
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像処理による補正が施されていない原画像を取得する原画像取得手段と、この原画像取
得手段により取得された原画像に対して、予め設定された処理パラメータにより画像処理
を施す画像処理手段と、前記画像処理手段により処理された、第１の処理パラメータによ
る第１の処理結果画像と第２の処理パラメータによる第２の処理結果画像との相違を示す
相違画像を生成する相違画像生成手段と、前記原画像、第１の処理結果画像、第２の処理
結果画像及び前記相違画像を同一画面上に同時に表示する表示手段とを設けたことを特徴
とする画像処理装置。
【請求項２】
前記相違画像生成手段は、第１の処理結果画像と第２の処理結果画像とを画素ごとに比較
し、相違している画素に対応する第１の処理結果画像または第２の処理結果画像の画素を
複写し、相違していない画素には既定の画素値を設定して前記相違画像を生成することを
特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
前記表示手段は、前記相違している画素に対応する第１の処理結果画像の画素が複写され
、相違していない画素には既定の画素値が設定された第１の相違画像と、前記相違してい
る画素に対応する第２の処理結果画像の画素が複写され、相違していない画素には既定の
画素値が設定された第２の相違画像とを、同一画面上の同一領域に交互に切り替え表示す
ることを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
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【請求項４】
前記表示手段により第１の相違画像を同一画面上の所定領域に表示する第１の表示モード
と、前記表示手段により第２の相違画像を同一画面上の前記所定領域に表示する第２の表
示モードとを任意に切り替える表示切替手段を設けたことを特徴とする請求項３に記載の
画像処理装置。
【請求項５】
前記既定の画素値を任意に更新して設定する画素値設定手段を設けたことを特徴とする請
求項２または３に記載の画像処理装置。
【請求項６】
画像処理による補正が施されていない原画像を取得する第１のステップと、取得された原
画像に第１の処理パラメータによる画像処理を施す第２のステップと、取得された原画像
に第２の処理パラメータによる画像処理を施す第３のステップと、第１の処理パラメータ
による画像処理結果の第１の処理結果画像と、第２の処理パラメータによる画像処理結果
の第２の処理結果画像との相違を示す相違画像を取得する第４のステップと、前記原画像
、第１の処理結果画像、第２の処理結果画像及び前記相違画像を同一画面上に同時に表示
する第５のステップとを実行することを特徴とする画像処理方法。
【請求項７】
前記第４のステップにおいては、第１の処理結果画像と第２の処理結果画像とを画素ごと
に比較し、相違している画素に対応する第１の処理結果画像または第２の処理結果画像の
画素を複写し、相違していない画素には既定の画素値を設定して前記相違画像を取得する
ことを特徴とする請求項６に記載の画像処理方法。
【請求項８】
前記第５のステップにおいては、前記相違している画素に対応する第１の処理結果画像の
画素が複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定された第１の相違画像と、
前記相違している画素に対応する第２の処理結果画像の画素が複写され、相違していない
画素には既定の画素値が設定された第２の相違画像とを、同一画面上の同一領域に交互に
切り替え表示することを特徴とする請求項７に記載の画像処理方法。
【請求項９】
コンピュータに、画像処理による補正が施されていない原画像を取得する第１のステップ
と、取得された原画像に第１の処理パラメータによる画像処理を施す第２のステップと、
取得された原画像に第２の処理パラメータによる画像処理を施す第３のステップと、第１
の処理パラメータによる画像処理結果の第１の処理結果画像と、第２の処理パラメータに
よる画像処理結果の第２の処理結果画像との相違を示す相違画像を取得する第４のステッ
プと、前記原画像、第１の処理結果画像、第２の処理結果画像及び前記相違画像を同一画
面上に同時に表示する第５のステップとを実行させるためのプログラムを記録したことを
特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１０】
前記第４のステップにおいては、第１の処理結果画像と第２の処理結果画像とを画素ごと
に比較し、相違している画素に対応する第１の処理結果画像または第２の処理結果画像の
画素を複写し、相違していない画素には既定の画素値を設定して前記相違画像を取得する
ことを特徴とする請求項９に記載の記録媒体。
【請求項１１】
前記第５のステップにおいては、前記相違している画素に対応する第１の処理結果画像の
画素が複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定された第１の相違画像と、
