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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像データに対する画像処理条件を設定する処理条件設定手段を備え、前記入力画
像データに対して、前記処理条件設定手段により設定された前記画像処理条件による画像
処理を施す画像処理装置において、
　前記入力画像データとは異なるあらかじめ定められた基本電子画像データに対して、前
記処理条件設定手段により設定され前記入力画像データに対して適用された画像処理条件
による画像処理を行うことで処理後基本電子画像データを生成する基本画像処理手段と、
　前記基本画像処理手段によって生成された前記処理後基本電子画像データと前記画像処
理条件とを関連付けて所定の条件記憶手段に登録する処理条件登録手段と、
　を有する画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像処理装置であって、
　前記処理条件設定手段は、前記条件記憶手段に登録された前記処理後基本電子画像デー
タのうちのひとつを選択する処理条件選択手段を有し、
　前記処理条件選択手段により選択された前記処理後基本電子画像データに関連付けられ
た画像処理条件によって、入力画像データに対する画像処理を施すことを特徴とする画像
処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載の画像処理装置であって、前記処理条件選択手段は、
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　前記条件記憶手段に登録された各処理後基本画像データを表示出力する表示出力手段と
、
　前記表示出力手段により表示出力された処理後基本画像データの中から、ユーザが希望
するものの選択を受け付ける選択手段と、
　を備え、前記選択手段を介してユーザが選択した処理後基本画像データに対応する画像
処理条件を、入力画像データに対する画像処理条件として選択することを特徴とする画像
処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の画像処理装置であって、
　前記表示出力手段は、前記画像処理を受けていない前記基本電子画像データを表示出力
する機能を備える、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１記載の画像処理装置であって、
　前記画像処理を受けていない複数の基本電子画像データを表示し、それらの中で画像処
理の対象とする１つ又は複数の基本電子画像データの選択をユーザから受け付ける基本画
像選択手段、
　を更に備え、前記基本画像処理手段は、前記基本画像選択手段で選択された各基本電子
画像データに対して前記処理条件設定手段により設定された画像処理条件による画像処理
を行うことで前記選択された各基本電子画像データに対応する各処理後基本画像データを
生成し、前記処理条件登録手段は、前記基本画像処理手段によって生成された前記各処理
後基本画像データと前記画像処理条件とを関連づけて前記条件記憶手段に登録する、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１記載の画像処理装置であって、
　前記画像処理を受けていない基本電子画像データに対してカスタマイズを行う手段、
　を更に備える画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１記載の画像処理装置であって、
　前記処理条件設定手段が設定する画像処理条件は、複数の単位処理条件の組合せである
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　請求項１記載の画像処理装置であって、
　入力画像データに対して前記処理条件設定手段で設定された画像処理条件が、前記条件
記憶手段に記憶されている画像処理条件と異なる場合は、前記画像処理を受けていない基
本電子画像データに対して前記基本画像処理手段に前記画像処理を実行させ、その結果生
成された処理後基本電子画像データと前記画像処理条件とを関連づけて前記条件記憶手段
に登録する処理を前記処理条件登録手段に実行させ、
　前記入力画像データに対して前記処理条件設定手段で設定された画像処理条件が、前記
条件記憶手段に記憶されている画像処理条件と同じ場合は、前記画像処理を受けていない
基本電子画像データに対する前記基本画像処理手段による画像処理を省略する、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１記載の画像処理装置であって、
　前記条件記憶手段は、画像処理条件とこれに対応する処理後基本電子画像データとを、
前記処理条件設定手段で画像処理条件が設定された時系列順の履歴として管理する、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の画像処理装置であって、
　前記条件記憶手段に登録された画像処理条件とこれに対応する処理後基本電子画像デー
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タとのペアに対し、削除不可の設定を受け付ける手段を更に備え、
　前記条件記憶手段は、削除不可と設定されたペアは自動削除を行わない、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　原稿画像を読み取る読み取り手段と、
　画像処理条件を設定する処理条件設定手段と、
