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(57)【要約】
【課題】検索に有効なサムネールとキーワードの両方の
視認性をさらに向上させることで、より確実で直感的な
検索性を実現することができる、画像処理装置および画
像処理方法を提供することを課題とする。
【解決手段】本発明は、記憶部に記憶された画像データ
に対応するキーワードを取得し、取得されたキーワード
を解析することにより、当該キーワードのキーワード情
報を取得し、画像データを解析することにより、当該画
像データの色情報を取得し、取得されたキーワード情報
と、色情報とに基づいて、キーワードの表示形式を決定
し、決定された表示形式に基づいて、画像データ上にキ
ーワードを重畳させた状態で、表示部にサムネール表示
する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と記憶部と制御部を少なくとも備えた画像処理装置において実行される画像処理
方法であって、
　上記記憶部は、
　サムネール表示される画像データと、当該画像データに対応付けられたキーワードとを
記憶する画像データ記憶手段
を備え、
　上記制御部において実行される、
　上記画像データ記憶手段に記憶された上記画像データに対応する上記キーワードを取得
するキーワード取得ステップと、
　上記キーワード取得ステップにて取得された上記キーワードを上記画像データ上に重畳
させた状態で、上記表示部にサムネール表示するキーワード付きサムネール画像表示ステ
ップと、
を含むことを特徴とする、画像処理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理方法であって、
　上記制御部において実行される、
　上記キーワード取得ステップにて取得された上記キーワードを解析することにより、当
該キーワードのキーワード情報を取得するキーワード解析ステップと、
　上記画像データを解析することにより、当該画像データの色情報を取得する画像解析ス
テップと、
　上記キーワード解析ステップにて取得された上記キーワード情報と、上記画像解析ステ
ップにて取得された上記色情報とに基づいて、上記キーワードの表示形式を決定するキー
ワード表示形式決定ステップと、
をさらに含み、
　上記キーワード付きサムネール画像表示ステップにおいて、
　上記キーワード表示形式決定ステップにて決定された上記表示形式に基づいて、上記画
像データ上に上記キーワードを重畳させた状態で、上記表示部にサムネール表示すること
を特徴とする、画像処理方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の画像処理方法であって、
　上記画像処理装置は、入力部をさらに備え、
　上記制御部において実行される、
　上記入力部を介して入力された利用者の変更指示に基づいて、上記キーワード付きサム
ネール画像表示ステップにて表示された上記キーワードの表示形式を変更する表示形式変
更ステップ
をさらに含むことを特徴とする、画像処理方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の画像処理方法であって、
　上記画像処理装置は、画像読取部をさらに備え、
　上記画像データは、上記画像読取部にて原稿から読み取られた画像データであることを
特徴とする、画像処理方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の画像処理方法であって、
　上記キーワード情報は、上記キーワードの個数または文字数に関する情報を含み、
　上記表示形式は、上記キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示位置
のうち少なくとも一つに関する情報を含むことを特徴とする、画像処理方法。
【請求項６】
　表示部と記憶部と制御部を少なくとも備えた画像処理装置であって、
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　上記記憶部は、
　サムネール表示される画像データと、当該画像データに対応付けられたキーワードとを
記憶する画像データ記憶手段
を備え、
　上記制御部は、
　上記画像データ記憶手段に記憶された上記画像データに対応する上記キーワードを取得
するキーワード取得手段と、
　上記キーワード取得手段により取得された上記キーワードを上記画像データ上に重畳さ
せた状態で、上記表示部にサムネール表示するキーワード付きサムネール画像表示手段と
、
を備えたことを特徴とする、画像処理装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像処理装置であって、
　上記制御部は、
　上記キーワード取得手段によって取得された上記キーワードを解析することにより、当
該キーワードのキーワード情報を取得するキーワード解析手段と、
　上記画像データを解析することにより、当該画像データの色情報を取得する画像解析手
段と、
　上記キーワード解析手段によって取得された上記キーワード情報と、上記画像解析手段
