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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有彩色領域がある対象の撮影によるかぶりが生じた画像情報を記憶し、
　記憶された画像情報から領域を抽出し、領域を予め定めた規則に基づいて選択すること
で領域内の画素の輝度値を測定する測定手段と、
　前記輝度値から画素の座標値におけるかぶり度合いを示す関数を推定することでかぶり
を除去する除去手段を具備し、
　前記測定手段の画素値を測定する走査方向は楕円状である
　画像処理装置。
【請求項２】
　前記測定手段は、予め定めた大きさ以上又はより大きい領域を抽出し、該領域を抽出で
きなかった場合は、前記選択処理を行わない
　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３】
　前記予め定めた規則は、前記測定手段によって抽出された領域の大きさによって定めら
れている
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記予め定めた規則として、さらに前記抽出された領域の輝度又は彩度によって定めら
れている
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　ことを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記予め定めた規則として、さらに前記抽出された領域の彩度の分散値、前記画像にお
ける位置、外周の大きさのいずれか一つ以上によって定められている
　ことを特徴とする請求項３又は４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記除去手段は、前記選択された領域内の画素の輝度値を通る関数を推定する
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　コンピュータを、
　有彩色領域がある対象の撮影によるかぶりが生じた画像情報を記憶し、
　記憶された画像情報から領域を抽出し、領域を予め定めた規則に基づいて選択すること
で領域内の画素の輝度値を測定する測定手段と、
　前記輝度値から画素の座標値におけるかぶり度合いを示す関数を推定することでかぶり
を除去する除去手段として機能させ、
　前記測定手段の画素値を測定する走査方向は楕円状である
　画像処理プログラム。
【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プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、入力された画像を所定の大きさからなる画素群に分割するステップと
、分割された前記画素群における画素群濃度を算出するステップと、前記画素群のうち前
記画像における注目画素の属する画素群の画素群濃度と当該注目画素の属する画素群に隣
接する画素群の画素群濃度とに基づいて算出した当該注目画素に対する相対濃度と、当該
注目画素の絶対濃度とに基づいて当該注目画素の出力値を算出するステップとを含むこと
を特徴とする画像処理方法によって、多値画像内で背景より相対的に暗いペンなどで書か
れた文字等を高速に切り出し、文字認識等の前処理に使い、文字図形などのオブジェクト
を強調し、理解し易さを損なわずに画像サイズを圧縮することが可能となることが開示さ
れている。
【０００３】
　特許文献２には、コンタクトガラス上に載置されたブック原稿を画像読取手段により読
み取ったスキャン画像の輝度を補正する画像輝度補正装置において、前記スキャン画像を
複数のブロックに分割するブロック分割手段と、前記ブロック分割手段により分割された
複数の各ブロックに含まれる画素の中で最も輝度値の高い画素をそれぞれ選択し、その最
も輝度値の高い画素の輝度値を当該各ブロックの地肌値とみなして検出する地肌値検出手
段と、前記地肌値検出手段により検出された各ブロックの前記地肌値を各ブロック間で平
滑化した地肌値に基づいて、前記スキャン画像に対して輝度補正処理を施す輝度補正手段
と、を備えることを特徴とする画像輝度補正装置によって、画像読取手段の照明が均一で
ない場合やブック原稿のコンタクトガラスへの載せ方が不均一な場合（ページの上端と下
端とでコンタクトガラスからの浮き上がり方が異なる場合）であっても、スキャン画像の
一部分の地肌値に基づいてスキャン画像を帯状に輝度補正する場合に比べて局所的な範囲
で地肌値を検出して輝度補正するので、輝度補正後の画像に黒い筋や薄い影が生じてしま
うのを防止することができ、また、ノイズの影響を抑制することが可能になることが開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特許第３４２６１８９号公報
【特許文献２】特許第４１１１６９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、対象とする画像内に有彩色領域が存在する場合に、画像全体に、原稿色に対
応したかぶりを除去するときに生じる輝度値が明るくなりすぎてしまう課題を解決する画
像処理装置及び画像処理プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、有彩色領域がある対象の撮影によるかぶりが生じた画像情報を記憶
し、記憶された画像情報から領域を抽出し、領域を予め定めた規則に基づいて選択するこ
とで領域内の画素の輝度値を測定する測定手段と、前記輝度値から画素の座標値における
かぶり度合いを示す関数を推定することでかぶりを除去する除去手段を具備し、前記測定
手段の画素値を測定する走査方向は楕円状である画像処理装置である。
【０００７】
　請求項２の発明は、前記測定手段は、予め定めた大きさ以上又はより大きい領域を抽出
し、該領域を抽出できなかった場合は、前記選択処理を行わないことを特徴とする請求項
１に記載の画像処理装置である。
【０００８】
　請求項３の発明は、前記予め定めた規則は、前記測定手段によって抽出された領域の大
きさによって定められていることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置であ
る。
【０００９】
　請求項４の発明は、前記予め定めた規則として、さらに前記抽出された領域の輝度又は
彩度によって定められていることを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置である。
【００１０】
　請求項５の発明は、前記予め定めた規則として、さらに前記抽出された領域の彩度の分
散値、前記画像における位置、外周の大きさのいずれか一つ以上によって定められている
ことを特徴とする請求項３又は４に記載の画像処理装置である。
【００１２】
　請求項６の発明は、前記除去手段は、前記選択された領域内の画素の輝度値を通る関数
を推定することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の画像処理装置である
。
【００１４】
　請求項７の発明は、コンピュータを、有彩色領域がある対象の撮影によるかぶりが生じ
た画像情報を記憶し、記憶された画像情報から領域を抽出し、領域を予め定めた規則に基
づいて選択することで領域内の画素の輝度値を測定する測定手段と、前記輝度値から画素
の座標値におけるかぶり度合いを示す関数を推定することでかぶりを除去する除去手段と
して機能させ、前記測定手段の画素値を測定する走査方向は楕円状である画像処理プログ
ラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の画像処理装置によれば、対象とする画像内に有彩色領域が存在する場合に、
