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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報が記入された本文領域と、前記情報が記入された本文領域を含む対象画像を表す対
象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と、を
含む原稿を光学的に読み取ることによって生成された元画像データを解析することによっ
て、前記対象画像データが保存されるべき保存先を特定する保存先特定部と、
　前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す前記対象画像データを
、前記特定された保存先に供給する対象画像データ供給部と、
　を備え、
　前記保存先特定部は、
　　ユーザを識別するためのユーザ識別情報を取得し、
　　前記特定された保存先がネットワークに接続された特定のサーバを示す場合に、前記
特定のサーバ上の、前記ユーザ識別情報によって特定されるユーザに割り当てられた保存
先である個人保存先を特定し、
　前記対象画像データ供給部は、前記対象画像データを、前記ネットワークを介して前記
特定のサーバ上の前記個人保存先に供給する、画像処理装置。
【請求項２】
　情報が記入された本文領域と、前記情報が記入された本文領域を含む対象画像を表す対
象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と、を
含む原稿を光学的に読み取ることによって生成された元画像データを解析することによっ
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て、前記対象画像データが保存されるべき保存先を特定する保存先特定部と、
　前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す前記対象画像データを
、前記特定された保存先に供給する対象画像データ供給部と、
　を備え、
　前記保存先特定領域は、複数の保存先を表す複数の保存先画像を含み、前記対象画像デ
ータが保存されるべき１つの保存先に対応付けられた保存先画像を前記複数の保存先画像
の中から特定するための情報が記入するための領域であり、
　前記保存先特定部は、前記元画像データを解析することによって、前記保存先特定領域
に記入された情報によって特定される前記１つの保存先を、特定する、画像処理装置。
【請求項３】
　画像処理装置あって、
　情報が記入された本文領域と、前記情報が記入された本文領域を含む対象画像を表す対
象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と、を
含む原稿を光学的に読み取ることによって生成された元画像データを解析することによっ
て、前記対象画像データが保存されるべき保存先を特定する保存先特定部と、
　前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す前記対象画像データを
、前記特定された保存先に供給する対象画像データ供給部と、
　を備え、
　前記原稿は、さらに、前記対象画像データに関連付けるべきキーワードを複数のキーワ
ードの中から特定するための情報が記入されたキーワード領域を含み、
　前記画像処理装置は、さらに、
　　前記元画像データを解析することによって、前記対象画像データに関連付けるべき前
記キーワードを特定するキーワード特定部と、
　　前記対象画像データに、前記特定されたキーワードを関連付ける関連設定部と、
　を備える、画像処理装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の画像処理装置であって、
　前記対象画像データ供給部は、前記特定された保存先がネットワークに接続されたサー
バを示す場合に、前記対象画像データを、前記ネットワークを介して前記サーバに供給す
る、画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１または３に記載の画像処理装置であって、
　前記保存先特定領域は、ユーザによって１つの保存先を認識可能な画像である単保存先
画像を含む、画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の画像処理装置であって、
　前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す画像データを、前記対
象画像データとして提供する対象画像データ提供部を含む、画像処理装置。
【請求項７】
　情報を記入するための本文領域と、情報が記入された前記本文領域を含む対象画像を表
す対象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と
、を含むテンプレート画像を表すテンプレート画像データを生成するテンプレート画像デ
ータ生成部と、
　前記テンプレート画像データを印刷実行部に供給するテンプレート画像データ供給部と
、
　を備え、
　前記保存先特定領域は、複数の保存先を表す複数の保存先画像を含み、前記対象画像デ
ータが保存されるべき１つの保存先に対応付けられた前記保存先画像を前記複数の保存先
画像の中から特定するための情報を記入するための領域である、画像処理装置。
【請求項８】
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　請求項７に記載の画像処理装置であって、
　前記テンプレート画像データ生成部は、
　　ユーザを識別するためのユーザ識別情報を取得し、
　　前記ユーザ識別情報が第１ユーザを示す場合には、前記第１ユーザに対応付けられた
第１組の複数の保存先を表す前記複数の保存先画像を含む前記保存先特定領域を含む前記
テンプレート画像を表す前記テンプレート画像データを生成し、
　　前記ユーザ識別情報が第２ユーザを示す場合には、前記第２ユーザに対応付けられた
第２組の複数の保存先を表す前記複数の保存先画像を含む前記保存先特定領域を含む前記
テンプレート画像を表す前記テンプレート画像データを生成する、画像処理装置。
【請求項９】
　情報を記入するための本文領域と、情報が記入された前記本文領域を含む対象画像を表
す対象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と
、を含むテンプレート画像を表すテンプレート画像データを生成するテンプレート画像デ
ータ生成部と、
　前記テンプレート画像データを印刷実行部に供給するテンプレート画像データ供給部と
、
　を備え、
　前記テンプレート画像データ生成部は、Ｎ個（Ｎは２以上の整数）の部分画像を含む前
記テンプレート画像であって、前記Ｎ個の部分画像のそれぞれが前記本文領域を含み、前
記Ｎ個の部分画像のうちの１つの前記部分画像が前記保存先特定領域を含む前記テンプレ
ート画像を表す前記テンプレート画像データを生成する、画像処理装置。
【請求項１０】
　情報を記入するための本文領域と、情報が記入された前記本文領域を含む対象画像を表
す対象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と
、を含むテンプレート画像を表すテンプレート画像データを生成するテンプレート画像デ
ータ生成部と、
　前記テンプレート画像データを印刷実行部に供給するテンプレート画像データ供給部と
、
　を備え、
　前記テンプレート画像データ生成部は、前記保存先特定領域と、前記本文領域と、前記
対象画像データに関連付けられるべきキーワードを複数のキーワードの中から特定するた
めの情報を記入するためのキーワード領域と、を含む前記テンプレート画像を表す前記テ
ンプレート画像データを生成する、画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項７ないし１０のいずれかに記載の画像処理装置であって、
　前記テンプレート画像データ生成部は、
　　ユーザの指示に従って、複数の保存先の中から前記対象画像データが保存されるべき
１つの保存先を選択し、
　　前記選択された１つの保存先を示す画像を含む前記保存先特定領域を含む前記テンプ
レート画像を表す前記テンプレート画像データを生成する、画像処理装置。
【請求項１２】
　情報が記入された本文領域と、前記情報が記入された本文領域を含む対象画像を表す対
象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と、を
含む原稿を光学的に読み取ることによって生成された元画像データを解析することによっ
て、前記対象画像データが保存されるべき保存先を特定する保存先特定機能と、
　前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す前記対象画像データを
、前記特定された保存先に供給する対象画像データ供給機能と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
　前記保存先特定機能は、
　　ユーザを識別するためのユーザ識別情報を取得し、
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　　前記特定された保存先がネットワークに接続された特定のサーバを示す場合に、前記
特定のサーバ上の、前記ユーザ識別情報によって特定されるユーザに割り当てられた保存
先である個人保存先を特定し、
　前記対象画像データ供給機能は、前記対象画像データを、前記ネットワークを介して前
記特定のサーバ上の前記個人保存先に供給する、プログラム。
【請求項１３】
　情報が記入された本文領域と、前記情報が記入された本文領域を含む対象画像を表す対
象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と、を
含む原稿を光学的に読み取ることによって生成された元画像データを解析することによっ
て、前記対象画像データが保存されるべき保存先を特定する保存先特定機能と、
　前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す前記対象画像データを
、前記特定された保存先に供給する対象画像データ供給機能と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
　前記保存先特定領域は、複数の保存先を表す複数の保存先画像を含み、前記対象画像デ
ータが保存されるべき１つの保存先に対応付けられた保存先画像を前記複数の保存先画像
の中から特定するための情報が記入するための領域であり、
　前記保存先特定機能は、前記元画像データを解析することによって、前記保存先特定領
域に記入された情報によって特定される前記１つの保存先を、特定する、プログラム。
【請求項１４】
　情報が記入された本文領域と、前記情報が記入された本文領域を含む対象画像を表す対
象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と、を
含む原稿を光学的に読み取ることによって生成された元画像データを解析することによっ
て、前記対象画像データが保存されるべき保存先を特定する保存先特定機能と、
　前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す前記対象画像データを
、前記特定された保存先に供給する対象画像データ供給機能と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
　前記原稿は、さらに、前記対象画像データに関連付けるべきキーワードを複数のキーワ
ードの中から特定するための情報が記入されたキーワード領域を含み、
　前記プログラムは、さらに、
　　前記元画像データを解析することによって、前記対象画像データに関連付けるべき前
記キーワードを特定するキーワード特定機能と、
　　前記対象画像データに、前記特定されたキーワードを関連付ける関連設定機能と、
　を前記コンピュータに実現させる、プログラム。
【請求項１５】
　情報を記入するための本文領域と、情報が記入された前記本文領域を含む対象画像を表
