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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をメディアンフィルタ処理する第１メディアン
フィルタ回路、この第１メディアンフィルタ回路を経た画像データにおける文字画像領域
のエッジを抽出するエッジ抽出回路、前記入力される画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳ
Ｖ変換してそのＶ成分のみメディアンフィルタ処理する第２メディアンフィルタ回路、こ
の第２メディアンフィルタ回路を経た画像データを低解像度化する低解像度変換回路、入
力される背景画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ成分のみメディアンフ
ィルタ処理する第３メディアンフィルタ回路、の選択的な生成が可能な画像処理プロセッ
サと、
　前記画像データの入力に際して前記第１メディアンフィルタ回路を生成し、この第１メ
ディアンフィルタ回路の処理終了後にその第１メディアンフィルタ回路に代えて前記エッ
ジ抽出回路を生成し、前記第１メディアンフィルタ回路の処理を経た画像データにおける
文字画像領域のレイアウトを前記エッジ抽出回路の抽出結果に基づいて解析し、前記エッ
ジ抽出回路の処理終了後にそのエッジ抽出回路に代えて前記第２メディアンフィルタ回路
を生成し、この第２メディアンフィルタ回路の処理終了後にその第２メディアンフィルタ
回路に代えて前記低解像度変換回路を生成し、この低解像度変換回路の処理を経た画像デ
ータを前記解析結果に基づき文字画像データと背景画像データとに分離してそれぞれ圧縮
し、圧縮した背景画像データを前記画像処理プロセッサに入力するとともに、前記低解像
度変換回路の処理終了後にその低解像度変換回路に代えて前記第３メディアンフィルタ回
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路を生成し、この第３メディアンフィルタ回路の処理を経た背景画像データおよび前記圧
縮した文字画像データをファイル化するコントローラと、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像処理プロセッサは、ダイナミック・リコンフィグラブル・プロセッサである、
　ことを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記第１メディアンフィルタ回路は、前記入力される画像データをＲＧＢ分解するＲＧ
Ｂ分解処理部と、このＲＧＢ分解処理部で得られるＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分をそれぞれメ
ディアンフィルタ処理するメイン処理部と、このメイン処理部の処理を経たＲ成分，Ｇ成
分，Ｂ成分の値と前記ＲＧＢ分解処理部で得られるＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分の値との差が
閾値以上の場合は前記メイン処理部の処理を経たＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分を選択し閾値未
満の場合は前記ＲＧＢ分解処理部で得られるＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分を選択する選択部と
、この選択部で選択されるＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分をＲＧＢ合成して最終出力するＲＧＢ
合成処理部と、を含み、
　前記第２メディアンフィルタ回路は、前記入力される画像データのＲ成分，Ｇ成分，Ｂ
成分をそれぞれＨＳＶ変換するＲＧＢ－ＨＳＶ変換処理部と、このＲＧＢ－ＨＳＶ変換処
理部で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分のうちＶ成分のみメディアンフィルタ処理するメ
イン処理部と、このメイン処理部の処理を経たＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分の値と前記ＲＧＢ
－ＨＳＶ変換処理部で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分の値との差が閾値以上の場合は前
記メイン処理部の処理を経たＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分を選択し閾値未満の場合は前記ＲＧ
Ｂ－ＨＳＶ変換処理部で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分を選択する選択部と、この選択
部で選択されるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分をＲＧＢ変換して最終出力するＨＳＶ－ＲＧＢ変
