって構成されている場合、そのような画像処理と、プリン
タ等の画像出力機器で行われている中間調処理等の画像処理との整合性がとれていないこ
とを原因として発生する現象である。
【０００４】
このような画像劣化の問題を回避して画質を改善するためには、ドットパターンで表現さ
れた中間調領域を連続階調表現に変換すれば良い。このような画質改善のための処理は、
従来からデジタル複合機等の画像機器に組み込まれている。但し、ここで注意しなければ
ならないのは、文字、線画等のグラフィックスや重要なエッジ等をぼかしてはならないと
いうことである。
【０００５】
ここで、関連する従来技術としては、特開平６－６２２３０号公報、特開平１０－２０８
０３８号公報、特開平１１－４１４６９号公報、及び特開２００１－２１１３２７公報等
がある。
【０００６】
特開平６－６２２３０号公報及び特開平１０－２０８０３８号公報には、文字領域と絵柄
領域を分離して、各画素の周囲の画像特徴に応じて画素ごとに異なる周波数特性をもつ線
形フィルタ処理を施し、これによって中間調領域を連続階調表現に変換するという技術が
記載されている。
【０００７】
また、特開平１１－４１４６９号公報及び特開２００１－２１１３２７公報には、ウェー
ブレット変換を利用した方法が考案されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、近年のネットワーク環境の普及に伴い、画像読取機器を通して入力されたデジタ
ル画像がネットワークを介して遠隔地に送信され、受信者は、未知の画像読取機器を通し
て入力された画像を例えばパーソナルコンピュータ上で編集・再利用・印刷・再送信する
という状況が出現している。このようなネットワーク環境では、従来にはなかった新たな
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技術的課題が発生する。
【０００９】
なお、前に紹介した特開平６－６２２３０号公報、特開平１０－２０８０３８号公報、特
開平１１－４１４６９号公報、及び特開２００１－２１１３２７公報に記載された技術は
、このようなネットワーク環境を考慮したものではない。
【００１０】
ネットワーク環境によって発生する技術的課題は、次の通りである。
【００１１】
（１）未知の画像読取機器を通して入力された画像を例えばパーソナルコンピュータ上で
編集・再利用・印刷・再送信し、この際に出力画像の粒状性やモアレ現象を改善するため
の機能を、パーソナルコンピュータにインストールされ、あるいはパーソナルコンピュー
タで解釈されるソフトウェアによって実現する場合でも、実用に耐え得る処理速度を達成
すること。
【００１２】
ネットワーク環境下では、遠隔地で入力されてネットワークを介して送られてきた画像に
対して、パーソナルコンピュータ上で画質向上処理を施し、これをファイルに保存したり
、プリンタで出力したり、さらにネットワークを介して送信することがある。この場合、
このような機能をパーソナルコンピュータにインストールされ、あるいはパーソナルコン
ピュータで解釈されるソフトウェアで実現すると、実用に耐える処理速度を達成すること
が困難である。例えば、前述した線形フィルタやウェーブレット変換をソフトウェアで実
装し、Ａ４サイズのフルカラー文書画像に適用すると、解像度が上がるに従って、計算時
間が実用に耐えられないものとなってしまう。
【００１３】
そこで、上記機能をソフトウェアで実装する場合にも、実用に耐え得る処理速度を達成す
ることが望まれる。
【００１４】
（２）画像の送り手側での画像処理機器（特に、スキャナ等の画像入力機器）と画像の受
け手側での画像処理機器との特性の相違を吸収すること。
【００１５】
スタンドアロンの画像処理機器の場合、機器の特性に合わせて、画像処理アルゴリズムや
パラメータを設計することが多い。しかしながら、ある特定の機種に対して最適な画像処
理系が、特性が異なる機種に対して効果を発揮するとは限らない。ネットワーク環境下で
は、画像処理機器、特にスキャナ等の画像入力機器の特性が多様であり、さらに、遠隔地
から画像が送信されてきたような場合には、特性が未知のことすらある。このため、画像
の送り手側における画像入力機器で入力されてその画像入力機器の特性に依存する補正情
報を含む画像を、その画像入力機器と特性が異なる画像の受け手側の画像処理機器で再現
処理する場合、あるいは未知の補正情報を含む画像を再現処理する場合には、再現する画
像品質が著しく劣化し、出力画像の粒状性が低下したりモアレ現象が発生したりすること
がある。
【００１６】
そこで、画像の送り手側における画像入力機器で入力されてその画像入力機器の特性に依
存する補正情報を含む画像を、その画像入力機器と特性が異なる画像の受け手側の画像処
理機器で再現処理する場合、あるいは未知の補正情報を含む画像を再現処理する場合でも
、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理を簡単に適応することができ、
満足がいく画質が得られるようにすることが望まれる。
【００１７】
（３）画像の送り手側で行った中間調処理方式の内容（方式、性質）に依存することなく
、画像の受け手側で良好な画像品質での画像再現を実現すること。
【００１８】
ドットパターンを生成する中間調処理の方式やそのパラメータ（ディザの閾値行列、誤差
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拡散のフィルタ係数、スクリーン角、網点周期等）が分かれば、情報処理機器における画
像再現処理に際してそれに特化した方式を用いることができる。しかし、書籍、雑誌、新
聞等、未知の工程で印刷された文書画像を対象とする場合、画像入力機器の高周波感度が
良くないか解像度が低い場合には、中間調パターンの特徴を抽出することができない場合
がある。
【００１９】
そこで、画像の送り手側における画像入力機器で入力された画像の中間調処理方式が如何
なる処理方式を採用していようとも、これに依存することなく、画像の受け手側で出力画
像の粒状性やモアレ現象を改善した良好な画像品質での画像再現を実現することが望まれ
る。
【００２０】
本発明の目的は、未知の画像読取機器を通して入力された画像を例えばパーソナルコンピ
ュータ上で編集・再利用・印刷・再送信し、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善するた
めの機能をソフトウェアで実装する場合にも、実用に耐え得る処理速度を達成することで
ある。
【００２１】
本発明の目的は、画像の送り手側における画像入力機器で入力されてその画像入力機器の
特性に依存する補正情報を含む画像を、その画像入力機器と特性が異なる画像の受け手側
の画像処理機器で再現処理する場合、あるいは未知の補正情報を含む画像を再現処理する
場合でも、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理を簡単に適応すること
ができ、満足がいく画質が得られるようにすることである。
【００２２】
本発明の目的は、画像の送り手側における画像入力機器で入力された画像の中間調処理方
式が如何なる処理方式を採用していようとも、これに依存することなく、画像の受け手側
で出力画像の粒状性やモアレ現象を改善した良好な画像品質での画像再現を実現すること
である。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、請求項１ないし１２のそれぞれに記載された発明は、新規な
画像処理装置を規定する。また、請求項１３ないし１８のそれぞれに記載された発明は、
本発明の画像処理装置が備えるコンピュータに解釈実行される新規な画像処理プログラム
を規定する。そして、請求項１９記載の発明は、本発明の画像処理プログラムを記憶する
新規な記憶媒体を規定する。
【００２４】
［画像処理装置（請求項１ないし１２）］請求項１記載の画像処理装置の発明は、デジタ
ル画像である原画像に対して、解像度が原画像よりも低い縮小画像を生成する縮小画像生
成手段と、前記縮小画像に対して、前景画像と背景画像とを区別して抽出する第１の抽出
手段と、前記第１の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパター
ンを連続階調に変換する第１の連続階調変換手段と、前記第１の抽出手段で前記前景画像
として抽出された画像に対して、当該画像に対応する原画像上での領域で前景画像と背景
画像とを区別して抽出する第２の抽出手段と、前記第２の抽出手段で前記背景画像として
抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する第２の連続階調変換手段と
、前記第１の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像を前記原画像の解像度に拡大
した画像と、前記第２の抽出手段で前記前景画像として抽出された画像と、前記第２の連
続階調変換手段で連続階調に変換された画像とを合成する合成手段と、を具備する。
【００２５】
したがって、前景画像と背景画像とを区別して抽出する処理が縮小画像に対して行なわれ
、縮小画像から背景画像として抽出された画像とに対して、その中間調ドットパターンを
連続階調に変換する処理が実行される。そして、連続階調に変換された画像と縮小画像か
ら前景画像として抽出された画像に基づく画像とが合成される。このようなことから、本
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請求項の発明は、次のような利点を備える。
（１）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるので、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善するための機能をソフ
トウェアで実装する場合にも、実用に耐え得る処理速度を達成することができる。
（２）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力されてその画像入力機器
の特性に依存する補正情報を含む画像を、その画像入力機器と特性が異なる画像の受け手
側の画像処理機器で再現処理する場合、あるいは未知の補正情報を含む画像を再現処理す
る場合でも、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理を簡単に適応するこ