画像全体に、原稿色に対応したかぶりを除去するときに生じる輝度値が明るくなりすぎて
しまうことを防止することができる。そして、かぶりの傾斜に対応した走査を行うことが
できる。
【００１６】
　請求項２の画像処理装置によれば、かぶりの度合いを示す関数を推定するのに適してい
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る領域を抽出できない場合は、余計な処理を行わせないようにすることができる。
【００１７】
　請求項３の画像処理装置によれば、本構成を有していない場合に比較して、画像内のか
ぶりを安定して除去することができる。
【００１８】
　請求項４の画像処理装置によれば、本構成を有していない場合に比較して、画像内のか
ぶりをさらに安定して除去することができる。
【００１９】
　請求項５の画像処理装置によれば、画像に写真が含まれている場合であっても、本構成
を有していない場合に比較して、画像内のかぶりを安定して除去することができる。
【００２１】
　請求項６の画像処理装置によれば、選択した領域外に対しても画像内のかぶりを除去す
ることができる。
【００２３】
　請求項７の画像処理プログラムによれば、対象とする画像内に有彩色領域が存在する場
合に、画像全体に、原稿色に対応したかぶりを除去するときに生じる輝度値が明るくなり
すぎてしまうことを防止することができる。そして、かぶりの傾斜に対応した走査を行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図３】画像受付モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図４】非エッジ領域抽出モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図５】非エッジ領域抽出モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図６】検査領域選択モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図７】画素値測定モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図８】画素値測定モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図９】画素値分布推定モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図１０】画素値分布推定モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図１１】かぶり除去モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図１２】かぶり除去モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図１３】かぶり除去モジュールによる処理例を示す説明図である。
【図１４】本実施の形態の前提となる技術例を示す説明図である。
【図１５】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　まず、本実施の形態を説明する前に、その前提となる技術について説明する。なお、こ
の説明は、本実施の形態の理解を容易にすることを目的とするものである。
　図１４（ａ）の例に示す撮影対象文書１４１０は名刺であり、白黒のみではなく、有彩
色の領域（例えば、原稿の構成として、まとまった領域が写真であったり、原稿の紙と異
なる色（白以外の色）で平坦に塗られていたりする場合等）もある。具体的には、撮影対
象文書１４１０内の領域１４１２は赤色を背景としており、領域１４１４は白色を背景と
しており、図形１４１６は赤色のマーク（図形）である。この撮影対象文書１４１０を、
例えばデジタルカメラで撮影し、図１４（ｃ）の例に示す撮影画像１４３０を得る。この
場合、撮影した画像には図１４（ｂ）の例に示すかぶり画像１４２０が重複されて撮影さ
れている。このかぶり画像１４２０は、照明のかたより、逆光、撮影対象文書１４１０の
設置等（つまり、撮影対象文書１４１０と照明と撮影装置の位置関係）又はデジタルカメ
ラ内のレンズの構成（例えば、画像の中央部分は明るく、周辺部分は暗くなる）等によっ
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て、発生するものである。図１４（ｂ）の例に示すようにかぶり画像１４２０では、右上
が濃い黒であり、左下が白となるようなグラデーション画像（濃淡が段階的に変化してい
る画像）となっている。したがって、図１４（ｃ）の例に示すように撮影画像１４３０で
も、右上は黒くなるが、左下は元の撮影対象文書１４１０の画像に近いものとなる。なお
、このかぶりとは、影、黒かぶり等ともいわれている。
【００２６】
　また、デジタルカメラで撮影する場合のみでなく、スキャナ等においても、このかぶり
画像は発生することがある。例えば、スキャナ（いわゆるフラッドベットスキャナ）では
、コンタクトガラス上に開閉自在の圧板を設け、コンタクトガラス上に原稿を設置した後
に圧板を閉じて原稿をスキャンするようにしている。しかし、原稿としてはシート状のも
のに限られず、ブック原稿（本、冊子等）も原稿として扱われることがあり、そのような
場合にもコンタクトガラス上にブック原稿を設置し、原稿をスキャンすることになる。と
ころが、原稿としてブック原稿を用いた場合には、ブック原稿のページ綴じ部がコンタク
トガラスから浮き上がってしまう。このようにブック原稿のページ綴じ部がコンタクトガ
ラスから浮き上がってしまった場合には、ページ綴じ部が焦点面から離れてしまうため、
浮き上がった部分のスキャン画像には、かぶりという画像劣化が発生する。
【００２７】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するの意である。また、モ
ジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュールを１プ
ログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１
モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータ
によって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュ
ールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュール
が含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（デ
ータの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた」とは
、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる
前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている
処理の前であれば、そのときの状況・状態に応じて、又はそれまでの状況・状態に応じて
定まることの意を含めて用いる。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
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記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、外