換処理部と、を含み、
　前記第３メディアンフィルタ回路は、前記入力される背景画像データのＲ成分，Ｇ成分
，Ｂ成分をそれぞれＨＳＶ変換するＲＧＢ－ＨＳＶ変換処理部と、このＲＧＢ－ＨＳＶ変
換処理部で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分のうちＶ成分のみメディアンフィルタ処理す
るメイン処理部と、このメイン処理部の処理を経たＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分の値と前記Ｒ
ＧＢ－ＨＳＶ変換処理部で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分の値との差が閾値以上の場合
は前記メイン処理部の処理を経たＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分を選択し閾値未満の場合は前記
ＲＧＢ－ＨＳＶ変換処理部で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分を選択する選択部と、この
選択部で選択されるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分をＲＧＢ変換して最終出力するＨＳＶ－ＲＧ
Ｂ変換処理部と、を含む、
　ことを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記画像処理プロセッサにおける前記第１メディアンフィルタ回
路、前記エッジ抽出回路、前記第２メディアンフィルタ回路、前記低解像度変換回路、前
記第３メディアンフィルタ回路の選択的な生成を指示するとともに、前記第１メディアン
フィルタ回路の閾値、前記第２メディアンフィルタ回路の閾値、前記第３メディアンフィ
ルタ回路の閾値をそれぞれ設定する、
　ことを特徴とする請求項３記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記画像処理プロセッサは、前記第１メディアンフィルタ回路、前記エッジ抽出回路、
前記第２メディアンフィルタ回路、前記低解像度変換回路、前記第３メディアンフィルタ
回路の選択的な生成を前記コントローラからの指示に応じて制御する制御手段を含み、
　前記コントローラは、前記画像処理プロセッサにおける前記第１メディアンフィルタ回
路、前記エッジ抽出回路、前記第２メディアンフィルタ回路、前記低解像度変換回路、前
記第３メディアンフィルタ回路の選択的な生成を指示する制御手段と、前記第１メディア
ンフィルタ回路の処理を経た画像データにおける文字画像領域のレイアウトを前記エッジ
抽出回路の抽出結果に基づいて解析するレイアウト解析処理手段と、前記低解像度変換回
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路の処理を経た画像データを前記レイアウト解析処理手段の解析結果に基づき文字画像デ
ータと背景画像データとに分離してそれぞれ圧縮する文字／背景圧縮処理手段と、前記第
３メディアンフィルタ回路の処理を経た背景画像データおよび前記文字／背景圧縮処理手
段で圧縮した文字画像データをファイル化するファイル化処理手段と、を含む、
　ことを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。
【請求項６】
　複数の回路の選択的な生成が可能な画像処理プロセッサを有する画像形成装置において
、
　入力される画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をメディアンフィルタ処理する第１メディアン
フィルタ回路、この第１メディアンフィルタ回路を経た画像データにおける文字画像領域
のエッジを抽出するエッジ抽出回路、前記入力される画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳ
Ｖ変換してそのＶ成分のみメディアンフィルタ処理する第２メディアンフィルタ回路、こ
の第２メディアンフィルタ回路を経た画像データを低解像度化する低解像度変換回路、入
力される背景画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ成分のみメディアンフ
ィルタ処理する第３メディアンフィルタ回路、を前記画像処理プロセッサ上で順に生成す
る手順と、
　前記第１メディアンフィルタ回路の処理を経た画像データにおける文字画像領域のレイ
アウトを前記エッジ抽出回路の抽出結果に基づいて解析する手順と、
　前記低解像度変換回路の処理を経た画像データを前記解析結果に基づき文字画像データ
と背景画像データとに分離する手順と、
　前記分離した文字画像データおよび背景画像データをそれぞれ圧縮する手順と、
　前記圧縮した背景画像データを前記画像処理プロセッサに入力する手順と、
