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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像データを文字認識する機能を有する文字認識機能付きデータ処理装置において
、
　入力画像データの解像度を文字認識に用いた解像度に対して下げる方向に変換する画素
密度変換部と、
　入力画像データを文字認識して得たキャラクタデータを所定のフォーマットに変換する
フォーマット変換部と、
　前記画素密度変換部で解像度変換された画像データと前記フォーマット変換部でフォー
マット変換されたキャラクタデータを保存するデータ記憶部と、
　他のデータ処理装置に対して呼び出しを行い、前記他のデータ処理装置と接続を行った
後に、キャラクタデータを送信する旨の独立した信号を前記他のデータ処理装置との接続
状態を維持したまま前記他のデータ処理装置に送信し、その後、前記フォーマット変換部
でフォーマット変換されたキャラクタデータを前記他のデータ処理装置との接続状態を維
持したまま前記他のデータ処理装置に送信し、その後、キャラクタデータとは異なる形式
である画像データを送信する旨の独立した信号を前記他のデータ処理装置との接続状態を
維持したまま前記他のデータ処理装置に送信し、その後、前記画素密度変換部で圧縮して
下げる方向に変換された画像データを前記他のデータ処理装置との接続状態を維持したま
ま前記他のデータ処理装置に送信し、前記他のデータ処理装置に対して前記画素密度変換
部で圧縮して下げる方向に変換された画像データと前記フォーマット変換部でフォーマッ
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ト変換されたキャラクタデータの送信が終了すると前記他のデータ処理装置との接続を終
了する送信部を持つことを特徴とする文字認識機能付きデータ処理装置。
【請求項２】
　前記画素密度変換部は原画データの解像度をファクシミリ通信用解像度に変換する請求
項１記載の文字認識機能付きデータ処理装置。
【請求項３】
　前記送信部は前記画素密度変換部で圧縮して下げる方向に変換された画像データと前記
フォーマット変換部でフォーマット変換されたキャラクタデータとを前記前記他のデータ
処理装置との接続状態を維持したまま連続して送信する際にデータの終わりを判別する信
号を含め複数のデータに分けて送信することを特徴とする請求項１記載の文字認識機能付
きデータ処理装置。
【請求項４】
　前記送信部は前記画素密度変換部で圧縮して下げる方向に変換された画像データと前記
フォーマット変換部でフォーマット変換されたキャラクタデータとの間にデータの終わり
を判別する信号を含めて複数のデータに分けて送信することを特徴とする請求項３記載の
文字認識機能付きデータ処理装置。
【請求項５】
　前記データの区切りを示す信号はメッセージ終了の信号であることを特徴とする請求項
４記載の文字認識機能付きデータ処理装置。
【請求項６】
　前記通信部は前記データの終わりを判別する信号を送信した後で、前記他の装置との接
続を維持したまま次に送るデータの通信モードを決定するための信号を前記他の装置に送
信することを特徴とする請求項４記載の文字認識機能付きデータ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、文字認識機能を有するデータ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータにＦＡＸモデムを接続することによって、もしくはＦＡ
ＸモデムをパーソナルコンピュータにインストールしてＰＣＦＡＸ用ソフトを動作させる
ことによって、パーソナルコンピュータでＦＡＸ受信を行ない、受信した画データを光学
式文字認識処理を行なうものが現れている。またＦＡＸ受信装置に文字認識処理機能を内
蔵したものも存在している。こうした装置においては、基本的に、文字認識処理機能は受
信側で使用される。即ち、受信側で受信した画データについて文字認識処理を行なうよう
にしていた。文字認識処理を行なうことにより、ドキュメントとしての再利用性が高まる
とともに、印刷や表示においても品質を高めることができる。また文字認識処理を送信す
る際に行ない、文字認識したデータを送信する装置も存在する。
【０００３】
【特許文献１】特開平９－２６１４４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　受信側で文字認識処理を行なう場合、その認識率を上げるためにはできるだけ高い解像
度で通信することが望ましい。しかしながら一般にオプションの解像度が上がるほど画デ
ータを圧縮した後のデータ量が多くなり、通信時間がかかる。
【０００５】
また送信側で文字認識処理を行なって処理したデータだけを送信する場合、もし文字認識
率が１００パーセントでない場合であっても受信側では誤認識なのかどうかを判断するこ
とができないという問題があった。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するため以下の構成を採用する。すなわち、入力画像データ
の解像度を文字認識に用いた解像度に対して下げる方向に変換する画素密度変換部と、入