部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００２８】
　本実施の形態である画像処理装置は、画像からかぶりを除去するものであって、図１の
例に示すように、画像受付モジュール１１０、非エッジ領域抽出モジュール１２０、検査
領域選択モジュール１３０、画素値測定モジュール１４０、画素値分布推定モジュール１
５０、かぶり除去モジュール１６０、出力モジュール１７０を有している。
【００２９】
　画像受付モジュール１１０は、非エッジ領域抽出モジュール１２０と接続されており、
画像を受け付けて、その画像を非エッジ領域抽出モジュール１２０へ渡す。画像を受け付
けるとは、例えば、スキャナ、カメラ等で画像を読み込むこと、ファックス等で通信回線
を介して外部機器から画像を受信すること、ハードディスク（コンピュータに内蔵されて
いるものの他に、ネットワークを介して接続されているもの等を含む）等に記憶されてい
る画像を読み出すこと等が含まれる。画像は、多値画像（カラー画像を含む）である。受
け付ける画像は、１枚であってもよいし、複数枚であってもよい。また、画像の内容とし
て、ビジネスに用いられる文書（例えば、前述の名刺等）、広告宣伝用のパンフレット、
ホワイトボードに書かれたもの等であってもよい。また、画像受付モジュール１１０は、
デジタルフィルタ処理等によって補正をするようにしてもよい。例えば、手ぶれ補正等が
ある。画像受付モジュール１１０の処理例については、図３を用いて後述する。
【００３０】
　非エッジ領域抽出モジュール１２０は、画像受付モジュール１１０、検査領域選択モジ
ュール１３０と接続されている。非エッジ領域抽出モジュール１２０は、前記画像受付モ
ジュール１１０によって受け付けられた画像から領域を抽出し、その抽出した領域を検査
領域選択モジュール１３０に渡す。
　また、非エッジ領域抽出モジュール１２０は、予め定めた大きさ以上又はより大きい領
域を抽出し、その領域を抽出できなかった場合は、検査領域選択モジュール１３０、画素
値測定モジュール１４０、画素値分布推定モジュール１５０、かぶり除去モジュール１６
０、出力モジュール１７０の処理を行わないようにしてもよい。また、この場合、領域を
抽出できなかった旨（つまり、かぶりの除去ができなかったこと）を出力するようにして
もよい。
　ここで、抽出対象の領域とは、色値がなだらかで連続した領域である。言い換えると、
エッジのない領域、又はエッジに囲まれた領域である。
　非エッジ領域抽出モジュール１２０の処理例については、図４、図５を用いて後述する
。
【００３１】
　検査領域選択モジュール１３０は、非エッジ領域抽出モジュール１２０、画素値測定モ
ジュール１４０と接続されている。検査領域選択モジュール１３０は、非エッジ領域抽出
モジュール１２０によって抽出された領域を予め定めた規則に基づいて選択し、その選択
した領域を画素値測定モジュール１４０に渡す。
　また、検査領域選択モジュール１３０における予め定めた規則は、非エッジ領域抽出モ
ジュール１２０によって抽出された領域の大きさによって定められているようにしてもよ
い。検査領域選択モジュール１３０は、予め定めた規則として、さらに非エッジ領域抽出
モジュール１２０によって抽出された領域の輝度又は彩度によって定められているように
してもよい。検査領域選択モジュール１３０は、予め定めた規則として、さらに非エッジ
領域抽出モジュール１２０によって抽出された領域の彩度の分散値、画像における位置、
外周の大きさのいずれか一つ以上によって定められているようにしてもよい。
　検査領域選択モジュール１３０の処理例については、図６を用いて後述する。
【００３２】
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　画素値測定モジュール１４０は、検査領域選択モジュール１３０、画素値分布推定モジ
ュール１５０と接続されている。画素値測定モジュール１４０は、検査領域選択モジュー
ル１３０によって選択された領域内の画素の輝度値を測定し、測定結果を画素値分布推定
モジュール１５０に渡す。画素の輝度値の測定には、予め定めた方向に走査しながら輝度
を測定する。
　また、画素値測定モジュール１４０が行う処理では、画素値を測定する走査方向として
水平方向、垂直方向、斜め方向、楕円状のいずれか一つ以上であるようにしてもよい。水
平方向と垂直方向の組み合わせ、右上斜め方向と右下斜め方向の組み合わせのように２種
類の走査方向であってもよいし、楕円状に走査するように１種類の走査方向であってもよ
いし、３種類以上の走査方向の組み合わせであってもよい。
　画素値測定モジュール１４０の処理例については、図７、図８を用いて後述する。
【００３３】
　画素値分布推定モジュール１５０は、画素値測定モジュール１４０、かぶり除去モジュ
ール１６０と接続されている。画素値分布推定モジュール１５０は、画素値測定モジュー
ル１４０によって測定された画素値から、画像受付モジュール１１０によって受け付けら
れた画像におけるかぶりの度合いを示す関数を推定し、その推定した関数をかぶり除去モ
ジュール１６０に渡す。かぶりの度合いを示す関数としては、１次関数であってもよいし
、２次以上の関数であってもよい。
　また、画素値分布推定モジュール１５０は、検査領域選択モジュール１３０によって選
択された領域内の画素の輝度値を通る関数を推定するようにしてもよい。
　画素値分布推定モジュール１５０の処理例については、図９、図１０を用いて後述する
。
【００３４】
　かぶり除去モジュール１６０は、画素値分布推定モジュール１５０、出力モジュール１
７０と接続されている。かぶり除去モジュール１６０は、画素値分布推定モジュール１５
０によって推定された関数に基づいて、画像受付モジュール１１０によって受け付けられ
た画像からかぶりを除去し、そのかぶりを除去した画像を出力モジュール１７０に渡す。
　また、かぶり除去モジュール１６０は、画素値測定モジュール１４０による走査方向が
複数方向あり、その走査方向が交差する位置におけるかぶりの値は、その走査に対して画
素値分布推定モジュール１５０によって推定された複数の関数によって求められた値に基
づいて算出するようにしてもよい。走査線上にない画素にあっては、走査線上の画素にお
けるかぶりの値を用いて、その画素からの距離に応じてかぶりの値を算出すればよい。な
お、かぶりの値とは、受け付けた画像の画素値と本来の地肌値（かぶりがない状態で撮影
した画像の画素値）との差である。
　かぶり除去モジュール１６０の処理例については、図１１、図１２、図１３を用いて後
述する。
【００３５】
　出力モジュール１７０は、かぶり除去モジュール１６０と接続されており、かぶり除去
モジュール１６０によってかぶり除去された画像を受け取り、その画像を出力する。画像
を出力するとは、例えば、プリンタ等の印刷装置で印刷すること、ディスプレイ等の表示
装置に表示すること、ファックス等の画像送信装置で画像を送信すること、画像データベ
ース等の画像記憶装置へ画像を書き込むこと、メモリーカード等の記憶媒体に記憶するこ
と、他の情報処理装置へ渡すこと等が含まれる。また、画像受付モジュール１１０によっ
て受け付けられた画像と対応付けて出力するようにしてもよい。
【００３６】
　図２は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ２０２では、画像受付モジュール１１０が、対象画像を受け付ける。
　図３は、画像受付モジュール１１０による処理例を示す説明図である。撮影対象文書３
２０は、図１４の例で示した撮影対象文書１４１０と同等のものである。撮影対象文書３
２０には、左側の赤色を背景とした領域、右側の白色を背景とした領域、右上にある赤色