す対象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と
、を含むテンプレート画像を表すテンプレート画像データを生成するテンプレート画像デ
ータ生成機能と、
　前記テンプレート画像データを印刷実行部に供給するテンプレート画像データ供給機能
と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
　前記保存先特定領域は、複数の保存先を表す複数の保存先画像を含み、前記対象画像デ
ータが保存されるべき１つの保存先に対応付けられた前記保存先画像を前記複数の保存先
画像の中から特定するための情報を記入するための領域である、プログラム。
【請求項１６】
　情報を記入するための本文領域と、情報が記入された前記本文領域を含む対象画像を表
す対象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と
、を含むテンプレート画像を表すテンプレート画像データを生成するテンプレート画像デ
ータ生成機能と、
　前記テンプレート画像データを印刷実行部に供給するテンプレート画像データ供給機能
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と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
　前記テンプレート画像データ生成機能は、Ｎ個（Ｎは２以上の整数）の部分画像を含む
前記テンプレート画像であって、前記Ｎ個の部分画像のそれぞれが前記本文領域を含み、
前記Ｎ個の部分画像のうちの１つの前記部分画像が前記保存先特定領域を含む前記テンプ
レート画像を表す前記テンプレート画像データを生成する、プログラム。
【請求項１７】
　情報を記入するための本文領域と、情報が記入された前記本文領域を含む対象画像を表
す対象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定領域と
、を含むテンプレート画像を表すテンプレート画像データを生成するテンプレート画像デ
ータ生成機能と、
　前記テンプレート画像データを印刷実行部に供給するテンプレート画像データ供給機能
と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムであり
　前記テンプレート画像データ生成機能は、前記保存先特定領域と、前記本文領域と、前
記対象画像データに関連付けられるべきキーワードを複数のキーワードの中から特定する
ための情報を記入するためのキーワード領域と、を含む前記テンプレート画像を表す前記
テンプレート画像データを生成する、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿を光学的に読み取ることによって画像データを生成する技術に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　原稿を光学的に読み取ることによって生成される画像データが利用されている。例えば
、管理システムが、画像データに検索キーワードを関連付けて記憶する技術が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２３９６１７号公報
【特許文献２】特開２０１０－１８７０５６号公報
【特許文献３】特開２００９－２３７８９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　原稿を光学的に読み取ることによって生成された画像データは、適宜に加工された後に
、携帯型の記憶装置や、ネットワークに接続されたサーバ等の、種々の装置に保存され得
る。ところが、画像データを保存する場合の利便性の向上に関しては、十分な工夫がなさ
れていないのが実情であった。
【０００５】
　本発明の主な利点は、画像データを保存する場合の利便性を向上できる技術を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
適用例として実現することが可能である。
【０００７】
［適用例１］情報が記入された本文領域と、前記情報が記入された本文領域を含む対象画
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像を表す対象画像データが保存されるべき保存先を特定するための情報を表す保存先特定
領域と、を含む原稿を光学的に読み取ることによって生成された元画像データを解析する
ことによって、前記対象画像データが保存されるべき保存先を特定する保存先特定部と、
前記元画像データによって表される画像の少なくとも一部を表す前記対象画像データを、
前記特定された保存先に供給する対象画像データ供給部と、を備える、画像処理装置。
　この構成によれば、原稿に、保存先を特定するための情報が含まれているので、元画像
データを解析することによって、意図された保存先に対象画像データを供給できる
【０００８】
　なお、本発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、画像処理方法およ
び画像処理装置、それらの方法または装置の機能を実現するためのコンピュータプログラ
ム、そのコンピュータプログラムを記録した記録媒体（例えば、一時的ではない記録媒体
）、等の形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】原稿保存システム１０００の構成を示すブロック図である。
【図２】テンプレート画像データ生成処理のフローチャートである。
【図３】キーワードの候補の決定のフローチャートである。
【図４】認証データベース２４４の一例を示す概略図である。
【図５】テンプレート画像ＴＩの一例を示す図である。
【図６】メモシートＭＳの使用態様を説明する図である。
【図７】分割ドキュメント生成処理のフローチャートである。
【図８】保存先の特定のフローチャートである。
【図９】分割ドキュメント生成処理の説明図である。
【図１０】分割ドキュメント生成処理の説明図である。
【図１１】管理テーブルＭＴの一例を示す図である。
【図１２】領域画像データ生成処理のフローチャートである。
【図１３】ＰＤＦファイルの生成について説明する図である。
【図１４】管理テーブルの別の例を示す概略図である。
【図１５】キーワード領域の別の実施例の概略図である。
【図１６】保存先特定領域の別の実施例の概略図である。
【図１７】テンプレート画像データ生成処理の別の実施例のフローチャートである。
【図１８】保存先の候補の決定のフローチャートである。
【図１９】保存先特定領域の例の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
Ａ．第１実施例：
Ａ－１．原稿保存システム１０００の構成：
　図１は、原稿保存システム１０００の構成を示すブロック図である。原稿保存システム
１０００は、画像処理サーバ２００と、複合機３００と、パーソナルコンピュータ４００
と、格納サーバ５００、５２０、５３０とを備えている。複合機３００とパーソナルコン
ピュータ４００は、同じユーザによって利用され、ＬＡＮ６００を介して、通信可能に接
続されている。複合機３００とパーソナルコンピュータ４００とは、ＬＡＮ６００を介し
て、インターネット７００に接続されている。画像処理サーバ２００と、格納サーバ５０
０、５２０、５３０とは、それぞれ、インターネット７００に接続されている。
【００１１】
　複合機３００は、複合機３００全体を制御するＣＰＵ３１０と、ＲＡＭなどの揮発性記
憶装置３３０と、フラッシュメモリなどの不揮発性記憶装置３４０と、外部機器（ネット
ワークを介して接続される機器、ＵＳＢメモリなどの外部記憶装置など）と接続するため
の通信部３２０と、各種のボタンを含む操作部３５０と、液晶パネルなどの表示部３６０
と、インクジェット式またはレーザ式のプリンタエンジンである印刷実行部３７０と、画



(7) JP 5983099 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

像読取部３８０と、携帯型の記憶装置を着脱するためのインタフェースであるメディアカ
ードインタフェース３９０と、を備えている。
【００１２】
　画像読取部３８０は、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの複数の光電変換素子が一列に並んで配置
された構造を備える一次元イメージセンサを用いて、原稿を光学的に読み取ることによっ
て、原稿画像データ（スキャンデータ、または、元画像データとも呼ぶ）を生成するスキ
ャナである。画像読取部３８０は、例えば、自動搬送機構を備え、複数枚の原稿を順次に
読み取って、複数個の原稿画像データを自動的に生成することができる。
【００１３】
　不揮発性記憶装置３４０には、コンピュータプログラム３４１が格納されている。コン
ピュータプログラム２４１は、ＣＤ－ＲＯＭなどに記録された形態で提供され得る。ＣＰ
Ｕ３１０は、プログラム２４１を実行することにより、複合機３００の全体を制御する装
置制御部３１２として機能する。装置制御部３１２は、テンプレート画像取得部３１４（
以下、「テンプレート取得部３１４」とも呼ぶ）と、原稿画像送信部３１６と、を備える
。これらの各機能部が実行する処理については後述する。
【００１４】
　画像処理サーバ２００は、ＣＰＵ２１０と、ＲＡＭなどの揮発性記憶装置２３０と、ハ
ードディスクなどの不揮発性記憶装置２４０と、インターネット７００に接続するための
インタフェースを含む通信部２２０と、を備えている。不揮発性記憶装置２４０には、コ
ンピュータプログラム２４１と、認証データベース２４４と、アカウントデータベース２
４６とが格納されている。コンピュータプログラム２４１は、ＣＤ－ＲＯＭなどに記録さ
れた形態で提供され得る。
【００１５】
　ＣＰＵ２１０は、コンピュータプログラム２４１を実行することにより、キーワード取
得部４０と、テンプレート画像データ生成部５０（「テンプレート画像生成部５０」また
は「テンプレート生成部５０」とも呼ぶ）と、テンプレート画像データ供給部６０（「テ
ンプレート供給部６０」とも呼ぶ）と、アカウント処理部７０と、原稿画像処理部１００
として機能する。原稿画像処理部１００は、原稿画像取得部１１０と、画像情報取得部１
２０と、ページ番号取得部１３０と、生成順特定部１４０と、不要条件判断部１５０と、
領域画像生成部１６０と、ファイル生成部１７０と、関連設定部１８０と、ファイル供給
部１９０と、を含んでいる。画像情報取得部１２０は、キーワード特定部１２２と、保存
先特定部１２４とを含んでいる。これらの各機能部が実行する処理については後述する。
【００１６】
　第１格納サーバ５００は、一般的な計算機であり、格納サーバ５００のＣＰＵ５１０は
、サーバプログラム（図示せず）を実行することによって、ユーザが所有するデータを格
納・保存するサービスを提供する。具体的には、後述するように、ユーザは、複合機３０
０と画像処理サーバ２００とを介して、原稿を表す原稿画像データを格納サーバ５００に
格納することができる。第２格納サーバ５２０（ＣＰＵ５２２）と第３格納サーバ５３０
（ＣＰＵ５３２）とも、第１格納サーバ５００と同様に、データを格納・保存するサービ
スを提供する計算機である。
【００１７】
　パーソナルコンピュータ４００のＣＰＵ４１０は、対応するプログラムを実行すること
によって、複合機３００を制御するためのドライバ（図示省略）や、画像処理サーバ２０
０にアクセスするクライアントとして機能する。ユーザは、パーソナルコンピュータ４０
０を用いて、格納サーバ５００、５２０、５３０に格納された原稿画像データにアクセス
することが可能である。
【００１８】
Ａ－２．原稿保存システム１０００の動作：
　画像処理サーバ２００が実行する処理を中心に、原稿保存システム１０００の動作につ
いて説明する。
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【００１９】
Ａ－２－１：テンプレート画像データ生成処理：
　図２は、テンプレート画像データ生成処理のフローチャートである。テンプレート画像