とができ、よって、満足がいく画質を得ることができる。
（３）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力された画像の中間調処理
方式が如何なる処理方式を採用していようとも、これに依存することなく、画像の受け手
側で出力画像の粒状性やモアレ現象を改善した良好な画像品質での画像再現を実現するこ
とができる。
（４）縮小画像から前景画像として抽出された画像については、さらに原画像から前景画
像と背景画像とを区別して抽出する処理が行なわれ、より精密な前景画像と背景画像との
区別がなされる。
【００４２】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の画像処理装置において、前記第１の連続階調変換
手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記背景画像として抽出
された画像に対して予め決められた大きさのウィンドウを設定するウィンドウ設定手段と
、前記各ウィンドウ内の色の平均値を前記各ウィンドウ内の画素として置き換え、これに
よって中間調ドットパターンを連続階調に変換する変換手段と、を具備する。
【００４３】
したがって、画像に対してウィンドウが設定され、このウィンドウ内の色の平均値が各ウ
ィンドウ内の画素として置き換えられる。これにより、原画像に含まれている画像改善情
報が如何なるものであるとしても、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処
理の結果を飛躍的に向上させることが可能となる。
【００４４】
請求項３記載の発明は、請求項１記載の画像処理装置において、前記変換手段は、前記ウ
ィンドウ内の第１の方向に沿うラインを細分化するランを設定して各ランについて色の平
均値を求め、前記ウィンドウ内の前記第１の方向と直交する第２の方向に沿うラインを細
分化するランを設定して各ランについて色の平均値を求め、これによって前記ウィンドウ
内の色の平均値を求めるようにした。
【００４５】
したがって、例えば縦横方向のラインを細分化するラン毎の色の平均値に基づいてウィン
ドウ内の色の平均値が求められる。これにより、ウィンドウ内の色の平均値が精度良く求
められる。
【００４６】
請求項４記載の発明は、請求項２又は３記載の画像処理装置において、前記第１の連続階
調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記背景画像とし
て抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する連続階調変換処理を施し
た画像からエッジを検出するエッジ検出手段と、検出したエッジを、連続階調変換処理を
施す前の画像のエッジと比較し、連続階調変換処理を施す前の画像に存在するエッジなの
か存在しないエッジなのかを判定する比較判定手段と、比較判定の結果、連続階調変換処
理を施す前の画像に存在しないエッジの検出を判定した場合、その検出したエッジの周囲
について連続階調変換処理を再度施す再変換手段と、を具備する。
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【００４７】
画像に対してウィンドウを設定し、このウィンドウ内の色の平均値を各ウィンドウ内の画
素として置き換える処理では、あるウィンドウとこれに隣接する別のウィンドウとの色の
平均値が大きくかけ離れ、連続階調変換処理を施す前の画像には存在しなかったエッジが
連続階調変換処理を施した画像中に発生する可能性がある。そこで、本請求項の発明では
、連続階調変換処理を施した画像中に、連続階調変換処理を施す前の画像に存在しなかっ
たエッジを発見した場合には、その検出したエッジの周囲について連続階調変換処理を再
度施すことで、連続階調変換処理を施した画像を、連続階調変換処理を施す前の画像に近
似させる。
【００４８】
請求項５記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記比較判定手段は、各
画素について、前記エッジ検出手段で計算されたエッジ強度から連続階調変換処理を施す
前の画像のエッジ強度を差し引き、その値が予め決められた閾値以上であれば連続階調変
換処理を施す前の画像に存在しないエッジであると判定する。
【００４９】
このような判定手法を採用することで、連続階調変換処理を施す前の画像には存在しなか
ったエッジが連続階調変換処理を施した画像中に存在しているかどうかが容易に判定され
る。
【００５０】
請求項６記載の発明は、請求項４又は５記載の画像処理装置において、前記再変換手段は
、前記ウィンドウ設定手段で設定する前記ウィンドウの大きさを、前回の連続階調変換処
理のときよりも小さく設定する。
【００５１】
これにより、連続階調変換処理が再度施されるに際して、あるウィンドウとこれに隣接す
る別のウィンドウとの色の平均値を近接させることが可能となり、それらの異なるウィン
ドウの平均値として規定される画素の連続性が維持され、良好な画像品質での画像再現が
可能となる。
【００５２】
請求項７記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか一記載の画像処理装置において、前
記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、エッジの抽出と二値化とを行ない、これに
よって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する。
【００５３】
ここで、第１の抽出手段及び第２の抽出手段における前景画像と背景画像との区別した抽
出は、エッジの抽出によっても二値化によってもその組み合わせによっても可能である。
請求項８ないし１２記載の発明は、そのような各種の組み合わせを規定する。
【００５４】
請求項８記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか一記載の画像処理装置において、前
記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、エッジの抽出を行ない、これによって前記
前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する。
【００５５】
請求項９記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか一記載の画像処理装置において、前
記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、二値化を行ない、これによって前記前景画
像と前記背景画像とを区別して抽出する。
【００５６】
請求項１０記載の発明は、請求項７、８又は９記載の画像処理装置において、前記第２の
抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して、エッジの抽
出と二値化とを行ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する
。
【００５７】
請求項１１記載の発明は、請求項７、８又は９記載の画像処理装置において、前記第２の
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抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して、エッジの抽
出を行ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する。
【００５８】
請求項１２記載の発明は、請求項７、８又は９記載の画像処理装置において、前記第２の
抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して、二値化を行
ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する。
【００５９】
［画像処理プログラム（請求項１３ないし１８）］請求項１３記載の画像処理プログラム
の発明は、コンピュータに解釈され、このコンピュータに、デジタル画像である原画像に
対して、解像度が原画像よりも低い縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、前記縮小画
像に対して、前景画像と背景画像とを区別して抽出する第１の抽出手段と、前記第１の抽
出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換す
る第１の連続階調変換手段と、前記第１の抽出手段で前記前景画像として抽出された画像
に対して、当該画像に対応する原画像上での領域で前景画像と背景画像とを区別して抽出
する第２の抽出手段と、前記第２の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間
調ドットパターンを連続階調に変換する第２の連続階調変換手段と、前記第１の連続階調
変換手段で連続階調に変換された画像を原画像の解像度に拡大した画像と、前記第２の抽
出手段で前記前景画像として抽出された画像と、前記第２の連続階調変換手段で連続階調
に変換された画像とを合成する合成手段と、を実行させる。
【００６０】
したがって、前景画像と背景画像とを区別して抽出する処理が縮小画像に対して行なわれ
、縮小画像から背景画像として抽出された画像とに対して、その中間調ドットパターンを
連続階調に変換する処理が実行される。そして、連続階調に変換された画像と縮小画像か
ら前景画像として抽出された画像に基づく画像とが合成される。このようなことから、本
請求項の発明は、次のような利点を備える。
（１）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるので、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善するための機能をソフ
トウェアで実装する場合にも、実用に耐え得る処理速度を達成することができる。
（２）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力されてその画像入力機器
の特性に依存する補正情報を含む画像を、その画像入力機器と特性が異なる画像の受け手