(8) JP 5488530 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

のマークの領域がある。これを撮影装置３１０で撮影した場合、撮影画像３３０のように
かぶりが発生した画像を得る。例えば、名刺交換した後に、机の上に撮影対象文書３２０
を置き、撮影装置３１０で撮影するような状況である。撮影装置３１０は、デジタルカメ
ラであってもよいし、携帯情報端末装置（例えば、スマートフォンを含む携帯電話等）に
内蔵されているデジタルカメラであってもよいし、スキャナ等であってもよい。
【００３７】
　ステップＳ２０４では、非エッジ領域抽出モジュール１２０が、色値の変化がなだらか
で連続した領域を抽出する。
　図４、図５は、非エッジ領域抽出モジュール１２０による処理例を示す説明図である。
例えば、非エッジ領域抽出モジュール１２０は、ソーベルフィルターモジュール４１０、
２値化モジュール４２０、白黒反転モジュール４３０、ラベリングモジュール４４０、小
サイズ除去モジュール４５０を有している。
　ソーベルフィルターモジュール４１０は、２値化モジュール４２０と接続されており、
ステップＳ２０２で受け付けられた撮影画像３３０に対して、ソーベルフィルター（Ｓｏ
ｂｅｌ　Ｆｉｌｔｅｒ）処理を行って、その結果の画像を２値化モジュール４２０に渡す
。ソーベルフィルター処理とは、例えば、縦線や横線のエッジを検出する処理であり、フ
ィルタを用いて行うものである。もちろんのことながら、フィルタの設計によっては、縦
線、横線以外の線を検出することもできる。
【００３８】
　２値化モジュール４２０は、ソーベルフィルターモジュール４１０、白黒反転モジュー
ル４３０と接続されており、ソーベルフィルターモジュール４１０によってエッジが検出
された画像を受け取り、それに対して２値化処理を行って、その２値化処理の結果画像を
白黒反転モジュール４３０に渡す。ここでの２値化処理は、知られている２値化処理を採
用すればよい。この処理によってエッジ部分は黒となり、他の部分は白となる。
　白黒反転モジュール４３０は、２値化モジュール４２０、ラベリングモジュール４４０
と接続されており、２値化モジュール４２０によって２値化された画像を受け取り、それ
に対して白黒反転処理を行って、その白黒反転処理の結果画像をラベリングモジュール４
４０に渡す。この処理によってエッジ部分は白となり、他の部分は黒となる。
【００３９】
　ラベリングモジュール４４０は、白黒反転モジュール４３０、小サイズ除去モジュール
４５０と接続されており、白黒反転モジュール４３０によって白黒反転された画像を受け
取り、それに対してラベリング処理を行って、そのラベリング処理の結果画像を小サイズ
除去モジュール４５０に渡す。この処理によって、連続している黒領域は同じラベルが付
されることになる。したがって、同じラベルが付されている領域を抽出することによって
、エッジではない領域を抽出することができる。
　小サイズ除去モジュール４５０は、ラベリングモジュール４４０と接続されており、ラ
ベリングモジュール４４０によってラベリングされた画像を受け取り、それに対して予め
定めた大きさ以下又はより小さい領域であるノイズを除去する。この処理は、結果的に、
予め定めた大きさ以上又はより大きい領域を抽出することになる。同じラベルが付されて
いる領域の面積は、そのラベルが付された画素数を計数すること、又はその領域の外接矩
形の面積を算出することによって求めてもよい。
　図４の例に示した撮影画像３３０に対して、以上の処理を施した結果の画像の例を図５
に示す。領域画像５１０は撮影画像３３０の左側の赤色を背景とした領域であり、領域画
像５２０は撮影画像３３０の右側の白色を背景とした領域であり、領域画像５３０は撮影
画像３３０の右上にある赤色のマークの領域である。ただし、これらの画像は２値画像で
ある。また、これらの画像は、撮影画像３３０とのＡＮＤ処理（論理積処理）を施すこと
によって、撮影画像３３０からのその領域を抽出することができるというマスク画像とし
ての役割を有する。
　なお、非エッジ領域抽出モジュール１２０は、図４の例に示したモジュール構成による
処理ではなく、他の処理によって領域を抽出するようにしてもよい。例えば、同じ色の領
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域を統合する処理を行うようにしてもよい。なお、同じ色とは完全同一の色のみならず、
予め定めた関係にある色を含めてもよい。具体的には、画像内から画素を選択し、その選
択した画素に接触している画素であって、選択した画素の色と予め定めた関係（例えば、
色空間において、その２つの色の間の距離が予め定めた値以下又は未満である関係）にあ
る色の画素を統合し、次にその統合した画素に対して同様の統合処理を繰り返して行うこ
とによって領域を抽出するようにしてもよい。
【００４０】
　ステップＳ２０６では、検査領域選択モジュール１３０が、かぶりの傾斜を推定するの
に適している領域を抽出する。
　検査領域選択モジュール１３０は、ステップＳ２０４で抽出した領域の特徴量を抽出す
る。そして、（１）式の識別関数にしたがって、各領域の（１）式の値を算出し、その値
によって領域（ここでは前述のマスク画像）を選択する。例えば、ステップＳ２０４で抽
出した領域内で最大値を有する領域を選択する。
【数１】