　前記第３メディアンフィルタ回路の処理を経た背景画像データおよび前記圧縮した文字
画像データをファイル化する手順と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、画像データに対する例えば圧縮処理の機能を備えた画像形成装置
およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合型複写機（ＭＦＰ）などの画像形成装置は、原稿からスキャンした画像データ、あ
るいはネットワーク接続された外部機器（いわゆるクライアント端末）から入力される画
像データを、用紙にプリントしたり小さいサイズに圧縮して保存する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－７１８３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような画像形成装置では、画像データを高画質でより小さく圧縮できることが望
まれる。
【０００５】
　本発明の実施形態の目的は、画像データを高画質でより小さく圧縮できる画像形成装置
およびその制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態の画像形成装置は、入力される画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をメディ
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アンフィルタ処理する第１メディアンフィルタ回路、この第１メディアンフィルタ回路を
経た画像データにおける文字画像領域のエッジを抽出するエッジ抽出回路、前記入力され
る画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ成分のみメディアンフィルタ処理
する第２メディアンフィルタ回路、この第２メディアンフィルタ回路を経た画像データを
低解像度化する低解像度変換回路、入力される背景画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳＶ
変換してそのＶ成分のみメディアンフィルタ処理する第３メディアンフィルタ回路、の選
択的な生成が可能な画像処理プロセッサと、前記第１メディアンフィルタ回路を生成し、
この第１メディアンフィルタ回路の処理終了後にその第１メディアンフィルタ回路に代え
て前記エッジ抽出回路を生成し、上記第１メディアンフィルタ回路の処理を経た画像デー
タにおける文字領域のレイアウトを前記エッジ抽出回路の抽出結果に基づき解析し、前記
エッジ抽出回路の処理終了後にそのエッジ抽出回路に代えて前記第２メディアンフィルタ
回路を生成し、この第２メディアンフィルタ回路の処理終了後にその第２メディアンフィ
ルタ回路に代えて前記低解像度変換回路を生成し、この低解像度変換回路の処理を経た画
像データを前記解析結果に基づき文字画像データと背景画像データとに分離してそれぞれ
圧縮し、圧縮した背景画像データを前記画像処理プロセッサに入力するとともに、前記低
解像度変換回路の処理終了後にその低解像度変換回路に代えて前記第３メディアンフィル
タ回路を生成し、この第３メディアンフィルタ回路の処理を経た背景画像データおよび前
記圧縮した文字画像データをファイル化するコントローラと、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施形態の制御回路を示すブロック図。
【図２】一実施形態における第１メディアンフィルタ回路の具体的な構成を示すブロック
図。
【図３】一実施形態における第２および第３メディアンフィルタ回路の具体的な構成を示
すブロック図。
【図４】一実施形態の処理の流れを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、一実施形態について図面を参照して説明する。　
　図１において、１は複合型の画像形成装置いわゆるＭＦＰで、コピー機能、スキャン機
能、プリント機能など複数の機能を併せ持つ。このＭＦＰ１は、コントローラとして機能
するＣＰＵ１０を有する。このＣＰＵ１０に、バス１１を接続する。このバス１１に、記
憶手段であるメインメモリ１２、外部インタフェース１３、記憶手段であるハードディス
クドライブ（ＨＤＤ）１４、記憶手段であるローカルメモリ１５、スキャナ１６、プリン
タ１７、コントロールパネル２０、および画像処理プロセッサ３０を接続する。
【０００９】
　ローカルメモリ１５は、画像処理プロセッサ３０で処理される画像データの一時記憶用
である。スキャナ１６は、ＭＦＰ１にセットされる原稿の画像を光学的に読取る。プリン
タ１７は、画像データを用紙にプリントする。コントロールパネル２０は、ユーザによる
動作条件設定を行うためのもので、表示部２１および操作部２２を有する。
【００１０】
　上記外部インタフェース１３に、ネットワークケーブル６０を介して複数のクライアン