　読み取った原稿画像に対して、前記処理条件設定手段によって設定された前記画像処理
条件による画像処理を施す画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって処理された画像を印刷出力する出力手段と、
　を有し、
　前記画像処理手段は、
　前記入力画像データとは異なるあらかじめ定められた基本画像データに対して、前記入
力画像データに対して適用された前記画像処理条件による画像処理を施した処理後基本画
像データを生成する基本画像処理手段と、
　前記基本画像処理手段によって生成された前記処理後基本画像データと、前記画像処理
条件を関連付けて記憶する処理条件記憶手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機や複合機、プリンタ、スキャナなどの画像処理装置の操作のためのユ
ーザインタフェースの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機や複合機、プリンタ、スキャナなどの画像処理装置は、対象となる原稿画像（紙
の場合もあれば電子データの場合もある）に対して目的に応じた画像処理を施し、その処
理結果を出力する。例えば、同じ紙原稿を読み取る場合でも、複写する場合とスキャンし
て電子データにする場合とでは、読み取った画像データに対して異なる画像処理を施す。
また、文字原稿に対してはエッジが先鋭でコントラストが強くなる画像処理を施し、写真
原稿に対しては階調再現が良好となる画像処理を施すなど、原稿画像の種類によっても施
される画像処理が異なる。また印刷の濃さやコントラストの強さなど、欲しい画像の属性
値をユーザが指定することもできる。原稿画像に対して施される画像処理の内容は、液晶
タッチパネルやキーボードなどのユーザインタフェース手段を介してユーザから指定され
た装置の動作モードや処理パラメータの値に基づいて決定される。
【０００３】
　動作モードや処理パラメータなどといった画像処理内容を決める諸条件は複雑に組み合
せることが可能であり、出力画像の品質を重視するユーザはそれら諸条件を様々に組み合
わせ調整することで、所望の出力画質を得ている。
【０００４】
　ところが、このような条件設定の作業は煩雑になるため、従来より、「コマンド履歴」
と呼ばれる機能を搭載した画像処理装置が提供されている。コマンド履歴機能は、ユーザ
がユーザインタフェース手段から入力した画像処理に関する諸条件の組み合わせを、その
条件の組み合わせを適用して画像処理した出力画像のデータと対応づけて保存し、後でそ
の条件の組み合わせを再利用できるようにする機能である。コマンド履歴の再利用の際に
は、保存された各出力画像が画像処理装置のユーザインタフェース画面に表示される。ユ
ーザはその出力画像を参照することでその画像に対して適用された条件の組み合わせが自
分の望むものかどうかを判断し、望むものが見つかればそれを選択する。コマンド履歴機
能によれば、個々の条件をいちいち設定せずに済むので、ユーザの作業負担が軽減される
。
【０００５】
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　この従来のコマンド履歴機能では、ユーザが入力した原稿画像に対する画像処理結果を
参照画像として用いる。このため、参照画像の画像品質は画像処理の内容のみならず、原
稿画像自体の画像品質にも依存する。したがって、従来装置では、参照画像だけではそれ
に対応する画像処理の効果が正確には把握できないという問題があった。
【０００６】
　また、従来装置は、実際にユーザが入力した原稿画像の処理結果が参照画像として用い
られ、他のユーザに見られる可能性があるので、機密保持上の問題があった。
【０００７】
　また、特許文献１には、写真画像に対して画像処理を段階的に施していく場合に、各段
階の画像処理結果の画像を保存し、その縮小画像のアイコンを時系列順に並べて画面表示
する画像処理ソフトウエアが示される。この技術は、各段階の画像処理結果を直感的に比
較しやすくしてユーザの所望の画像を見つけやすくするというものである。また、この文
献には、各段階の画像処理結果の縮小画像の近傍に処理内容（明度彩度色相等）及びその
処理係数、並びにセピアフィルタ等の加工項目等を表示する点も示される。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の技術は、同一の画像に対する段階的な画像処理結果の中か
らユーザが所望するものを見つけるのを支援するためのものであり、過去に全く別の画像
に対して行った画像処理を他の画像に適用するためのものではない。また、仮にそのよう
な目的に利用したとしても、特許文献１の技術は、ユーザが用意した画像処理対象の写真
画像そのものに対する画像処理結果を保存し表示するものなので、各画像処理結果の画質
は元の写真画像自体の画質に左右され、純粋に画像処理の効果を判断する指標とはなりが
たい。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－０３４７７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上述の従来技術の問題点の少なくとも１つを解決する画像処理装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、入力画像データに対する画像処理条件を設定する処理条件設定手段を備え、
前記入力画像データに対して、前記処理条件設定手段により設定された前記画像処理条件
による画像処理を施す画像処理装置において、前記入力画像データとは異なるあらかじめ