前記相違している画素に対応する第２の処理結果画像の画素が複写され、相違していない
画素には既定の画素値が設定された第２の相違画像とを、同一画面上の同一領域に交互に
切り替え表示することを特徴とする請求項１０に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、両面印刷された記録紙の裏写りを補正するのに好適な画像処理装置、画像処理
方法及び記録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、カラースキャナやデジタルカラー複写機で両面印刷されたカラー文書を入力する場
合に、第１面（裏面）の画像はしばしば第２面（表面）に透けて見えることがある。この
ような現象は、「裏写り」と言われ、原稿の紙厚が薄い場合に顕著に表れる。
【０００３】
前述の裏写りした画像をデジタル画像処理により補正する一つの方法として、原画像（裏
写りした画像）のエッジから裏写りのエッジを除去した後のエッジ情報を利用して色補正
を行う方法が本願と同一出願人により既に提案されている（特願平１１－３５４４１２号
）。
【０００４】
さらに、ユーザの細かい要求に応えるために、原画像と画像処理結果とをユーザが比較し
、処理用のパラメータの調整をしながら、よりユーザのニーズに合った処理効果を得るこ
とが考えられる。なお、原画像とは、スキャナにおいてはスキャンされた未処理の画像の
ことであり、複写機においては原稿そのものである。また、画像処理結果とは、スキャナ
においてはスキャンされて画像処理が施された後の画像のことであり、複写機においては
画像処理が施された後の出力のコピーである。
【０００５】
しかしながら、前述の原画像と画像処理結果とを比較して画像処理用のパラメータを調整
する方法では、次に示す問題があった。
（１）画像処理の効果が確認しにくい。つまり、前述の画像処理により、原画像から画像
処理結果の画像への変化はユーザの目視によって定性的に認識され、その概略を把握でき
るが、定量的には認識されず、その詳細を把握することは難しい。また、原画像と画像処
理結果画像との相違箇所を全部見出すことは難しい。（２）ユーザの目視によって原画像
から画像処理結果の画像への変化を確認する時、ユーザの視点は原画像と画像処理結果の
画像との間で移動するため、確認が困難になる場合がある。
【０００６】
そこで、記録紙の両面に印刷された原稿の表面画像をデジタル画像処理するとき、原画像
と処理結果画像との相違を画面の同じ場所に画素単位で交互表示することが本願と同一出
願人により既に提案している（特願２００１－２２３８３３号）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の画像処理装置では、原画像、処理結果画像及びこれらの相違を同一画面
に表示しているために、画像処理の効果が洩れなく容易に確認でき、しかも、ユーザの視
点の移動を伴わないという優れた効果が得られる。しかしながら、１回のパラメータ調整
で所望の画像処理効果が得られず、再度パラメータを調整する必要がある場合について、
さらに改善の余地がある。
【０００８】
すなわち、パラメータの変更によって生じた第１の画像処理結果と、パラメータの再変更
によって生じた第２の画像処理結果との間の相違の表示及び確認を可能とすることが望ま
れる。
【０００９】
本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、記録紙の両面に印刷された
原稿の表面画像をデジタル画像処理するとき、処理パラメータの変更によって生じた処理
結果間の相違が容易かつ全面的に確認できる画像処理装置、画像処理方法および記録媒体
を提供するものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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請求項１に係る本発明の画像処理装置は、画像処理による補正が施されていない原画像を
取得する原画像取得手段と、この原画像取得手段により取得された原画像に対して、予め
設定された処理パラメータにより画像処理を施す画像処理手段と、前記画像処理手段によ
り処理された、第１の処理パラメータによる第１の処理結果画像と第２の処理パラメータ
による第２の処理結果画像との相違を示す相違画像を生成する相違画像生成手段と、前記
原画像、第１の処理結果画像、第２の処理結果画像及び前記相違画像を同一画面上に同時
に表示する表示手段とを設けた構成を有している。
この構成により、記録紙の両面に印刷された原稿の表面画像をデジタル画像処理するとき
、処理パラメータの変更によって生じた処理結果間の相違が容易かつ全面的に確認できる
こととなる。
【００１１】
請求項２に係る本発明の画像処理装置は、請求項１において、前記相違画像生成手段は、
第１の処理結果画像と第２の処理結果画像とを画素ごとに比較し、相違している画素に対