によって取得された上記色情報とに基づいて、上記キーワードの表示形式を決定するキー
ワード表示形式決定手段と、
をさらに備え、
　上記キーワード付きサムネール画像表示手段は、
　上記キーワード表示形式決定手段により決定された上記表示形式に基づいて、上記画像
データ上に上記キーワードを重畳させた状態で、上記表示部にサムネール表示すること
を特徴とする、画像処理装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の画像処理装置であって、入力部をさらに備え、
　上記制御部は、
　上記入力部を介して入力された利用者の変更指示に基づいて、上記キーワード付きサム
ネール画像表示手段により表示された上記キーワードの表示形式を変更する表示形式変更
手段
をさらに備えたことを特徴とする、画像処理装置。
【請求項９】
　請求項６に記載の画像処理装置であって、画像読取部をさらに備え、
　上記画像データは、上記画像読取部にて原稿から読み取られた画像データであることを
特徴とする、画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載の画像処理装置であって、
　上記キーワード情報は、上記キーワードの個数または文字数に関する情報を含み、
　上記表示形式は、上記キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示位置
のうち少なくとも一つに関する情報を含むことを特徴とする、画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置および画像処理方法に関し、特に、サムネール画像上にキーワ
ードを透かし表示する画像処理装置および画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＰＣの性能向上により、ＰＣ内部の情報（ファイル数）が膨大になってきており
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、検索性向上は非常に重要な課題となってきている。また、スキャナで読み取った画像や
、デジカメで取得した写真など、多くのイメージデータを管理する機会が増えている。こ
れらのイメージデータを検索する際に、サムネール表示による検索が用いられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の技術では、以下のようにファイルを検索している。
　（１）サムネールおよびファイル名を目視することにより、所望のファイルを見つけ出
す。
　（２）ファイル名に対して、検索を実行し、所望のファイルを抽出する。
　（３）ファイル自体にキーワードを付与し、ファイル検索により所望のファイルを抽出
する。
　（４）ＯＣＲ処理が施された画像ファイルの場合は、ファイルの内容（単語、文）で検
索を実施する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１５１１２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術（例えば、特許文献１）では、スキャナ等で取得したＡ４用
紙サイズなどのファイルは、サムネール表示上の視認性が低いため、検索効率は決して高
いものではなかった。例えば、ファイルが写真等のイメージデータであればサムネール表
示上で目視により確認できるが、文書や帳票等の文書データおよび表計算データ等である
場合は、サムネール表示上では小さすぎて一見してわからないという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、検索に有効なサムネールとキーワードの両方
の視認性をさらに向上させることができ、その結果、より確実で直感的な検索性を実現す
ることができる、画像処理装置および画像処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的を達成するため、請求項１に記載の画像処理方法は、表示部と記憶部と
制御部を少なくとも備えた画像処理装置において実行される画像処理方法であって、上記
記憶部は、サムネール表示される画像データと、当該画像データに対応付けられたキーワ
ードとを記憶する画像データ記憶手段を備え、上記制御部において実行される、上記画像
データ記憶手段に記憶された上記画像データに対応する上記キーワードを取得するキーワ
ード取得ステップと、上記キーワード取得ステップにて取得された上記キーワードを上記
画像データ上に重畳させた状態で、上記表示部にサムネール表示するキーワード付きサム
ネール画像表示ステップと、を含むことを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項２に記載の画像処理方法は、請求項１に記載の画像処理方法であって、上
記制御部において実行される、上記キーワード取得ステップにて取得された上記キーワー
ドを解析することにより、当該キーワードのキーワード情報を取得するキーワード解析ス
テップと、上記画像データを解析することにより、当該画像データの色情報を取得する画
像解析ステップと、上記キーワード解析ステップにて取得された上記キーワード情報と、