側の画像処理機器で再現処理する場合、あるいは未知の補正情報を含む画像を再現処理す
る場合でも、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理を簡単に適応するこ
とができ、よって、満足がいく画質を得ることができる。
（３）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力された画像の中間調処理
方式が如何なる処理方式を採用していようとも、これに依存することなく、画像の受け手
側で出力画像の粒状性やモアレ現象を改善した良好な画像品質での画像再現を実現するこ
とができる。
（４）縮小画像から前景画像として抽出された画像については、さらに原画像から前景画
像と背景画像とを区別して抽出する処理が行なわれ、より精密な前景画像と背景画像との
区別がなされる。
【００７３】
請求項１４記載の発明は、請求項１３記載の画像処理プログラムにおいて、前記第１の連
続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記背景画像
として抽出された画像に対して予め決められた大きさのウィンドウを設定するウィンドウ
設定手段と、前記各ウィンドウ内の色の平均値を前記各ウィンドウ内の画素として置き換
え、これによって中間調ドットパターンを連続階調に変換する変換手段と、を前記コンピ
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ュータに実行させる。
【００７４】
したがって、画像に対してウィンドウが設定され、このウィンドウ内の色の平均値が各ウ
ィンドウ内の画素として置き換えられる。これにより、原画像に含まれている画像改善情
報が如何なるものであるとしても、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処
理の結果を飛躍的に向上させることが可能となる。
【００７５】
請求項１５記載の発明は、請求項１４記載の画像処理プログラムにおいて、前記変換手段
は、前記ウィンドウ内の第１の方向に沿うラインを細分化するランを設定して各ランにつ
いて色の平均値を求め、前記ウィンドウ内の前記第１の方向と直交する第２の方向に沿う
ラインを細分化するランを設定して各ランについて色の平均値を求め、これによって前記
ウィンドウ内の色の平均値を求めるようにした。
【００７６】
したがって、例えば縦横方向のラインを細分化するラン毎の色の平均値に基づいてウィン
ドウ内の色の平均値が求められる。これにより、ウィンドウ内の色の平均値が精度良く求
められる。
【００７７】
請求項１６記載の発明は、請求項１４又は１５記載の画像処理プログラムにおいて、前記
第１の連続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記
背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する連続階調変
換処理を施した画像からエッジを検出するエッジ検出手段と、検出したエッジを、連続階
調変換処理を施す前の画像のエッジと比較し、連続階調変換処理を施す前の画像に存在す
るエッジなのか存在しないエッジなのかを判定する比較判定手段と、比較判定の結果、連
続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジの検出を判定した場合、その検出した
エッジの周囲について連続階調変換処理を再度施す再変換手段と、を前記コンピュータに
実行させる。
【００７８】
画像に対してウィンドウを設定し、このウィンドウ内の色の平均値を各ウィンドウ内の画
素として置き換える処理では、あるウィンドウとこれに隣接する別のウィンドウとの色の
平均値が大きくかけ離れ、連続階調変換処理を施す前の画像には存在しなかったエッジが
連続階調変換処理を施した画像中に発生する可能性がある。そこで、本請求項の発明では
、連続階調変換処理を施した画像中に、連続階調変換処理を施す前の画像に存在しなかっ
たエッジを発見した場合には、その検出したエッジの周囲について連続階調変換処理を再
度施すことで、連続階調変換処理を施した画像を、連続階調変換処理を施す前の画像に近
似させる。
【００７９】
請求項１７記載の発明は、請求項１６記載の画像処理プログラムにおいて、前記比較判定
手段は、各画素について、前記エッジ検出手段で計算されたエッジ強度から連続階調変換
処理を施す前の画像のエッジ強度を差し引き、その値が予め決められた閾値以上であれば
連続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジであると判定する。
【００８０】
このような判定手法を採用することで、連続階調変換処理を施す前の画像には存在しなか
ったエッジが連続階調変換処理を施した画像中に存在しているかどうかが容易に判定され
る。
【００８１】
請求項１８記載の発明は、請求項１６又は１７記載の画像処理プログラムにおいて、前記
再変換手段は、前記ウィンドウ設定手段で設定する前記ウィンドウの大きさを、前回の連
続階調変換処理のときよりも小さく設定する。
【００８２】
これにより、連続階調変換処理が再度施されるに際して、あるウィンドウとこれに隣接す
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る別のウィンドウとの色の平均値を近接させることが可能となり、それらの異なるウィン
ドウの平均値として規定される画素の連続性が維持され、良好な画像品質での画像再現が
可能となる。
【００８３】
［画像処理プログラムを記憶する記憶媒体（請求項１９）］請求項１９記載の発明は、請
求項１３ないし１８の何れか一記載の画像処理プログラムを記憶する記憶媒体である。し
たがって、それらの各請求項に記載された発明と同一の作用効果を奏する。
【００８４】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図１ないし図９に基づいて説明する。
【００８５】
本実施の形態は、本発明の画像処理装置を実施する画像処理装置であり、この画像処理装
置は、そのコンピュータにインストールされるか、あるいは解釈されて実行される画像処
理プログラムによって動作制御されて画像処理を実行する。本実施の形態では、そのよう
な画像処理プログラムを記憶する記憶媒体も紹介する。
【００８６】
図１は、本実施の形態におけるシステム構築例を示す模式図である。
【００８７】
本実施の形態のシステムでは、サーバコンピュータ１０１にＬＡＮ等のネットワーク２０
１を介して画像処理装置を構成するパーソナルコンピュータ３０１が複数第接続されたサ
ーバクライアントシステム１１を想定する。このサーバクライアントシステム１１は、ス
キャナやデジタルカメラ等の画像入力機器４０１及びプリンタ等の画像出力機器５０１を
ネットワーク２０１上でシェアし得る環境が整えられている。また、ネットワーク２０１
上には、マルチファンクションペリフェラルと称されるＭＦＰ６０１が接続され、このＭ
ＦＰ６０１が画像入力機器４０１や画像出力機器５０１として機能するように環境が構築
されていても良い。
【００８８】
このようなサーバクライアントシステム１１は、例えばイントラネット２１を介して別の
サーバクライアントシステム３１とのデータ通信可能に構築され、インターネット通信網
４１を介して外部環境とデータ通信可能に構築されている。
【００８９】
図２は、本実施の形態における画像処理装置としてのパーソナルコンピュータ３０１のモ
ジュール構成図である。
【００９０】
パーソナルコンピュータ３０１は、情報処理を行なうＣＰＵ３０２、情報を格納するＲＯ
Ｍ３０３及びＲＡＭ３０４等の一次記憶装置３０５、ＨＤＤ３０６（ハードディスクドラ
イブ）等の二次記憶装置３０７、情報を保管したり外部に情報を配布したり外部から情報
を入手するためのＣＤ－ＲＯＭ等のリムーバブルディスク装置３０８、外部の他のコンピ
ュータと通信により情報を伝達するためのネットワークインターフェース３０９、処理経
過や結果等を操作者に表示する表示装置３１０、並びに操作者がパーソナルコンピュータ
３０１に命令や情報等を入力するためのキーボード３１１、マウス等のポインティングデ
ィバイス３１２等から構成されており、これらの各部間で送受信されるデータをバスコン
トローラ３１３が調停して動作する。
【００９１】
このようなパーソナルコンピュータ３０１では、ユーザが電源を投入するとＣＰＵ３０２
がＲＯＭ３０３内のローダーというプログラムを起動させ、ＨＤＤ３０６よりオペレーテ
ィングシステムというコンピュータのハードウェアとソフトウェアとを管理するプログラ
ムをＲＡＭ３０４に読み込み、このオペレーティングシステムを起動させる。このような
オペレーティングシステムは、ユーザの操作に応じてプログラムを起動したり、情報を読
み込んだり、保存を行ったりする。オペレーティングシステムのうち代表的なものとして
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は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）等が知られている。これらのオ
ペレーティングシステム上で走る動作プログラムをアプリケーションプログラムと呼んで
いる。
【００９２】
ここで、パーソナルコンピュータ３０１は、アプリケーションプログラムとして、画像処
理プログラムをＨＤＤ３０６に記憶している。この意味で、ＨＤＤ３０６は、画像処理プ
ログラムを記憶する記憶媒体として機能する。
【００９３】
また、一般的には、パーソナルコンピュータ３０１のＨＤＤ３０６等の二次記憶装置３０
７にインストールされる動作プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の光情報記録メディアやＦＤ
等の磁気メディア等に記録され、この記録された動作プログラムがＨＤＤ３０６等の二次
記憶装置３０７にインストールされる。このため、ＣＤ－ＲＯＭ等の光情報記録メディア
やＦＤ等の磁気メディア等の可搬性を有する記憶媒体も、画像処理プログラムを記憶する
記憶媒体となり得る。さらには、画像処理プログラムは、例えばネットワークインターフ
ェース３０９を介して外部から取り込まれ、ＨＤＤ３０６等の二次記憶装置３０７にイン
ストールされても良い。
【００９４】
図３は、画像処理プログラムに従い画像処理装置であるパーソナルコンピュータ３０１よ