ト端末たとえばパーソナルコンピュータ６１を接続する。これらパーソナルコンピュータ
６１は、内蔵の各種アプリケーションプログラム（ワープロ、表計算、プレゼンテーショ
ン、ＤＴＰソフトウェアなど）により画像データを生成し、生成した画像データをＭＦＰ
１に送る。
【００１１】
　上記画像処理プロセッサ３０は、ダイナミック・リコンフィグラブル・プロセッサ（Dy
namic Reconfigurable Processor）であり、制御手段として機能するＤＣＰＵ３１を有し
、ＣＰＵ１０からの指示に基づくＤＣＰＵ３１の制御により、メディアンフィルタ回路（
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第１メディアンフィルタ回路）３２、エッジ抽出回路３３、メディアンフィルタ回路（第
２メディアンフィルタ回路）３４、低解像度変換回路３５、メディアンフィルタ回路（第
３メディアンフィルタ回路）３６を選択的に生成するとともに、メディアンフィルタ回路
３２，３４，３６内の閾値をそれぞれ設定する。
【００１２】
　上記メディアンフィルタ回路３２は、入力される画像のＲ，Ｇ，Ｂ成分をメディアンフ
ィルタ処理するもので、図２に示すように、ＲＧＢ分解処理部４１、メイン処理部４２、
選択部４３、およびＲＧＢ合成処理部４４を含む。
【００１３】
　ＲＧＢ分解処理部４１は、入力される画像データをＲＧＢ分解する。メイン処理部４２
は、ＲＧＢ分解処理部４１で得られるＲ（赤色）成分，Ｇ（緑色）成分，Ｂ（青色）成分
をそれぞれメディアンフィルタ処理する。このメディアンフィルタ処理は、ｎ個×ｎ個の
画素からなる局所領域内の各画素の値（濃度レベル）をその大きさ順に並べ、上記局所領
域の中央に存する画素の値を上記並び順の真ん中位置に存する値として置き換える周知の
処理である。この処理により、画像上の粒子状のノイズいわゆる“ざらつき”が除去され
る。
【００１４】
　選択部４３は、メイン処理部４２の処理を経たＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分の値とＲＧＢ分
解処理部４１で得られるＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分の値との差が予め設定された閾値以上の
場合はメイン処理部４２の処理を経たＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分を選択し、閾値未満の場合
はＲＧＢ分解処理部４１で得られるＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分を選択する。ＲＧＢ合成処理
部４４は、選択部４３で選択されるＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分をＲＧＢ合成して最終出力す
る。閾値を用いた選択により、細い線画像や細かい文字画像などの劣化を防ぐようにして
いる。
【００１５】
　上記エッジ抽出回路３３は、メディアンフィルタ回路３２を経た画像データにおける文
字画像領域のエッジを抽出する。上記メディアンフィルタ回路３４は、上記入力される画
像データのＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ成分のみメディアンフィルタ
処理するもので、図３に示すように、ＲＧＢ－ＨＳＶ変換処理部５１、メイン処理部５２
、選択部５３、およびＨＳＶ－ＲＧＢ変換処理部５４を含む。
【００１６】
　ＲＧＢ－ＨＳＶ変換処理部５１は、上記入力される画像データのＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成
分をそれぞれＨＳＶ変換する。メイン処理部５２は、ＲＧＢ－ＨＳＶ変換処理部５１で得
られるＨ（色相）成分，Ｓ（彩度）成分，Ｖ（輝度）成分のうちＶ成分のみメディアンフ
ィルタ処理する。このメディアンフィルタ処理も、ｎ個×ｎ個の画素からなる局所領域内
の各画素の値（濃度レベル）をその大きさ順に並べ、上記局所領域の中央に存する画素の
値を上記並び順の真ん中位置に存する値として置き換える周知の処理である。Ｖ（輝度）
成分のみのメディアンフィルタ処理により、Ｈ（色相）成分およびＳ（彩度）成分はその
まま保持しながらＶ（輝度）成分に含まれるノイズが除去される。色相および彩度がその
まま保持されるので、画像の色が変わるといった不具合を回避できる。
【００１７】
　選択部５３は、メイン処理部５２の処理を経たＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分の値とＲＧＢ－
ＨＳＶ変換処理部５１で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分の値との差が予め設定された閾
値以上の場合はメイン処理部５２の処理を経たＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分を選択し、閾値未