定められた基本電子画像データに対して、前記処理条件設定手段により設定され前記入力
画像データに対して適用された画像処理条件による画像処理を行うことで処理後基本電子
画像データを生成する基本画像処理手段と、前記基本画像処理手段によって生成された前
記処理後基本電子画像データと前記画像処理条件とを関連付けて所定の条件記憶手段に登
録する処理条件登録手段と、を有する画像処理装置、を提供する。
【００１２】
　本発明の１つの態様では、前記処理条件設定手段は、前記条件記憶手段に登録された前
記処理後基本電子画像データのうちのひとつを選択する処理条件選択手段を有し、前記処
理条件選択手段により選択された前記処理後基本電子画像データに関連付けられた画像処
理条件によって、入力画像データに対する画像処理を施す。
【００１３】
　本発明の別の態様では、前記処理条件選択手段は、前記条件記憶手段に登録された各処
理後基本画像データを表示出力する表示出力手段と、前記表示出力手段により表示出力さ
れた処理後基本画像データの中から、ユーザが希望するものの選択を受け付ける選択手段
と、を備え、前記選択手段を介してユーザが選択した処理後基本画像データに対応する画
像処理条件を、入力画像データに対する画像処理条件として選択する。
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【００１４】
　更に別の態様では、前記表示出力手段は、前記画像処理を受けていない前記基本電子画
像データを表示出力する機能を備える。
【００１５】
　更に別の態様では、前記画像処理を受けていない複数の基本電子画像データを表示し、
それらの中で画像処理の対象とする１つ又は複数の基本電子画像データの選択をユーザか
ら受け付ける基本画像選択手段、を更に備え、前記基本画像処理手段は、前記基本画像選
択手段で選択された各基本電子画像データに対して前記処理条件設定手段により設定され
た画像処理条件による画像処理を行うことで前記選択された各基本電子画像データに対応
する各処理後基本画像データを生成し、前記処理条件登録手段は、前記基本画像処理手段
によって生成された前記各処理後基本画像データと前記画像処理条件とを関連づけて前記
条件記憶手段に登録する。
【００１６】
　更に別の態様では、前記画像処理を受けていない基本電子画像データに対してカスタマ
イズを行う手段、を更に備える。
【００１７】
　更に別の態様では、前記処理条件設定手段が設定する画像処理条件は、複数の単位処理
条件の組合せである。
【００１８】
　更に別の態様では、入力画像データに対して前記処理条件設定手段で設定された画像処
理条件が、前記条件記憶手段に記憶されている画像処理条件と異なる場合は、前記画像処
理を受けていない基本電子画像データに対して前記基本画像処理手段に前記画像処理を実
行させ、その結果生成された処理後基本電子画像データと前記画像処理条件とを関連づけ
て前記条件記憶手段に登録する処理を前記処理条件登録手段に実行させ、前記入力画像デ
ータに対して前記処理条件設定手段で設定された画像処理条件が、前記条件記憶手段に記
憶されている画像処理条件と同じ場合は、前記画像処理を受けていない基本電子画像デー
タに対する前記基本画像処理手段による画像処理を省略する。
【００１９】
　更に別の態様では、前記条件記憶手段は、画像処理条件とこれに対応する処理後基本電
子画像データとを、前記処理条件設定手段で画像処理条件が設定された時系列順の履歴と
して管理する。
【００２０】
　更なる態様では、前記条件記憶手段に登録された画像処理条件とこれに対応する処理後
基本電子画像データとのペアに対し、削除不可の設定を受け付ける手段を更に備え、前記
条件記憶手段は、削除不可と設定されたペアは自動削除を行わない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２２】
　図１は、本発明に係る画像処理装置を示す機能ブロック図である。ここで例示する画像
処理装置は、プリンタ、スキャナ、コピー機、ファクシミリ装置の機能を兼ね備えた、い
わゆるデジタル複合機である。
【００２３】
　図１に示す構成において、プリントエンジン１０は、画像データを紙等の印刷媒体上に
印刷する装置であり、スキャンエンジン１２は、紙等の媒体上に表示された画像を光学的
に読み取る装置である。通信処理部１４は、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）等の
データ通信路を介してホストコンピュータと通信処理を行うための装置である。この画像
処理装置は、原稿をスキャンエンジン１２で読み取り、その結果得られた画像データを通
信処理部１４を介してホストコンピュータに提供したり、ホストコンピュータから送られ
てくる印刷データを通信処理部１４にて受け取り、これをプリントエンジン１０により印
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刷したりすることができる。また、この画像処理装置は、スキャンエンジン１２で読み取
った原稿の画像をプリントエンジン１０で印刷することにより、原稿のコピーを行うこと
もできる。ＵＩ（ユーザインタフェース）部１６は、画像処理装置の操作のためのユーザ
インタフェースを提供する機構であり、液晶タッチパネル等の表示画面やキーボードやス
タートボタンなどの入力デバイスを備える。制御部１８は、画像処理装置を構成する各ユ
ニット１０～２４を制御する制御機構である。
【００２４】
　画像処理部２０は、スキャンエンジン１２により読み取られた画像や、プリントエンジ
ン１０に印刷させる画像に対して、画像処理を施す機構である。画像処理部２０が行う画
像処理には、まずスキャン／プリント／コピー／ファクシミリ送信などといった処理モー