データ生成処理は、メモシートを作成するためのテンプレート画像データを生成する処理
である。テンプレート画像データ生成処理は、テンプレート画像データの生成を要求する
生成要求を、画像処理サーバ２００が受信した場合に、画像処理サーバ２００によって実
行される。生成要求は、複合機３００のユーザによる指示に従って、複合機３００のテン
プレート画像取得部３１４によって、画像処理サーバ２００に対して送信される。ユーザ
の指示は、例えば、複合機３００の印刷実行部３７０にメモシートのテンプレート画像を
印刷させる印刷指示である。
【００２０】
　最初のステップＳ１０５では、複合機３００が、画像処理サーバ２００にログインする
。後述するように、画像処理サーバ２００は、アカウント毎に、種々の情報を管理してい
る。複合機３００は、アカウントを指定してログインすることによって、指定されたアカ
ウントに対応付けられた情報に基づく処理（例えば、テンプレート画像データの生成）を
、画像処理サーバ２００に要求することができる。例えば、複合機３００のテンプレート
画像取得部３１４は、アカウント名（アカウントの識別子）とパスワードとを画像処理サ
ーバ２００に送信する。画像処理サーバ２００のアカウントデータベース２４６は、正当
なアカウント名とパスワードとの組み合わせを格納している。画像処理サーバ２００のア
カウント処理部７０は、受信したアカウント名とパスワードとが、アカウントデータベー
ス２４６に登録されている場合に、ログインを受け付ける。なお、テンプレート画像取得
部３１４は、複合機３００に予め対応付けられたアカウント名とパスワードとを利用する
。この代わりに、テンプレート画像取得部３１４は、操作部３５０を介して入力された情
報に基づいて決まるアカウント名とパスワードとを利用してもよい。
【００２１】
　次のステップＳ１１０にて、複合機３００から生成要求を受信すると、テンプレート画
像生成部５０は、受信された生成要求に含まれる設定情報を取得する（ステップＳ１２０
）。図２に示すように、設定情報は、ユーザによって指定されたレイアウト情報を含んで
いる。レイアウト情報は、後述する割付数ＡＮと、用紙サイズＰＳと、罫線の種類ＬＴと
を含んでいる。用紙サイズＰＳは、テンプレート画像が印刷される予定の用紙のサイズで
あり、Ａ４、Ａ３、Ｂ５、Ｂ４などの一般的に印刷に用いられる用紙サイズのいずれかで
ある。罫線の種類ＬＴは、例えば、レポート用紙の罫線（左右方向の罫線）、方眼紙や原
稿用紙の罫線（マス目状の罫線）などを含んでいる。これらのレイアウト情報の全部また
は一部は、予め定められた固定値であっても良い。設定情報は、レイアウト情報に加えて
、他の情報を含んでいても良い。
【００２２】
　次のステップＳ１２２では、テンプレート生成部５０は、対象画像データの１つの保存
先を、複数の候補の中から、ユーザの指示に従って選択（特定）する。対象画像データは
、画像読取部３８０によって生成された原稿画像データ（元画像データ）を用いて得られ
る画像データである（詳細は後述）。ユーザの指示を取得する方法としては、任意の方法
を採用可能である。例えば、テンプレート生成部５０は、複合機３００に、保存先の複数
の候補を表す情報（候補情報）を送信する。複合機３００のテンプレート画像取得部３１
４は、受信した情報を利用して、保存先の複数の候補を表示部３６０に表示する。図２に
は、表示部３６０に表示される画像の一例が示されている。ユーザは、操作部３５０を操
作することによって、１つの候補を選択できる。テンプレート取得部３１４は、操作部３
５０からの信号を利用して、選択された１つの保存先を特定し、特定した保存先を表す情
報を（保存先選択情報）を、画像処理サーバ２００（テンプレート生成部５０）に送信す
る。なお、テンプレート取得部３１４は、画像処理サーバ２００から候補情報を取得する
代わりに、予め決められた複数の候補を利用してもよい。また、保存先選択情報は、設定
情報に含まれてもよい。
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【００２３】
　次のステップＳ１２３では、テンプレート生成部５０は、特定された保存先に対応付け
られた画像（「保存先画像」と呼ぶ）を表す保存先画像データを準備する。本実施例では
、保存先画像は、ＱＲコード（登録商標）である。保存先画像（ＱＲコード）は、「メデ
ィアカード」、「第１格納サーバ」等の、保存先の名称を表すテキストをコード化するこ
とによって、生成される。なお、テンプレート生成部５０は、保存先の候補毎に予め準備
された保存先画像データから、特定された保存先に対応付けられた保存先画像データを取
得する。各候補の保存先画像データは、不揮発性記憶装置２４０に予め格納されている（
図示省略）。この代わりに、テンプレート生成部５０は、ステップＳ１２３を実行する毎
に、保存先画像データを生成してもよい。
【００２４】
　次のステップＳ１２８では、キーワード取得部４０は、キーワードの候補を決定する。
図３は、キーワードの候補の決定のフローチャートである。最初のステップＳ２１０では
、キーワード取得部４０は、保存先が特定の格納サーバであるか否かを判定する。ステッ
プＳ２１０で判定される「特定の格納サーバ」は、データファイルを、キーワードと関連
付けて、保存する機能を有する格納サーバである。例えば、第１格納サーバ５００のＣＰ
Ｕ５１０は、データファイルをキーワードと関連付けて保存する機能と、ユーザによって
指定されたキーワードを用いてデータファイルを検索する機能と、検索結果をユーザに提
供する機能と、を有している（このようなキーワードは「タグ」とも呼ばれる）。また、
第２格納サーバ５２０のＣＰＵ５２２は、キーワードをフォルダ名として利用し、データ
ファイルを、キーワードによって名付けられるフォルダに、格納する機能を有している。
本実施例では、特定の格納サーバは、第１格納サーバ５００と第２格納サーバ５２０とで
ある。
【００２５】
　保存先が特定の格納サーバとは異なる場合には（Ｓ２１０：Ｎｏ）、次のステップＳ２
６０で、キーワード取得部４０は、所定のキーワード候補を取得して、ステップＳ２５０
に移行する。所定のキーワード候補は、コンピュータプログラム２４１に、予め組み込ま
れている。
【００２６】
　保存先が特定の格納サーバである場合には（Ｓ２１０：Ｙｅｓ）、次のステップＳ２２
０で、キーワード取得部４０は、認証データベース２４４を参照して、認証情報を取得す
る。認証情報は、格納サーバにログインするために要するユーザ識別子とパスワードとを
含んでいる。
【００２７】
　図４は、認証データベース２４４の一例を示す概略図である。図示するように、認証デ
ータベース２４４は、画像処理サーバ２００のアカウント毎に、複数の格納サーバ５００
、５２０、５３０のそれぞれの認証情報を格納している。各認証データは、予め、ユーザ
によって登録されている（例えば、ユーザは、複合機３００を通じて、画像処理サーバ２
００に認証情報を登録できる）。キーワード取得部４０は、図２のステップＳ１０５で受
け入れられたアカウントと、保存先と、の組み合わせに対応付けられた認証情報を、認証
データベース２４４から取得する。
【００２８】
　図３の次のステップＳ２３０では、キーワード取得部４０は、保存先である格納サーバ
に、ステップＳ２２０で取得した認証情報を利用して、ログインする。次のステップＳ２
４０では、キーワード取得部４０は、ログインした格納サーバから、ユーザ識別子に対応
付けられたキーワードを、取得する。取得されるキーワードは、格納サーバに既に登録さ
れているキーワードである（例えば、タグやフォルダ名）。図３には、第１ユーザに対応
付けられたキーワードの例と、第２ユーザに対応付けられたキーワードの例と、が示され
ている。図示するように、複数のユーザが同じキーワードを利用し得、また、複数のユー
ザが、互いに異なるキーワードを利用し得る。このように、一部のキーワードが共通する
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場合にも、第１ユーザに対応付けられた複数のキーワードのセットは、第２ユーザに対応
付けられた複数のキーワードのセットと、異なっている、ということができる。
【００２９】
　次のステップＳ２５０では、キーワード取得部４０は、取得された１以上のキーワード
の中から、ユーザの指示に従ってキーワードの候補を選択する。ユーザの指示を取得する
方法としては、任意の方法を採用可能である。例えば、キーワード取得部４０は、複合機
３００に、キーワードのリストを表す情報を送信する。複合機３００のテンプレート取得
部３１４は、受信した情報を利用して、キーワードのリストを表示部３６０に表示する。
ユーザは、操作部３５０を操作することによって、１以上のキーワードを選択できる（本
実施例では、選択され得るキーワードの総数の最大値は「４」である）。テンプレート取
得部３１４は、操作部３５０からの信号を利用して、選択された１以上のキーワードを特
定し、特定されたキーワードを表す情報を（キーワード選択情報）を、画像処理サーバ２
００（キーワード取得部４０）に送信する。キーワードの候補の選択が完了したことに応
じて、図３の処理は終了する。
【００３０】
　図２のステップＳ１３０では、テンプレート画像生成部５０は、レイアウト情報を含む
設定情報を用いて、テンプレート画像のレイアウト、および、テンプレート画像に配置さ
れる単位画像１０の内容を決定する。ステップＳ１４０では、テンプレート画像生成部５
０は、決定されたレイアウトで、決定された内容を表す単位画像１０が配置されたテンプ
レート画像データを生成する。単位画像１０は、テンプレート画像の部分画像に対応する
。
【００３１】
　図５は、テンプレート画像データによって表されるテンプレート画像ＴＩの一例を示す
図である。図６は、メモシートＭＳの使用態様を説明する図である。図５（Ａ）は、単位
画像１０の一例を示している。図５（Ｂ）は、割付数ＡＮが２である第１種のテンプレー
ト画像ＴＩＡを示し、図５（Ｃ）は、割付数ＡＮが４である第２種のテンプレート画像Ｔ
ＩＢを示している。図６（Ａ）は、第１種のテンプレート画像ＴＩＡが印刷された第１種
のメモシートＭＳＡの使用態様を示し、図６（Ｂ）は、第２種のテンプレート画像ＴＩＢ
が印刷された第２種のメモシートＭＳＢの使用態様を示している。このように、特定種類
のテンプレート画像ＴＩやメモシートＭＳを区別する場合には、符号の末尾にさらにアル
ファベット（例えば、Ａ、Ｂ）を付加する。
【００３２】
　図５（Ｂ）（Ｃ）に示すように、テンプレート画像ＴＩは、割付数ＡＮに対応する個数
（ＡＮ個）の単位画像１０を含む。換言すれば、割付数ＡＮは、テンプレート画像ＴＩを
用紙に印刷してメモシートＭＳを作成した場合に、１枚の用紙（の片面）に印刷される単
位画像１０の数である。第１種のテンプレート画像ＴＩＡは、２個の単位画像１０Ａ、１
０Ｂを含み、第２種のテンプレート画像ＴＩＢは、４個の単位画像１０Ｃ、１０Ｄ、１０
Ｅ、１０Ｆを含む。このように、特定の単位画像１０を区別する場合には、符号の末尾に
さらにアルファベット（例えば、Ａ、Ｂ）を付加する。後述するメモシートＭＳの領域Ｓ
Ａについても同様である。
【００３３】
　なお、テンプレート画像ＴＩが印刷されたメモシートＭＳは、図６に示すように、折り
畳まれた状態で使用される。具体的には、第１種のメモシートＭＳＡ（図６（Ａ））は、
矩形の用紙の２つの長辺のそれぞれの中点ＣＰ１、ＣＰ２を結ぶ線を第１の折り線として
１回折り畳まれた状態で使用される。第２種のメモシートＭＳＢ（図６（Ｂ））は、１回
折り畳まれた状態の用紙の２つの長辺（折り畳まれる前は短辺であった辺）のそれぞれの
中点ＣＰ３、ＣＰ４を結ぶ線を第２の折り線として、さらに、１回折り畳まれた状態で使
用される。メモシートＭＳが上述したように折り畳まれたときの折り線によって、メモシ
ートＭＳの一方の面は、複数の領域ＳＡに区分される。具体的には、第１種のメモシート
ＭＳＡの一方の面は、２個の領域ＳＡＡ、ＳＡＢに区分され（図６（Ａ））、第２種のメ
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モシートＭＳＢは、４個の領域ＳＡＣ、ＳＡＤ、ＳＡＥ、ＳＡＦに区分される（図６（Ｂ
））。