満の場合はＲＧＢ－ＨＳＶ変換処理部５１で得られるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分を選択する
。ＨＳＶ－ＲＧＢ変換処理部５４は、選択部５３で選択されるＨ成分，Ｓ成分，Ｖ成分を
ＲＧＢ変換して最終出力する。上記のように、メディアンフィルタ処理をＶ（輝度）成分
のみに施すので、色相および彩度に悪影響を及ぼすことなく、閾値をできるだけ高く設定
してノイズ除去効果を高めることができる。ひいては、後述のファイル化処理により得ら
れるファイルのサイズを小さくできる。



(6) JP 5491458 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【００１８】
　上記低解像度変換回路３５は、メディアンフィルタ回路３４を経た画像データを低解像
度化する。上記メディアンフィルタ回路３６は、入力される背景画像データのＲ，Ｇ，Ｂ
成分をＨＳＶ変換してそのＶ成分のみメディアンフィルタ処理するもので、上記メディア
ンフィルタ回路３４と同じく図３の構成を有する。同じ構成なので、その説明は省略する
。
【００１９】
　一方、ＣＰＵ１０は、スキャナ１６またはパーソナルコンピュータ６１からの画像デー
タの入力に際して上記メディアンフィルタ回路３２を生成し、このメディアンフィルタ回
路３２の処理終了後にそのメディアンフィルタ回路３２に代えて上記エッジ抽出回路３３
を生成し、上記メディアンフィルタ回路３２の処理を経た画像データにおける文字領域の
レイアウトを上記エッジ抽出回路３３の抽出結果に基づき解析し、上記エッジ抽出回路３
３の処理終了後にそのエッジ抽出回路３３に代えてメディアンフィルタ回路３４を生成し
、このメディアンフィルタ回路３４の処理終了後にそのメディアンフィルタ回路３４に代
えて上記低解像度変換回路３５を生成し、この低解像度変換回路３５の処理を経た画像デ
ータを上記解析結果に基づき文字画像データと背景画像データとに分離してそれぞれ圧縮
し、圧縮した背景画像データを画像処理プロセッサ３０に入力するとともに、上記低解像
度変換回路３５の処理終了後にその低解像度変換回路３５に代えてメディアンフィルタ回
路３６を生成し、このメディアンフィルタ回路３６の処理を経た背景画像データおよび上
記圧縮した文字画像データをファイル化するもので、ＤＲＰ制御手段１０ａ、レイアウト
解析処理手段１０ｂ、文字／背景圧縮処理手段１０ｃ、およびファイル化処理手段１０ｄ
を含む。
【００２０】
　すなわち、ＤＲＰ制御手段１０ａは、画像処理プロセッサ３０におけるディアンフィル
タ回路３２、エッジ抽出回路３３、メディアンフィルタ回路３４、低解像度変換回路３５
、メディアンフィルタ回路３６の選択的な生成を画像処理プロセッサ３０のＤＣＰＵ３１
に対し指示するとともに、生成したメディアンフィルタ回路３２，３４，３６で使用する
閾値の設定を画像処理プロセッサ３０のＤＣＰＵ３１に対し指示する。レイアウト解析処
理手段１０ｂは、メディアンフィルタ回路３２の処理を経た画像データにおける文字領域
のレイアウトを上記エッジ抽出回路３３の抽出結果に基づき解析する。文字／背景圧縮処
理手段１０ｃは、上記低解像度変換回路３５の処理を経た画像データを上記レイアウト解
析処理手段１０ｂの解析結果に基づき文字画像データと背景画像データとに分離してそれ
ぞれ圧縮する。ファイル化処理手段１０ｄは、メディアンフィルタ回路３６の処理を経た
背景画像データおよび上記文字／背景圧縮処理手段１０ｃで圧縮した文字画像データをＰ
ＤＦファイル化する。
【００２１】
　次に、図４を参照しながら動作について説明する。　
　ＣＰＵ１０は、スキャナ１６またはパーソナルコンピュータ６１からの画像データの入
力に際し、画像処理プロセッサ３０において、メディアンフィルタ回路３２を生成すると
ともにそのメディアンフィルタ回路３２の閾値を設定する。生成されたメディアンフィル
タ回路３２は、上記入力される画像のＲ，Ｇ，Ｂ成分をメディアンフィルタ処理する。
【００２２】
　ＣＰＵ１０は、メディアンフィルタ回路３２の処理終了後、そのメディアンフィルタ回
路３２に代えてエッジ抽出回路３３を生成する。生成されたエッジ抽出回路３３は、メデ
ィアンフィルタ回路３２を経た画像データにおける文字画像領域のエッジを抽出する。
【００２３】
　ＣＰＵ１０は、メディアンフィルタ回路３２の処理を経た画像データにおける文字領域
のレイアウトをエッジ抽出回路３３の抽出結果に基づき解析する。
【００２４】
　ＣＰＵ１０は、エッジ抽出回路３３の処理終了後、そのエッジ抽出回路３３に代えてメ
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ディアンフィルタ回路３４を生成する。生成されたメディアンフィルタ回路３４は、上記
入力される画像データのＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ（輝度）成分の