応する第１の処理結果画像または第２の処理結果画像の画素を複写し、相違していない画
素には既定の画素値を設定して前記相違画像を生成する構成を有している。
この構成により、画素単位で原画像と処理結果画像を比較し、相違している全ての箇所を
相違画像に表示するので、相違箇所の表示漏れがなくなる。
【００１２】
請求項３に係る本発明の画像処理装置は、請求項２において、前記表示手段は、前記相違
している画素に対応する第１の処理結果画像の画素が複写され、相違していない画素には
既定の画素値が設定された第１の相違画像と、前記相違している画素に対応する第２の処
理結果画像の画素が複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定された第２の
相違画像とを、同一画面上の同一領域に交互に切り替え表示する構成を有している。
この構成により、同じ領域に直前（前回）と最新（今回）の処理結果の相違画像（第１の
相違画像、第２の相違画像）が交互に表示されるので、パラメータの変更による処理結果
画像の差が容易に確認できることとなる。
【００１３】
請求項４に係る本発明の画像処理装置は、請求項３において、前記表示手段により第１の
相違画像を同一画面上の所定領域に表示する第１の表示モードと、前記表示手段により第
２の相違画像を同一画面上の前記所定領域に表示する第２の表示モードとを任意に切り替
える表示切替手段を設けた構成を有している。
この構成により、交互表示ボタン等の表示切替手段を操作することで、ユーザは視点を移
動させずに第１の相違画像または第２の相違画像の表示を切り替えることができ、さらに
パラメータの変更による処理結果画像の差が容易に確認できることとなる。
【００１４】
請求項５に係る本発明の画像処理装置は、請求項２または３において、前記既定の画素値
を任意に更新して設定する画素値設定手段を設けた構成を有している。
この構成により、ユーザの所望の画素値に変更することで、画像処理結果及びパラメータ
調整による補正効果をより直感的に確認できることとなる。
【００１５】
請求項６に係る本発明の画像処理方法は、画像処理による補正が施されていない原画像を
取得する第１のステップと、取得された原画像に第１の処理パラメータによる画像処理を
施す第２のステップと、取得された原画像に第２の処理パラメータによる画像処理を施す
第３のステップと、第１の処理パラメータによる画像処理結果の第１の処理結果画像と、
第２の処理パラメータによる画像処理結果の第２の処理結果画像との相違を示す相違画像
を取得する第４のステップと、前記原画像、第１の処理結果画像、第２の処理結果画像及
び前記相違画像を同一画面上に同時に表示する第５のステップとを実行している。
この方法により、記録紙の両面に印刷された原稿の表面画像をデジタル画像処理するとき
、処理パラメータの変更によって生じた処理結果間の相違が容易かつ全面的に確認できる
こととなる。
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【００１６】
請求項７に係る画像処理方法は、請求項６に記載の第４のステップにおいては、第１の処
理結果画像と第２の処理結果画像とを画素ごとに比較し、相違している画素に対応する第
１の処理結果画像または第２の処理結果画像の画素を複写し、相違していない画素には既
定の画素値を設定して前記相違画像を取得している。
この方法により、画素単位で原画像と処理結果画像を比較し、相違している全ての箇所を
相違画像に表示するので、相違箇所の表示漏れがなくなる。
【００１７】
請求項８に係る画像処理方法は、請求項７に記載の第５のステップにおいては、前記相違
している画素に対応する第１の処理結果画像の画素が複写され、相違していない画素には
既定の画素値が設定された第１の相違画像と、前記相違している画素に対応する第２の処
理結果画像の画素が複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定された第２の
相違画像とを、同一画面上の同一領域に交互に切り替え表示している。
この方法により、同じ領域に直前（前回）と最新（今回）の処理結果の相違画像（第１の
相違画像、第２の相違画像）が交互に表示されるので、パラメータの変更による処理結果
画像の差が容易に確認できることとなる。
【００１８】
請求項９に係る本発明の記録媒体は、コンピュータに、画像処理による補正が施されてい
ない原画像を取得する第１のステップと、取得された原画像に第１の処理パラメータによ
る画像処理を施す第２のステップと、取得された原画像に第２の処理パラメータによる画
像処理を施す第３のステップと、第１の処理パラメータによる画像処理結果の第１の処理
結果画像と、第２の処理パラメータによる画像処理結果の第２の処理結果画像との相違を
示す相違画像を取得する第４のステップと、前記原画像、第１の処理結果画像、第２の処
理結果画像及び前記相違画像を同一画面上に同時に表示する第５のステップとを実行させ
るためのプログラムを記録している。
この記録媒体により、記録紙の両面に印刷された原稿の表面画像をデジタル画像処理する