【００３４】
　メモシートＭＳの１個の領域ＳＡは、１ページ分のメモ領域として用いられることが想
定されている。例えば、第１種のメモシートＭＳＡでは、領域ＳＡＡが１ページ目、領域
ＳＡＢが２ページ目のメモ領域として用いられる。第２種のメモシートＭＳＢでは、４個
の領域ＳＡＣ、ＳＡＤ、ＳＡＥ、ＳＡＦが、それぞれ、１～４ページ目のメモ領域として
用いられる。
【００３５】
　単位画像１０は、メモシートＭＳの各領域ＳＡに１個ずつ印刷される。このために、１
個の単位画像１０は、１ページ分のメモ領域として用いられた場合に、便利なように、構
成されている。具体的には、１個の単位画像１０は、図５（Ａ）に示すように、レイアウ
ト情報によって指定された種類の罫線ＲＬを含む罫線領域ＭＡと、罫線領域ＭＡの上方に
隣接するヘッダ領域ＨＡと、罫線領域ＭＡの下方に隣接するフッタ領域ＦＡと、を含む。
罫線領域ＭＡを本文領域ＭＡとも呼び、ヘッダ領域ＨＡとフッタ領域ＦＡとを、罫線領域
ＭＡ（本文領域ＭＡ）の周辺に位置する周辺領域とも呼ぶ。罫線領域ＭＡは、罫線ＲＬを
含むものの、文字、図形、描画などの有意なオブジェクトを有さない、実質的に白紙の領
域である。なお、本文領域ＭＡは、罫線等のない無地領域であってもよい。
【００３６】
　ヘッダ領域ＨＡは、上マーカ１１と、ページ情報領域１２と、タイトル領域１３と、不
要チェックボックス１４と、を含んでいる。上マーカ１１は、例えば、ヘッダ領域ＨＡの
左隅（単位画像１０の左上の隅）に配置され、左右方向に平行な部分と上下方向に平行な
部分とを含む形状（Ｌ字を時計回りに９０度回転させた形状）を有している。ページ情報
領域１２には、テンプレート画像ＴＩ内の単位画像１０のページ番号が記載されている。
タイトル領域１３は、ユーザが単位画像１０ごとにタイトルを記入するための領域である
。不要チェックボックス１４は、ユーザが単位画像１０を保存する必要がない場合に、チ
ェックを記入するための領域である。
【００３７】
　フッタ領域ＦＡは、キーワード領域ＫＡと、下マーカ１７と、を含んでいる。キーワー
ド領域ＫＡは、複数のキーワードをそれぞれ表す複数の文字画像１５と、複数の文字画像
１５（キーワード）にそれぞれ対応する複数のマーク領域１６と、を含んでいる。キーワ
ードの具体的な内容（メモ、議事録、セミナ、アイデアなど）は、図２のステップＳ１２
８で決定されている。マーク領域１６は、複数のキーワードのうちの全部または一部を特
定するために、ユーザによって塗りつぶされる領域である。塗りつぶされたマーク領域１
６に対応するキーワードが、単位画像１０に関連付けられる。下マーカ１７は、例えば、
上マーカ１１を時計回りに１８０度回転させた形状を有している。以上から解るように、
このテンプレート画像ＴＩが印刷されたメモシートＭＳには、罫線領域ＭＡが実質的に白
紙であるにも拘わらず、換言すれば、罫線領域ＭＡの内容が定まっていないにも拘わらず
、関連付けるべきキーワードの候補（文字画像１５）が印刷される、ことになる。
【００３８】
　単位画像１０は、図６を参照して説明したように折り畳まれた状態で、テンプレート画
像ＴＩが印刷されたメモシートＭＳを使用した場合に便利なように、テンプレート画像Ｔ
Ｉ内に配置されている。
【００３９】
　具体的には、図５（Ｂ）に示すように、第１種のテンプレート画像ＴＩＡの２個の単位
画像１０Ａ、１０Ｂは、図６（Ａ）に示す２個の領域ＳＡＡ、ＳＡＢに対応する領域にそ
れぞれ配置される。そして、折り畳まれた状態で使用されるときに想定される上方向（図
６（Ａ）の矢印）と、２個の単位画像１０Ａ、１０Ｂの上方向（図５（Ｂ）の矢印）と、
が一致するように、２個の単位画像１０Ａ、１０Ｂは、第１種のテンプレート画像ＴＩＡ
内に同じ向きに配置されている。
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【００４０】
　また、図５（Ｃ）に示すように、第２種のテンプレート画像ＴＩＢの４個の単位画像１
０Ｃ～１０Ｆは、図６（Ｂ）に示す４個の領域ＳＡＣ～ＳＡＦに対応する領域にそれぞれ
配置される。そして、折り畳まれた状態で使用されるときに想定される上方向（図６（Ｂ
）の矢印）と、４個の単位画像１０Ｃ～１０Ｆの上方向（図５（Ｃ）の矢印）と、が一致
するように、２個の単位画像１０Ｃ、１０Ｆと、２個の単位画像１０Ｄ、１０Ｅとは、第
２種のテンプレート画像ＴＩＢ内に互いに逆向きに配置されている。すなわち、２個の単
位画像１０Ｃ、１０Ｆと、２個の単位画像１０Ｄ、１０Ｅは、上述した第１の折り線に対
応する第２種のテンプレート画像ＴＩＢ内の線を挟んで互いに逆向きである。
【００４１】
　図５（Ｂ）（Ｃ）において、各単位画像１０内に示された数字（「Ｐ－」が頭に付けら
れている）は、テンプレート画像ＴＩ内の各単位画像１０に割り当てられたページ番号を
示している。この数字から解るように、単位画像１０のページ番号は、上述した折り畳ま
れた状態において想定される使用順番に従って割り当てられている。このページ番号は、
上述したように、ページ情報領域１２（図５（Ａ））に示されている。
【００４２】
　さらに、テンプレート画像ＴＩは、図５（Ｂ）（Ｃ）に示すように、１つの保存先特定
領域ＳＳＡを含んでいる。図５（Ｂ）（Ｃ）中では、保存先特定領域ＳＳＡは、テンプレ
ート画像ＴＩの右下の隅に配置されている。保存先特定領域ＳＳＡは、図２のステップＳ
１２３で準備された保存先画像１８（本実施例では、ＱＲコード）を含んでいる。保存先
特定領域ＳＳＡは、テンプレート画像ＴＩに含まれる複数の単位画像１０のうちの、１つ
の単位画像１０に含まれている。なお、このＱＲコードには、後述する分割ドキュメント
生成処理において用いられ得る各種の情報が埋め込まれてもよい。
【００４３】
　以上の説明から解るように、１個のテンプレート画像ＴＩに含まれる単位画像１０のサ
イズは、それぞれ等しい。また、用紙サイズが同じである場合、割付数ＡＮが大きいほど
、単位画像１０のサイズは小さく、割付数ＡＮが小さいほど、単位画像１０のサイズは大
きい。具体的には、用紙サイズが同じである場合に、割付数ＡＮが、２倍になると、単位
画像１０の面積は、約１／２になる。また、割付数ＡＮが同じである場合に、すなわち、
１個のテンプレート画像ＴＩに含まれる単位画像１０の数が同じである場合に、用紙サイ
ズが大きいほど、単位画像１０のサイズは大きく、用紙サイズが小さいほど、単位画像１
０のサイズは小さい。具体的には、用紙の面積が２倍になれば、単位画像１０の面積も２
倍になる。また、図６の折り畳まれた状態の説明から解るように、本実施例では、１個の
テンプレート画像ＴＩに含まれる単位画像１０の数（割付数ＡＮ）は、２のＺ乗の値を取
る（Ｚは自然数）。すなわち、割付数ＡＮは、２、４、８、１６、３２、...のいずれか
の値を取り得る。
【００４４】
　図２のステップＳ１４０にてテンプレート画像データが生成されると、ステップＳ１５
０では、テンプレート供給部６０は、複合機３００からの生成要求に対する応答として、
テンプレート画像データを複合機３００に対して送信（供給）して、処理を終了する。送
信されるテンプレート画像データの形式としては、様々なデータ形式が採用され得、ラス
タライズ処理やハーフトーン処理が実行された印刷データを採用しても良く、ページ記述
言語で記述された画像データなどのベクターデータを採用しても良い。
【００４５】
　複合機３００の装置制御部３１２は、受信したテンプレート画像データを用いて、テン
プレート画像ＴＩを用紙に印刷することによって、メモシートＭＳを作成する。作成され
たメモシートＭＳは、ユーザによって使用される。
【００４６】
　図６（Ｃ）は、使用されたメモシートＭＳの一部の例を示す概略図である。図中には、
１個の単位画像１０に対応する部分が示されている。図示するように、本文領域ＭＡには
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、ユーザによって、任意の情報（例えば、文字ＴＸ）が記入される。また、キーワード領
域ＫＡでは、一部のキーワードに対応付けられたマーク領域１６が、塗りつぶされる。こ
のようなメモシートＭＳが、原稿として利用される。
【００４７】
Ａ－２－２：分割ドキュメント生成処理：
　図７、図８は、分割ドキュメント生成処理のフローチャートである。ドキュメント生成
処理は、ユーザによって使用されて、記入情報が記入（手書き）されたメモシートＭＳを
、電子化して保存するためのファイル（対象画像データ。本実施例では、ＰＤＦ（Portab
le Document Format）ファイル）を生成する処理である。ドキュメント生成処理は、画像
処理サーバ２００が、複合機３００から原稿画像データを受信した場合に、画像処理サー
バ２００の原稿画像処理部１００によって実行される。原稿画像送信部３１６は、記入済
みのメモシートＭＳを、複合機３００の画像読取部３８０を用いて読み取ることによって
、原稿画像データを生成する。原稿画像送信部３１６は、生成した原稿画像データを、例
えば、１つの送信ファイルに格納して、画像処理サーバ２００に対して送信する。送信す
べきデータが、複数個の原稿画像データを含む場合には、該複数個の原稿画像データは、
送信ファイル中に、生成順（読み取り順）に並べられる。このように、複数個の原稿画像
データは、画像処理サーバ２００の生成順特定部１４０が該複数個の原稿画像データの生
成順を特定できるように、送信される。
【００４８】
　図９、図１０は、分割ドキュメント生成処理の説明図である。まず、原稿画像データ（
元画像データ）によって表される原稿画像ＳＩについて説明する。図９（Ａ）は、第１種
のメモシートＭＳＡを読み取って生成される第１種の原稿画像データによって表される第
１種の原稿画像ＳＩＡを示し、図１０（Ａ）は、第２種のメモシートＭＳＢを読み取って
生成される第２種の原稿画像データによって表される第２種の原稿画像ＳＩＢを示す。こ
のように、特定種類の原稿画像ＳＩを区別する場合には、符号の末尾にさらにアルファベ
ット（例えば、Ａ、Ｂ）を付加する。原稿画像ＳＩは、１枚のメモシートＭＳに印刷され
た１個のテンプレート画像ＴＩに含まれる複数個の単位画像１０に対応する複数個の領域
画像２０を含む。領域画像２０は、メモシートＭＳの部分画像に対応する。１個の領域画
像２０は、１個の単位画像１０に種々の情報が記入された画像を表している。１個の原稿
画像ＳＩに含まれる領域画像２０の個数は、１個のテンプレート画像ＴＩに含まれる単位
画像１０の個数に等しく、２のＺ乗の値（Ｚは自然数）、具体的には、２、４、８、１６
、３２、...のいずれかの値を取る。また、１個の原稿画像ＳＩに含まれる複数個の領域
画像２０のサイズは、互いにほぼ等しく、対応する単位画像１０のサイズにほぼ等しい。
具体的には、図９に示す第１種の原稿画像ＳＩＡは、２個の領域画像２０Ａ、２０Ｂを含
み、図１０に示す第２種の原稿画像ＳＩＢは、４個の領域画像２０Ｃ～２０Ｆを含んでい
る。このように、特定の領域画像２０を区別する場合には、符号の末尾にさらにアルファ
ベット（例えば、Ａ、Ｂ）を付加する。領域画像２０は、対応する単位画像１０（図５参
照）を含むとともに、ユーザによってメモシートＭＳに記入された記入情報１９（記入画
像とも呼ぶ）を含み得る。記入情報１９は、単位画像１０の罫線領域ＭＡ（図５（Ａ）参
照）にも含まれ得るし、単位画像１０の周辺領域（ヘッダ領域ＨＡやフッタ領域ＦＡ（図
５（Ａ）参照））にも含まれ得る。具体的には、ユーザによって記入される記入情報１９
には、罫線領域ＭＡに記入される文字、図形などのメイン情報（保存すべきコンテンツ）
や、周辺領域に記入される各種のサブ情報（不要チェックボックス１４のチェック、マー
ク領域１６の塗りつぶし、タイトル領域１３への書き込みなど）を含む（図９（Ａ））。
以下では、図５（Ｃ）のテンプレート画像ＴＩＢが印刷された３枚の原稿からデータファ
イル（対象画像データ）を生成する場合、すなわち、１個の原稿画像あたり４個の領域画
像２０を含む原稿画像ＳＩをそれぞれ表す３個の原稿画像データが処理される場合を例に
説明する。この場合には、１２個の領域画像２０が処理される。
【００４９】
　図７の最初のステップＳ３０２では、複合機３００が、画像処理サーバ２００にログイ