上記画像解析ステップにて取得された上記色情報とに基づいて、上記キーワードの表示形
式を決定するキーワード表示形式決定ステップと、をさらに含み、上記キーワード付きサ
ムネール画像表示ステップにおいて、上記キーワード表示形式決定ステップにて決定され
た上記表示形式に基づいて、上記画像データ上に上記キーワードを重畳させた状態で、上
記表示部にサムネール表示することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項３に記載の画像処理方法は、請求項１に記載の画像処理方法であって、上
記画像処理装置は、入力部をさらに備え、上記制御部において実行される、上記入力部を
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介して入力された利用者の変更指示に基づいて、上記キーワード付きサムネール画像表示
ステップにて表示された上記キーワードの表示形式を変更する表示形式変更ステップをさ
らに含むことを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項４に記載の画像処理方法は、請求項１に記載の画像処理方法であって、上
記画像処理装置は、画像読取部をさらに備え、上記画像データは、上記画像読取部にて原
稿から読み取られた画像データであることを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項５に記載の画像処理方法は、請求項２に記載の画像処理方法であって、上
記キーワード情報は、上記キーワードの個数または文字数に関する情報を含み、上記表示
形式は、上記キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示位置のうち少な
くとも一つに関する情報を含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項６に記載の画像処理装置は、表示部と記憶部と制御部を少なくとも備えた
画像処理装置であって、上記記憶部は、サムネール表示される画像データと、当該画像デ
ータに対応付けられたキーワードとを記憶する画像データ記憶手段を備え、上記制御部は
、上記画像データ記憶手段に記憶された上記画像データに対応する上記キーワードを取得
するキーワード取得手段と、上記キーワード取得手段により取得された上記キーワードを
上記画像データ上に重畳させた状態で、上記表示部にサムネール表示するキーワード付き
サムネール画像表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項７に記載の画像処理装置は、請求項６に記載の画像処理装置であって、上
記制御部は、上記キーワード取得手段によって取得された上記キーワードを解析すること
により、当該キーワードのキーワード情報を取得するキーワード解析手段と、上記画像デ
ータを解析することにより、当該画像データの色情報を取得する画像解析手段と、上記キ
ーワード解析手段によって取得された上記キーワード情報と、上記画像解析手段によって
取得された上記色情報とに基づいて、上記キーワードの表示形式を決定するキーワード表
示形式決定手段と、をさらに備え、上記キーワード付きサムネール画像表示手段は、上記
キーワード表示形式決定手段により決定された上記表示形式に基づいて、上記画像データ
上に上記キーワードを重畳させた状態で、上記表示部にサムネール表示することを特徴と
する。
【００１４】
　また、請求項８に記載の画像処理装置は、請求項６に記載の画像処理装置であって、入
力部をさらに備え、上記制御部は、上記入力部を介して入力された利用者の変更指示に基
づいて、上記キーワード付きサムネール画像表示手段により表示された上記キーワードの
表示形式を変更する表示形式変更手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項９に記載の画像処理装置は、請求項６に記載の画像処理装置であって、画
像読取部をさらに備え、上記画像データは、上記画像読取部にて原稿から読み取られた画
像データであることを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項１０に記載の画像処理装置は、請求項７に記載の画像処理装置であって、
上記キーワード情報は、上記キーワードの個数または文字数に関する情報を含み、上記表
示形式は、上記キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示位置のうち少
なくとも一つに関する情報を含むことを特徴とする。
【００１７】
　このように、本発明は、サムネール表示された画像データにオーバーラップするように
キーワードを表示することで、サムネールとキーワードの２種類の情報を目視することに
より、検索効率の向上を提供することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１８】
　この発明によれば、記憶部に記憶された画像データに対応するキーワードを取得し、取
得されたキーワードを解析することにより、当該キーワードのキーワード情報を取得し、