って実行される手段を模式的に示す機能ブロック図である。また、図４は、この機能ブロ
ック図に含まれる各種の手段の実行手順を示すフローチャートである。
【００９５】
パーソナルコンピュータ３０１は、オペレーティングシステム上で動作する画像処理プロ
グラムが起動すると、この画像処理プログラムに従い、ＣＰＵ３０２が各種の演算処理を
実行して各部を集中的に制御する。この際、パーソナルコンピュータ３０１は、図３の機
能ブロック図に示す各機能によって、図４のフローチャートに示す各種の手段を実行する
ことになる。これらの手段を次に説明する。
【００９６】
１．処理の概要
本実施の形態では、多重解像度解析を利用する。Ｍｉｘｅｄ Ｒａｓｔｅｒ Ｃｏｎｔｅｎ
ｔ （ＭＲＣ） Ｉｍａｇｉｎｇ Ｍｏｄｅｌによると、画像は次の２つの要素から構成さ
れる。
◎前景（Ｆｏｒｅｇｒｏｕｎｄ）：テキスト、グラフィックス（特に線画）、重要なエッ
ジ
◎背景（Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ）：前景以外の領域（連続階調領域）
これらのうち、背景については、鋭いエッジがなく、例えば、１００ｄｐｉ程度の低解像
度の画像に圧縮しても、人間の目には劣化が目立たない。また、ＢＴＣ（Ｂｌｏｃｋ Ｔ
ｒｕｎｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄｉｎｇ）では、画像をブロック分割し、各ブロックを２色で
符号化するｌｏｓｓｙ圧縮方法を採用している。これに対して、前景に対しては、高周波
数成分の保持のために高い解像度が必要とされる。そこで、画像を表現する場合には、前
景と背景とを異なる観点から異なる方法で表現することが必要となる。
【００９７】
そこで、本実施の形態では、背景領域の処理は解像度を落とした画像で行っても十分であ
るとの認識に基づいて画像処理を行ない、これによって全体の処理時間の短縮等を図って
いる。
【００９８】
本実施の形態における画像処理は、図３の機能ブロック図及び図４のフローチャートに示
すように、一例として、パーソナルコンピュータ３０１がネットワークインターフェース
３０９を介して原画像Ｉ０ を受信していることが前提となっている（ステップＳ１０１
）。この場合、原画像Ｉ０ は、デジタル化されたカラー画像である。このような前提の
下、まず、原画像Ｉ０ から低解像度の縮小画像Ｉを生成する（ステップＳ１０２）。
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【００９９】
次いで、低解像度処理（図３参照）として、生成した低解像度の縮小画像Ｉ上で、局所的
特徴（エッジ、色信号の局所的統計量等など）に基づいて前景画像Ｆを抽出する（ステッ
プＳ１０３）。前景画像Ｆ以外の画素が背景画像Ｂとなる。そして、背景画像Ｂを連続階
調表現（後述する）に変換し、連続階調変換された背景画像Ｊとする（ステップＳ１０４
）。
【０１００】
次いで、原解像度処理（図３参照）として、低解像度の縮小画像Ｉ中から前景として抽出
された前景画像Ｆについて、受信したままの原画像Ｉ０ での処理を行なう。縮小画像Ｉ
中から前景として抽出された前景画像Ｆ内で、局所的特徴（エッジ、色信号の局所的統計
量等など）をもとに前景画像ＦＦを抽出し、それ以外の画素を背景画像ＢＦとする（ステ
ップＳ１０５）。そして、その背景画像ＢＦを連続階調表現（後述する）に変換し、連続
階調変換された背景画像Ｊ０ とする（ステップＳ１０６）。
【０１０１】
最後に、縮小画像Ｉから連続階調表現された背景画像Ｊ、前景画像ＦＦ、原画像Ｉ０ か
ら連続階調表現された背景画像Ｊ０ を合成して、補正画像Ｑが得られる（ステップＳ１
０７）。そこで、この補正画像Ｑを、例えば画像出力機器５０１、６０１から出力したり
、あるいは、他の機器３０１、３１等に送信したりする（ステップＳ１０８）。
【０１０２】
ここで、背景画像Ｂ、ＢＦを連続階調表現に変換する処理の概要を説明する。
【０１０３】
受信した原画像Ｉ０ について、ドットパターンを生成した中間調処理の方式やパラメー
タがわかっていれば、適当なサポートサイズをもつ線形フィルタのセットを用意し、各画
素に対しては、そこでの画像特徴に応じてその中から適当なフィルタを原画像Ｉ０ にか
ければよい。しかしながら、本実施の形態では、適当なサポートサイズが分からないこと
を想定していることから、以下に述べるような疎から密への多重スケール処理を用いて連
続階調変換処理を行なう。
【０１０４】
まず、前景画像Ｆを抽出した後に残る領域の画像、すなわち背景画像Ｂ内に、Ｗ×Ｗの大
きさ（ウィンドウサイズｓ）の局所的領域Ｒを設定する。ここでは、ウィンドウサイズｓ
がＷ×Ｗの大きさであることから、局所的領域Ｒは正方形であることになるが、局所的領
域Ｒは、矩形であれば必ずしも正方形に限定されない。また、この局所的領域Ｒは、それ
が適切なサイズであれば、鋭いエッジ、文字、グラフィックスなどを持たない。したがっ
て、ウィンドウサイズｓの大きさと局所的領域Ｒの位置とが適切であれば、局所的領域Ｒ
内の画素をＲ内の平均色で置き換えても問題はないはずである。例えば、局所的領域Ｒが
図５（ａ）に例示するように背景が単一色からなるような場合、連続階調変換を行った結
果が図５（ｃ）に例示するようになり、適切な連続階調表現が得られる。
【０１０５】
これに対して、ウィンドウサイズｓの大きさが大きすぎたり、局所的領域Ｒの位置が不適
切であったりする場合、局所的領域Ｒが不適切な状態となり、連続階調変換の結果も不適
切となる。ウィンドウサイズｓの大きさが大きすぎたり局所的領域Ｒの位置が不適切であ
ったりする場合に局所的領域Ｒが不適切な状態となる一例としては、図５（ｂ）や図６（
ａ）に例示するように、背景に異なる複数の色が含まれてしまう状態が挙げられる。局所
的領域Ｒが図５（ｂ）や図６（ａ）に例示する状態となっている場合に連続階調変換を行
った結果は、図６（ｂ）に例示するようになり、画像に歪みが生じる。
【０１０６】
そこで、この問題の解決のためには、歪みが生じた部分を検出し、この部分に対してより
小さなウィンドウサイズｓを有する局所的領域Ｒを設定し直し、この局所的領域Ｒに対し
て連続階調変換処理を再度行なう必要がある。
【０１０７】
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ここで、歪みを生じた部分の検出手法について説明する。連続階調表現がなされた背景画
像Ｊ、Ｊ０ に含まれるエッジは、原画像Ｉ０ のエッジの部分集合になるはずである。す
なわち、妥当な処理が行われている限り、連続階調表現がなされた背景画像Ｊ、Ｊ０ 中
に原画像Ｉ０ に存在しないエッジが存在することは有り得ない。これを画素毎に観察す
ると、連続階調表現がなされた背景画像Ｊ、Ｊ０ でのエッジ強度が原画像Ｉ０ でのエッ
ジ強度よりも強いことはありえないということになる。これに対して、例えば図６（ｃ）
に例示するように、連続階調表現がなされた背景画像Ｊ、Ｊ０ 中、原画像Ｉ０ にないエ
ッジがあったとすると、これは、連続階調変換処理においてウィンドウサイズｓの大きさ
が大きすぎたり局所的領域Ｒの位置が不適切であったりして生じる副作用であると考えら
れる。つまり、連続階調表現がなされた背景画像Ｊ、Ｊ０ 中、原画像Ｉ０ にないエッジ
が存在するか否かを判定することにより、歪みを生じた部分を検出することが可能となる
。
【０１０８】
そこで、こうして検出された歪みが生じた部分に対してより小さなウィンドウサイズｓを
有する局所的領域Ｒを設定し直し、この局所的領域Ｒに対して連続階調変換処理を再度行
なう。この際、画素毎に適切な処理スケールを適宜決定できることが望ましいが、ボトム
アップ的な画像解析によって自動的に最適な処理スケールを決めることは難しい。そこで
、エッジ情報をもとにして、作った画像を原画像と比較しながら、疎から密への多重スケ
ール処理により、最適な処理スケールを決めて行くことになる。
【０１０９】
もっとも、実際には、背景画像Ｂ、ＢＦを一定のウィンドウサイズｓを有する矩形状の局
所的領域Ｒで覆い尽くすことはできない。そこで、実際のアルゴリズムでは、後述するよ
うに、縦横のランを用いて連続階調変換を行なう。
【０１１０】
２．処理の詳細
【０１１１】
［１００１：縮小画像生成手段］
デジタルカラー画像である原画像Ｉ０ に対して、解像度が原画像Ｉ０ よりも低い縮小画
像Ｉを生成する処理である。
【０１１２】
ここでは、単純に、入力画像を重なりのないブロックに分割し、ブロック内での信号の平
均値を低解像度画像での対応する画素の信号に設定し、これによって縮小画像Ｉを生成す
る。ブロックの大きさ、すなわち、縮小率をｒとすると、
【０１１３】
【数１】

となる。この際、縮小率ｒは常に自然数になるようにする。
【０１１４】
［２００１：第１の抽出手段］
縮小画像Ｉに対して、前景画像Ｆと背景画像Ｂとを区別して抽出する処理である。
【０１１５】
この処理に先立って、ノイズ除去のため、低解像度の縮小画像Ｉを例えば線形フィルタで
平滑化する。この際、初期状態として、すべての画素が前景要素として設定されていない
とすると、
【０１１６】
【数２】
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となる。
【０１１７】
そこで、平滑化された低解像度の縮小画像Ｉから、前景要素である前景画像Ｆを抽出する
。この抽出処理には、エッジ強度の検出処理及びカラー信号の局所統計量の処理を用いる
。以下、この二つの処理について説明する。
【０１１８】
まず、エッジ強度計算と前景抽出とについて説明する。低解像度の縮小画像Ｉに対して、
エッジ強度を計算する（Ｅ０ ）。画素[ｉ，ｊ]でのエッジ強度は、３つのチャンネル（
ＲＧＢ）に対して別個に計算されたエッジ強度の最大値である。つまり、
【０１１９】
【数３】

となる。ただし、Ｓ［Ｉ；ｉ，ｊ；ｋ］は、縮小画像Ｉのｋチャンネルでの画素［ｉ，ｊ
］におけるエッジ強度である。このようにして計算されたエッジ強度を閾値処理（ｔｈｒ
）することにより、
【数４】

として前景要素が得られる。なお、閾値については、予め固定値を設定しても良いし、外
部から設定変更できるようにしても良い。
【０１２０】
次いで、局所統計量計算と前景抽出とについて説明する。この処理では、エッジ強度計算
によるエッジ特徴の抽出処理によっては前景として抽出されなかった画素に対して、カラ
ー成分の局所適応的二値化を行なうことにより、残りの前景要素の検出が行なわれる。例