ド別に、そのモードに適した画質を実現するための画像処理がある。また、文字原稿又は
写真原稿又は文字／写真原稿（文字と写真の混在原稿）などといった原稿の画像種別ごと
の適切な画像処理もある。また、新聞や雑誌など、用紙の地色に応じた画像処理も考えら
れる。また、濃度やシャープネス（鮮鋭度）、コントラストのような画質パラメータを調
整する画像処理もある。また、連続調画像に対する画像処理としては、階調補正カーブを
用いた階調補正もよく知られている。また、スキャン画像に対する画像処理としては、原
稿の下地（画像が印刷されていない部分）の濃度成分を除去する下地除去等も知られてい
る。原稿画像に対して施される画像処理は、このような各種の画像処理のうちの１つ乃至
複数の組み合わせである。画像処理部２０は、このような各種画像処理を行うための、ハ
ードウエア回路、又はソフトウエアとプロセッサの組み合わせ、又はデジタル・シグナル
・プロセッサ（或いはそれらのうち２以上の組み合わせ）を備える。
【００２５】
　画像処理部２０が実行する画像処理の内容は、例えば、ユーザが指示した処理モードや
画質パラメータの組み合わせに基づき決定される。また、文字原稿又は写真原稿に適した
画像処理のように、原稿画像の解析結果から、画像処理の内容又はその一部が決定される
場合もある。このように、原稿画像に対して施す画像処理の内容を決定する条件のことを
「画像処理条件」と呼ぶこととする。１つの原稿画像に対する画像処理条件は、処理モー
ドや各種画質パラメータの値、画像解析結果などといった個別の条件の組み合わせである
。
【００２６】
　画像処理部２０が行う画像処理自体は従来公知の技術である。画像処理装置が上に例示
したもの以外の画像処理を行うこともできる。また、上に例示した画像処理の全てが実行
できる必要もない。
【００２７】
　本実施形態の画像処理装置は、過去にユーザが使用した画像処理条件を保存しておき、
それを再利用する機能を備える。処理条件履歴記憶部２４は、そのような過去に使用され
た画像処理条件を記憶する手段である。上述の従来の「コマンド履歴」機能では、過去に
使用された画像処理条件を、その画像処理条件に従って処理した原稿画像データと共に保
存していた。これに対し本実施形態では、原稿画像に対する画像処理と同じ画像処理を、
あらかじめ用意された基本電子画像データに対して施し、その基本電子画像の画像処理結
果を、その時用いた画像処理条件と共に履歴として保存する。基本電子画像データは、基
本電子画像記憶部２２に記憶されている。
【００２８】
　基本電子画像データとしては、画像処理の効果が把握しやすいものを用いることが重要
である。画像に含まれるオブジェクトには、文字や線画、グラフィクス、写真など様々な
画像種類のものがあるので、基本電子画像データには、それら各画像種類のオブジェクト
を含んだものが好ましい。
【００２９】
　図２に、基本電子画像１００の一例を模式的に示す。この基本電子画像１００は、文字
オブジェクト１０２，線格子オブジェクト１０４，同心円オブジェクト１０６，写真オブ
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ジェクト１０８，背景文字オブジェクト１１０，カラー階調パターンオブジェクト１１２
，及び白黒階調パターンオブジェクト１１４を含んでいる。線格子オブジェクト１０４は
、線幅の異なる複数の水平線、垂直線を配列したものであり、線幅の再現性やエッジの鋭
さ、コントラストなどをチェックするために用いられる。同心円オブジェクト１０６は、
線幅の異なる複数の円を同心円状に配置したものであり、曲線における線幅の再現性や安
定性、エッジの鋭さなどのチェックに用いることができる。写真オブジェクト１０８は、
例えばカラーの写真画像であり、写真等の連続階調画像における階調再現性などのチェッ
クのために用いられる。背景文字オブジェクト１１０は、濃度のある背景上に文字を配置
したオブジェクトである。例えば新聞のように背景にある程度の濃度がある原稿における
文字が、画像処理によりどのように見えるかを検査するためのものである。カラー階調パ
ターンオブジェクト１１２は、シアン、マゼンタ、イエロー、赤、緑、青などのように、
印刷やスキャン画像で重要な各色の連続階調パターンを配列したものであり、階調再現性
の確認などに用いられる。白黒階調パターンオブジェクト１１４は、黒の濃度が異なるパ
ッチが配列されたものであり、白黒の階調再現性の確認などに用いられる。
【００３０】
　図２に例示した基本電子画像１００はあくまで一例に過ぎない。基本電子画像は、上に
例示した全てのオブジェクトを含んでいる必要はなく、また例示したもの以外のオブジェ
クトを含んでいてもよい。例えば、エッジの鮮鋭度が異なる複数のパターンを含んだオブ
ジェクトを基本電子画像１００に組み込むことで、画像処理による鮮鋭度の変化をユーザ
が把握できるようにしてもよい。また、同一の画像内容を複数の異なる線数の網点で表現
した網点画像を基本電子画像１００に組み込めば、各線数に対する画像処理条件の影響を
判別することもできる。
【００３１】
　また、基本電子画像は、複数ページに分かれていてもよい。また、複数の基本電子画像
を用意しておき、使用するものをユーザが選択できるようにしてもよい。例えば、コピー
用／スキャン用、文字画像用／写真画像用など、処理モードや対象画像種類などによる用
途毎に基本電子画像を用意しておき、これらの中からユーザが選択するなどである。
【００３２】
　処理条件履歴記憶部２４には、図３に示すように、過去に使用された画像処理条件３４
とこの条件で基本電子画像を画像処理して得られた処理後基本電子画像３２のペアが、時