とき、処理パラメータの変更によって生じた処理結果間の相違が容易かつ全面的に確認で
きることとなる。
【００１９】
請求項１０に係る本発明の記録媒体は、請求項９に記載の第４のステップにおいては、第
１の処理結果画像と第２の処理結果画像とを画素ごとに比較し、相違している画素に対応
する第１の処理結果画像または第２の処理結果画像の画素を複写し、相違していない画素
には既定の画素値を設定して前記相違画像を取得するものである。
この記録媒体により、画素単位で原画像と処理結果画像を比較し、相違している全ての箇
所を相違画像に表示するので、相違箇所の表示漏れがなくなる。
【００２０】
請求項１１に係る本発明の記録媒体は、請求項１０に記載の第５のステップにおいては、
前記相違している画素に対応する第１の処理結果画像の画素が複写され、相違していない
画素には既定の画素値が設定された第１の相違画像と、前記相違している画素に対応する
第２の処理結果画像の画素が複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定され
た第２の相違画像とを、同一画面上の同一領域に交互に切り替え表示するものである。
この記録媒体により、同じ領域に直前（前回）と最新（今回）の処理結果の相違画像（第
１の相違画像、第２の相違画像）が交互に表示されるので、パラメータの変更による処理
結果画像の差が容易に確認できることとなる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
図１は、本発明の実施の一形態に係るデータ処理装置１００のハードウェア構成を示す。
【００２２】
データ処理装置１００において、入力装置１は、キーボード、マウス、タッチパネル等か
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らなり、特に後述する原画像に対する補正を含む画像処理の終了を指示するための終了ボ
タン、後述する第１の相違画像Ｇ１と第２の相違画像Ｇ２を生成して出力装置３の同一画
面上の所定領域に交互に表示するように指示するための交互表示ボタン１１（図４に示す
）を含むボタンを備えて、画像処理に必要なパラメータ（閾値）、操作モード（表示モー
ド）等の各種情報を含む必要データや指示を入力するものである。なお、本実施形態では
、出力装置３により第１の相違画像Ｇ１を同一画面上の所定領域に表示する第１の表示モ
ードと、出力装置３により第２の相違画像Ｇ２を同一画面上の前記所定領域に表示する第
２の表示モードとを交互表示ボタン１１により切り替え設定でき、設定された表示モード
の情報はメモリ５に更新可能に保持される。このとき、表示フラグが第１の表示モードま
たは第２の表示モードに設定される。交互表示ボタン１１は、ＣＰＵ４とともに表示切替
部（表示切替手段に含まれる）を構成している。また、入力装置１は、前記原画像に対し
て補正を施す際の処理パラメータ（図４に示す閾値（Ｔｈ１、Ｔｈ２）を含む）を任意に
入力して設定するために用いられ、設定された処理パラメータの値はメモリ５に更新可能
に保持される。
【００２３】
画像入力装置２は、デジタルスチルカメラ、スキャナ等からなり、画像をデジタル的に入
力するものである。また、画像入力装置２は、画像処理による補正が施されていない原画
像を取得するものであり、ＣＰＵ４とともに原画像取得手段に含まれている。出力装置３
は、ＣＲＴディスプレイ、液晶表示ディスプレイ、プリンタ等からなり、画像処理された
カラー画像等の出力データや入力装置１から入力された情報等を出力するものである。ま
た、出力装置３は、後述する原画像（Ａ）、第１の処理結果画像（Ｂ）、第２の処理結果
画像（Ｃ）及び相違画像Ｇ１、Ｇ２を同一画面上に同時に表示するものであり、ＣＰＵ４
とともに表示手段に含まれている。なお、原画像とは、スキャナにおいてはスキャンされ
た未処理の画像のことであり、複写機においては原稿そのものである。また、画像処理結
果画像とは、スキャナにおいてはスキャンされて画像処理が施された後の画像のことであ
り、複写機においては画像処理が施された後の出力のコピーである。
【００２４】
ＣＰＵ４は、装置全体を制御し、本実施形態の画像処理機能を含む各種機能を実現するも
のである。メモリ５は、ＣＰＵ４の制御によって各種機能を実現するためのプログラム（
図２乃至図３に示す処理を含む）や必要データ（表示モードの設定情報を含む）を記憶す
るためのＲＯＭ、ＲＡＭ等からなり、特にパラメータ計算及び原画像の補正や相違画像取
得を含む画像処理プログラムとオペレーションシステムが格納されており、この画像処理
プログラムはＣＤ‐ＲＯＭドライブ等の媒体駆動装置７によりコンパクトディスク・リー
ドオンリー・メモリ（以下、ＣＤ‐ＲＯＭともいう）等の記憶媒体からインストールされ
たものである。また、媒体駆動装置７を直接、データの入出力やプログラムの実行に用い
てもよい。なお、プログラムやデータ等の情報がメモリ５のＲＯＭに記憶されている場合
には、媒体駆動装置７を設けなくてもよい。
【００２５】