みメディアンフィルタ処理する。
【００２５】
　ＣＰＵ１０は、メディアンフィルタ回路３４の処理終了後、そのメディアンフィルタ回
路３４に代えて低解像度変換回路３５を生成する。生成された低解像度変換回路３５は、
メディアンフィルタ回路３４を経た画像データを低解像度化する。
【００２６】
　ＣＰＵ１０は、低解像度変換回路３５の処理を経た画像データを上記解析結果に基づき
文字画像データと背景画像データとに分離してそれぞれ圧縮する。
【００２７】
　ＣＰＵ１０は、圧縮した背景画像データを画像処理プロセッサ３０に入力するとともに
、上記低解像度変換回路３５の処理終了後にその低解像度変換回路３５に代えてメディア
ンフィルタ回路３６を生成する。生成されたメディアンフィルタ回路３６は、上記入力さ
れる背景画像データのＲ成分，Ｇ成分，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ（輝度）成分のみ
メディアンフィルタ処理する。
【００２８】
　ＣＰＵ１０は、メディアンフィルタ回路３６の処理を経た背景画像データおよび上記圧
縮した文字画像データを１つのＰＤＦファイルにファイル化する。このＰＤＦファイルは
、メインメモリ１２に記憶された後、例えばハードディスクドライブ１４に保存される。
【００２９】
　このように、画像処理プロセッサ３０においてメディアンフィルタ回路３２を生成し、
入力される画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をメディアンフィルタ処理することにより、画像
上の粒子状のノイズいわゆる“ざらつき”を除去することができる。
【００３０】
　画像処理プロセッサ３０においてメディアンフィルタ回路３４を生成し、入力される画
像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ（輝度）成分のみメディアンフィルタ
処理することにより、圧縮処理前の画像において、色相および彩度はそのまま保持しなが
ら輝度成分に含まれるノイズが除去される。色相および彩度がそのまま保持されるので、
画像の色が変わるといった不具合を回避できる。
【００３１】
　画像処理プロセッサ３０においてメディアンフィルタ回路３６を生成し、圧縮された背
景画像データのＲ，Ｇ，Ｂ成分をＨＳＶ変換してそのＶ（輝度）成分のみメディアンフィ
ルタ処理することにより、圧縮処理後の背景画像において、色相および彩度はそのまま保
持しながら輝度成分に含まれるノイズが除去される。色相および彩度がそのまま保持され
るので、背景画像の色が変わるといった不具合を回避できる。
【００３２】
　メディアンフィルタ回路３４，３６ではＶ（輝度）成分のみにメディアンフィルタ処理
を施すので、色相および彩度に悪影響を及ぼすことなく、メディアンフィルタ回路３４，
３６の閾値をできるだけ高く設定してノイズ除去効果を高めることができる。ひいては、
後述のファイル化処理により得られるファイル化されるＰＤＦファイルのサイズを小さく
できる。
【００３３】
　以上のように、画像データを高画質でより小さく圧縮できる。
【００３４】
　１つの画像処理プロセッサ３０上で複数の回路を１つずつ順に生成するので、複数の回
路をそれぞれ個別に設けるＡＳＩＣなどの固定的なハードウェアを使用する場合に比べ、
構成の簡略化とコストの低減が図れる。
【００３５】
　なお、上記実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意
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図していない。この新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であ
り、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、書き換え、変更を行うことができる。
これら実施形態や変形は、発明の範囲は要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載
された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００３６】
　１…ＭＦＰ、１０…ＣＰＵ（コントローラ）、１０ａ…ＤＲＰ制御手段、１０ｂ…レイ
アウト解析処理手段、１０ｃ…文字／背景圧縮処理手段、１０ｄ…ファイル化処理手段、
３０…画像処理プロセッサ（ＤＲＰ）、３２…メディアンフィルタ回路（第１メディアン
フィルタ回路）、３３…エッジ抽出回路、３４…メディアンフィルタ回路（第２メディア
ンフィルタ回路）、３５…低解像度変換回路、３６…メディアンフィルタ回路（第３メデ
ィアンフィルタ回路）

【図１】 【図２】

【図３】
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