　ここで、（１）式の右辺のｗｊは重みであり、正の数の他に、０、負の数であってもよ
い。０の場合は、その特徴量を採用しないことを意味する。負の数の場合は、特徴量が逆
の方向に作用することになる。この重みｗｊは、予め定めた値である。予め定めた値とし
て、操作者が設定した値であってもよいし、正解の選択肢が決まっている教師データを用
いて予め学習を行った結果の値であってもよい。
　（１）式の右辺のｘiｊは特徴量である。検査領域選択モジュール１３０が、これらの
特徴量を各領域（ｉ）から抽出する。
　ｘi０は、領域の幅若しくは高さのいずれか、又は幅×高さ（いわゆる外接矩形の面積
）であってもよい。
　ｘi１は、領域の面積である。
　ｘi２は、領域の画素密度である。
　ｘi３は、領域内の画素の輝度（例えば、Ｌ＊ａｂ色空間の場合はＬ＊の値）の平均値
である。
　ｘi４は、領域内の画素の彩度（例えば、Ｌ＊ａｂ色空間の場合はａ，ｂの値）の平均
値である。
　ｘi５は、領域内の画素の彩度の分散値である。
　ｘi６は、領域（マスク画像）の重心とステップＳ２０２で受け付けた画像の中心との
距離である。
　ｘi７は、領域の外周輪郭の長さ／外接矩形の周囲長である。
【００４１】
　なお、ここに挙げた特徴量は例示であって、他の特徴量を用いてもよい。また、平均値
としたものは、その領域を代表する値であればよく、例えば、最頻値、中央値等であって
もよい。
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　また、ここに例示した特徴量は全て使用する必要はなく、このうちのいずれかを選択し
て用いるようにしてもよい。例えば、ｘi０、ｘi１、ｘi２のいずれかだけを用いた識別
関数としてもよい。これはかぶりの度合いを示す関数を推定するのに、大きな領域が適し
ているからである。
　さらに、原稿の背景領域を選択するために、ｘi３、ｘi４を加えるようにしてもよい。
かぶりの度合いを示す関数を推定するのに、背景領域が適しているからである。背景領域
は、一般的には白いので、高輝度、低彩度の領域となるためである。なお、彩度（ｘi４