記憶装置６は、ハードディスク等からなり、データ及びプログラムやプログラム実行時の
一時保持情報、画像処理によって取得された処理結果をファイルへ出力するように指示さ
れた場合の処理結果等を記憶するものである。
【００２６】
これらの装置１～７はバス８によって接続されている。なお、前述の記録媒体には、半導
体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性メモリカード等）、光媒体（例えば、ＤＶＤ、ＤＶＤ
‐ＲＯＭ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ‐Ｒ等）、磁気媒体（例えば、磁気テープ、フレキシブルデ
ィスク等）が含まれる。また、メモリ５には前述の記録媒体からではなく、所定のサーバ
とネットワークで接続できるようにしておき、サーバから前述のプログラムをインストー
ルするようにしてもよい。ここで、ロードされたプログラムを実行して本実施形態の画像
処理機能を実現するだけでなく、このプログラムの指示によりオペレーティングシステム
等が実際の画像処理の一部または全部を行い、その処理によって本実施形態に示す機能が
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実現される場合も本発明に含まれる。
【００２７】
前記ＣＤ‐ＲＯＭからインストールされた画像処理プログラム、換言すれば、前記ＣＤ‐
ＲＯＭに記憶されたプログラムには、パラメータ更新処理、原画像の補正処理、相違画像
取得処理を含むプログラムがある。
【００２８】
次に、前述の画像処理プログラムを説明する。
画像処理プログラムは、ＣＰＵ４に、画像処理による補正が施されていない原画像（Ａ）
（図４に示す）を取得するステップＳ１０１（図２に示す）と、取得された原画像（Ａ）
に第１の処理パラメータによる画像処理を施すステップＳ１０２（図２に示す）と、取得
された原画像（Ａ）に第２の処理パラメータによる画像処理を施すステップＳ１０２（図
２に示す）と、第１の処理パラメータによる画像処理結果の第１の処理結果画像（Ｂ）と
第２の処理パラメータによる画像処理結果の第２の処理結果画像（Ｃ）との相違を示す相
違画像Ｇ１、Ｇ２（図４に示す）を取得するステップＳ１０３（図２に示す）と、原画像
（Ａ）、第１の処理結果画像（Ｂ）、第２の処理結果画像（Ｃ）及び相違画像Ｇ１、Ｇ２
を同一画面上に同時に表示するステップＳ１０３（図２に示す）とを実行させるものであ
る。なお、ステップＳ１０１は第１のステップに含まれ、ステップＳ１０２、Ｓ１０３は
第２のステップに含まれ、ステップＳ１０３は第４ステップ、第５のステップに含まれて
いる。
【００２９】
また、画像処理プログラムは、ＣＰＵ４に、第１の処理結果画像（Ｂ）と第２の処理結果
画像（Ｃ）とを画素ごとに比較し、相違している画素に対応する第１の処理結果画像（Ｂ
）または第２の処理結果画像（Ｃ）の画素を複写し、相違していない画素には既定の画素
値を設定して相違画像Ｇ１、Ｇ２を取得するステップＳ２０８、Ｓ２０９（図３に示す）
を実行させるものである。なお、ステップＳ２０８、Ｓ２０９は第４のステップに含まれ
ている。
【００３０】
また、画像処理プログラムは、ＣＰＵ４に、前記相違している画素に対応する第１の処理
結果画像（Ｂ）の画素が複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定された第
１の相違画像Ｇ１と、前記相違している画素に対応する第２の処理結果画像（Ｃ）の画素
が複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定された第２の相違画像Ｇ２とを
、同一画面上の同一領域に交互に切り替え表示するステップＳ２１０を実行させるもので
ある。なお、ステップＳ２１０は第５のステップに含まれている。
【００３１】
ＣＰＵ４は、これらプログラムに基づいて原画像の補正を含む画像処理を施すようになっ
ており、画像入力装置２により取得された原画像（Ａ）に対して、予め設定された処理パ
ラメータにより画像処理を施す画像処理部（画像処理手段に含まれる）と、この画像処理
部により処理された、第１の処理パラメータによる第１の処理結果画像（Ｂ）と第２の処
理パラメータによる第２の処理結果画像（Ｃ）との相違を示す相違画像Ｇ１、Ｇ２を生成
する相違画像生成部（相違画像生成手段に含まれる）と、原画像（Ａ）、第１の処理結果
画像（Ｂ）、第２の処理結果画像（Ｃ）及び相違画像Ｇ１、Ｇ２を同一画面上に同時に表
示させる表示制御部（表示手段に含まれる）とを構成している。なお、前記画像処理部は
、画像入力手段による画像入力後、または処理パラメータ（閾値）が変更された後に起動
され、入力画像（原画像）に対して裏写り補正等を施すものである。この裏写り補正等の
画像処理には、例えば特開２００１－１６９０８０号公報に記載されているような公知の
技術を用いる。この画像処理の結果は、記憶装置６に記憶され、出力装置３により表示さ
れるときに用いられる。
【００３２】