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ンする。ステップＳ３０２の処理は、図２のステップＳ１０５の処理と、同じである。
【００５０】
　次のステップＳ３０４にて、原稿画像取得部１１０が複合機３００（原稿画像送信部３
１６）から１個以上の原稿画像データを受信する。
【００５１】
　次のステップＳ３０８では、画像情報取得部１２０（図１）の保存先特定部１２４が、
原稿画像データを解析することによって、保存先を特定する。図８は、保存先の特定のフ
ローチャートである。最初のステップＳ６００では、保存先特定部１２４は、原稿画像デ
ータを解析して、保存先特定領域ＳＳＡ内の保存先画像１８（ＱＲコード）を検出し、検
出された保存先画像１８を解析することによって、保存先を特定する。次のステップＳ６
１０では、保存先特定部１２４は、特定された保存先が、格納サーバであるか否かを判定
する。保存先が格納サーバとは異なる場合には、図８の処理は終了する。
【００５２】
　保存先が格納サーバである場合には（Ｓ６１０：Ｙｅｓ）、次のステップＳ６２０で、
保存先特定部１２４は、認証データベース２４４（図４）を参照して、図７のステップＳ
３０２で受け入れられたアカウントと、保存先である格納サーバと、の組み合わせに対応
付けられた認証情報を、取得する。
【００５３】
　次のステップＳ６３０では、保存先特定部１２４は、保存先である格納サーバと、認証
情報に含まれるユーザ識別子と、に応じて、格納サーバ上のユーザ識別子に割り当てられ
た保存先（以下、「個人保存先」と呼ぶ）を特定する。個人保存先は、例えば、格納サー
バにログインすることによってアクセス可能な記憶領域（ユーザ識別子に割り当てられた
記憶領域）である。このような個人保存先は、例えば、ユーザ識別子に応じて決まるＵＲ
Ｌによって特定される。個人保存先が特定されたことに応じて、図８の処理は終了する。
【００５４】
　図７のステップＳ３１０では、原稿画像処理部１００は、処理対象とする１個の原稿画
像データを選択する。複合機３００からの送信ファイルが複数個の原稿画像データを含む
場合には、原稿画像データの生成順に、１個ずつ原稿画像データが選択される。例えば、
送信ファイルに、原稿画像データが生成順に並べて配置されている場合には、送信ファイ
ルに並べられた順に、１個ずつ原稿画像データが選択される。
【００５５】
　ステップＳ３２０では、生成順特定部１４０は、選択された原稿画像データの番号（原
稿画像番号ＳＮ）を決定する。ここで、原稿画像番号ＳＮは、原稿画像データを特定する
番号であり、生成順に付される。本実施例では、ステップＳ３２０にて、生成順に、原稿
画像データが選択されるので、ステップＳ３２０での選択順に、原稿画像番号ＳＮが付さ
れる。換言すれば、原稿画像番号ＳＮによって、原稿画像データの生成順を特定できる。
【００５６】
　ステップＳ３３０では、画像情報取得部１２０は、原稿画像ＳＩに含まれるマーカを検
出して、原稿画像ＳＩのレイアウトを特定する。具体的には、画像情報取得部１２０は、
原稿画像データを解析することによって、原稿画像ＳＩに含まれる単位画像１０の上マー
カ１１と下マーカ１７（図５）を検出する。マーカを検出する解析方法としては、周知の
パターンマッチングなどが用いられる。画像情報取得部１２０は、マーカ１１、１７が検
出された位置に基づいて、原稿画像ＳＩに含まれる領域画像２０の数と位置（単位画像１
０の数と位置と等しい）を特定する。
【００５７】
　ステップＳ３４０では、ページ番号取得部１３０は、処理対象の原稿画像データによっ
て表される原稿画像ＳＩ内の各領域画像２０に対応するページ番号（原稿画像ページ番号
ＳＰＮ）を取得する。具体的には、ページ番号取得部１３０は、原稿画像データを解析す
ることによって、各領域画像２０に対応するページ情報領域１２（図５（Ａ）参照）に含
まれるページ番号を取得する。ページ番号取得部１３０は、取得されたページ番号に応じ
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て、各領域画像２０の原稿画像ページ番号ＳＰＮを特定する。なお、各領域画像２０のペ
ージ番号は、ＱＲコード１８（図５（Ａ）参照）に埋め込まれた情報に、領域画像２０と
の対応が特定できる態様で含まれていても良い。この場合には、ページ番号取得部１３０
は、ＱＲコード１８を読み取ることによって、各領域画像２０に対応するページ番号を取
得しても良い。
【００５８】
　ステップＳ３５０では、不要条件判断部１５０は、各領域画像２０がスキップの対象で
あるか否かを判断する。具体的には、画像情報取得部１２０は、原稿画像データを解析す
ることによって、各領域画像２０に含まれる不要チェックボックス１４（図５（Ａ）参照
）に記入情報（具体的にはチェック）が記入されているか否か検出する。不要条件判断部
１５０は、記入情報が記入されている不要チェックボックス１４に対応する領域画像２０
はスキップの対象であると判断し、記入情報が記入されていない不要チェックボックス１
４に対応する領域画像２０はスキップの対象でないと判断する。スキップの対象であると
判断された領域画像２０は、後述するように、後に生成されるＰＤＦファイルに格納され
る対象から除外される。
【００５９】
　ステップＳ３６０では、画像情報取得部１２０のキーワード特定部１２２は、各領域画
像２０に関連付けられたキーワード（関連付キーワードＫＷ）を取得する。具体的には、
キーワード特定部１２２は、原稿画像データを解析することによって、各領域画像２０に
含まれる複数のマーク領域１６（図５（Ａ）参照）に記入情報（具体的には塗りつぶし）
が記入されているか否かを検出する。キーワード特定部１２２は、記入情報が記入されて
いるマーク領域１６に対応するキーワード（図５（Ａ）：文字画像１５参照）を、対応す
る領域画像２０に関連付けられた関連付キーワードＫＷとして取得する。マーク領域１６
に対応するキーワードの内容は、マーク領域１６の位置と、キーワードの内容との、予め
定められた対応関係に基づいて、特定される。例えば、この対応関係は、画像処理サーバ
２００のアカウントと、保存先と、の組み合わせ毎に、定められる。マーク領域１６の位
置と、キーワードとの対応関係が、画像処理サーバ２００によって認識されていない場合
には、キーワード特定部１２２は、対象画像データのキーワード領域ＫＡ（文字画像１５
を含む）に対して周知の文字認識処理（ＯＣＲ処理）を実行することによって、該キーワ
ードの内容を取得しても良い。
【００６０】
　ステップＳ３７０では、原稿画像処理部１００は、複合機３００から受信した全ての原
稿画像データを選択したか否かを判断する。未選択の原稿画像データが残っている場合に
は（ステップＳ３７０：ＮＯ）、原稿画像処理部１００は、ステップＳ３１０に戻って、
新たな原稿画像データを選択して、上述したＳ３２０～Ｓ３６０までの処理を繰り返す。
また、全ての原稿画像データが選択済みである場合には（ステップＳ３７０：ＹＥＳ）、
原稿画像処理部１００は、処理を、ステップＳ３８０に進める。
【００６１】
　なお、ここまでの処理で取得・特定された各種の情報は、揮発性記憶装置２３０に一時
的に生成された管理テーブルＭＴに記録される。図１１は、管理テーブルＭＴの一例を示
す図である。管理テーブルＭＴには、処理される１２個の領域画像２０ごとに、原稿画像
番号ＳＮと、原稿画像ページ番号ＳＰＮと、スキップ情報ＳＫと、ＰＤＦファイル番号Ｐ
Ｎと、ＰＤＦページ番号ＰＰＮと、関連付キーワードＫＷとが記録される。上述したよう
に、原稿画像番号ＳＮは、ステップＳ３２０にて決定され、原稿画像ページ番号ＳＰＮは
、ステップＳ３４０にて取得される。スキップ情報ＳＫは、ステップＳ３５０にて決定さ
れる、各領域画像２０がスキップの対象であるか否かの判断結果を示す情報である。図１
１の管理テーブルＭＴでは、スキップの対象とされる領域画像２０に対しては、スキップ
情報ＳＫとして「スキップ」の対象である旨が記録され、スキップの対象とされない領域
画像２０に対しては、なにも記録されない。関連付キーワードＫＷは、ステップＳ３６０
にて取得される。ＰＤＦファイル番号ＰＮと、ＰＤＦページ番号ＰＰＮについては、ステ
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ップＳ３７０までの処理が終了した時点では、まだ記録されていない。
【００６２】
　図７のステップＳ３８０では、ファイル生成部１７０は、生成されるＰＤＦファイルの
仕様を決定する。具体的には、ファイル生成部１７０は、上述した管理テーブルＭＴ（図
１１）に記録済みの情報に基づいて、原稿画像番号ＳＮと原稿画像ページ番号ＳＰＮとの
組み合わせによって特定される領域画像２０ごとに、ＰＤＦファイル番号ＰＮと、ＰＤＦ
ページ番号ＰＰＮとを、決定する。以下では、原稿画像番号ＳＮ＝１と、原稿画像ページ
番号ＳＰＮ＝２との組み合わせによって特定される領域画像２０を、（１－２）の領域画
像２０というように、（ＳＮ－ＳＰＮ）という記述を用いて表すことがある。
【００６３】
　具体的には、ＰＤＦファイル番号ＰＮと、ＰＤＦページ番号ＰＰＮは、管理テーブルＭ
Ｔにおける１２個の領域画像２０の並び順と、１２個の領域画像２０の関連付キーワード
ＫＷとを用いて、決定される。１２個の領域画像２０の並び順は、図１１から解るように
、原稿画像番号ＳＮで表される生成順が早い（番号が小さい）ほど先であり、同じ原稿画
像ＳＩの４個の領域画像２０に関しては、原稿画像ページ番号ＳＰＮが小さいほど先であ
る。まず、スキップの対象であると判断される領域画像２０は、処理から除外され、該領
域画像２０に対しては、ＰＤＦファイル番号ＰＮおよびＰＤＦページ番号ＰＰＮが付され
ない。この並び順が連続しており、かつ、同じ関連付キーワードＫＷを有する２個以上の
領域画像２０（領域画像群）には、同じＰＤＦファイル番号ＰＮが付される。また、互い
に異なる関連付キーワードＫＷを有する２個以上の領域画像２０には、異なるＰＤＦファ
イル番号ＰＮが付される。同じ関連付キーワードＫＷを有する２個の領域画像２０であっ
ても、並び順が当該２個の領域画像２０の間に位置する領域画像２０の中に、異なる関連
付キーワードＫＷを有する領域画像２０が含まれる場合には、当該２個の領域画像２０に
は、互いに異なるＰＤＦファイル番号ＰＮが付される。図１１に示す例では、（１－１）
～（２－１）までの５個の領域画像２０は、並び順が連続しており、かつ、関連付キーワ
ードＫＷが同じ「議事録」であるので、該５個の領域画像２０のＰＤＦファイル番号ＰＮ
は、「１」に決定される。（２－２）および（２－３）の２個の領域画像２０は、並び順
が連続しており、かつ、関連付キーワードＫＷが同じ「メモ」であるので、該２個の領域
画像２０のＰＤＦファイル番号ＰＮは、「２」に決定される。（２－４）～（３－３）ま
での４個の領域画像２０は、並び順が連続しており、かつ、関連付キーワードＫＷが同じ
「アイデア」であるので、該４個の領域画像２０のＰＤＦファイル番号ＰＮは、「３」に
決定される。
【００６４】
　また、ファイル生成部１７０は、同じＰＤＦファイル番号ＰＮを有する１個以上の領域
画像２０に、並び順に従って、１から始まるＰＤＦページ番号ＰＰＮを付す。具体的には
、図１１に示すように、ＰＤＦファイル番号ＰＮが「１」である５個の領域画像２０には
、１～５のＰＤＦページ番号ＰＰＮが並び順に付される。ＰＤＦファイル番号ＰＮが「２
」である２個の領域画像２０には、１および２のＰＤＦページ番号ＰＰＮが並び順に付さ
れる。ＰＤＦファイル番号ＰＮが「３」である４個の領域画像２０には、１～４のＰＤＦ
ページ番号ＰＰＮが並び順に付される。
【００６５】
　図７のステップＳ３９０では、領域画像生成部１６０は、３個の原稿画像データに対し
て領域画像データ生成処理を実行して、３個の原稿画像ＳＩに含まれる１２個の領域画像
２０を表す領域画像データを生成する。ただし、スキップの対象であると判断された（３
－４）の領域画像２０を表す領域画像データは、生成されなくても良い。
【００６６】
　図１２は、領域画像データ生成処理のフローチャートである。ステップＳ３９１では、
領域画像生成部１６０は、処理対象とする１個の原稿画像データを選択する。ステップＳ