取得されたキーワードを画像データ上に重畳させた状態で、表示部にサムネール表示する
ので、ファイルをサムネール表示上で検索する際、視認性の高めることができ、ユーザの
ファイルの検索効率を向上させることができるという効果を奏する。
【００１９】
　また、この発明によれば、取得されたキーワードを解析することにより、当該キーワー
ドのキーワード情報を取得し、画像データを解析することにより、当該画像データの色情
報を取得し、取得されたキーワード情報と、取得された色情報とに基づいて、キーワード
の表示形式を決定し、キーワード付きサムネール画像表示において、決定された表示形式
に基づいて、画像データ上にキーワードを重畳させた状態で、表示部にサムネール表示す
るので、適切な表示形式を自動的に判断することにより、キーワード付きサムネール画像
の検索がより容易になり、ファイルをサムネール表示上で検索する際、視認性の高めるこ
とができ、ユーザのファイルの検索効率を向上させることができるという効果を奏する。
【００２０】
　また、この発明によれば、画像処理装置は、入力部をさらに備え、入力部を介して入力
された利用者の変更指示に基づいて、表示されたキーワードの表示形式を変更するので、
ユーザにとって検索しやすいキーワードの表示形式に変更することができ、ファイルをサ
ムネール表示上で検索する際、視認性の高めることができ、ユーザのファイルの検索効率
を向上させることができるという効果を奏する。
【００２１】
　また、この発明によれば、画像処理装置は、画像読取部をさらに備え、画像データは、
画像読取部にて原稿から読み取られた画像データであるので、スキャナ等の画像読取部に
て原稿から読み取られた画像データであるファイルをサムネール表示上で検索する際、視
認性の高めることができ、ユーザのファイルの検索効率を向上させることができるという
効果を奏する。
【００２２】
　また、この発明によれば、キーワード情報は、キーワードの個数または文字数に関する
情報を含み、表示形式は、キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示位
置のうち少なくとも一つに関する情報を含むので、サムネール表示される画像データを、
適切な色や大きさや位置で表示できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に、本発明にかかる画像処理装置および画像処理方法の実施の形態を図面に基づい
て詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２４】
［本発明の概要］
　以下、本発明の概要について説明し、その後、本発明の構成および処理等について詳細
に説明する。図１～図３は、本発明の基本処理を示すフローチャートである。
【００２５】
　本発明は、概略的に、以下の基本的特徴を有する。すなわち、本発明は、表示部と記憶
部と制御部を少なくとも備えた画像処理装置であって、記憶部は、サムネール表示される
画像データと、当該画像データに対応付けられたキーワードとを記憶する。ここで、サム
ネール表示される画像データは、例えば、文書ファイルや表計算ファイルやテキストファ
イル等を表示した表示画面のキャプチャ画像データや、写真等の画像データ等を含む。
【００２６】
　ここで、画像処理装置は、画像読取部をさらに備えてもよく、画像データは、画像読取
部にて原稿から読み取られた画像データであってもよい。
【００２７】
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　まず、図１を参照して本発明の基本処理について説明する。
【００２８】
　図１に示すように、本発明は、記憶部に記憶された画像データに対応するキーワードを
取得する（ステップＳＡ－１）。
【００２９】
　そして、本発明は、取得されたキーワードを画像データ上に重畳させた状態で、表示部
にサムネール表示する（ステップＳＡ－２）。
【００３０】
　また、本発明は、キーワードおよび画像データを解析してキーワードの表示形式を決定
してもよく、図２に示すステップＳＢ－１～ステップＳＢ－６のように処理を行ってもよ
い。
【００３１】
　図２に示すように、本発明は、記憶部に記憶された画像データに対応するキーワードを
取得する（ステップＳＢ－１）。
【００３２】
　そして、本発明は、取得されたキーワードを解析することにより、当該キーワードのキ
ーワード情報を取得する（ステップＳＢ－２）。
【００３３】
　ここで、「キーワード情報」は、キーワードの個数または文字数に関する情報を含んで
いてもよい。
【００３４】
　そして、本発明は、画像データを解析することにより、当該画像データの色情報を取得
する（ステップＳＢ－３）。
【００３５】
　そして、本発明は、取得されたキーワード情報と色情報とに基づいて、キーワードの表
示形式を決定する（ステップＳＢ－４）。
【００３６】
　ここで、「表示形式」は、キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示
位置のうち少なくとも一つに関する情報を含んでいてもよい。
【００３７】