また、ＣＰＵ４は、第１の処理結果画像（Ｂ）と第２の処理結果画像（Ｃ）とを画素ごと
に比較し、相違している画素に対応する第１の処理結果画像（Ｂ）または第２の処理結果
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画像（Ｃ）の画素を複写し、相違していない画素には既定の画素値を設定して相違画像Ｇ
１、Ｇ２を生成する相違画像生成部（相違画像生成手段に含まれる）を構成している。
【００３３】
また、ＣＰＵ４は、前記相違している画素に対応する第１の処理結果画像（Ｂ）の画素が
複写され、相違していない画素には既定の画素値が設定された第１の相違画像Ｇ１と、前
記相違している画素に対応する第２の処理結果画像（Ｃ）の画素が複写され、相違してい
ない画素には既定の画素値が設定された第２の相違画像Ｇ２とを、出力装置３により同一
画面上の同一領域に交互に切り替え表示させる表示制御部（表示手段に含まれる）を構成
している。
【００３４】
また、ＣＰＵ４は、出力装置３により第１の相違画像Ｇ１を同一画面上の所定領域に表示
する第１の表示モードと、出力装置３により第２の相違画像Ｇ２を同一画面上の前記所定
領域に表示する第２の表示モードとを任意に切り替える表示切替部（表示切替手段に含ま
れる）を、交互表示ボタン１１（図４に示す）とともに構成している。
【００３５】
また、ＣＰＵ４は、前記既定の画素値を任意に更新して設定する（画素値設定手段に含ま
れる）を、入力装置１とともに構成している。
【００３６】
次に、図２を参照しながら本実施形態に係る画像処理方法の概略を説明する。ステップＳ
１０１においては、例えば、スキャナやデジタルスチルカメラのような画像入力装置２か
らの画像をデジタル入力する。あるいは、予め取り込まれた画像データをファイル等から
読み込む。
【００３７】
ステップＳ１０２においては、前述のように入力された画像に対し、例えば裏写り補正等
の画像処理を施して記憶装置６に記憶する。ここで、予め設定された第１の処理パラメー
タ（Ｔｈ１）により前記画像に裏写り補正を施した場合に、この裏写り補正の中間結果画
像は原画像に対する補正量を表すものである。
【００３８】
ステップＳ１０３においては、原画像に対する画像処理後の処理結果画像（ここでは、第
１の処理結果画像）と原画像とをディスプレイ装置や液晶表示装置等の出力装置３により
、画面上に表示し、処理の効果を確認する。ここでは、ユーザが画像処理による処理効果
に満足した場合に前記終了ボタンが押下されることになる。また、前記終了ボタンが押下
されず、交互表示ボタン１１（図４に示す）が押下されると、第１の処理パラメータ（現
在設定されている処理パラメータ）を更新し、新たな処理パラメータ（第２の処理パラメ
ータ）により再び画像処理を施し、原画像と、第１の処理結果画像と、第２の処理結果画
像とを画面表示する。
【００３９】
ここで、ユーザによりさらに交互表示ボタン１１が押下されると、予め設定された表示モ
ードに従って第１の処理結果画像と第２の処理結果画像とから相違画像を生成し、これを
相違画像として原画像、第１の処理結果画像及び第２の処理結果画像と並べて画面表示す
る。次いで、前記予め設定された表示モードを切り替えて第１の処理結果画像と第２の処
理結果画像とから相違画像を再生成し、これを新たな相違画像として原画像、第１の処理
結果画像及び第２の処理結果画像と並べて画面表示する。なお、交互表示ボタン１１を押
下すると表示モードが切り替わり、第１の処理結果画像の画素による相違画像と第２の処
理結果画像の画素による相違画像（新たな相違画像）とが画面の同一位置に交互に表示さ
れるので、ユーザは二つの相違画像を検討することにより画像処理の効果を確認できる。
【００４０】
ステップＳ１０４においては、処理パラメータの調整が必要か否かを判断する。ここでは
、処理結果画像と原画像とが画面表示された状態で前記終了ボタンが押下された場合、あ
るいは前記交互表示ボタン１１が押下されて再び画像処理がなされた後に前記終了ボタン
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が押下された場合にステップＳ１０５へ進み、処理パラメータの調整が必要であると判断
された場合にはさらにステップＳ１０６へ進む。
【００４１】
ステップＳ１０５においては、裏写り補正された画像を出力装置３によりファイル、記録
紙等に出力する。
【００４２】
ステップＳ１０６においては、さらに処理パラメータを更新して調整した後に、再び画像
処理を施し、ステップＳ１０２からの処理を繰り返す。
【００４３】
次に、図３、図４を参照しながら本実施形態に係る画像処理方法（相違画像の生成及び表
示）を説明する。
ステップＳ２０１においては、原画像と予め設定された処理パラメータによる画像処理の
結果の画像とをディスプレイ等の出力装置３の画面上に表示する。ここでは、原画像（Ａ
）と第１の処理パラメータ（Ｔｈ１）による画像処理の結果の画像（第１の処理結果画像
（Ｂ））とをディスプレイ等の出力装置３の画面上に表示する。第１の処理結果画像（Ｂ