系列順に記憶される。１つのペアのことを処理条件履歴情報３０と呼ぶこととする。なお
、画像処理条件３４において、「下地除去」の値は、下地として除去する濃度の上限値を
示し、「User LUT」は階調補正カーブのルック・アップ・テーブルを示している。
【００３３】
　制御部１８が実行する制御プログラムは、処理条件履歴の再利用が指示された場合、処
理条件履歴記憶部２４に記憶された処理条件履歴情報を読み出し、ユーザに提示する。以
下、この処理条件履歴の再利用を含む画像処理装置のジョブ処理の手順を、図４を参照し
て説明する。
【００３４】
　画像処理装置のＵＩ部１６が提供するメニュー画面には、処理条件履歴の利用を指示す
るためのメニュー項目が表示され、ユーザはそのメニュー項目を選択することができる（
Ｓ１）。なお、リモートのＰＣ（パーソナルコンピュータ）から画像処理装置に対してプ
リントの指示を行う場合は、そのＰＣのプリンタドライバに処理条件履歴の利用の要否を
問い合わせるユーザインタフェース画面を表示させ、ユーザの選択を受け付けるようにす
ればよい。
【００３５】
　処理条件履歴の利用が選択されなかった場合、画像処理装置のローカルのＵＩ部１６か
らなら、必要に応じ、処理モード（コピー、スキャン、ファクシミリ送信）の切り換えを
行うこともできる（Ｓ２）。なお、ホストコンピュータから画像処理装置に対してプリン
トやファクシミリ送信等の処理を指示することもでき、この場合、画像処理装置は、ホス
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トコンピュータから送られてくるジョブデータの中に含まれる処理モードの情報から、ユ
ーザが選択した処理モードを判定する。処理モードが決定されると、ユーザは、ＵＩ部１
６のメニュー画面からのメニュー選択により、濃度やコントラスト、文字／写真等の原稿
画像種別、などといった画質パラメータの調整・選択用の画面を呼び出し、各画質パラメ
ータを必要に応じデフォルト値から変更することができる（Ｓ３）。ユーザが変更しなか
ったパラメータは、デフォルト値のままとなる。ここで、原稿種別を自動判定するモード
に設定されていれば、制御部１８は、文字と写真などのように原稿画像種別の自動判別を
行い、その判別結果に従い、対応する画質パラメータを自動設定することもできる。なお
、ユーザが画質パラメータについて変更を加えない場合などには、ステップＳ３の処理は
行われない。
【００３６】
　以上のようにして、処理モード及び画質パラメータなどの個別条件のセットである画像
処理条件が決定され、スタートボタン押下などにより処理の開始が指示されると、制御部
１８は、画像処理部２０にその画像処理条件で原稿画像を画像処理させる（Ｓ４）。なお
、スタートボタン押下が処理開始のトリガとなるのは、コピー、スキャン、又はファクシ
ミリ送信の場合である。この場合、スタートボタン押下に応じ、プラテン又は自動原稿送
り装置（図示省略）にセットされた原稿がスキャンエンジン１２により読み取られ、その
結果得られた原稿画像に対して画像処理が施される。プリントの場合は、ホストコンピュ
ータから送られてきたジョブデータを処理する順番が来た時に、そのジョブデータが示す
画像に対し、ジョブデータ中の属性情報に示された画像処理条件と画像処理装置内で決定
される画像処理条件（もしあれば）とに従って画像処理を施すことになる。そして、画像
処理部２０で処理された画像が、処理モードに応じた出力先に出力される（Ｓ５）。例え
ば、プリントモードやコピーモードの場合は、処理された原稿画像はプリントエンジン１
０に送られ、用紙に印刷される。スキャンモードの場合は、処理された原稿画像は、画像
処理装置内の記憶装置に保存されるか、或いはユーザが指定した送信先に通信処理部１４
を介して送信される。ファクシミリ送信モードの場合は、図示省略したファクシミリ送信
装置を介して宛先ファクシミリ番号に対して送信される。
【００３７】
　また、本実施形態の画像処理装置は、ステップＳ２及びＳ３で決定された画像処理条件
に応じてステップＳ４で原稿画像に対して施された画像処理と同じ画像処理を、基本電子
画像に対して施す（Ｓ６）。そして、その画像処理が施された処理後基本電子画像と、そ
の画像処理条件とのペアを、新たな処理条件履歴として処理条件履歴記憶部２４に登録す
る（Ｓ７）。これにより、その時の処理条件履歴が後で再利用できるようになる。
【００３８】
　ここで、処理後基本電子画像に対して画像圧縮を施した上で処理条件履歴記憶部２４に
登録するようにすれば、画像処理装置の記憶容量が節約できる。この場合に用いる画像圧
縮は、可逆（ロスレス）圧縮が望ましい。なお、このように処理後基本電子画像を圧縮し
て保存する場合には、基本電子画像としては、使用する圧縮方式での圧縮率が良好となる
ものを採用する。圧縮率は、同種の画像オブジェクトを近接配置するなどにより向上させ
ることができる。
【００３９】
　また、処理後基本電子画像のサムネイル（縮小画像）を生成し、これを処理条件履歴の
一項目として保存してもよい。サムネイルは、画像処理装置のＵＩ部１６の表示画面に処
理後基本電子画像を表示する際に用いることができる。これに対し、縮小しない処理後基
本電子画像は、用紙に印刷したり、データとして出力したりする場合に用いることができ
る。ユーザは、表示又は出力された処理後基本電子画像から、画像処理条件の効果を把握
することができる、なお、処理後基本電子画像をＵＩ部１６の表示画面に表示するだけで
、印刷出力しない装置構成を採用した場合、サムネイル画像のみを処理条件履歴に保存す
ればよく、元の高解像度の処理後基本電子画像は保存しなくてよい。なお、処理条件履歴