　そして、本発明は、決定された表示形式に基づいて、画像データ上にキーワードを重畳
させた状態で、表示部にサムネール表示する（ステップＳＢ－５）。
【００３８】
　また、本発明は、サムネール表示後に、利用者の変更指示に基づいてキーワードの表示
形式を変更してもよく、図３に示すステップＳＣ－１～ステップＳＣ－３のように処理を
行ってもよい。ここで、本発明は、入力部をさらに備えてもよい。
【００３９】
　図３に示すように、本発明は、記憶部に記憶された画像データに対応するキーワードを
取得する（ステップＳＣ－１）。
【００４０】
　そして、本発明は、取得されたキーワードを画像データ上に重畳させた状態で、表示部
にサムネール表示する（ステップＳＣ－２）。
【００４１】
　そして、本発明は、入力部を介して入力された利用者の変更指示に基づいて、表示され
たキーワードの表示形式を変更する（ステップＳＣ－３）。
【００４２】
　このように、本発明は、サムネール表示するときの画像データであるファイルに付与さ
れたキーワードをオーバーラップ表示してもよい。この際、キーワード表示を透かし（例
えば、キーワードのレイヤーを全透明または半透明等）にて表示することにより、サムネ
ールの視認性を高めてもよい。ここで、本発明は、画像データ自体にキーワードのイメー
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ジを貼り付けるわけではないため、画像データのみの表示を選択する場合は、キーワード
の表示を行わなくてもよい。
【００４３】
［画像処理装置１００の構成］
　まず、本画像処理装置１００の構成について説明する。図４は、本発明が適用される画
像処理装置１００の構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関係する
部分のみを概念的に示している。
【００４４】
　図４において、画像処理装置１００は、概略的に、本画像処理装置１００の全体を統括
的に制御するＣＰＵ等の制御部１０２、通信回線等に接続されるルータ等の通信装置（図
示せず）に接続される通信制御インターフェース部（図示せず）、入力部１１２や表示部
１１４や画像読取部１１６に接続される入出力制御インターフェース部１０８、および、
各種のデータベースやテーブルなどを格納する記憶部１０６を備えて構成されており、こ
れら各部は任意の通信路を介して通信可能に接続されている。
【００４５】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベースやテーブル（画像データファイル１０６
ａ）は、固定ディスク装置等のストレージ手段であり、各種処理に用いる各種のプログラ
ムやテーブルやファイルやデータベースやウェブページ等を格納する。
【００４６】
　これら記憶部１０６の各構成要素のうち、画像データファイル１０６ａは、サムネール
表示される画像データと、当該画像データに対応付けられたキーワードとを記憶する画像
データ記憶手段である。ここで、画像データは、画像読取部１１６にて原稿から読み取ら
れた画像データであってもよい。
【００４７】
　また、図４において、入出力制御インターフェース部１０８は、入力部１１２や表示部
１１４や画像読取部１１６の制御を行う。ここで、画像読取部１１６は、例えば、スキャ
ナ等であり、原稿から画像データを読み取ることができる。また、ここで、表示部１１４
としては、モニタ（家庭用テレビを含む）を用いることができる（なお、以下においては
表示部１１４をモニタとして記載する場合がある）。また、入力部１１２としては、キー
ボード、マウス、およびマイク等を用いてもよい。
【００４８】
　また、図４において、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等
の制御プログラム、各種の処理手順等を規定したプログラム、および所要データを格納す
るための内部メモリを有し、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための
情報処理を行う。制御部１０２は、機能概念的に、キーワード取得部１０２ａ、キーワー
ド解析部１０２ｂ、画像解析部１０２ｃ、キーワード表示形式決定部１０２ｄ、キーワー
ド付きサムネール画像表示部１０２ｅ、および、表示形式変更部１０２ｆを備えて構成さ
れている。
【００４９】
　このうち、キーワード取得部１０２ａは、画像データファイル１０６ａに記憶された画
像データに対応するキーワードを取得するキーワード取得手段である。
【００５０】
　また、キーワード解析部１０２ｂは、キーワード取得部１０２ａによって取得されたキ
ーワードを解析することにより、当該キーワードのキーワード情報を取得するキーワード
解析手段である。ここで、「キーワード情報」は、キーワードの個数または文字数に関す
る情報を含んでいてもよい。
【００５１】
　また、画像解析部１０２ｃは、画像データを解析することにより、当該画像データの色
情報を取得する画像解析手段である。
【００５２】
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　また、キーワード表示形式決定部１０２ｄは、キーワード解析部１０２ｂによって取得