３９２では、選択された原稿画像データに対して傾き補正処理を実行して、原稿画像デー
タによって表される原稿画像ＳＩの傾きを補正する。傾き補正処理は、原稿画像ＳＩに含
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まれるマーカ１１、１７の座標に基づく傾き角の計算処理と、算出された傾き角分だけ、
原稿画像ＳＩを回転させる回転処理とを含む。これらの具体的な計算方法は、公知の手法
を用いて実行される。
【００６７】
　ステップＳ３９３では、領域画像生成部１６０は、傾き補正処理後の原稿画像データを
用いて、原稿画像ＳＩ内の分割位置を特定する。分割位置は、例えば、原稿画像ＳＩに含
まれるマーカ１１、１７の座標に基づいて特定される。分割位置は、図９（Ｂ）に示すよ
うに、原稿画像ＳＩが、２個の領域画像２０Ａ、２０Ｂを含む第１種の原稿画像ＳＩＡで
ある場合には、第１種の原稿画像ＳＩＡの２つの長辺をそれぞれ略均等に分割する２つの
中点を結ぶ直線である。また、分割位置は、図１０（Ｂ）に示すように、原稿画像ＳＩが
、４個の領域画像２０Ｃ～２０Ｆを含む第２種の原稿画像ＳＩＢである場合には、第２種
の原稿画像ＳＩＢの２つの長辺をそれぞれ略均等に分割する２つの中点を結ぶ直線と、第
２種の原稿画像ＳＩＢの２つの短辺をそれぞれ略均等に分割する２つの中点を結ぶ直線で
ある。
【００６８】
　ステップＳ３９４では、領域画像生成部１６０は、特定された分割位置で、原稿画像Ｓ
Ｉを分割して、原稿画像ＳＩに含まれる各領域画像２０を表す領域画像データを生成する
。図９（Ｂ）に示すように、原稿画像ＳＩが、２個の領域画像２０を含む第１種の原稿画
像ＳＩＡである場合には、２個の領域画像２０Ａ、２０Ｂをそれぞれ表す２個の領域画像
データが生成される。また、図１０（Ｂ）に示すように、原稿画像ＳＩが、４個の領域画
像２０Ｃ～２０Ｆを含む第２種の原稿画像ＳＩＢである場合には、４個の領域画像２０Ｃ
～２０Ｆをそれぞれ表す４個の領域画像データが生成される。
【００６９】
　ステップＳ３９５では、原稿画像ＳＩのレイアウトに応じて、回転すべき領域画像２０
を特定する。具体的には、原稿画像ＳＩが、図９に示す第１種の原稿画像ＳＩＡである場
合には、全部の領域画像、すなわち、２個の領域画像２０Ａ、２０Ｂがそれぞれ回転すべ
き領域画像として特定される。原稿画像ＳＩが、図１０に示す第２種の原稿画像ＳＩＢで
ある場合には、一部の領域画像、すなわち、原稿画像ページ番号ＳＰＮが「２」と「３」
である２個の領域画像２０Ｄ、２０Ｅがそれぞれ回転すべき領域画像として特定される。
【００７０】
　ステップＳ３９６では、領域画像生成部１６０は、特定された領域画像２０をレイアウ
トに応じた回転量だけ回転する回転処理を、特定された領域画像２０を表す領域画像デー
タに対して実行する。具体的には、原稿画像ＳＩが、図９に示す第１種の原稿画像ＳＩＡ
である場合には、２個の領域画像２０Ａ、２０Ｂは、時計回りに９０度だけ回転される。
なお、原稿画像データの生成時における画像読取部３８０の読取方向が逆向きであること
によって、第１種の原稿画像ＳＩＡの状態は、図９（Ｂ）に示す状態とは、逆向きである
場合があるが、この場合には、領域画像生成部１６０は、２個の領域画像２０Ａ、２０Ｂ
を、反時計回りに９０度だけ回転すれば良い。この結果、２個の領域画像データは、適正
方向を向いた状態で、２個の領域画像２０Ａ、２０Ｂを表すように、変換される。画像が
適正方向を向いた状態とは、例えば、該画像の上方向が、観察者が画像を見た場合に上方
を向いているべきと感じる方向を向いている状態であり、例えば、文字画像であれば、該
文字画像内の文字の上方向が上方を向いている状態である。例えば、領域画像２０に含ま
れる単位画像１０の場合には、図５（Ａ）に示す破線の矢印の方向が上方を向いた状態が
、適正方向を向いた状態である。
【００７１】
　同様に、原稿画像ＳＩが、図１０に示す第２種の原稿画像ＳＩＢである場合には、２個
の領域画像２０Ｄ、２０Ｅは、それぞれ、１８０度だけ回転される。この結果、４個の領
域画像２０Ｃ～２０Ｆが同じ向きになると共に、４個の領域画像２０Ｃ～２０Ｆが適正方
向を向いた状態になるように、４個の領域画像データが変換される。なお、原稿画像デー
タの生成時における画像読取部３８０の読取方向が逆向きであることによって、第２種の
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原稿画像ＳＩＢは、図１０（Ｂ）に示す状態とは、逆向きである場合がある。すなわち、
原稿画像ＳＩＢにおいて、ページ番号１、４に対応する領域画像２０Ｃ、２０Ｆが、図１
０における上方側に位置し、ページ番号２、３に対応する領域画像２０Ｄ、２０Ｅが、図
１０における下方側に位置する場合がある。この場合には、領域画像生成部１６０は、２
個の領域画像２０Ｃ、２０Ｆを、それぞれ、１８０度だけ回転させれば良い。
【００７２】
　ステップＳ３９７では、領域画像生成部１６０は、全ての原稿画像データを選択したか
否かを判断する。未選択の原稿画像データが残っている場合には（ステップＳ３９７：Ｎ
Ｏ）、領域画像生成部１６０は、ステップＳ３９１に戻って、新たな原稿画像データを選
択して、上述したＳ３９２～Ｓ３９６までの処理を繰り返す。また、全ての原稿画像デー
タが選択済みである場合には（ステップＳ３９７：ＹＥＳ）、領域画像生成部１６０は、
領域画像データ生成処理を、終了する。
【００７３】
　領域画像データ生成処理が終了すると、図７のステップＳ４００では、ファイル生成部
１７０は、生成された複数の領域画像データを用いて、ＰＤＦ（Portable Document Form
at）形式のファイル（ＰＤＦファイル）を生成する。ＰＤＦファイルは、ページの概念を
有するファイルであり、任意の数のページのそれぞれに、１個以上の画像データを対応付
けて格納することができる。ＰＤＦファイルでは、ページに対応付けられた画像データに
よって表される画像に対して、ページ上の配置位置、配置角度などを指定することができ
る。ユーザは、ＰＤＦファイルに格納された画像データによって表される画像を、閲覧プ
ログラム（ビューワー）を用いて、ディスプレイ上で複数ページに亘る書類のように閲覧
することができる。
【００７４】
　図１３は、ＰＤＦファイルの生成について説明する図である。具体的には、ファイル生
成部１７０は、図１１に示す管理テーブルＭＴに領域画像２０ごとに記録されたＰＤＦフ
ァイル番号ＰＮと、ＰＤＦページ番号ＰＰＮとに従って、３個のＰＤＦファイルＰＦＡ、
ＰＦＢ、ＰＦＣを生成する。ＰＤＦファイルＰＦＡには、ＰＤＦファイル番号ＰＮが「１
」である５個の領域画像データが格納される。ＰＤＦファイルＰＦＡに格納される５個の
領域画像データによって表される５個の領域画像２０は、対応するＰＤＦページ番号ＰＰ
Ｎのページに、配置される。同様に、ＰＤＦファイルＰＦＢには、ＰＤＦファイル番号Ｐ
Ｎが「２」である２個の領域画像データが格納され、該２個の領域画像データは、対応す
るＰＤＦページ番号ＰＰＮのページに配置される。ＰＤＦファイルＰＦＣには、ＰＤＦフ
ァイル番号ＰＮが「３」である４個の領域画像データが格納され、該４個の領域画像デー
タは、対応するＰＤＦページ番号ＰＰＮのページに配置される。ここで、スキップの対象
であると判断された１個の領域画像２０に対応する領域画像データは、生成されるＰＤＦ
ファイルには格納されない。
【００７５】
　この結果、３個の原稿画像ＳＩから構成される画像群ＳＩＧ（図１３）に含まれる１２
個の領域画像２０のうち、スキップの対象であると判断された１個の領域画像２０を除く
１１個の領域画像２０が、３個のＰＤＦファイルＰＦＡ、ＰＦＢ、ＰＦＣ（図１３（Ｂ）
）に分類されて格納される。
【００７６】
　図７の次のステップＳ４０２では、関連設定部１８０は、生成されたＰＤＦファイルに
、ステップＳ３６０で特定されたキーワードを、関連付ける。本実施例では、ＰＤＦファ
イルとキーワードとの関連付けは、ＰＤＦファイル毎に行われる。１つの対象ＰＤＦファ
イルには、その対象ＰＤＦファイルに含まれる全ての領域画像２０から検出された全ての
キーワードが、関連付けられる。例えば、図１１の例では、ファイル番号＝１のＰＤＦフ
ァイルには、「議事録」のキーワードが関連付けられ、ファイル番号＝２のＰＤＦファイ
ルには、「メモ」のキーワードが関連付けられ、ファイル番号＝３のＰＤＦファイルには
、「アイデア」のキーワードが関連付けられる。関連付けを表すデータは、揮発性記憶装
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置２３０に格納され、後述する処理で参照される。また、関連設定部１８０は、ＰＤＦフ
ァイルに、キーワードを表すデータを、メタデータとして埋め込んでも良い。
【００７７】
　次のステップＳ４１０では、ファイル供給部１９０は、保存先が格納サーバであるか否
かを判定する。
【００７８】
　保存先が格納サーバである場合には（Ｓ４１０：Ｙｅｓ）、次のステップＳ４２０では
、ファイル供給部１９０は、保存先である格納サーバに、ステップＳ３０８（図８：Ｓ６
２０）で取得された認証情報を利用して、ログインする。
【００７９】
　次のステップＳ４３０では、ファイル供給部１９０は、ＰＤＦファイルと、ＰＤＦファ
イルに関連付けられたキーワードを表す情報（以下「キーワード情報」と呼ぶ。例えば、
テキストデータ）とを、保存先である格納サーバに送信（供給）する。具体的には、ＰＤ
Ｆファイルとキーワード情報とは、ログイン後にアクセス可能になる個人保存先に供給さ
れる。格納サーバは、受信したＰＤＦファイルを、ユーザ識別子に割り当てられた記憶領
域に格納し、受信したキーワードを、格納されたＰＤＦファイルに関連付ける。例えば、
保存先が第１格納サーバ５００である場合には、第１格納サーバ５００のＣＰＵ５１０は
、キーワードを、格納されたＰＤＦファイルのタグとして登録する。保存先が第２格納サ
ーバ５２０である場合には、第２格納サーバ５２０のＣＰＵ５２２は、キーワードによっ
て特定されるフォルダに、ＰＤＦファイルを格納する。保存先が、キーワードに対応して
いない格納サーバ（第３格納サーバ５３０）である場合には、キーワードの供給は省略さ
れる（この場合も、キーワードは、メタデータとして、ＰＤＦファイルに含まれ得る）。
ユーザは、パーソナルコンピュータ４００や携帯端末（図示せず）などのクライアント装
置を用いて、格納サーバ５００に格納されたＰＤＦファイル（例えば、ＰＤＦファイルＰ
ＦＡ、ＰＦＢ、ＰＦＣ）にアクセス可能である。ＰＤＦデータとキーワード情報との供給
が完了したことに応じて、図７の処理が終了する。
【００８０】
　保存先が格納サーバとは異なる場合には（Ｓ４１０：Ｎｏ）、次のステップＳ４４０で
、ファイル供給部１９０は、ＰＤＦファイルを、保存先に送信（供給）する。例えば、保
存先がメディアカードである場合には、ファイル供給部１９０は、ＰＤＦファイルを、メ
ディアカードインタフェース３９０を有する複合機３００に送信（供給）する。複合機３
００は、受信したＰＤＦファイルを、メディアカードインタフェース３９０に挿入された
メディアカード（例えば、フラッシュメモリ）に、格納する。ＰＤＦデータの供給が完了
したことに応じて、図７の処理が終了する。
【００８１】
　以上のように、画像処理サーバ２００（図１）のテンプレート生成部５０は、本文領域
ＭＡとキーワード領域ＫＡとを含むテンプレート画像（図５（Ｂ）、（Ｃ））を表すテン
プレート画像データを生成し（図２：Ｓ１０５～Ｓ１４０）、テンプレート供給部６０は
、生成されたテンプレート画像データを複合機３００（印刷実行部３７０）に供給する（
図２：Ｓ１５０）。従って、ユーザは、テンプレート画像が印刷されたシートへの記入に
よって、手軽に、対象画像データ（ＰＤＦファイル）に関連付けられるべきキーワードを
選択することができる。また、キーワード特定部１２２は、印刷済のテンプレート画像と
、テンプレート画像上に記入された情報（キーワードを特定するための情報を含む）とを
含む原稿（例えば、図６（Ｃ））を光学的に読み取ることによって生成された元画像デー
タを解析することによって、対象画像データに関連付けられるべきキーワードを特定する
（図７：Ｓ３６０）。従って、関連設定部１８０は、ユーザの記入によって特定されるキ