）の重み（ｗ４）は負の数である。
【００４２】
　以上の特徴量によって、白背景となっている名刺、文書、ホワイトボード等には対応可
能であるが、例えば、名刺の半分の領域に風景画が張り付けられているような原稿を撮影
した画像の場合（白背景の面積がやや狭い）、逆光の状態でのホワイトボードを撮影した
画像の場合（画像の周囲の方が高輝度になっている場合）については、不十分である可能
性がある。
　そこで、ｘi５以下の特徴量を追加するようにしてもよい。
　風景画は背景部よりも概ね彩度のばらつきが高い。したがって、風景画を選択しないよ
うに彩度の分散値が小さい領域を選択できるように、ｘi５を採用してもよい。なお、彩
度の分散値（ｘi５）の重み（ｗ５）は負の数である。
　撮影時に目的とする領域は意図的に画像中央になるようにしているのが一般的である。
したがって、領域の重心（領域の中心であってもよい）は画像の中央寄りである領域を選
択できるように、ｘi６を採用してもよい。なお、この距離（ｘi６）の重み（ｗ６）は負
の数である。
　風景画の領域の外周は外接矩形の外周と比較して凹凸が多い。また、名刺の背景部等は
矩形であり、その外周は直線状であることが多い。したがって、風景画を選択しないよう
に外周輪郭が短い領域を選択できるように、ｘi７を採用してもよい。なお、この外周輪
郭（ｘi７）の重み（ｗ７）は負の数である。
【００４３】
　図６は、検査領域選択モジュール１３０による処理例を示す説明図である。領域画像５
１０に対して識別関数の計算結果は、（２）式のように１．５である。
【数２】

　領域画像５１０に対して識別関数の計算結果は、（３）式のように２．０である。

【数３】

　領域画像５１０に対して識別関数の計算結果は、（４）式のように０．２である。
【数４】
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　そして、（５）式に示すように、識別関数の算出値が最大値となるものを選択する。
【数５】

　この場合、（６）式に示すように、領域画像５２０の領域が選択されることになる。

【数６】

【００４４】
　ステップＳ２０８では、画素値測定モジュール１４０が、予め定められた規則にしたが
ってラインを走査して、画素値を測定する。
　図７、図８は、画素値測定モジュール１４０による処理例を示す説明図である。
　図７（ａ）の例に示す領域抽出画像７００は、ステップＳ２０２で受け付けられた撮影
画像３３０とステップＳ２０６で選択された領域画像５２０とのＡＮＤ処理による画像で
ある。つまり、撮影画像３３０から右側にある背景が白い領域を抽出したものである。こ
の領域抽出画像７００に対して横と縦に予め定めた間隔（例えば、均等間隔）で走査する
。例えば、横方向にライン７０２～７１８、縦方向にライン７２２～７４２で走査する。
そして、その走査の結果、各画素の輝度値をグラフにして表すと、ライン７０２の走査に
おいては図７（ｂ）の例のようなグラフになる。つまり、選択された領域内を走査してい
ないでの、無効なデータのみからなるグラフとなる。そして、ライン７１２の走査におい
ては図７（ｃ）の例のようなグラフになる。つまり、選択された領域内を一部走査してい
るので、有効なデータを含むグラフとなり、その輝度の値は右下がりのグラフとなる。こ
こでのかぶりが全体的に右上方向ほど濃くなるからである。
　なお、有効なデータであるか、無効なデータであるかの判別は、検査領域選択モジュー
ル１３０が選択した領域の画像（マスク画像、図６の例に示した領域画像５２０）を走査
することによって行うことができる。領域画像５２０内の黒部分の位置が領域抽出画像７
００内において有効なデータがある位置であり、領域画像５２０内の白部分の位置は領域
抽出画像７００内において無効なデータがある位置として取り扱う。また、ここでは無効
なデータは輝度値を０として扱っている。
【００４５】
　また、走査における予め定められた規則として、図７（ａ）に例示のような走査だけで
なく、図８（ａ）の例に示すような左上から右下への斜め方向の走査と右上から左下への
斜め方向の走査を予め定めた間隔で行うようにしてもよい。また、図８（ｂ）の例に示す
ような楕円状の走査を予め定めた間隔で行うようにしてもよい。なお、ここで楕円状には
円を含んでいてもよい。この走査方向は、かぶりの輝度の傾斜に応じて、操作者が選択す
るようにしてもよいし、撮影装置に応じて予め定めた走査であってもよい。
【００４６】
　ステップＳ２１０では、画素値分布推定モジュール１５０が、測定した画素値の集合か
ら、かぶりの傾斜度合い（かぶりの度合いを示す関数）を推定する。なお、ここでの関数
は１次関数を例示して説明する。
　図９、図１０は、画素値分布推定モジュール１５０による処理例を示す説明図である。
　図９（ａ）の例に示すように、縦方向の走査におけるかぶりの度合いを示す関数を（７
）式で、横方向の走査におけるかぶりの度合いを示す関数を（８）式とする。

【数７】
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【数８】

【００４７】
　図９（ｂ）の例は、有効なデータがあるラインを実線で示し、有効なデータがないライ
ン（無効なデータだけのライン）を点線で示したものである。有効なデータがあるライン
としては、ライン７０４～７１６、ライン７３２～７４０があり、有効なデータがないラ
インとしては、ライン７０２、７１８、ライン７２２～７３０、７４２がある。
　図１０（ａ）の例は、有効なデータがあるラインにおけるグラフを示している。ライン
７０４～７１６のそれぞれにおいて、同様のグラフで示すことができる。これらに対して
最小二乗法等を用いて、輝度値を通る関数を推定する。例えば、横方向のラインでの関数
は（９）式のように表すことができる。なお、各ラインにおいて、有効なデータ数が予め
定めた数よりも少ない場合は、そのデータは用いないで関数を推定する。図１０（ｂ）の
例において、（９）式は一点鎖線で表している。