されたキーワード情報と、画像解析部１０２ｃによって取得された色情報とに基づいて、
キーワードの表示形式を決定するキーワード表示形式決定手段である。ここで、「表示形
式」は、キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示位置のうち少なくと
も一つに関する情報を含んでいてもよい。
【００５３】
　また、キーワード付きサムネール画像表示部１０２ｅは、キーワード取得部１０２ａに
よって取得されたキーワードを画像データ上に重畳させた状態で、表示部１１４にサムネ
ール表示するキーワード付きサムネール画像表示手段である。また、キーワード付きサム
ネール画像表示部１０２ｅは、キーワード表示形式決定部１０２ｄによって決定された表
示形式に基づいて、キーワードと画像データとを、画像データ上にキーワードを重畳させ
た状態で、表示部１１４にサムネール表示してもよい。
【００５４】
　また、表示形式変更部１０２ｆは、入力部１１２を介して入力された利用者の変更指示
に基づいて、キーワード付きサムネール画像表示部１０２ｅによって表示されたキーワー
ドの表示形式を変更する表示形式変更手段である。ここで、キーワードの表示形式とは、
例えば、キーワードの色、文字列、大きさ等であり、利用者が入力部１１２を介して任意
に変更してもよい。
【００５５】
　また、図４において、本画像処理装置１００は、ルータ等の通信装置および専用線等の
有線または無線の通信回線を介して、ネットワーク（図示せず）に通信可能に接続されて
いてもよい。また、通信制御インターフェース部（図示せず）は、画像処理装置１００と
ネットワーク（またはルータ等の通信装置）との間における通信制御を行ってもよい。す
なわち、通信制御インターフェース部（図示せず）は、他の端末と通信回線を介してデー
タを通信する機能を有していてもよい。また、ネットワークは、画像処理装置１００と外
部装置（図示せず）とを相互に接続する機能を有し、例えば、インターネット、電話回線
網（携帯電話回線網、一般電話回線網を含む。）、イントラネット等であってもよい。以
上で、画像処理装置１００の構成の説明を終える。
【００５６】
［画像処理装置１００の処理］
　次に、このように構成された本実施の形態における本画像処理装置１００の処理の一例
について、以下に上記図１～図３および図５を参照して詳細に説明する。ここで、図５は
、本発明の実施の形態におけるキーワード付きサムネール画像の表示例を示す図である。
【００５７】
　まず、再度図１を参照して画像処理装置１００の基本処理について説明する。
【００５８】
　図１に示すように、キーワード取得部１０２ａは、画像データファイル１０６ａに記憶
された画像データに対応するキーワードを取得する（ステップＳＡ－１）。ここで、「キ
ーワード」とは、検索時等に用いられるファイル内容等を表す単語や文等である。例えば
、図５に示すように、キーワードとしては、文書ファイルや表計算ファイル等では「企画
会議」や「２００７年９月」等といったファイル内容の要約や日付・時間情報等、また、
「定例会議配布資料」等といったファイル名等が挙げられ、写真等の画像ファイル等では
「壁紙」や「もみじ」等といった用途や画像の内容等が挙げられる。このように、キーワ
ードとしては、例えば、ファイルの名前、拡張子、格納場所、用途、色、サイズ、種類（
画像、写真、音楽、動画等）、更新日、アクセス権、日時（更新日時、作成日時、作成日
時等）、属性、所有者、作成者、タイトル等が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５９】
　そして、キーワード付きサムネール画像表示部１０２ｅは、キーワード取得部１０２ａ
の処理により取得されたキーワードを画像データ上に重畳させた状態で、表示部１１４に
サムネール表示する（ステップＳＡ－２）。すなわち、キーワード付きサムネール画像表
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示部１０２ｅは、図５に示すように、キーワードを表示するキーワードウィンドウの背景
を透かした状態（例えば、キーワードのレイヤーを全透明または半透明等）で、画像デー
タを表示するウィンドウ上にキーワードウィンドウを重畳させて表示する。
【００６０】
　続いて、再度図２を参照して、画像処理装置１００の基本処理の別の一例について説明
する。
【００６１】
　図２に示すように、キーワード取得部１０２ａは、画像データファイル１０６ａに記憶
された画像データに対応するキーワードを取得する（ステップＳＢ－１）。
【００６２】
　そして、キーワード解析部１０２ｂは、キーワード取得部１０２ａの処理により取得さ
れたキーワードを解析することにより、当該キーワードのキーワード情報を取得する（ス
テップＳＢ－２）。ここで、「キーワード情報」とは、例えば、キーワードの個数または
文字数等に関する情報であり、このキーワード情報は、画像データ上にキーワードを重畳
させた状態で表示する際に、適切な個数、文字数、または、文字の大きさ等にてキーワー
ドを表示するために用いられる。詳細については後述する。