ーワードを、適切に、対象画像データに関連付けることができる（図７：Ｓ４０２）。
【００８２】
　また、図５（Ａ）に示すように、キーワード領域ＫＡは、複数のキーワード（候補）を
表す文字画像１５を含んでいるので、ユーザは、キーワード領域ＫＡを観察することによ
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って、容易に複数のキーワードを確認できる。
【００８３】
　また、キーワード取得部４０は、図３のステップＳ２４０で、ネットワーク（ＬＡＮ６
００とインターネット７００）を介して、格納サーバから、複数のキーワードを取得する
。従って、複数のキーワード（候補）の準備が容易である。また、キーワード取得部４０
は、ユーザに対応付けられた複数のキーワードのセットを取得する。従って、ユーザ毎に
、ユーザに適した複数のキーワードを利用することができる。
【００８４】
　また、図５（Ｂ）、（Ｃ）で説明したように、１個のテンプレート画像（１枚の原稿に
対応付けられたテンプレート画像）は、ＡＮ個（ＡＮ≧２）の単位画像１０（テンプレー
ト画像の部分画像に対応する）を含んでいる。そして、ＡＮ個の単位画像１０のそれぞれ
が、キーワード領域ＫＡと本文領域ＭＡとを含んでいる。従って、ユーザは、ＡＮ個の単
位画像１０のそれぞれについて、適切なキーワードを選択することができる。
【００８５】
　また、画像処理サーバ２００のテンプレート生成部５０は、本文領域ＭＡと保存先特定
領域ＳＳＡとを含むテンプレート画像（図５（Ｂ）、（Ｃ））を表すテンプレート画像デ
ータを生成し（図２：Ｓ１０５～Ｓ１４０）、テンプレート供給部６０は、生成されたテ
ンプレート画像データを複合機３００（印刷実行部３７０）に供給する（図２：Ｓ１５０
）。従って、印刷済のテンプレート画像の本文領域ＭＡに情報が記入された場合に、記入
された情報を含む対象画像を表す対象画像データ（ＰＤＦファイル）の保存先が保存先特
定領域ＳＳＡによって特定されるので、意図された保存先に対象画像データを保存するこ
とが容易となる。また、画像処理サーバ２００の保存先特定部１２４は、印刷済のテンプ
レート画像（保存先特定領域ＳＳＡを含む）を含む原稿（例えば、図６（Ｃ））を光学的
に読み取ることによって生成された元画像データを解析することによって、保存先を特定
する（図７：Ｓ３０８）。従って、ファイル供給部１９０は、対象画像データを、適切に
、意図された保存先に供給することができる（図７：Ｓ４３０、Ｓ４４０）。
【００８６】
　また、特定された保存先が、ネットワークに接続されたサーバである場合には（図７：
Ｓ４１０：Ｙｅｓ）、ファイル供給部１９０は、対象画像データを、保存先であるサーバ
に供給する（図７：Ｓ４３０）。従って、対象画像データを、容易に、サーバに保存する
ことができる。また、保存先特定部１２４は、サーバ上の、ユーザ識別子に割り当てられ
た個人保存先を特定する（図８：Ｓ６３０）。そして、ファイル供給部１９０は、特定さ
れた個人保存先に、対象画像データを供給する（図７：Ｓ４３０）。従って、対象画像デ
ータを、容易に、ユーザ毎の個人保存先に保存することができる。
【００８７】
　また、テンプレート生成部５０は、ユーザの指示に従って、保存先の複数の候補の中か
ら１つの保存先を選択し（図２：Ｓ１２２）、選択された１つの保存先を表す保存先画像
１８を含む保存先特定領域ＳＳＡを含むテンプレート画像（図５（Ｂ）、（Ｃ））を表す
データを生成する（図２：Ｓ１２３、Ｓ１４０）。従って、ユーザの意図に適した保存先
が、容易に、特定され得る。
【００８８】
　また、図５（Ｂ）、（Ｃ）で説明したように、１個のテンプレート画像（１枚の原稿に
対応付けられたテンプレート画像）は、ＡＮ個（ＡＮ≧２）の単位画像１０を含んでいる
。そして、ＡＮ個の単位画像１０のそれぞれが、本文領域ＭＡを含み、ＡＮ個の単位画像
１０のうちの１つの単位画像１０が、保存先特定領域ＳＳＡを含んでいる。従って、保存
先特定領域ＳＳＡによって特定される保存先を、テンプレート画像の全体の保存先として
利用することができる。
【００８９】
Ｂ．第２実施例：
　図１４は、第２実施例で生成される管理テーブルの例を示す概略図である。図１１に示
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す第１実施例とは異なり、第２実施例では、ファイル生成部１７０は、１枚の原稿（１個
の原稿画像データ）から１つのＰＤＦファイルを生成する。すなわち、ＰＤＦファイル番
号ＰＮは、原稿画像番号ＳＮと同じである。１個の原稿画像が複数の領域画像２０を含む
場合には、１個のＰＤＦファイルに含まれる複数の領域画像２０から、互いに異なるキー
ワードが特定され得る。例えば、図１４の例では、ＰＮ＝１である４個の領域画像２０か
らは、「議事録」と「メモ」と「アイデア」とが特定されている。関連設定部１８０は、
ＰＮ＝１であるＰＤＦファイルに、特定された全てのキーワードを関連付ける（図１４：
ＦＫＷ）。また、１つの領域画像２０の中で、複数のキーワードが選択されてもよい。例
えば、図１４の例では、ＰＮ＝２、ＰＰＮ＝１の領域画像２０から、２つのキーワード（
「セミナ」、「議事録」）が特定されている。また、ＰＮ＝２、ＰＰＮ＝２、３、４の３
個の領域画像２０からは、１つのキーワード「メモ」が特定されている。この場合も、関
連設定部１８０は、ＰＮ＝２であるＰＤＦファイルに、特定された全てのキーワードを関
連付ける（図１４：ＦＫＷ）。
【００９０】
　なお、ＰＤＦファイル番号ＰＮを切り替えるための条件としては、原稿画像番号ＳＮが
切り替わることに限らず、他の任意の条件を採用可能である。例えば、ファイル生成部１
７０は、１回のドキュメント生成処理（図７）で処理する全ての領域画像２０を、１つの
ＰＤＦファイルに格納してもよい。
【００９１】
　いずれの場合も、関連設定部１８０は、１個のＰＤＦファイルには、そのＰＤＦファイ
ルに含まれる全ての領域画像２０から特定される全てのキーワードを、関連付けることが
好ましい。こうすれば、ＰＤＦファイルとキーワードとの間の関連付けの自由度が高くな
る。例えば、１つのＰＤＦファイルに複数のキーワードが関連付けられ得る。従って、キ
ーワードがデータファイルの検索に利用される場合には（例えば、保存先が第１格納サー
バ５００である場合には）、ユーザは、関連付けられたキーワードを思い出せない場合で
あっても、心当たりのあるいくつかのキーワードを用いて検索することによって、所望の
データファイルを容易に検出することができる。また、キーワードがメタデータとしてＰ
ＤＦファイルに埋め込まれる場合には、ユーザは、メタデータを検索することによって、
所望のデータファイルを容易に検出することができる。
【００９２】
　なお、キーワードがフォルダ名として利用される場合には、１個のＰＤＦファイルに関
連付けられた１以上のキーワードの中から選択された１個のキーワードを、フォルダ名と
して採用可能である。選択すべき１個のキーワードとしては、例えば、最初のページ（Ｐ
ＰＮ＝１）の領域画像２０から最初に特定されたキーワードを採用可能である。
【００９３】
Ｃ．第３実施例：
　図１５は、キーワード領域の別の実施例の概略図である。図中には、単位画像１０Ａの
フッタ領域ＦＡが示されている。フッタ領域ＦＡに設けられたキーワード領域ＫＡＡには
、複数のキーワードのそれぞれを表す複数のマーク領域１６Ａが設けられている。各マー
ク領域１６Ａには、キーワードの識別子（ここでは、１～４の番号）が、記されている。
このように、図１５の例では、キーワード領域ＫＡ（すなわち、単位画像１０）を簡略化
できる。なお、識別子（マーク領域１６Ａの位置）とキーワードの対応関係は、上述の実
施例と同様に、予め決められている。例えば、この対応関係は、画像処理サーバ２００の
アカウントと、保存先と、の組み合わせ毎に、定められる。また、複合機３００のテンプ
レート取得部３１４は、ユーザの指示に応じて、対応関係を表示部３６０に表示してもよ
い。
【００９４】
Ｄ．第４実施例：
　図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）は、保存先特定領域の別の実施例の概略図である。図１６
（Ａ）のテンプレート画像ＴＩＣは、保存先特定領域ＳＳＣ内に、１つの保存先を表すア
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イコン画像１８Ｃを含んでいる。ユーザは、アイコン画像１８Ｃを観察することによって
、容易に、１つの保存先を認識できる。保存先特定部１２４は、アイコン画像１８Ｃを解
析することによって、１つの保存先を特定できる。図１６（Ｂ）のテンプレート画像ＴＩ
Ｄは、保存先特定領域ＳＳＤ内に、１つの保存先を表す文字画像１８Ｄを含んでいる。な
お、テンプレート生成部５０は、単位画像１０Ｃの中では、キーワード領域ＫＡが保存先
特定領域ＳＳＤと重ならないように、キーワード領域ＫＡの配置を、テンプレート画像Ｔ
ＩＤの縁から離れる方向（図中の上）にずらしている。ユーザは、文字画像１８Ｄを観察
することによって、容易に、１つの保存先を認識できる。保存先特定部１２４は、文字画
像１８Ｄを解析することによって、１つの保存先を特定できる。一般には、保存先特定領
域は、ユーザによって１つの保存先を認識可能な画像である単保存先画像を含むことが好
ましい。こうすれば、ユーザは、保存先特定領域の単保存先画像に基づいて、１つの保存
先を認識することができる。ここで、単保存先画像は、ユーザが他の情報を参照せずに１
つの保存先を認識可能な画像（例えば、アイコンやテキスト等）であることが好ましい。
こうすれば、ユーザは、１つの保存先を容易に認識できる。
【００９５】
Ｅ．第５実施例：
　図１７は、図２に示すテンプレート画像データ生成処理の別の実施例のフローチャート
である。図２の実施例との差異は、ステップＳ１２２、Ｓ１２３が省略され、この代わり
に、ステップＳ１２５、Ｓ１２６が追加されている点である。他のステップは、図２の同
じ符号のステップと同じである。
【００９６】
　ステップＳ１２５では、テンプレート生成部５０は、保存先の候補を決定する。図１８
は、保存先の候補の決定のフローチャートである。最初のステップ９００では、テンプレ
ート生成部５０は、ユーザを識別するための情報として、複合機３００のアカウント名を
取得する。取得されるアカウント名は、図１７のステップＳ１０５で受け入れられたアカ
ウント名である。
【００９７】
　次のステップＳ９１０では、テンプレート生成部５０は、特定されたアカウント（ユー
ザ）に対応付けられた保存先の候補を、認証データベース２４４（図４）を参照して、取
得する。具体的には、認証情報が登録されている格納サーバが、保存先の候補として選択
される。例えば、特定されたアカウントが第１アカウントである場合には、第１と第２と
第３の格納サーバが、保存先の候補として選択される。一方、特定されたアカウントが第
２アカウントである場合には、第１格納サーバの認証情報が登録されていないので、第１
格納サーバは保存先の候補として選択されず、第２と第３の格納サーバが、保存先の候補
として選択される。「メディアカード」のように認証情報が不要な保存先については、任
意のアカウントに対して、選択される。保存先の候補の取得が完了したことに応じて、図
１８の処理は終了する。
【００９８】
　図１７の次のステップＳ１２６では、テンプレート生成部５０は、特定された保存先の
候補に対応付けられた保存先画像を表す保存先画像データを準備する。図２のステップＳ
１２３との差異は、複数の候補のための複数の保存先画像データが準備される点である。
【００９９】
　図１９（Ａ）～図１９（Ｃ）は、保存先特定領域の例の概略図である。図１９（Ａ）の
テンプレート画像ＴＩＥは、保存先特定領域ＳＳＥ内に、複数の保存先の候補をそれぞれ
表す複数の文字画像ＳＴと、複数の文字画像ＳＴにそれぞれ対応するマーク領域ＳＭと、
を含んでいる。ユーザは、１つのマーク領域ＳＭを塗りつぶすことによって、１つの保存
先を選択できる。この例では、マーク領域ＳＭと文字画像ＳＴとのペアが、１つの保存先
画像に対応する。
【０１００】