には、その処理が実行された日時や、その処理を指示したユーザのユーザ名などの属性情
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報を併せて登録してもよい。なお、処理後基本電子画像のサムネイル表示のためには、基
本電子画像としては、縮小処理により画像情報の欠落やモアレ発生などといった、画像品
質判別の妨げとなるような欠陥が生じないようにあらかじめ考慮して作成したものを用い
る。
【００４０】
　また、ステップＳ２及びＳ３で決定された今回の画像処理条件と、処理条件履歴記憶部
２４に既に登録されている過去の各処理条件履歴の画像処理条件とを比較し、今回の画像
処理条件と同じものが過去の処理条件履歴にある場合には、ステップＳ６を取りやめるよ
うに制御してもよい。この場合、今回の条件と一致する条件を持つ過去の処理条件履歴の
データの時系列順、日付、ユーザ名等を変えることで、今回の処理条件履歴として流用す
るようにしてもよい。これにより、ステップＳ６における画像処理の手間を低減できる。
また、同じ画像処理条件の履歴を複数保存しなくて済むので、処理条件履歴記憶部２４の
容量を節約できる。なお、今回と過去の画像処理条件を比較する代わりに、今回の条件で
処理した処理後基本電子画像と、過去の各処理条件履歴の処理後基本電子画像とを画像比
較し、類似度が所定値以上のものが過去の処理条件履歴が見つかれば、これを今回の履歴
として流用するという制御を行ってもよい。また、処理後基本電子画像をＵＩ部１６の表
示画面上に提示するだけで印刷出力は行わない場合、今回と過去の画像の比較は、処理後
基本電子画像のサムネイル同士で行えばよい。
【００４１】
　なお、処理条件履歴記憶部２４に新たな処理条件履歴を保存する際、該記憶部２４の記
憶容量が足りなくなった場合には、制御部１８が、例えば、キャッシュメモリの管理と同
様、既に記憶部２４に保存されている処理条件履歴を古い順に必要な数だけ削除すればよ
い。古い履歴の削除は、定期的に行ってもよい。古い順に必要な数だけ削除する代わりに
、削除処理の時点よりも所定時間以上古い時刻に登録された処理条件履歴は一括して削除
するようにしてもよい。また、各ユーザや処理モードなどに対応づけて削除優先度を割り
当てておき、処理条件履歴に対応する処理を指示したユーザや処理モードに対応する削除
優先度と、その処理条件履歴の古さと削除優先度を総合して評価値を求め、評価値の順に
削除するようにしてもよい。また、削除優先度のみから削除の順位付けを行ってもよい。
また、削除して欲しくない処理条件履歴を当該画像処理装置の管理者又は一般ユーザがＵ
Ｉ部１６等から指定できるようにし、そのような指定がなされているものは、古くなって
も削除しないように制御することもできる。
【００４２】
　ステップＳ６及びＳ７の処理を実行するタイミングは、原稿画像に対する画像処理条件
が確定した後であれば、いつ実行してもよい。例えば、原稿画像に対する画像処理の前に
実行してもよく、後に実行してもよく、また同時並行的に実行してもよい。好適には、原
稿画像に対する画像処理が完了した後、画像処理装置がジョブ処理を行わなくてよいとき
（例えばジョブ実行指示が一定期間来ずにアイドル状態に移行した時など）に実行すれば
よい。このためには、原稿に対して適用した画像処理条件を時系列順に記憶しておき、ア
イドル状態に移行した時に、それら記憶した各画像処理条件を用いて基本電子画像に対し
て画像処理を施せばよい。
【００４３】
　なお、処理条件履歴を保存するか否かをユーザがＵＩ部１６のメニュー画面等から選択
できるようにすることもできる。処理条件履歴を保存しないことが選択された場合は、Ｓ
６及びＳ７の処理は行われない。
【００４４】
　また、基本電子画像が用途などの区別により複数用意されている場合、どの基本電子画
像を用いるかをユーザに選択させることも可能である。この選択は、ステップＳ２とステ
ップＳ６の間のいずれかのタイミングで、実行されればよい。例えば、処理条件履歴を保
存するか否かの選択においてユーザが保存する旨を選択した場合に、基本電子画像のリス
トをユーザに提示し、その中から１つ以上の基本電子画像をユーザに選択させる。基本電
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子画像が、処理モード別に用意されている場合は、ステップＳ２で選択された処理モード
に該当する基本電子画像群だけが選択肢としてユーザに提示される。なお、複数の基本電
子画像が選択された場合は、ステップＳ６ではそれら複数の基本電子画像に対して画像処
理が施され、その結果得られた複数の処理後基本電子画像が、その時用いた画像処理条件
と対応づけて処理条件履歴記憶部２４に登録される。
【００４５】
　以上が、ステップＳ１で過去の処理条件履歴を再利用しないと判定された場合の処理の
流れである。再利用すると判定された場合は、制御部１８は、処理条件履歴記憶部２４に
保持されている処理条件履歴の情報をユーザに提示し、再利用する履歴の選択のためのユ
ーザインタフェースをユーザに提供する（Ｓ８）。このユーザインタフェースのための表
示画面２００の一例を図５に示す。
【００４６】
　図５に例示する表示画面２００には、処理条件履歴情報が１つずつ表示される。１つの
処理条件履歴の表示情報には、処理後基本電子画像のサムネイル画像２１０と、その画像
に対して適用された画像処理条件を構成する個別条件のリスト２２０が表示される。リス
ト２２０に示された各個別条件の値は、キーボードなどの入力や、プルダウンリストなど
による選択などにより、その値を変更することもできる（Ｓ３）。階調補正カーブについ
ては、「変更」ボタンを押すことで、階調補正カーブの設定・変更用のユーザインタフェ