えば、各画素の周りに固定サイズのウィンドウを設定する。ＲＧＢチャンネルごとにウィ
ンドウ内の画素の信号値の平均値μと標準偏差σとを計算して、ａとｂとをパラメータと
した閾値μ（ａ＋ｂσ）と信号値との比較を行ない、信号値が閾値よりも低いようなチャ
ンネルが１つでもあれば、その画素［ｉ，ｊ］を前景要素に設定する。つまり、
【０１２１】
【数５】

となる。
【０１２２】
こうして、エッジ強度の検出処理とカラー信号の局所統計量の処理という二種類の処理に
よって前景要素である前景画像Ｆが抽出される。
【０１２３】
ここで、前景画像Ｆと背景画像Ｂとの区別した抽出は、エッジの抽出とカラー成分の二値
化による文字や線画の抽出との組み合わせが可能である。例えば、縮小画像Ｉに対して、
エッジの抽出とカラー成分の二値化による文字や線画の抽出との両方を行なっても、エッ
ジの抽出だけを行なっても、カラー成分の二値化による文字や線画の抽出だけを行っても
良い。但し、エッジ抽出だけでは、細い線のような画像を抽出することができない場合が
あるため、カラー成分の二値化と併用することが好ましい。また、エッジ抽出とカラー成
分の二値化は、いずれの順序で行なっても良い。なお、カラー成分の二値化は、上述した
局所対応的二値化に限定されず、固定閾値を用いた二値化であっても良い。
【０１２４】
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［３００１：第１の連続階調変換手段］
縮小画像Ｉから背景画像Ｂとして抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変
換し、連続階調処理された背景画像Ｊを生成する処理である。この処理は、疎から密への
多重スケール処理として概略説明した処理であり、具体的には、初期連続階調画像の生成
処理と階調画像の修正処理とから構成されている。そこで、これらの二つの処理、つまり
、初期連続階調画像の生成処理と階調画像の修正処理とを順に説明する。
【０１２５】
まず、初期連続階調画像の生成処理の概略について説明する。
【０１２６】
図７は、初期連続階調画像の生成処理の流れを示すフローチャートである。このフローチ
ャートは、初期連続階調画像を生成することが前提となっている。ここでは、初期連続階
調画像として、縮小画像Ｉと同じサイズの画像であって、前景画素（前景画像Ｆの要素）
では値ＯＮ、それ以外（背景画像Ｂの要素）では値ＯＦＦを持つような二値画像Ｐを構成
する。ここに、図７のフローチャート中での記号の意味は、
入力情報として、
Ｉ：縮小画像
Ｐ：二値（前景／背景）画像
出力情報として、
Ｊ：連続階調処理後の背景画像
パラメータとして、
ｓ：ウィンドウサイズ
ｗ：画像の幅
ｈ：画像の高さ
である。
【０１２７】
初期連続階調画像の生成処理では、背景画像Ｂとして抽出された画像に対して、予め決め
られた大きさのウィンドウを設定するウィンドウ設定手段（後述する図１０のステップＳ
３０１参照）と、各ウィンドウ内の色の平均値を各ウィンドウ内の画素として置き換え、
これによって中間調ドットパターンを連続階調に変換する変換手段とを含んでいる。この
ような連続階調変換処理を実施することにより、原画像Ｉ０ に含まれている画像改善情
報が如何なるものであるとしても、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処
理の結果を向上させることが可能となる。
【０１２８】
また、変換手段では、ウィンドウ内の第１の方向、例えば横方向に沿うラインを細分化す
るランを設定して各ランについて色の平均値を求め（後述する図１０のステップＳ３０２
参照）、続いて、ウィンドウ内の第１の方向と直交する第２の方向、例えば縦方向に沿う
ラインを細分化するランを設定して各ランについて色の平均値を求め（後述する図１０の
ステップＳ３０３参照）、ウィンドウ内の色の平均値を求めるようにしている。これによ
り、例えば縦横方向のラインを細分化するラン毎の色の平均値に基づいてウィンドウ内の
色の平均値が求められるため、ウィンドウ内の色の平均値が精度良く求められる。
【０１２９】
ここで、より具体的な処理内容について説明する。図８（ａ）に示すように、横方向の各
ラインに対して、長さが最大ｗｓｚ（例えば、１００ｄｐｉで４画素）であり、その中に
前景要素の画素（ＰがＯＮである画素）を含まないようなランを逐次構成する（ステップ
Ｓ２０１～２０８、ステップＳ２１０～２１２）。
【０１３０】
そして、各ランについて、ランを構成する画素の平均色を計算し、計算後の平均色をその
ランを構成する各画素の色に設定する（ステップＳ２０９）。こうして、横方向のランを
用いた連続階調変換処理をした画像Ｃ´が得られる。
【０１３１】
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その後、図８（ｂ）に示すように、縦方向のランを構成し、生成された画像Ｃ´に対して
、上記と同様な連続階調変換処理を施す（ステップＳ２５１～２６１）。
【０１３２】
このように、連続階調変換処理では、横方向で左から右、縦方向で上から下に、指定され
た長さになるか、前景画素に出会うまで、ランを順次構成して行く。ランが前景画素に出
会ったときには、指定された長さより短くなることがあるので、そのラン上で推定された
背景色が暗くなることがある。この問題を解決するために、ランが前景画素に出会って、
ランの長さが指定の長さまで成長しなかったときには、図９に示すように、ランの始点か
ら逆戻りして、ランを拡張する処理を行なう。すなわち、ランが前景画素に出会って、ラ
ンの長さがｗｓｚ未満のときに、ランの始点から逆戻りして、ランを拡張する。
【０１３３】
このようにして、横方向と縦方向のランに連続階調変換処理を施すことにより、初期連続
階調画像Ｊが生成される。
【０１３４】
次いで、連続階調画像の修正処理の概略を図１０にフローチャートに基づいて説明する。
図１０は、連続階調画像の修正処理の流れを示すフローチャートである。
【０１３５】
前述したように、初期連続階調画像の生成処理では、背景画像Ｂとして抽出された画像に
対して、予め決められた大きさのウィンドウを設定し（ステップＳ３０１）と、各ウィン
ドウ内の色の平均値を各ウィンドウ内の画素として置き換え、これによって中間調ドット
パターンを連続階調に変換する。この際、各ウィンドウの色の平均値は、前述したように
、ウィンドウ内の第１の方向、例えば横方向に沿うラインを細分化するランを設定して各
ランについて色の平均値を求め（ステップＳ３０２）、続いて、ウィンドウ内の第１の方
向と直交する第２の方向、例えば縦方向に沿うラインを細分化するランを設定して各ラン
について色の平均値を求め（ステップＳ３０３）、これによってウィンドウ内の色の平均
値を求めるようにしている。
【０１３６】
ところが、画像に対してウィンドウを設定し、このウィンドウ内の色の平均値を各ウィン
ドウ内の画素として置き換える処理では、あるウィンドウとこれに隣接する別のウィンド
ウとの色の平均値が大きくかけ離れ、連続階調変換処理を施す前の原画像Ｉ０ には存在
しなかったエッジが連続階調変換処理を施した画像（初期連続階調画像Ｊ）中に発生する
可能性がある。
【０１３７】
そこで、本実施の形態の連続階調変換処理は、背景画像Ｂとして抽出された画像の中間調
ドットパターンを連続階調に変換する連続階調変換処理を施した画像（初期連続階調画像
Ｊ）からエッジを検出するエッジ検出手段と、検出したエッジを、連続階調変換処理を施
す前の原画像Ｉ０ のエッジと比較し、連続階調変換処理を施す前の原画像Ｉ０ に存在す
るエッジなのか存在しないエッジなのかを判定する比較判定手段と、比較判定の結果、連
続階調変換処理を施す前の原画像Ｉ０ に存在しないエッジの検出を判定した場合、その
検出したエッジの周囲について連続階調変換処理を再度施す再変換手段と、を含む。
【０１３８】
つまり、図１０に示すフローチャート中、ウィンドウ内の第１の方向と直交する第２の方
向のランについて色の平均値を求めたら（ステップＳ３０３）、連続階調変換処理を施し
た画像（初期連続階調画像Ｊ）からエッジを検出（ステップＳ３０４）、検出したエッジ
を、連続階調変換処理を施す前の原画像Ｉ０ のエッジと比較する（ステップＳ３０５）
。これにより、エッジ残差画像を生成し（ステップＳ３０６）、これを二値化し（ステッ
プＳ３０７）、二値化されたエッジ残差画像に基づいて擬似エッジ、つまり連続階調変換
処理を施す前の原画像Ｉ０ には存在しなかったエッジであるかどうかを判定する（ステ
ップＳ３０８）。そして、擬似エッジが存在すると判定されなければ（ステップＳ３０８
のＮ）処理を終了し、擬似エッジが存在すると判定されれば（ステップＳ３０８のＹ）、
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擬似エッジの周囲について前回よりも小さなウィンドウを設定し（ステップＳ３０９）、
そのウィンドウサイズが予め決められたウィンドウサイズよりも小さくなるまで（ステッ
プＳ３１０のＹ）、ウィンドウ中の第１の方向及び第２の方向について平均色を算出する
処理（ステップＳ３０２、３０３）から続くステップＳ３０２～３０９の処理を繰り返す
。
【０１３９】
これにより、連続階調変換処理を施した画像（初期連続階調画像Ｊ）中に、連続階調変換
処理を施す前の原画像Ｉ０ に存在しなかったエッジを発見した場合には、その検出した
エッジの周囲について連続階調変換処理を再度施すことで、連続階調変換処理を施した画
像（修正後の画像）を、連続階調変換処理を施す前の原画像Ｉ０ に近似させることが可
能となる。
【０１４０】
ここで、比較判定手段は、各画素について、計算されたエッジ強度から連続階調変換処理
を施す前の原画像Ｉ０ のエッジ強度を差し引き、その値が予め決められた閾値以上であ
れば連続階調変換処理を施す前の原画像Ｉ０ に存在しないエッジであると判定する。こ
のような判定手法を採用することで、連続階調変換処理を施す前の原画像Ｉ０ には存在
しなかったエッジが連続階調変換処理を施した画像（初期連続階調画像Ｊ）中に存在して
いるかどうかが容易に判定される。
【０１４１】
さらに、再変換手段によって連続階調変換処理を施す画像のウィンドウは、最初に設定さ
れていたウィンドウの大きさよりも小さく設定する。これにより、連続階調変換処理が再
度施されるに際して、あるウィンドウとこれに隣接する別のウィンドウとの色の平均値を