【００６３】
　そして、画像解析部１０２ｃは、画像データファイル１０６ａに記憶された画像データ
を解析することにより、当該画像データの色情報を取得する（ステップＳＢ－３）。ここ
で、「色情報」とは、画像データ上にキーワードを重畳させた状態で表示する際に、背景
である画像データとは明確に区別できるキーワードの色を判断するために用いられる。詳
細については後述する。
【００６４】
　そして、キーワード表示形式決定部１０２ｄは、キーワード解析部１０２ｂの処理によ
り取得されたキーワード情報と、画像解析部１０２ｃの処理により取得された色情報とに
基づいて、キーワードの表示形式を決定する（ステップＳＢ－４）。ここで、「表示形式
」とは、例えば、キーワードの個数、文字の大きさ、文字の色、および、表示位置のうち
少なくとも一つに関する情報であり、画像データ上にキーワードを重畳させた状態で表示
する際に、画像データとキーワードの両方の視認性を十分確保できるようにするために用
いられる。例えば、表示形式は、キーワードの個数が多い場合は、画像データの内容を的
確に示すキーワードを優先的に表示してもてよく、また、キーワードの個数が少ない場合
は、文字の大きさを大きめに表示してもよく、また、画像データの色（背景色）とは異な
る文字の色にて表示してもよく、また、キーワードが背景と重ならない適切な位置にて表
示してもよい。
【００６５】
　そして、キーワード付きサムネール画像表示部１０２ｅは、キーワード表示形式決定部
１０２ｄの処理により決定された表示形式に基づいて、図５に示すように、画像データ上
にキーワードを重畳させた状態で、表示部にサムネール表示する（ステップＳＢ－５）。
【００６６】
　続いて、再度図３を参照して、画像処理装置１００の基本処理のさらなる別の一例につ
いて説明する。
【００６７】
　図３に示すように、キーワード取得部１０２ａは、画像データファイル１０６ａに記憶
された画像データに対応するキーワードを取得する（ステップＳＣ－１）。
【００６８】
　そして、キーワード付きサムネール画像表示部１０２ｅは、キーワード取得部１０２ａ
の処理により取得されたキーワードを画像データ上に重畳させた状態で、表示部１１４に
サムネール表示する（ステップＳＣ－２）。
【００６９】
　そして、表示形式変更部１０２ｆは、入力部１１２を介して入力された利用者の変更指
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示に基づいて、表示されたキーワードの表示形式を変更する（ステップＳＣ－３）。ここ
で、キーワードの表示形式とは、例えば、キーワードの色、文字列、大きさ等であり、利
用者が入力部１１２を介して任意に変更してもよい。以上で、画像処理装置１００の処理
の説明を終える。
【００７０】
［他の実施の形態］
　さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形
態以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実
施の形態にて実施されてよいものである。
【００７１】
　例えば、画像処理装置１００がスタンドアローンの形態で処理を行う場合を一例に説明
したが、画像処理装置１００とは別筐体で構成されるクライアント端末からの要求に応じ
て処理を行い、その処理結果を当該クライアント端末に返却するように構成してもよい。
【００７２】
　また、実施の形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明し
た処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものと
して説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【００７３】
　このほか、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登
録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、
特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【００７４】
　また、画像処理装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必
ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。
【００７５】
　例えば、画像処理装置１００の各装置が備える処理機能、特に制御部１０２にて行われ
る各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）および当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現
することができ、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現すること
も可能である。尚、プログラムは、後述する記録媒体に記録されており、必要に応じて画