ース画面（これは従来と同様のものでよい）を呼びだし、その画面上で階調補正カーブを
変更することができる。また、表示画面２００に示された処理後基本電子画像の画質を更
に詳しく検討したい場合、ユーザは、ボタン２３２を指でタッチするなどの操作で、当該
処理条件履歴の処理後基本電子画像を画像処理装置に印刷出力させることもできる。また
、比較のために、ボタン２３４が押下されると、画像処理装置が、画像処理を施していな
いオリジナルの基本電子画像を印刷出力するようにしてもよい。また、図示は省略したが
、オリジナルの基本電子画像のサムネイルを、処理後基本電子画像のサムネイル画像２１
０と並べて、或いは切り換えて、表示画面２００に表示できるようにしてもよい。また、
処理後基本電子画像の生データがあれば、サムネイル画像２１０の表示倍率を適宜変更す
ることもでき、ユーザは画像処理の効果を細部にわたって検証できる。また、選択された
表示倍率での処理後基本電子画像がサムネイル画像２１０の表示領域より大きい場合は、
その表示領域に応じたサイズの部分のみを表示し、表示する部分をスクロールできるよう
にすればよい。
【００４７】
　ユーザは、サムネイル画像２１０や印刷出力した処理後基本電子画像などに基づき、表
示画面２００に表示された画像処理条件が自分の使用したいものであると判断した場合、
或いは、表示された画像処理条件のリスト２１０の個別の項目に変更を加えて所望の画像
処理条件が得られた場合、ＯＫボタン２５０を押下するなどにより、その画像処理条件を
選択する旨の意思表示を行う。制御部１８は、選択された画像処理条件を記憶し、ジョブ
を実行する際にはその画像処理条件を適用する。なお、表示画面２００に表示された処理
条件履歴がユーザの望むものでない場合、ユーザは、「戻る」ボタン２４２又は「次へ」
ボタン２４４を押下することで、１つ前の、又は１つ後の処理条件履歴を表示画面２００
に表示させて検討を行うことができる（Ｓ９）。
【００４８】
　なお、図５に例示したユーザインタフェース画面はあくまで一例である。処理後基本電
子画像のサムネイル画像２１０を表示しない画面を用いてもよい。この場合、ユーザは、
印刷した処理後基本電子画像から画像処理条件の適否を判断する。また、処理後基本電子
画像の印刷を行わない構成の場合は、印刷のためのボタン２３２及び２３４は不要である
。
【００４９】
　また、処理条件履歴記憶部２４に登録された処理条件履歴のリストをＵＩ部１６に表示
させ、その中からユーザが所望のものを選択すると、その処理条件履歴の情報を表示した
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表示画面２００が表示されるようにしてもよい。
【００５０】
　以上のようにして過去の処理条件履歴の中から利用するものを選択したり（Ｓ９）、選
択した条件に対して所望の変更を加えたり（Ｓ３）した後は、ステップＳ４及びＳ５で原
稿画像にその選択された条件（変更された場合にはその変更結果の条件）に応じた画像処
理を施し、出力する。なお、このように処理条件履歴を再利用した場合において、再利用
した履歴の画像処理条件に対してユーザから変更が加えられなかった場合には、過去の処
理条件履歴の情報をそのまま流用できるので、ステップＳ６及びＳ７の処理をスキップし
、再利用した処理条件履歴の日時、時系列順序等の情報のみを変更すればよい。また、選
択された処理条件履歴の画像処理条件に対してユーザが変更を加えた場合は、ステップＳ
６及びＳ７は実行される。
【００５１】
　以上の手順では、処理条件履歴の利用の有無をユーザが選択（Ｓ１）してから処理モー
ドの切り換え（Ｓ２（及びＳ３の画質パラメータの調整）の処理を行ったが、ステップＳ
１と、ステップＳ２（及びＳ３）との実行順序は逆でもよい。処理モードの選択（Ｓ２）
が、処理条件履歴の利用の有無の選択よりも先に行われる場合は、ステップＳ８、Ｓ９で
は、選択された処理モードに該当する処理条件履歴のみが選択肢として提供されるように
制御することも好適である。
【００５２】
　以上説明した本実施形態の画像処理装置によれば、ユーザが処理の対象として入力した
原稿画像データではなく、あらかじめ用意された素性の分かっている基本電子画像データ
に対する画像処理結果（処理後基本電子画像）が画像処理条件と対応づけて保存される。
したがって、過去に用いた画像処理条件の再利用するかどうかをユーザが判断する場合、
ユーザは処理前の元の画像の品質の影響に特別な考慮を払うことなく、処理後基本電子画
像の画質から、その画像処理条件の効果を知ることができる。
【００５３】
　以上に説明した実施形態はあくまで一例に過ぎず、本発明の範囲内で様々な変形が可能
である。
【００５４】
　例えば、基本電子画像データを記憶する基本電子画像記憶部２２を画像処理装置内に設
ける代わりに、画像処理装置からアクセス可能なネットワーク（有線、無線などの方式は
問わない）上に設け、画像処理装置が必要に応じネットワークを経由して基本電子画像を
取得し利用するようにしてもよい。同様に、処理条件履歴記憶部２４をネットワーク上に
設け、画像処理装置は必要に応じネットワークを介して処理条件履歴記憶部２４から処理
条件履歴を取得したり、処理条件履歴を登録したりするようにしてもよい。
【００５５】
　また、ステップＳ６では、基本電子画像に対して画像処理条件を構成する各個別条件に
応じた画像処理を全て実行するようにしてもよいが、この代わりに、個別条件のうちデフ
ォルト値のままの条件に対応する画像処理は行わず、デフォルト値以外に変更した条件に
ついてのみ、これに対応する画像処理を行うようにしてもよい。ソフトウエアによる画像