近接させることが可能となり、それらの異なるウィンドウの平均値として規定される画素
の連続性が維持され、良好な画像品質での画像再現が可能となる。
【０１４２】
ここで、初期連続階調画像Ｊを修正する、より具体的な処理内容について説明する。まず
、概略として、
（ａ）各画素に対して、連続階調画像Ｊのエッジ強度から原画像Ｉ０ のエッジ強度Ｅ０ 
を引き、これによってエッジ残差画像を生成する。大半の画素では、残差が０以下の値に
なる。そして、エッジ残差画像を二値化処理し、疑似エッジ画像Ｅ１ を生成する。残差
が閾値以上の画素をＯＮ、それ以外をＯＦＦとする。ここで、ウィンドウの大きさを前回
設定されていた大きさよりも小さく設定する。
【０１４３】
（ｂ）そして、設定したウィンドウ内のランの長さｗｓｚの値を半分にする。疑似エッジ
画像Ｅ１ でＯＮ画素の周囲に対して新しいｗｓｚの値を用いて連続階調変換処理を実行
し、連続階調画像Ｃを生成する。なお、ランの長さｗｓｚの値を半分にすることを例示し
たが、ここではランの長さｗｓｚを短くすれば良く、必ずしも半分の長さにすることに限
定されない。
【０１４４】
（ｃ）背景色画像Ｊにおいて、疑似エッジ画像Ｅ１ でＯＮ画素の近傍の例えば（２・ｗ
ｓｚ－１）×（２・ｗｓｚ－１）個の画素の色を、新しい連続階調画像Ｃでの色に置き換
える。
【０１４５】
（ｄ）ｗｓｚが予め決められた最小サイズより小さくなるまで、上記（ａ）～（ｃ）の処
理を、再帰的に繰り返す。
【０１４６】
次に、これらの（ａ）～（ｄ）について詳しく述べる。
【０１４７】
連続階調画像のエッジ検出のために、連続階調画像Ｊから上記と同様に、次式によってエ
ッジ強度を計算する（Ｅ１ ）。
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【０１４８】
【数６】

【０１４９】
擬似エッジ検出のために、低解像度の縮小画像Ｉには存在せずに連続階調画像Ｊだけに存
在する偽のエッジを次式により求める。
【０１５０】
【数７】

【０１５１】
背景色の修正のために、ウィンドウサイズ（ｗｓｚ）を小さく（半分に）する。この新し
い小さなウィンドウサイズ（ｗｓｚ）で連続階調変換する（Ｃ）。そして、連続階調画像
Ｊにおいて、擬似エッジの周囲を、次式のように今変換した色Ｃで置き換える。
【０１５２】
【数８】

【０１５３】
その後、修正処理の反復のために、ウィンドウサイズ（ｗｓｚ）が指定された最小サイズ
より大きければ、連続階調画像修正の一連の処理を繰り返す。そうでなければ、ここで連
続階調画像修正は終了する。
【０１５４】
［４００１：第２の抽出手段］
縮小画像Ｉから前景画像Ｆとして抽出された画像に対して、この画像に対応する原画像上
で前景画像ＦＦと背景画像ＢＦとを区別して抽出する処理である。
【０１５５】
つまり、低解像度の縮小画像Ｉから前景として抽出された前景画像Ｆに対して、原解像度
で精細な処理を行なう。正確に言えば、前景画像Ｆに対応する原画像Ｉ０ 上での領域は
、[ｉ／ｒ，ｊ／ｒ]∈Ｆであるような画素［ｉ，ｊ］の集合である。そこで、この前景画
像Ｆ内において、原画像Ｉ０ に対して前述した手法と同様にして前景抽出を行なう。こ
の結果、前景として分類された領域である前景画像をＦＦ、その残りの領域である背景画
像をＢＦ（＝Ｆ－ＦＦ）とする。
【０１５６】
ここで、前景抽出に関しては、第１の抽出手段２００１と同様に、エッジの抽出とカラー
成分の二値化による文字や線画の抽出との組み合わせが可能である。例えば、縮小画像Ｉ
に対して、エッジの抽出とカラー成分の二値化による文字や線画の抽出との両方を行なっ
ても、エッジの抽出だけを行なっても、カラー成分の二値化による文字や線画の抽出だけ
を行っても良い。
【０１５７】
そして、第１の抽出手段２００１における前景画像Ｆと背景画像Ｂとの区別した抽出と、
第２の抽出手段４００１における前景画像ＦＦと背景画像ＢＦとの区別した抽出とに関し
て、エッジの抽出とカラー成分の二値化による文字や線画の抽出とを様々に組み合わせる
ことが可能である。
【０１５８】
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例えば、第１の抽出手段２００１における前景画像Ｆと背景画像Ｂとの区別した抽出をエ
ッジの抽出とカラー成分の二値化による文字や線画の抽出との両方で行ない、第２の抽出
手段４００１における前景画像ＦＦと背景画像ＢＦとの区別した抽出をエッジの抽出とカ
ラー成分の二値化による文字や線画の抽出との両方、エッジの抽出のみ、又はカラー成分
の二値化による文字や線画の抽出で行なうという三種類の組み合わせが可能である。
【０１５９】
別の例として、第１の抽出手段２００１における前景画像Ｆと背景画像Ｂとの区別した抽
出をエッジの抽出のみで行ない、第２の抽出手段４００１における前景画像ＦＦと背景画
像ＢＦとの区別した抽出をエッジの抽出とカラー成分の二値化による文字や線画の抽出と
の両方、エッジの抽出のみ、又はカラー成分の二値化による文字や線画の抽出で行なうと
いう三種類の組み合わせが可能である。
【０１６０】
さらに別の例として、第１の抽出手段２００１における前景画像Ｆと背景画像Ｂとの区別
した抽出をカラー成分の二値化による文字や線画の抽出のみで行ない、第２の抽出手段４
００１における前景画像ＦＦと背景画像ＢＦとの区別した抽出をエッジの抽出とカラー成
分の二値化による文字や線画の抽出との両方、エッジの抽出のみ、又はカラー成分の二値
化による文字や線画の抽出で行なうという三種類の組み合わせが可能である。
【０１６１】
［５００１：第２の連続階調変換手段］
原画像Ｉ０ から背景画像ＢＦとして抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調
に変換し、連続階調処理された背景画像Ｊ０ を生成する処理である。
【０１６２】
つまり、原画像Ｉ０ から抽出した背景画像ＢＦ内において、原画像Ｉ０ に対して、前述
した手法と同様の手法で連続階調変換処理を行ない、連続階調画像Ｊ０ を計算する。こ
こで、ランの初期長は、ｄ・ｒ（ｄは定数）と設定する。ｒは、低解像度である縮小画像
Ｉの１画素分に相当し、物理的な長さは入力画像の解像度に関わらずほぼ一定になる。定
数ｄは、ランの長さが中間調ドットパターンの周期よりも十分大きくなる様に設定する。
【０１６３】
［６００１：合成手段］
第１の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像Ｊと、第２の抽出手段で前景画像Ｆ
Ｆとして抽出された画像と、第２の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像Ｊ０ 
とを合成する処理である。
【０１６４】
これにより、補正画像Ｑが得られる。この補正画像Ｑは、実際には、画素［ｉ，ｊ］にお
いて、
【０１６５】
【数９】

と表現される。
【０１６６】
［作用、効果］
以上説明したように、パーソナルコンピュータ３０１は、例えばインストールされた画像
処理プログラムに従い、上述した各種の処理を実行する。つまり、前景画像Ｆと背景画像
Ｂとを区別して抽出する処理が縮小画像Ｉに対して行なわれ（２００１）、この処理によ
って前景画像Ｆとして抽出された画像について、さらに原画像Ｉ０ から前景画像ＦＦと
背景画像ＢＦとを区別して抽出する処理が行なわれる（４００１）。そして、縮小画像Ｉ
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から前景画像Ｆとして抽出された画像と原画像Ｉ０ から背景画像ＢＦとして抽出された
画像とに対して、その中間調ドットパターンを連続階調に変換する処理が実行される（３
００１、５００１）。そして、連続階調に変換された画像と原画像Ｉ０ から前景画像Ｆ
Ｆとして抽出された画像とが合成される。このようなことから、本実施の形態の発明は、
次のような利点を備える。
【０１６７】
（１）中間調ドットパターンが連続階調に変換される画像合成後の背景画像の大部分は、
縮小画像Ｉから抽出された背景画像Ｂであるので、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善
するための機能をソフトウェアで実装する場合にも、実用に耐え得る処理速度を達成する
ことができる。
【０１６８】
（２）中間調ドットパターンが連続階調に変換される画像合成後の背景画像の大部分は、
縮小画像Ｉから抽出された画像であるため、原画像Ｉ０ には含まれていた各種の画像処
理の痕跡が目立たなくなる。これにより、画像の送り手側で操作する画像入力機器４０１
、６０１で入力されてその画像入力機器４０１、６０１の特性に依存する補正情報を含む
画像を、その画像入力機器４０１、６０１と特性が異なる画像の受け手側で操作する画像
出力機器５０１で再現処理する場合、あるいはインターネット通信網４１を利用して外部
環境から取得したような未知の補正情報を含む画像を再現処理する場合でも、出力画像の
粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理を簡単に適応することができ、よって、満足
がいく画質を得ることができる。
【０１６９】
（３）中間調ドットパターンが連続階調に変換される画像合成後の背景画像の大部分は、
縮小画像Ｉから抽出された画像であるため、原画像Ｉ０ には含まれていた各種の画像処
理の痕跡が目立たなくなる。これにより、画像の送り手側で操作する画像入力機器４０１
、６０１で入力された画像の中間調処理方式が如何なる処理方式を採用していようとも、
これに依存することなく、画像の受け手側で操作する画像出力機器５０１において、出力
画像の粒状性やモアレ現象を改善した良好な画像品質での画像再現を実現することができ
る。
【０１７０】
なお、本実施の形態では、原画像Ｉ０ としてデジタルカラー画像を用い、このデジタル
カラー画像に対して処理を施す一例を示したが、モノクロのような１つのチャンネルから
なるデジタル画像についても同様に本発明が適用可能である。
【０１７１】
また、本実施の形態では、第２の抽出手段４００１の機能、つまり、縮小画像Ｉから前景
画像Ｆとして抽出された画像に対して、この画像に対応する原画像上で前景画像ＦＦと背
景画像ＢＦとを区別して抽出する機能が実行され、第２の連続階調変換手段５００１の機
能、つまり、原画像Ｉ０ から背景画像ＢＦとして抽出された画像の中間調ドットパター
ンを連続階調に変換し、連続階調処理された背景画像Ｊ０ を生成する機能が実行される