力画像データを文字認識して得たキャラクタデータを所定のフォーマットに変換するフォ
ーマット変換部と、前記画素密度変換部で解像度変換された画像データと前記フォーマッ
ト変換部でフォーマット変換されたキャラクタデータを保存するデータ記憶部と、他のデ
ータ処理装置に対して呼び出しを行い、前記他のデータ処理装置と接続を行った後に、キ
ャラクタデータを送信する旨の独立した信号を前記他のデータ処理装置との接続状態を維
持したまま前記他のデータ処理装置に送信し、その後、前記フォーマット変換部でフォー
マット変換されたキャラクタデータを前記他のデータ処理装置との接続状態を維持したま
ま前記他のデータ処理装置に送信し、その後、キャラクタデータとは異なる形式である画
像データを送信する旨の独立した信号を前記他のデータ処理装置との接続状態を維持した
まま前記他のデータ処理装置に送信し、その後、前記画素密度変換部で圧縮して下げる方
向に変換された画像データを前記他のデータ処理装置との接続状態を維持したまま前記他
のデータ処理装置に送信し、前記他のデータ処理装置に対して前記画素密度変換部で圧縮
して下げる方向に変換された画像データと前記フォーマット変換部でフォーマット変換さ
れたキャラクタデータの送信が終了すると前記他のデータ処理装置との接続を終了する送
信部を設けた。
【発明の効果】
【０００７】
　以上の本発明によれば、他のデータ処理装置に対して呼び出しを行い、他のデータ処理
装置と接続を行った後に、画データと文字認識して得たキャラクタデータの両方を前記他
のデータ処理装置との接続状態を維持したまま送信するので、受信側で文字認識したデー
タと原画の両方を受け取り、両者を比較することができる。また文字認識したデータと画
素密度変換部により画データの解像度を下げる方向に変換したデータをデータ処理装置と
の接続状態を維持したまま送信することにより、画データの送信時間を短くすることが可
能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を図面にしたがって説明する。なお各図面に共通する要素に
は同一の符号を付す。図１は本発明の第１の実施の形態の文字認識機能付き通信装置を示
すブロック図である。なお本実施の形態では通信装置としてファクシミリ装置を例に説明
する。
【０００９】
図１において、実施の形態のファクシミリ装置１は、原稿を読み取って画データを得る読
取り部２と、読取った原稿の画データの解像度を変換する画素密度変換部３、画データお
よび文字認識したデータを格納するメモリ部４、読取った原稿の画データを文字認識処理
する文字認識処理部５、文字認識したデータをＢＦＴ（Binary File Transfer）フォーマ
ット等のデータフォーマットに変換する編集部６、解像度を変換した画データをファクシ
ミリ通信用に圧縮する画圧縮／伸長部７、圧縮された画データおよびフォーマット変換し
た文字認識データを受信側へ送信する通信部８、および上記各部を制御する制御部９とか
ら構成される。なお図において、黒矢印は制御信号を示し、白矢印はデータ信号を示す。
【００１０】
次に第１の実施の形態の動作を説明する。図２は第１の実施の形態の動作を示すフローチ
ャートである。ここでは文字認識処理されたデータがＢＦＴフォーマットに変換される例
を挙げて説明する。まず読取り部２により原稿を読取り、原画データを得る（ステップＳ
１）。得られた原画データはメモリ部４へ送られ、格納される（ステップＳ２）。次にメ
モリ部４から原画データを取り出し、文字認識処理部５で文字認識処理される（ステップ
Ｓ３）。この処理によりキャラクタデータに変換され、キャラクタデータはメモリ部４へ
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格納される（ステップＳ４）。
【００１１】
他方、メモリ部４から原画データを取り出し、画素密度変換部３で原画データの解像度を
変換する（ステップＳ５）。この解像度変換は、解像度を下げる方向に行なわれる。この
解像度変換処理については後述する。解像度変換された原画データはメモリ部４へ格納さ
れる（ステップＳ６）。
【００１２】
続いてメモリ部４に格納したキャラクタデータを取り出し、編集部６でＢＦＴフォーマッ
トに変換する（ステップＳ７）。ＢＦＴフォーマットに変換されたデータはファクシミリ
ＢＦＴ送信として通信部８により送信される（ステップＳ８）。またメモリ部４に格納し
てある解像度変換した原画データを取り出し、画圧縮／伸長部７で原画データを画圧縮す
る（ステップＳ９）。ここではＩＴＵ－ＴＴ．４勧告に定めるファクシミリ画像圧縮方式
（ＭＨ（modified Huffman) 、ＭＲ(modified READ) 、ＭＭＲ(modified ＭＲ) ）にて圧
縮する。圧縮された原画データはファクシミリ画像通信として通信部８により送信される
（ステップＳ１０）。
【００１３】
次にステップ５における原画データの解像度変換処理について図３のフローチャートにし
たがって説明する。図３は解像度変換処理を示すフローチャートである。ここでは２つの
例を挙げて説明する。
【００１４】
例１。例えば、読取り解像度、即ち原画データの解像度が３００ｄｐｉ×３００ｄｐｉで
あるとする。そして、変換可能な解像度、即ち許容解像度は次表の通りであるとする。
【００１５】
【表１】