処理の場合、このように一部の画像処理をスキップすることで、画像処理に要する時間や
計算コストを低減することができる。
【００５６】
　また、基本電子画像１００をカスタマイズする機能を画像処理装置に持たせてもよい。
例えば、濃度を薄めにして印刷することが多いユーザの場合、低濃度の階調再現性が重要
になるので、白黒階調パターンオブジェクト１１４としては、低濃度領域に対して相対的
に多くの段階数を割り当てたものを用いることが望ましい。そこで、カラー階調パターン
オブジェクト１１２や白黒階調パターンオブジェクト１１４の階調パターンを変更するユ
ーザインタフェース画面を提供し、その画面を用いて変更された階調パターンを含む基本
電子画像を、新たに基本電子画像記憶部２２に登録するようにしてもよい。また、基本電
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子画像１００を構成する各画像種類のオブジェクト１０２～１１４の中から、ユーザが必
要とするものを選択させ、それら選択されたオブジェクトから基本電子画像を構成して登
録するようにしてもよい。
【００５７】
　また、よく使われると予想される画像処理条件に対応する処理後基本電子画像をあらか
じめ作成し、これを画像処理条件と対応づけて保存して再利用できるようにすることも好
適である。例えば、処理モードのみを指定して画質パラメータはデフォルトのまま、とい
った画像処理条件や、文字、写真、文字／写真などの画像種別のみ指定し、画質パラメー
タはデフォルトのままといった画像処理条件などは、よく利用されると考えられるので、
このような画像処理条件で基本電子画像を処理した処理結果をあらかじめ作成し、画像処
理装置に登録しておいてもよい。このようによく使われる画像処理条件とそれに対応する
処理後基本電子画像は、処理条件履歴記憶部２４に削除不可状態で登録しておいてもよい
し、「履歴」とは別に管理してもよい。
【００５８】
　また、濃度調整などといったある種の画像処理については、その処理のためのパラメー
タ（濃度値など）を明示的に保存しておかなくても、処理後基本電子画像からそれを逆算
して求めることができる。したがって、この種の画像処理については、パラメータ値等の
個別条件を処理条件履歴に保存しなくてもよい場合がある。
【００５９】
　また、画像処理装置が、画像処理条件の情報を、処理後基本電子画像中に埋め込む用に
することも好適である。画像処理条件の情報は、ユーザが読んで分かるような情報（例え
ばテキスト情報）として、例えば処理後基本電子画像の外周のマージン部分など、画像内
用の邪魔にならない領域に埋め込めばよい。この場合、多少の画像処理では人間に読めな
くなることはないと考えられるので、画像処理条件をオリジナルの基本電子画像の一部に
埋め込み、これに対してその画像処理条件に応じた画像処理を施して処理後基本電子画像
を得てもよい。
【００６０】
　また、画像処理条件を、機械読み取り用のコード情報（例えばバーコード）として処理
後基本電子画像に埋め込んでもよい。
【００６１】
　また、画像処理条件が埋め込まれた処理後基本電子画像の印刷結果をスキャンエンジン
１２により読み取り、制御部１８（又は専用の解析エンジン）がその読取画像中の埋め込
みコード情報を解析して画像処理条件を求め、その画像処理条件を利用して画像処理を行
うようにすることもできる。
【００６２】
　また、処理後基本電子画像やオリジナルの基本電子画像のデータをネットワーク経由で
出力したり、ＣＤ－Ｒ等の記録メディアに書き込んだりする機能を画像処理装置に持たせ
てもよい。ユーザは、その基本電子画像のデータを自分のＰＣ等で表示することで、画像
処理条件の効果を見極めることができる。
【００６３】
　また、以上の例では、画像処理条件とその適用結果の処理後基本電子画像のペアを、時
系列順の「履歴」として保存・管理したが、これは必須のことではない。
【００６４】
　また、以上では、プリンタ、スキャナ、コピー機、及びファクシミリ装置機能を併せ持
つ画像処理装置に本発明を適用した例を示したが、これに限らず、プリンタ単体やスキャ
ナ単体、或いはコピー機などといった、より機能の少ない画像処理装置に対しても、本発
明は適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】実施形態の画像処理装置の構成を示す図である。
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【図２】基本電子画像の一例を示す図である。
【図３】処理条件履歴記憶部に記憶された処理条件履歴情報を説明するための図である。
【図４】実施形態の画像処理装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】処理条件履歴の選択のためのユーザインタフェース画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　プリントエンジン、１２　スキャンエンジン、１４　通信処理部、１６　ＵＩ部
、１８　制御部、２０　画像処理部、２２　基本電子画像記憶部、２４　処理条件履歴記
憶部。

【図１】 【図４】
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【図２】
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【図３】
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【図５】
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