。このような第２の抽出手段４００１の機能及び第２の連続階調変換手段５００１の機能
は、縮小画像Ｉから前景画像ＦＦとして抽出された画像について、さらに原画像にＩ０ 
から前景画像ＦＦと背景画像ＢＦとを区別して抽出するという機能であり、これらの機能
の実行は、より精密な前景画像Ｆ（ＦＦ）と背景画像Ｂ（ＢＦ）との区別に効果的である
。しかしながら、前述した（１）、（２）及び（３）の効果は、必ずしも第２の抽出手段
４００１の機能及び第２の連続階調変換手段５００１の機能が実施されなくても得られる
。したがって、実施に当っては、デジタル画像である原画像Ｉ０ に対して、縮小画像生
成手段１００１、第１の抽出手段２００１、第１の連続階調変換手段３００１、及び合成
手段６００１の機能が実行されるような処理内容であっても良い。この場合、合成手段６
００１では、第１の抽出手段２００１で前景画像Ｆとして抽出された画像と、第１の連続
階調変換手段３００１で連続階調に変換された画像Ｊとを合成する。あるいは、合成する
画像として、第１の抽出手段２００１で前景画像Ｆとして抽出された画像を用いるのでは



(22) JP 4169522 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

なく、原画像Ｉ０ 中の第１の抽出手段２００１で前景画像Ｆとして抽出された画像に対
応する領域の画像を用いても良い。このような原画像Ｉ０ 中の対応画像は、前述したよ
うに、[ｉ／ｒ，ｊ／ｒ]∈Ｆであるような画素［ｉ，ｊ］の集合である。
【０１７２】
【発明の効果】
［画像処理装置（請求項１ないし１２）］請求項１記載の画像処理装置の発明は、デジタ
ル画像である原画像に対して、解像度が原画像よりも低い縮小画像を生成する縮小画像生
成手段と、前記縮小画像に対して、前景画像と背景画像とを区別して抽出する第１の抽出
手段と、前記第１の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパター
ンを連続階調に変換する第１の連続階調変換手段と、第１の抽出手段で前記前景画像とし
て抽出された画像に対して、当該画像に対応する原画像上での領域で前景画像と背景画像
とを区別して抽出する第２の抽出手段と、前記第２の抽出手段で前記背景画像として抽出
された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する第２の連続階調変換手段と、前
記第１の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像を前記原画像の解像度に拡大した
画像と、前記第２の抽出手段で前記前景画像として抽出された画像と、前記第２の連続階
調変換手段で連続階調に変換された画像とを合成する合成手段と、を具備するので、次に
示す効果を有する。
（１）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるので、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善するための機能をソフ
トウェアで実装する場合にも、実用に耐え得る処理速度を達成することができる。
（２）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力されてその画像入力機器
の特性に依存する補正情報を含む画像を、その画像入力機器と特性が異なる画像の受け手
側の画像処理機器で再現処理する場合、あるいは未知の補正情報を含む画像を再現処理す
る場合でも、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理を簡単に適応するこ
とができ、よって、満足がいく画質を得ることができる。
（３）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力された画像の中間調処理
方式が如何なる処理方式を採用していようとも、これに依存することなく、画像の受け手
側で出力画像の粒状性やモアレ現象を改善した良好な画像品質での画像再現を実現するこ
とができる。
（４）縮小画像から前景画像として抽出された画像については、さらに原画像から前景画
像と背景画像とを区別して抽出する処理が行なわれ、より精密な前景画像と背景画像との
区別がなされる。
【０１８２】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の画像処理装置において、前記第１の連続階調変換
手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記背景画像として抽出
された画像に対して予め決められた大きさのウィンドウを設定するウィンドウ設定手段と
、前記各ウィンドウ内の色の平均値を前記各ウィンドウ内の画素として置き換え、これに
よって中間調ドットパターンを連続階調に変換する変換手段と、を具備するので、原画像
に含まれている画像改善情報が如何なるものであるとしても、出力画像の粒状性やモアレ
現象を改善する画質向上処理の結果を飛躍的に向上させることができる。
【０１８３】
請求項３記載の発明は、請求項２記載の画像処理装置において、前記変換手段は、前記ウ
ィンドウ内の第１の方向に沿うラインを細分化するランを設定して各ランについて色の平
均値を求め、前記ウィンドウ内の前記第１の方向と直交する第２の方向に沿うラインを細
分化するランを設定して各ランについて色の平均値を求め、これによって前記ウィンドウ
内の色の平均値を求めるようにしたので、ウィンドウ内の色の平均値を精度良く求めるこ
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とができ、したがって、良好な画像品質での画像再現を行なうことができる。
【０１８４】
請求項４記載の発明は、請求項２又は３記載の画像処理装置において、前記第１の連続階
調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記背景画像とし
て抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する連続階調変換処理を施し
た画像からエッジを検出するエッジ検出手段と、検出したエッジを、連続階調変換処理を
施す前の画像のエッジと比較し、連続階調変換処理を施す前の画像に存在するエッジなの
か存在しないエッジなのかを判定する比較判定手段と、比較判定の結果、連続階調変換処
理を施す前の画像に存在しないエッジの検出を判定した場合、その検出したエッジの周囲
について連続階調変換処理を再度施す再変換手段と、を具備するので、画像に対してウィ
ンドウを設定し、このウィンドウ内の色の平均値を各ウィンドウ内の画素として置き換え
る処理では、あるウィンドウとこれに隣接する別のウィンドウとの色の平均値が大きくか
け離れ、連続階調変換処理を施す前の画像には存在しなかったエッジが連続階調変換処理
を施した画像中に発生する可能性があるのに対して、本請求項の発明では、連続階調変換
処理を施した画像中に、連続階調変換処理を施す前の画像に存在しなかったエッジを発見
した場合には、その検出したエッジの周囲について連続階調変換処理を再度施すことで、
連続階調変換処理を施した画像を、連続階調変換処理を施す前の画像により近似させるこ
とができ、したがって、良好な画像品質での画像再現を行なうことができる。
【０１８５】
請求項５記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記比較判定手段は、各
画素について、前記エッジ検出手段で計算されたエッジ強度から連続階調変換処理を施す
前の画像のエッジ強度を差し引き、その値が予め決められた閾値以上であれば連続階調変
換処理を施す前の画像に存在しないエッジであると判定するので、連続階調変換処理を施
す前の画像には存在しなかったエッジが連続階調変換処理を施した画像中に存在している
かどうかを容易に判定することができる。
【０１８６】
請求項６記載の発明は、請求項４又は５記載の画像処理装置において、前記再変換手段は
、前記ウィンドウ設定手段で設定する前記ウィンドウの大きさを、前回の連続階調変換処
理のときよりも小さく設定するので、連続階調変換処理を再度施すに際して、あるウィン
ドウとこれに隣接する別のウィンドウとの色の平均値を近接させ、それらの異なるウィン
ドウの平均値として規定される画素の連続性を維持することができ、したがって、良好な
画像品質での画像再現を行なうことができる。
【０１８７】
請求項７記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか一記載の画像処理装置において、前
記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、エッジの抽出と二値化とを行ない、これに
よって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出するので、前景画像と背景画像とを
確実に区別して抽出することができ、本発明の画像処理装置の効果を確実なものとするこ
とができる。
【０１８８】
請求項８記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか一記載の画像処理装置において、前
記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、エッジの抽出を行ない、これによって前記
前景画像と前記背景画像とを区別して抽出するので、前景画像と背景画像とを確実に区別
して抽出することができ、本発明の画像処理装置の効果を確実なものとすることができる
。
【０１８９】
請求項９記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか一記載の画像処理装置において、前
記第１の抽出手段は、前記縮小画像に対して、二値化を行ない、これによって前記前景画
像と前記背景画像とを区別して抽出するので、前景画像と背景画像とを確実に区別して抽
出することができ、本発明の画像処理装置の効果を確実なものとすることができる。
【０１９０】
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請求項１０記載の発明は、請求項７、８又は９記載の画像処理装置において、前記第２の
抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して、エッジの抽