像処理装置１００に機械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤなどの記憶部１
０６などは、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）として協働してＣＰＵに命令を
与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュー
タプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部
を構成する。
【００７６】
　また、このコンピュータプログラムは、画像処理装置１００に対して任意のネットワー
クを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要
に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。
【００７７】
　また、本発明に係るプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納するこ
ともできる。ここで、この「記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等の任意の「可搬用の
物理媒体」、あるいは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットに代表されるネットワークを介
してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のように、短期にプログラムを保持す
る「通信媒体」を含むものとする。
【００７８】
　また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
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れるものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラム
と協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において
記録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインス
トール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。
【００７９】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベース等（画像データファイル１０６ａ）は、
ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルデ
ィスク、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理に用いる各種のプログラムやテ
ーブルやデータベースやファイル等を格納する。
【００８０】
　また、画像処理装置１００は、既知のパーソナルコンピュータ、ワークステーション等
の情報処理装置を接続し、該情報処理装置に本発明の方法を実現させるソフトウェア（プ
ログラム、データ等を含む）を実装することにより実現してもよい。
【００８１】
　更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じて、または、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　以上詳述に説明したように、本発明によれば、検索に有効なサムネールとキーワードの
両方の視認性をさらに向上させることができ、その結果、より確実で直感的な検索性を実
現することができる、画像処理装置および画像処理方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の基本処理を示すフローチャートである。
【図２】本発明の基本処理を示すフローチャートである。
【図３】本発明の基本処理を示すフローチャートである。
【図４】本発明が適用される画像処理装置１００の構成の一例を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるキーワード付きサムネール画像の表示例を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００８４】
　１００　画像処理装置
　　　　　１０２　制御部
　　　　　　　　　１０２ａ　キーワード取得部
　　　　　　　　　１０２ｂ　キーワード解析部
　　　　　　　　　１０２ｃ　画像解析部
　　　　　　　　　１０２ｄ　キーワード表示形式決定部
　　　　　　　　　１０２ｅ　キーワード付きサムネール画像表示部
　　　　　　　　　１０２ｆ　表示形式変更部
　　　　　１０６　記憶部
　　　　　　　　　１０６ａ　画像データファイル
　　　　　１０８　入出力制御インターフェース部
　　　　　１１２　入力部
　　　　　１１４　表示部
　　　　　１１６　画像読取部
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