）では、前述の画像処理により裏写り文字が消去され、裏写りしたハート形と菱形が消去
されずに残っている。なお、図３では原画像（Ａ）と第１の処理結果画像（Ｂ）とを縦に
並べているが、これに限らず横に並べてもよい。
【００４４】
ステップＳ２０２においては、ＣＰＵ４により前記終了ボタンが押下されたか否かを判断
する。前記終了ボタンが押下された場合は表示を終了し、前記終了ボタンが押下されない
場合にはステップＳ２０３に進む。
【００４５】
ステップＳ２０３においては、ＣＰＵ４は前記終了ボタンが押下されない場合に、さらに
交互表示ボタン１１が押下されたか否かを判断する。交互表示ボタン１１が押下された場
合はステップＳ２０４に進む。
【００４６】
ステップＳ２０４においては、ＣＰＵ４は交互表示ボタン１１が押下された場合に、第１
の処理パラメータ（Ｔｈ１）を第２の処理パラメータ（Ｔｈ２≠Ｔｈ１）に変更して再び
画像処理を実行し、原画像（Ａ）と、第１の処理結果画像（Ｂ）と、第２の処理パラメー
タ（Ｔｈ２）による画像処理の結果の画像（第２の処理結果画像（Ｃ））とをディスプレ
イ等の出力装置３の画面上に表示する。第２の処理結果画像（Ｃ）では、裏写りしていた
ハート形と菱形も消去されている。
【００４７】
ステップＳ２０５においては、ＣＰＵ４により前記終了ボタンが押下されたか否かを判断
する。前記終了ボタンが押下された場合は表示を終了し、前記終了ボタンが押下されない
場合にはステップＳ２０６に進む。
【００４８】
ステップＳ２０６においては、ＣＰＵ４は前記終了ボタンが押下されない場合に、さらに
交互表示ボタン１１が押下されたか否かを判断する。交互表示ボタン１１が押下された場
合はステップＳ２０７に進む。
【００４９】
ステップＳ２０７においては、交互表示ボタン１１が押下された場合に、さらに第１の相
違画像Ｇ１を表示する第１の表示モードが現在設定されているか否かを判断する。
【００５０】
ステップＳ２０８においては、第１の相違画像Ｇ１を表示する第１の表示モードの場合に
、ＣＰＵ４は第１の処理結果画像（Ｂ）と第２の処理結果画像（Ｃ）とが異なっている箇
所に第１の処理結果画像（Ｂ）の画素を複写し、この箇所以外には既定値の白画素を設定
して、第１の相違画像Ｇ１を生成する。次いで、この第１の相違画像Ｇ１と、原画像（Ａ
）、第１の処理結果画像（Ｂ）及び第２の処理結果画像（Ｃ）とをディスプレイ等の出力
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装置３の画面上に表示する。なお、各画像（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）の縦横サイズ
は同一に設定されている。
【００５１】
ステップＳ２０９においては、第１の相違画像Ｇ１を表示する表示モードでない場合（第
２の相違画像Ｇ２を表示する表示モードの場合）に、ＣＰＵ４は第１の処理結果画像（Ｂ
）と第２の処理結果画像（Ｃ）とが異なっている箇所に第２の処理結果画像（Ｃ）の画素
を複写し、この箇所以外には既定値の白画素を設定して、第２の相違画像Ｇ２を生成する
。次いで、この第２の相違画像Ｇ２と、原画像（Ａ）、第１の処理結果画像（Ｂ）及び第
２の処理結果画像（Ｃ）とをディスプレイ等の出力装置３の画面上に表示する。ここでは
、第２の相違画像Ｇ２は第１の相違画像Ｇ１と同じ位置に切り替え表示される。
【００５２】
ステップＳ２１０においては、現在の表示モードが「第１の相違画像Ｇ１を第１の表示す
る表示モード」の場合は表示フラグの設定を「第２の相違画像Ｇ２を表示する第２の表示
モード」へと切り替え、現在の表示モードが「第２の相違画像Ｇ２を表示する第２の表示
モード」の場合には表示フラグの設定を「第１の相違画像Ｇ１を表示する第１の表示モー
ド」へと切り替える。
【００５３】
以上のように、本実施形態の画像処理装置１００では、前記画像処理部により、画像入力
装置２から入力及び取得された原画像（例えば、記録紙の両面に印刷された原稿の表面画
像）を処理し、裏面の画像による裏写りを補正して、表面の画像をできるだけ保持しなが
ら裏写りを軽減あるいは消去しているので、必要とする表面の情報の保持と、この表面の
画像に含まれている不要な裏面の情報の軽減または消去という二つの機能を実現できる。
【００５４】
また、本実施形態の画像処理装置１００では、前記相違画像生成部により、第１の処理結
果画像（前回の処理結果画像）と第２の処理結果画像（今回の処理結果画像）とを画素ご
と比較し、相違していない箇所について、相違画像の対応領域の画素に対する画素値をデ
フォルトの場合に白の画素とし、さらにユーザが任意に更新設定できるようにしているの
で、ユーザは画像処理結果及び処理パラメータの調整の効果をより直感的に確認できる。
【００５５】
また、本実施形態の画像処理装置１００では、前記表示制御部により、出力装置３の同一
画面の同一領域に第１の相違画像と第２の相違画像とを交互に切り替え表示しているので
、ユーザの視点の移動を伴わずに第１の処理結果画像と第２の処理結果画像の相違を容易