【数９】

　そして、有効なデータがないラインにおいても、その関数を適用すればよい。したがっ
て、例えば、図９（ｃ）の例に示すようにライン７０２上の推定点９３２～９４０におけ
る輝度値を、図１０（ｃ）の例に示すように関数を適用して、推定点９３２～９４０にお
ける輝度値とすればよい。このことは、推定した関数を画像全体に適用していることにな
る。
　縦方向のラインを用いた関数の推定も、前述した横方向のラインを用いた関数の推定と
同等に行う。
【００４８】
　ステップＳ２１２では、かぶり除去モジュール１６０が、かぶりの傾斜度合い（ステッ
プＳ２１０で推定した関数）を用いて、かぶり除去量を算出し、各座標における画素値を
補正する。ここでの補正とは、画像からかぶりを除去して、地肌（本来の画像）を生成す
ることになる。
　図１１、図１２、図１３は、かぶり除去モジュール１６０による処理例を示す説明図で
ある。
　図１１の例において、領域１１１０内の４つの交点（つまり交点１１１２はライン７０
６とライン７２６の交点であり、交点１１１４はライン７０６とライン７２８の交点であ
り、交点１１１６はライン７０８とライン７２６の交点であり、交点１１１８はライン７
０８とライン７２８の交点である）のかぶり量の計算について、図１２を用いて説明する
。なお、これらの交点は、無効データとして扱われていた領域にある交点である。
　交点１１１２における輝度値は、（１０）式を用いて算出する。

【数１０】

　（１０）式は、ライン７０６における関数ｒｉとライン７２６における関数ｃｊの交点
１１１２（ｘｉ，ｙｊ）における値の平均値である。交点１１１４における輝度値も、ラ
イン７０６における関数ｒｉとライン７２８における関数ｃｊ＋１の交点１１１４（ｘｉ

＋１，ｙｊ）における値の平均値である。交点１１１６における輝度値も、ライン７０８
における関数ｒｉ＋１とライン７２６における関数ｃｊの交点１１１６（ｘｉ，ｙｊ＋１
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）における値の平均値である。交点１１１８における輝度値も、ライン７０８における関
数ｒｉ＋１とライン７２８における関数ｃｊ＋１の交点１１１８（ｘｉ＋１，ｙｊ＋１）
における値の平均値である。このように、ラインの交点にある画素の輝度値は、横方向の
関数値と縦方向の関数値の平均値とする。
【００４９】
　そして、このような交点ではない画素、例えば図１２に示す中間点１２２２における輝
度は、（１１）式を用いて算出する。（１１）式は、中間点１２２２における輝度を周囲
の４つの交点の輝度によって算出するものである。したがって、交点以外の画素における
（１１）式による算出は、交点における輝度値を算出した後に行う。
【数１１】

　中間点１２２２の位置を（ｘ，ｙ）としている。なお、（１１）式の右辺のＷ（（ｘ，
ｙ），（ｘｉ，ｙｉ））は距離重みを表している。つまり、中間点１２２２からの交点（
交点１１１２、１１１４、１１１６、１１１８）までの距離による重みであり、４つの交
点の重みの合計が１となる値であり、例えば、距離の逆数を用いた値である。したがって
、各交点から等距離にある場合は、各交点における輝度の１／４を加えた値となる。
【００５０】
　そして、（１２）式によりかぶり量を算出する。
【数１２】