【００１６】
この解像度許容テーブルにおいて、プライオリティは小さい数字の方が高く、同一のプラ
イオリティレベルは存在しないものとする。なおプライオリティの決め方は、装置に固定
的に決められる方法と、送信側のオペレータの指定により決定する方法がある。いずれに
しても、送信側で通信前に予め決めておく必要がある。
【００１７】
また接続した相手受信側の解像度能力の例を表２に示す。
【００１８】
【表２】

【００１９】
表１の解像度許容テーブルと表２の受信側解像度能力との論理積をとると次の表３の通り



(5) JP 4722156 B2 2011.7.13

10

20

30

40

である。
【００２０】
【表３】

【００２１】
この論理積結果（通信解像度テーブル）が通信可能な解像度となる（ステップＳ２１）。
次に通信解像度テーブル上に原画データ解像度を上回る解像度が存在するかどうかを判断
し（ステップＳ２２）、この例１のように存在しない場合には、通信解像度テーブルのう
ち最もプライオリティの高い解像度を選択する（ステップＳ２３）。即ちこの例１ではプ
ライオリティの高い８dot/mm×７．７LINE/mm が選択される。そして原画データを選択し
た解像度に変換する（ステップＳ２４）。
【００２２】
例２。例えば、読取り解像度、即ち原画データの解像度が８dot/mm×１５．４LINE/mm で
あるとする。そして、変換可能な解像度、即ち許容解像度は次表の通りであるとする。
【００２３】
【表４】

【００２４】
この解像度許容テーブルにおいても、プライオリティは小さい数字の方が高く、同一のプ
ライオリティレベルは存在しないものとする。
【００２５】
また接続した相手受信側の解像度能力の例を表５に示す。
【００２６】
【表５】

【００２７】
表４の解像度許容テーブルと表５の受信側解像度能力との論理積をとると次の表６の通り
である。
【００２８】
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【表６】

【００２９】
この論理積結果（通信解像度テーブル）が通信可能な解像度となる（ステップＳ２１）。
次に通信解像度テーブル上に原画データ解像度を上回る解像度が存在するかどうかを判断
する（ステップＳ２２）。例２では、原画データの解像度８dot/mm×１５．４LINE/mm は
、主走査の解像度の点で３００dpi より解像度が低い。この例２のように通信解像度テー
ブル上に原画データ解像度を上回る解像度が存在する場合には、その上回る解像度項目を
削除する（ステップＳ２５）。原画データの解像度より高い解像度で送信するためには、
補間等の処理が必要になり、送信に時間がかかるためである。削除した後の解像度許容テ
ーブルを表７に示す。
【００３０】
【表７】