に確認できる。
【００５６】
なお、本実施形態では、原画像と１回目の処理結果画像とを表示したときに、終了ボタン
及び交互表示ボタン１１の押下を判断し（ステップＳ２０２、Ｓ２０３）、この後に原画
像と前回の処理結果画像（１回目の処理結果画像）と今回の処理結果画像とを表示し（ス
テップＳ２０４）、さらに終了ボタン及び交互表示ボタン１１の押下を判断してから（ス
テップＳ２０５、Ｓ２０６）、前回または今回の相違画像を表示する場合について説明し
たが、本発明はこのほかに、原画像と１回目の処理結果画像とを表示し、ここで終了ボタ
ンが押下されず、交互表示ボタン１１が押下された場合（ステップＳ２０２、Ｓ２０３）
には、直ちに原画像と前回の処理結果画像と今回の処理結果画像と前回または今回の相違
画像とを表示しても本実施形態と同様の効果が得られるものである。この場合は、図３に
示すフローチャートから処理ステップＳ２０４～Ｓ２０６を省略できることとなる。
【００５７】
また、本実施形態では相違画像における前回の処理結果画像の画素と今回の処理結果画像
の画素とが同じである箇所については、白の画素を既定値として用いた場合について説明
したが、本発明はこのほかに、入力装置１により前記既定値を変更することで、前景の絵
柄内容等に応じ、他の色を用いても同様の効果が得られるものである。
【００５８】
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また、本実施形態ではステップＳ１０４において、処理パラメータの調整するか否かを判
断する方法は特に限定されていないが、例えば処理効果確認中に交互表示ボタン１１が所
定回数連続して押下された場合に、ステップＳ１０６へ進むようにしてもよい。あるいは
、交互表示ボタン１１の他に、処理パラメータの調整を指示する調整指示ボタンを設け、
この調整指示ボタンが処理効果確認中に押下された場合に、ステップＳ１０６へ進むよう
にしてもよい。
【００５９】
また、本実施形態では、出力装置３の同一画面上に表示される各画像（Ａ）、（Ｂ）、（
Ｃ）、（Ｄ）の縦横サイズを同一に設定した場合について説明したが、本発明はこのほか
に、各画像（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）のいずれかの縦横サイズをほかの画像と変更
して設定しても同様の効果が得られるものである。例えば、画像（Ｄ）の縦横サイズがほ
かの画像（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）よりも大きくなるように設定してもよい。あるいは、一
旦同一サイズで表示し、拡大指示が入力装置１により入力された場合に、前記画像処理部
が画像（Ｄ）に対して拡大処理を施すようにしてもよい。この方法により、ユーザにとっ
て確認が容易でない大きさの相違箇所についても、前記ユーザは差異を容易に確認できる
。
【００６０】
また、本実施形態では相違画像における前回と今回の処理結果画像の相違画像を生成し、
同一画面上に同時に表示する場合について説明したが、本発明はこのほかに、３回以上に
わたる処理結果画像の相違画像（例えば、前々回と今回の処理結果画像の相違画像）を前
述のように生成し、同一画面上に同時に表示しても同様の効果が得られるものである。特
に、処理パラメータの変更が微小で前回と今回の相違が少ないものの、前々回と今回の処
理結果の相違が明らかであるような場合に適用することにより、画像処理を速やかに終了
できることとなる。
【００６１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は第１の処理パラメータによる第１の処理結果画像と第２の
処理パラメータによる第２の処理結果画像との相違を示す相違画像を生成し、原画像、第
１の処理結果画像、第２の処理結果画像及び前記相違画像を同一画面上に同時に表示する
ことにより、記録紙の両面に印刷された原稿の表面画像をデジタル画像処理するとき、処
理パラメータの変更によって生じた処理結果間の相違が容易かつ全面的に確認できるとい
う優れた効果を有する画像処理装置、画像処理方法及び記録媒体を提供することができる
ものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の一形態に係る画像処理方法の概略を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の一形態に係る画像処理方法（相違画像の生成及び表示）を示すフ
ローチャートである。
【図４】本発明の実施の一形態に係る画像処理装置の画面表示方法を説明する図である。
【符号の説明】
１　入力装置
２　画像入力装置
３　出力装置
４　ＣＰＵ
５　メモリ
６　記憶装置
７　媒体駆動装置
８　バス
１００　画像処理装置（コンピュータ）
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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