　なお、ｐ＊は、予め定めた補正目標値となる輝度値であり、例えば（１）複数の交点（
例えば、画像内の全ての交点であってもよいし、検査領域選択モジュール１３０が選択し
た領域内における交点であってもよい）の輝度値を集計して、輝度ヒストグラムを生成し
て、予め定めた交点（例えば、明るい方から上位１０％にある交点）の輝度値としてもよ
いし、（２）操作者が輝度値を設定するようにしてもよい。
　図１３は、かぶり量を除去した様子を３次元的に表現したものである。ｘ軸、ｙ軸は画
像内における位置を示し、ｚ軸は輝度値を示す空間である。ｚ軸において下にある灰色の
面がかぶりの画像であり、画像全体を覆っているように位置している。そして、ｚ軸にお
いて上にある薄い格子模様の面が補正した後の画像の輝度を示している。ｐ＊は、図１３
の例に示すように、前述（１）に示した画像における明るい輝度値である。これに合わせ
るように、各点における輝度を上げるようにしてかぶりを除去している。図１３では、中
間点１２２２の輝度を引き上げていることを示している。
【００５１】
　ステップＳ２１４では、出力モジュール１７０が、かぶりを除去した画像を出力する。
例えば、プリンタでかぶりを除去した画像を印刷する。
【００５２】
　前述の図１４（ａ）から（ｃ）の説明において、本実施の形態との比較について、図１
４（ｃ）から（ｆ）の例を用いて説明する。図１４（ｃ）の例に示すように撮影画像１４
３０内をライン１４３２で走査した場合の輝度値をグラフに示すと、図１４（ｄ）の例に
示すようになる。つまり、かぶり画像１４２０は右方向に向かうほど濃くなるため、輝度
値は右下がりとなるが、元の画像におけるもともとの輝度値があるので、図１４（ｄ）の
グラフの例のように、輝度分布１４４２、輝度分布１４４４、輝度分布１４４６、輝度分
布１４４８で段階的な輝度の分布を示すことになる。ここで、図１４（ｆ）の例のように
、目標輝度になるように各輝度を補正すると、その結果は図１４（ｅ）の例に示すような
補正画像１４４０となる。背景が白ではない領域１４１２のような部分は、輝度が明るく
なりすぎてしまい、赤色もとんでしまった画像になってしまう。これは、有彩色の部分は
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白背景より低い輝度値となるにもかかわらず、「一面全体が白い紙原稿」を対象としてい
ることから生じてしまうことである。
　一方、本実施の形態では、領域１４１４を選択し、その領域１４１４に基づいてかぶり
除去量を算出し、画像を補正している。背景が白ではない領域１４１２のような部分は、
図１４（ｅ）の例に示すような補正画像１４４０と比べて、輝度が明るくなりすぎてしま
うことを抑制している。
【００５３】
　図１５を参照して、本実施の形態の画像処理装置のハードウェア構成例について説明す
る。図１５に示す構成は、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などによって構成され
るものであり、スキャナ等のデータ読み取り部１５１７と、プリンタなどのデータ出力部
１５１８を備えたハードウェア構成例を示している。
【００５４】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１５０１は、前述の実施
の形態において説明した各種のモジュール、すなわち、非エッジ領域抽出モジュール１２
０、検査領域選択モジュール１３０、画素値測定モジュール１４０、画素値分布推定モジ
ュール１５０、かぶり除去モジュール１６０等の各モジュールの実行シーケンスを記述し
たコンピュータ・プログラムにしたがった処理を実行する制御部である。
【００５５】
　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１５０２は、ＣＰＵ１５０１が使用する
プログラムや演算パラメータ等を格納する。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）１５０３は、ＣＰＵ１５０１の実行において使用するプログラムや、その実行
において適宜変化するパラメータ等を格納する。これらはＣＰＵバスなどから構成される
ホストバス１５０４により相互に接続されている。
【００５６】
　ホストバス１５０４は、ブリッジ１５０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部
バス１５０６に接続されている。
【００５７】
　キーボード１５０８、マウス等のポインティングデバイス１５０９は、操作者により操
作される入力デバイスである。ディスプレイ１５１０は、液晶表示装置又はＣＲＴ（Ｃａ
ｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などがあり、各種情報をテキストやイメージ情報として
表示する。
【００５８】
　ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１５１１は、ハードディスクを内蔵し、ハ
ードディスクを駆動し、ＣＰＵ１５０１によって実行するプログラムや情報を記録又は再
生させる。ハードディスクには、受け付けた画像、抽出した領域の画像、測定した画素値
、推定した関数などが格納される。さらに、その他の各種のデータ処理プログラム等、各
種コンピュータ・プログラムが格納される。
【００５９】
　ドライブ１５１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又
は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体１５１３に記録されているデータ又はプログラ
ムを読み出して、そのデータ又はプログラムを、インタフェース１５０７、外部バス１５
０６、ブリッジ１５０５、及びホストバス１５０４を介して接続されているＲＡＭ１５０
３に供給する。リムーバブル記録媒体１５１３も、ハードディスクと同様のデータ記録領
域として利用可能である。
【００６０】
　接続ポート１５１４は、外部接続機器１５１５を接続するポートであり、ＵＳＢ、ＩＥ
ＥＥ１３９４等の接続部を持つ。接続ポート１５１４は、インタフェース１５０７、及び
外部バス１５０６、ブリッジ１５０５、ホストバス１５０４等を介してＣＰＵ１５０１等
に接続されている。通信部１５１６は、ネットワークに接続され、外部とのデータ通信処
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理を実行する。データ読み取り部１５１７は、例えばスキャナであり、ドキュメントの読
み取り処理を実行する。データ出力部１５１８は、例えばプリンタであり、ドキュメント
データの出力処理を実行する。
【００６１】
　なお、図１５に示す画像処理装置のハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであ
り、本実施の形態は、図１５に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュ
ールを実行可能な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（
例えば特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）等）で構成してもよく、一部のモジュールは外
部のシステム内にあり通信回線で接続しているような形態でもよく、さらに図１５に示す
システムが複数互いに通信回線によって接続されていて互いに協調動作するようにしても
よい。また、デジタルカメラ、複写機、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機（スキ
ャナ、プリンタ、複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の機能を有している画像処理
装置）などに組み込まれていてもよい。
【００６２】
　なお、前述の各種の実施の形態において、各モジュールの処理内容として対応する背景
技術で説明した技術を採用してもよい。
【００６３】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録された
コンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）等が含まれる。
　そして、前記のプログラム又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通等させ
てもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、
メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線ネット
ワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用い
て伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個
のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割して
記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化など、復元可能であればどのような態様で記
録されていてもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１１０…画像受付モジュール
　１２０…非エッジ領域抽出モジュール
　１３０…検査領域選択モジュール
　１４０…画素値測定モジュール
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　１５０…画素値分布推定モジュール
　１６０…かぶり除去モジュール
　１７０…出力モジュール
　３１０…撮影装置
　４１０…ソーベルフィルターモジュール
　４２０…２値化モジュール
　４３０…白黒反転モジュール
　４４０…ラベリングモジュール
　４５０…小サイズ除去モジュール

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】



(20) JP 5488530 B2 2014.5.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－１３６４３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２４７３６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２２９５０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－０３７７９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１７７７２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００－７／６０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