【００３１】
通信解像度テーブルに残ったもののうち最もプライオリティの高い解像度を選択する（ス
テップＳ２３）。即ちこの例２ではプライオリティの高い８dot/mm×３．８５LINE/mm が
選択される。そして原画データを選択した解像度に変換する（ステップＳ２４）。
【００３２】
本実施の形態では、送信側から文字認識処理後のキャラクタデータをデータとして送信す
るために受信側でも同一のデータ受信が可能である必要がある。ＩＴＵ－Ｔ勧告によるＢ
ＦＴ受信能力を持つファクシミリ装置同士であればＢＦＴフォーマットによるデータ通信
が可能であり、したがって特別の受信装置を設けることなく対応できる。
【００３３】
また文字認識処理をしたデータの送信と原画データの画像送信とを同一呼接続の送信もし
くは連続する送信として行なう。これにより受信側でのデータと画像の対応が容易になる
。同一呼接続の送信を図４に示す。図４において、送信側はＮＳＳ（非標準機能設定）に
より送信データがＢＦＴフォーマットであることを宣言する。図に示すＯＣＲデータがキ
ャラクタデータである。ＯＣＲデータを送信した後、ＥＯＭ（メッセージ終了）信号を送
り、再び通信モードを決定するフェーズＢに戻る。そして再度ＮＳＳにより送信データが
画像データであることを宣言し、その後原画データを送信する。
【００３４】
図５は文字認識処理をしたデータと原画データを連続して送信する場合を示すシーケンス
図である。図５において、送信側はＮＳＳにより送信データがＢＦＴフォーマットである
ことを宣言する。ＯＣＲデータを送信した後、一旦回線を切断し、連続して同じ宛先に発
呼し、そしてＮＳＳにより送信データが画像データであることを宣言し、その後原画デー
タを送信する。
【００３５】
以上のように第１の実施の形態によれば、受信側で文字認識したデータと原画のファクシ
ミリ画の両方を受け取り、両者を比較することができるので、文字認識処理における誤認
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識を目視チェックを行なうことができる。また原画データの解像度を下げて送信するので
、送信側における文字認識処理にかけるイメージスキャン解像度を上げて認識率を上げた
場合でも、ファクシミリ送信画像の解像度を下げることにより、通信時間が長くなるのを
防止できる。
【００３６】
次に本発明の第２の実施の形態を説明する。第２の実施の形態は、原画データの格納方法
を改善したものである。第２の実施の形態の構成は図１に示す第１の実施の形態と同様で
ある。ここでは図１を流用して第２の実施の形態の動作を図６に示すフローチャートにし
たがって説明する。図６は第２の実施の形態の動作を示すフローチャートである。
【００３７】
まず読取り部２により原稿を読取り、原画データを得る（ステップＳ３１）。得られた原
画データは画圧縮／伸長部７へ送られ、ここで圧縮される（ステップＳ３２）。圧縮され
た原画データはメモリ部４へ送られ、格納される（ステップＳ３３）。
【００３８】
次にメモリ部４から圧縮された原画データを取り出し、画圧縮／伸長部７でビットマップ
データに伸長される（ステップＳ３４）。伸長されたビットマップデータは文字認識処理
部５で文字認識処理される（ステップＳ３５）。この処理によりキャラクタデータに変換
され、キャラクタデータはメモリ部４へ格納される（ステップＳ３６）。
【００３９】
続いてメモリ部４に格納したキャラクタデータを取り出し、編集部６でＢＦＴフォーマッ
トに変換する（ステップＳ３７）。ＢＦＴフォーマットに変換されたデータはファクシミ
リＢＦＴ送信として通信部８により送信される（ステップＳ３８）。
【００４０】
他方、メモリ部４から圧縮された原画データを取り出し、画圧縮／伸長部７でビットマッ
プデータに伸長される（ステップＳ３９）。伸長された原画データは画素密度変換部３で
解像度を変換する（ステップＳ４０）。この解像度変換は、第１の実施の形態と同様に、
解像度を下げる方向に行なわれる。解像度変換された原画データは画圧縮／伸長部７で圧
縮処理され（ステップＳ４１）、密度低減画像データとしてメモリ部４へ格納される（ス
テップＳ４２）。
【００４１】
続いてメモリ部４に格納してある解像度変換した原画データを取り出し、圧縮モードがそ
のまま利用できれば変換せずに通信部８にてファクシミリ画像信号として送信を行なう（
ステップＳ４３）。圧縮モードの変換が必要であれば、画圧縮／伸長部７で圧縮されてい
る原画データを一旦伸長し、画圧縮／伸長部７で、再度、適用モードの画圧縮を行ない、
通信部８により送信される。
【００４２】
原画データの圧縮方法、および文字認識したデータ、原画データの送信方法については前
記第１の実施の形態と同様である。
【００４３】
以上のように第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態の有する効果に加え、送信側
装置における原画データのメモリ部への格納において、原画データを圧縮した後格納する
ようにしているので、メモリの必要量を低減することができる効果があり、コストの低減
が可能である。
【００４４】
上記各実施の形態では、送信側のファクシミリ装置として説明したが、上記の機能を具備
できるものであれば、例えばパーソナルコンピュータにスキャナを接続し、上記の機能を
実現するソフトウェアを搭載した形態のものにも本発明は適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】第１の実施の形態の通信装置を示すブロック図である。
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【図２】第１の実施の形態の動作を示すフローチャートである。
【図３】解像度変換処理を示すフローチャートである。
【図４】同一呼接続の送信を示すシーケンス図である。
【図５】連続して送信する場合を示すシーケンス図である。
【図６】第２の実施の形態の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４６】
１  ファクシミリ装置
２  読取り部
３  画素密度変換部
５  文字認識処理部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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