出と二値化とを行ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出する
ので、前景画像と背景画像とを確実に区別して抽出することができ、本発明の画像処理装
置の効果を確実なものとすることができる。
【０１９１】
請求項１１記載の発明は、請求項７、８又は９記載の画像処理装置において、前記第２の
抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して、エッジの抽
出を行ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出するので、前景
画像と背景画像とを確実に区別して抽出することができ、本発明の画像処理装置の効果を
確実なものとすることができる。
【０１９２】
請求項１２記載の発明は、請求項７、８又は９記載の画像処理装置において、前記第２の
抽出手段は、前記縮小画像から前記前景画像として抽出された画像に対して、二値化を行
ない、これによって前記前景画像と前記背景画像とを区別して抽出するので、前景画像と
背景画像とを確実に区別して抽出することができ、本発明の画像処理装置の効果を確実な
ものとすることができる。
【０１９３】
［画像処理プログラム（請求項１３ないし１８）］請求項１３記載の画像処理プログラム
の発明は、コンピュータに解釈され、このコンピュータに、デジタルカラー画像である原
画像に対して、解像度が原画像よりも低い縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、前記
縮小画像に対して、前景画像と背景画像とを区別して抽出する第１の抽出手段と、前記第
１の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に
変換する第１の連続階調変換手段と、前記第１の抽出手段で前記前景画像として抽出され
た画像に対して、当該画像に対応する原画像上での領域で前景画像と背景画像とを区別し
て抽出する第２の抽出手段と、
前記第２の抽出手段で前記背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続
階調に変換する第２の連続階調変換手段と、前記第１の連続階調変換手段で連続階調に変
換された画像を原画像の解像度に拡大した画像と、前記第２の抽出手段で前記前景画像と
して抽出された画像と、前記第２の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像とを合
成する合成手段と、を実行させる次に示す効果を有する。
（１）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるので、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善するための機能をソフ
トウェアで実装する場合にも、実用に耐え得る処理速度を達成することができる。
（２）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力されてその画像入力機器
の特性に依存する補正情報を含む画像を、その画像入力機器と特性が異なる画像の受け手
側の画像処理機器で再現処理する場合、あるいは未知の補正情報を含む画像を再現処理す
る場合でも、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理を簡単に適応するこ
とができ、よって、満足がいく画質を得ることができる。
（３）中間調ドットパターンが連続階調に変換される背景画像の大部分は、縮小画像から
抽出された画像であるため、原画像には含まれていた各種の画像処理の痕跡が目立たなく
なる。これにより、画像の送り手側における画像入力機器で入力された画像の中間調処理
方式が如何なる処理方式を採用していようとも、これに依存することなく、画像の受け手
側で出力画像の粒状性やモアレ現象を改善した良好な画像品質での画像再現を実現するこ
とができる。
（４）縮小画像から前景画像として抽出された画像については、さらに原画像から前景画
像と背景画像とを区別して抽出する処理が行なわれ、より精密な前景画像と背景画像との
区別がなされる。
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【０２００】
請求項１４記載の発明は、請求項１３記載の画像処理プログラムにおいて、前記第１の連
続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記背景画像
として抽出された画像に対して予め決められた大きさのウィンドウを設定するウィンドウ
設定手段と、前記各ウィンドウ内の色の平均値を前記各ウィンドウ内の画素として置き換
え、これによって中間調ドットパターンを連続階調に変換する変換手段と、を前記コンピ
ュータに実行させるので、原画像に含まれている画像改善情報が如何なるものであるとし
ても、出力画像の粒状性やモアレ現象を改善する画質向上処理の結果を飛躍的に向上させ
ることができる。
【０２０１】
請求項１５記載の発明は、請求項１４記載の画像処理プログラムにおいて、前記変換手段
は、前記ウィンドウ内の第１の方向に沿うラインを細分化するランを設定して各ランにつ
いて色の平均値を求め、前記ウィンドウ内の前記第１の方向と直交する第２の方向に沿う
ラインを細分化するランを設定して各ランについて色の平均値を求め、これによって前記
ウィンドウ内の色の平均値を求めるようにしたので、ウィンドウ内の色の平均値を精度良
く求めることができ、したがって、良好な画像品質での画像再現を行なうことができる。
【０２０２】
請求項１６記載の発明は、請求項１４又は１５記載の画像処理プログラムにおいて、前記
第１の連続階調変換手段と前記第２の連続階調変換手段との何れか一方又は両方は、前記
背景画像として抽出された画像の中間調ドットパターンを連続階調に変換する連続階調変
換処理を施した画像からエッジを検出するエッジ検出手段と、検出したエッジを、連続階
調変換処理を施す前の画像のエッジと比較し、連続階調変換処理を施す前の画像に存在す
るエッジなのか存在しないエッジなのかを判定する比較判定手段と、比較判定の結果、連
続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジの検出を判定した場合、その検出した
エッジの周囲について連続階調変換処理を再度施す再変換手段と、を前記コンピュータに
実行させるので、画像に対してウィンドウを設定し、このウィンドウ内の色の平均値を各
ウィンドウ内の画素として置き換える処理では、あるウィンドウとこれに隣接する別のウ
ィンドウとの色の平均値が大きくかけ離れ、連続階調変換処理を施す前の画像には存在し
なかったエッジが連続階調変換処理を施した画像中に発生する可能性があるのに対して、
本請求項の発明では、連続階調変換処理を施した画像中に、連続階調変換処理を施す前の
画像に存在しなかったエッジを発見した場合には、その検出したエッジの周囲について連
続階調変換処理を再度施すことで、連続階調変換処理を施した画像を、連続階調変換処理
を施す前の画像により近似させることができ、したがって、良好な画像品質での画像再現
を行なうことができる。
【０２０３】
請求項１７記載の発明は、請求項１６記載の画像処理プログラムにおいて、前記比較判定
手段は、各画素について、前記エッジ検出手段で計算されたエッジ強度から連続階調変換
処理を施す前の画像のエッジ強度を差し引き、その値が予め決められた閾値以上であれば
連続階調変換処理を施す前の画像に存在しないエッジであると判定するので、連続階調変
換処理を施す前の画像には存在しなかったエッジが連続階調変換処理を施した画像中に存
在しているかどうかを容易に判定することができる。
【０２０４】
請求項１８記載の発明は、請求項１６又は１７記載の画像処理プログラムにおいて、前記
再変換手段は、前記ウィンドウ設定手段で設定する前記ウィンドウの大きさを、前回の連
続階調変換処理のときよりも小さく設定するので、連続階調変換処理を再度施すに際して
、あるウィンドウとこれに隣接する別のウィンドウとの色の平均値を近接させ、それらの
異なるウィンドウの平均値として規定される画素の連続性を維持することができ、したが
って、良好な画像品質での画像再現を行なうことができる。
【０２０５】
［画像処理プログラムを記憶する記憶媒体（請求項１９）］請求項１９記載の発明は、請
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求項１３ないし１８の何れか一記載の画像処理プログラムを記憶する記憶媒体である。そ
れらの各請求項に記載された発明と同一の効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態におけるシステム構築例を示す模式図である。
【図２】画像処理装置のモジュール構成図である。
【図３】画像処理プログラムによって実行される手段を模式的に示す機能ブロック図であ
る。
【図４】図３の機能ブロック図に含まれる各種の手段の実行手順を示すフローチャートで
ある。
【図５】ウィンドウ内での局所的領域を示す模式図である。
【図６】ウィンドウ内での局所的領域にエッジが出現した様子を示す模式図である。
【図７】連続階調処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】連続階調変換処理の様子を示す模式図である。
【図９】ランを拡張する処理の様子を示す模式図である。
【図１０】連続階調画像の修正処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００１　　縮小画像生成手段
２００１　　第１の抽出手段
３００１　　第１の連続階調変換手段
４００１　　第２の抽出手段
５００１　　第２の連続階調変換手段
６００１　　合成手段、合成手段
Ｂ、ＢＦ　　背景画像
Ｆ、ＦＦ　　前景画像
ＦＦ　　　　第２の抽出手段で前景画像として抽出された画像
Ｉ０ 　　　　原画像
Ｉ　　　　　縮小画像
Ｊ　　　　　第１の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像
Ｊ０ 　　　　第２の連続階調変換手段で連続階調に変換された画像
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