　図１９（Ｂ）のテンプレート画像ＴＩＦは、保存先特定領域ＳＳＦ内に、複数の保存先
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の候補をそれぞれ表す複数のアイコン画像ＳＣと、複数のアイコン画像ＳＣにそれぞれ対
応するマーク領域ＳＭと、を含んでいる。ユーザは、１つのマーク領域ＳＭを塗りつぶす
ことによって、１つの保存先を選択できる。この例では、マーク領域ＳＭとアイコン画像
ＳＣとのペアが、１つの保存先画像に対応する。
【０１０１】
　図１９（Ｃ）のテンプレート画像ＴＩＧは、保存先特定領域ＳＳＧ内に、複数の保存先
の候補をそれぞれ表す複数のマーク領域ＳＭＧを含んでいる。各マーク領域ＳＭＧには、
保存先の候補の識別子（ここでは、番号）が、記されている。なお、識別子と保存先との
対応関係は、例えば、画像処理サーバ２００のアカウントに応じて、予め定められる。複
合機３００のテンプレート取得部３１４は、ユーザの指示に応じて、この対応関係を表示
部３６０に表示してもよい。この例では、１つのマーク領域ＳＭＧが、１つの保存先画像
に対応する。
【０１０２】
　いずれの場合も、画像処理サーバ２００（図１）は、図７の手順に従って、対象画像デ
ータ（ＰＤＦファイル）を生成する。ステップＳ３０８（図８のステップＳ６００）では
、保存先特定部１２４は、原稿画像データを解析して、保存先特定領域ＳＳＥ、ＳＳＦ、
ＳＳＧ内の塗りつぶされたマーク領域ＳＭ、ＳＭＧを検出し、検出されたマーク領域ＳＭ
、ＳＭＧに対応付けられた保存先を特定する。マーク領域ＳＭ、ＳＭＧに対応付けられた
保存先は、マーク領域ＳＭ、ＳＭＧの位置と、保存先との、予め定められた対応関係に基
づいて、特定される。例えば、この対応関係は、画像処理サーバ２００のアカウント毎に
、定められる。
【０１０３】
　以上のように、保存先特定領域は、複数の保存先を表す複数の保存先画像を含み、１つ
の保存先画像を特定するための情報を記入するための領域である。そして、保存先特定部
１２４は、原稿画像データを解析することによって、保存先特定領域に記入された情報に
よって特定される１つの保存先を、特定する。従って、ユーザは、保存先特定領域に情報
を記入することによって、容易に、１つの保存先を選択できる。なお、テンプレート生成
部５０は、単位画像１０Ｃの中では、キーワード領域ＫＡが保存先特定領域ＳＳＥ～ＳＳ
Ｇと重ならないように、キーワード領域ＫＡの配置を、テンプレート画像ＴＩＥ～ＴＩＧ
の縁から離れる方向（図中の上）にずらしている。
【０１０４】
　なお、保存先画像は、ユーザが他の情報を参照せずに保存先を認識可能な画像（例えば
、アイコンやテキスト等）であることが好ましい。こうすれば、ユーザは、複数の保存先
を容易に認識できる。テンプレート画像が複数の単位画像１０を含む場合には、複数の単
位画像１０のうちの１つの単位画像１０に保存先特定領域が設けられることが好ましい。
こうすれば、保存先特定領域によって特定される保存先を、テンプレート画像の全体の保
存先として利用することができる。
【０１０５】
　また、テンプレート生成部５０は、ユーザを識別するアカウントを取得し（図１８：Ｓ
９００）、アカウントに対応付けられた複数の保存先のセットを取得する（図１８：Ｓ９
１０）。従って、ユーザ毎に、ユーザに適した複数の保存先を利用することができる。
【０１０６】
変形例：
（１）図３のステップＳ２５０を省略してもよい。すなわち、キーワード取得部４０は、
取得された複数のキーワードの全てを、候補として利用してもよい。ここで、取得された
キーワードの総数が、単位画像１０に設けられ得る所定の最大数（例えば、４）を越える
場合には、キーワード取得部４０は、所定の優先順に従って、所定の最大数のキーワード
を選択してもよい（例えば、使用頻度順）。また、取得されたキーワードの総数が、所定
の最大数よりも少ない場合には、キーワード取得部４０は、予め決められたキーワードを
追加することによって、所定の最大数のキーワードを候補として取得してもよい。また、



(24) JP 5983099 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

図２のステップＳ１２８では、キーワード取得部４０は、ユーザによって入力されたキー
ワードを、キーワードの候補として取得してもよい。ユーザによって入力されたキーワー
ドを取得する方法としては、任意の方法を採用可能である。例えば、ユーザは、複合機３
００の操作部３５０を操作することによって、キーワードを複合機３００に入力する。キ
ーワード取得部４０は、複合機３００から、入力されたキーワードを取得する。また、画
像処理サーバ２００の不揮発性記憶装置２４０が、アカウント毎のキーワード候補を、予
め格納してもよい。キーワード取得部４０は、不揮発性記憶装置２４０から、アカウント
に対応付けられた複数のキーワードを取得すればよい。
【０１０７】
（２）テンプレート画像ＴＩに含まれる単位画像１０の数（割付数ＡＮ）は、「１」であ
ってもよい。
【０１０８】
（３）対象画像データの形式としては、種々の形式を採用可能である。例えば、ＰＤＦ形
式に限らず、複数のページを１ページずつ出力（印刷や表示）可能な任意の形式を採用可
能である（例えば、ＸＰＳ(XML Paper Specification)形式）。また、ページ毎の出力が
想定されていない形式（例えば、ＪＰＥＧ形式）を採用してもよい。この場合、ファイル
生成部１７０は、複数個の領域画像２０を表す複数個の領域画像データのそれぞれを用い
て、互いに独立した複数個のデータファイル（例えば、ＪＰＥＧ形式のデータファイル）
を生成すればよい。いずれの場合も、領域画像生成部１６０とファイル生成部１７０との
全体が、対象画像データ提供部に対応する。また、原稿画像データ（元画像データ）が、
そのまま、対象画像データとして提供されてもよい。この場合には、ページ番号取得部１
３０と生成順特定部１４０と不要条件判断部１５０と領域画像生成部１６０とを省略可能
である。一般には、対象画像データとしては、元画像データによって表される画像の少な
くとも一部を表す画像データを、採用可能である。
【０１０９】
（４）テンプレート画像ＴＩが複数の単位画像１０を含む場合に、複数の単位画像１０の
それぞれが、保存先特定領域を含んでもよい。この場合、単位画像１０毎に、保存先が異
なってもよい。
【０１１０】
（５）テンプレート画像ＴＩが複数の単位画像１０を含む場合に、一部の単位画像１０（
領域画像２０）のキーワード領域ＫＡにのみ、キーワードを特定するための情報が記入さ
れてもよい。この場合、原稿画像番号ＳＮと原稿画像ページ番号ＳＰＮとの組み合わせに
よって決まる順番に領域画像２０を並べた場合に、キーワードが特定されない領域画像２
０には、順番が１つ前の領域画像２０のキーワードが関連付けられることとしてもよい。
キーワードの無い複数の領域画像２０が連続する場合には、それら複数の領域画像２０に
、それら複数の領域画像２０の１つ前の領域画像２０のキーワードが関連付けられる。こ
うすれば、ユーザは、複数の領域画像２０に同じキーワードを記入せずに済む。
【０１１１】
（６）上述の種々の処理において、原稿画像データ（元画像データ）の解析は、領域画像
データの解析に、置換可能である。この場合、解析を行う処理部と、領域画像データを生
成した領域画像生成部１６０と、の全体が、解析を行う処理部に対応する。例えば、キー
ワード特定部１２２が、領域画像データを解析することによって、キーワードを特定する
場合には、キーワード特定部１２２と領域画像生成部１６０との全体が、原稿画像データ
（元画像データ）を解析してキーワードを特定するキーワード特定部に対応する。
【０１１２】
（７）なお、原稿画像データを生成するための画像読取部は、光学的に原稿を読み取る装
置であれば良く、実施例におけるスキャナに限らず、デジタルカメラであっても良い。
【０１１３】
（８）上記実施例における画像処理サーバ２００によって実現される機能の一部または全
部が、複合機３００によって実現されても良い。例えば、原稿画像処理部１００の機能が
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示に応じて画像読取部３８０を用いて生成された原稿画像データに対して、自身が備える
原稿画像処理部１００の機能を用いて上述した処理を実行し、ＰＤＦファイルを生成する
。また、画像処理サーバ２００によって実現される機能の一部または全部が、パーソナル
コンピュータ４００によって実現されてもよい。また、ＰＤＦファイルの格納先は、格納
サーバ５００に限らず、パーソナルコンピュータ４００や複合機３００が筐体内に備える
記憶装置であっても良く、パーソナルコンピュータ４００や複合機３００に接続されたＵ
ＳＢメモリなどの携帯型メモリであっても良く、画像処理サーバ２００であっても良い。
【０１１４】
（９）ネットワークを介して互いに通信可能な複数の装置（例えば、コンピュータ）が、
画像処理サーバ２００の機能（例えば、原稿画像処理部１００の機能）を一部ずつ分担し
て、全体として、画像処理サーバ２００の機能を提供してもよい（これらの装置を備える
システムが画像処理装置に対応する）。
【０１１５】
（１０）上記各実施例において、ハードウェアによって実現されていた構成の一部をソフ
トウェアに置き換えるようにしてもよく、逆に、ソフトウェアによって実現されていた構
成の一部あるいは全部をハードウェアに置き換えるようにしてもよい。例えば、図１の原
稿画像処理部１００の機能を、論理回路を有する専用のハードウェア回路によって実現し
てもよい。
【０１１６】
　また、本発明の機能の一部または全部がコンピュータプログラムで実現される場合には
、そのプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体（例えば、一時的ではない記
録媒体）に格納された形で提供することができる。プログラムは、提供時と同一または異
なる記録媒体（コンピュータ読み取り可能な記録媒体）に格納された状態で、使用され得
る。「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、メモリーカードやＣＤ－ＲＯＭのよう
な携帯型の記録媒体に限らず、各種ＲＯＭ等のコンピュータ内の内部記憶装置や、ハード
ディスクドライブ等のコンピュータに接続されている外部記憶装置も含んでいる。
【０１１７】
　以上、実施例、変形例に基づき本発明について説明してきたが、上記した発明の実施の
形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。
本発明は、その趣旨並びに特許請求の範囲を逸脱することなく、変更、改良され得ると共
に、本発明にはその等価物が含まれる。
【符号の説明】
【０１１８】
　４０...キーワード取得部、５０...テンプレート画像生成部、６０...テンプレート画
像データ供給部、７０...アカウント処理部、１００...原稿画像処理部、１１０...原稿
画像取得部、１２０...画像情報取得部、１２２...キーワード特定部、１２４...保存先
特定部、１３０...ページ番号取得部、１４０...生成順特定部、１５０...不要条件判断
部、１６０...領域画像生成部、１７０...ファイル生成部、１８０...関連設定部、１９
０...ファイル供給部、２００...画像処理サーバ、２１０...ＣＰＵ、２２０...通信部、
２３０...揮発性記憶装置、２４０...不揮発性記憶装置、２４１...コンピュータプログ
ラム、３００...複合機、３１０...ＣＰＵ、３１２...装置制御部、３１４...テンプレー
ト画像取得部、３１６...原稿画像送信部、３２０...通信部、３３０...揮発性記憶装置
、３４０...不揮発性記憶装置、３４１...コンピュータプログラム、３５０...操作部、
３６０...表示部、３７０...印刷実行部、３８０...画像読取部、４００...パーソナルコ
ンピュータ、４１０...ＣＰＵ、５００、５２０、５３０...格納サーバ、５１０、５２２
、５３２...ＣＰＵ、７００...インターネット、１０００...原稿保存システム
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