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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の光学情報を読み取る画像情報読取手段と、記録媒体に前記画像情報読取手段で読
み取った光学情報を出力する画像出力手段を有する画像読取システムにおいて、
　原稿に設置されたＩＣタグに記録されているＩＣタグ情報を読み取るＩＣタグ情報読取
手段と、
　前記ＩＣタグ情報読取手段によって読み取ったＩＣタグ情報を記録媒体へ出力するＩＣ
タグ情報出力手段と、
　前記読み取ったＩＣタグ情報に含まれる文字情報の全ての文字、のフォントサイズと使
用フォントとフォント色との少なくとも１つを変更する文字属性変更手段と、
　前記ＩＣタグ情報をコード化された画像データに変換する変換手段と、
　前記コード化された画像データの出力を制御する制御手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、前記コード化された画像データを前記記録媒体へ出力し、
　前記文字属性変更手段は、前記ＩＣタグ情報の機密レベルを参照し、予め設定された出
力条件に基づいて前記ＩＣタグ情報に含まれる文字情報の全ての文字、のフォントサイズ
と使用フォントとフォント色との少なくとも１つを、ＩＣタグがない場合の通常処理によ
る出力から変更して前記記録媒体へ出力することを特徴とする画像読取システム。
【請求項２】
　前記コード化された画像データとは、バーコードまたは電子透かしデータであることを
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特徴とする請求項１に記載の画像読取システム。
【請求項３】
　前記原稿の光学情報と前記変換手段によって変換されたＩＣタグ情報がコード化された
画像データとを記録媒体へ出力するために、前記原稿の光学情報と前記画像データとを合
成する合成手段と、
　前記合成手段によって合成された前記光学情報と前記画像データとの領域が重なった場
合に、前記光学情報の領域と前記画像データの領域との重なりを算出する算出手段と、を
有し、
　前記算出手段による算出結果によって前記光学情報の領域と前記画像データの領域と、
のどちらか一方の領域の大きさを変倍することを特徴とする請求項１に記載の画像読取シ
ステム。
【請求項４】
　前記変換手段は、前記文字属性変更手段による変更に基づいて、前記ＩＣタグ情報を画
像データへ変換することを特徴とする請求項１に記載の画像読取システム。
【請求項５】
　前記算出手段による前記画像データと前記光学情報との領域の重なりの算出結果に基づ
いて領域の大きさを変倍することを特徴とする請求項３に記載の画像読取システム。
【請求項６】
　前記ＩＣタグ情報に記録されている情報に基づいて変換された画像データを前記記録媒
体へ出力する出力形態を変更させることを特徴とする請求項１に記載の画像読取システム
。
【請求項７】
　前記出力形態とは、文字の属性であるフォントサイズと使用フォントとフォント色との
少なくとも１つをＩＣタグがない場合の通常処理による出力から変更したり前記画像デー
タにＩＣタグ情報を変換した画像データとは異なる画像データを付加もしくは置き換えた
りすることであることを特徴とする請求項６に記載の画像読取システム。
【請求項８】
　前記画像読取システムは、前記異なる画像データを記憶したデータベースにネットワー
クを介して接続されており、前記異なる画像データを前記データベースから取得すること
を特徴とする請求項７に記載の画像読取システム。
【請求項９】
　前記原稿に設置されたＩＣタグもしくはＩＣタグの存在を明示するためのマークを含む
領域を検出する領域検出手段を有し、
　前記領域検出手段による検出結果に基づいて検出された領域の情報を消去もしくは他の
データへ置き換えることを特徴とする請求項１に記載の画像読取システム。
【請求項１０】
　前記変換手段は、前記ＩＣ情報をコード化された画像データに変換する際に、少なくと
も複写されたことを示す情報を含む履歴情報を加えることを特徴とする請求項１に記載の
画像読取システム。
【請求項１１】
　使用する記録媒体にＩＣタグが設置されているか否かおよびＩＣタグの設置位置を検出
する設置検出手段を有し、
　前記設置検出手段による検出結果に基づいて、前記ＩＣタグの設置位置を含む所定の領
域には、画像の書き込みを行わないことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に
記載の画像読取システム。
【請求項１２】
　前記設置検出手段が前記記録媒体にＩＣタグが有りと検出した場合に、前記ＩＣタグの
設置位置を含む領域にＩＣタグの存在を示すマークを印字することを特徴とする請求項１
１に記載の画像読取システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取システムに関し、特に、ＩＣタグが設置された原稿のＩＣタグ情報
を処理する画像読取システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、書類や書籍などの対象物にＩＣタグを設置する場合に、対象物の管理を電子化
して管理作業の省力化を図ったり、これまで管理番号のみで管理していたものを日付や作
成者といった多面的な管理したりといった利点が挙げられる。
【０００３】
　しかし、ＩＣタグが設置された原本を、ＩＣタグをもたない通常の記録媒体に複写して
しまうと、ＩＣタグに記録された情報は消失するので、複写された書類を電子的に管理す
ることが難しくなるといった問題があった。また、複写された書類に管理情報を記録した
ＩＣタグを付することで管理はできるが、原本のＩＣタグに記録されていた情報は消失し
てしまう問題があった。
【０００４】
　また、従来のＩＣタグが設置された原稿を読み取る画像読取システムとして、以下のよ
うな技術が開示されている。
　読み取った原稿に付加情報が記録されたＩＣタグの有無を検知した場合に、その旨をユ
ーザに認識させ、ユーザの指示により原稿およびタグ情報もしくは、いずれか一方を出力
する。さらに、付加情報が音声データのように画像として出力できないデータではなく、
画像データ、文字データのような出力可能な情報であるといった付加情報の属性によって
出力動作を異ならせていた。
【特許文献１】特開２００４－８８５８４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、ＩＣタグが設置された原本をＩＣタグを持たない通常の記録媒体に複写
してしまうと、ＩＣタグに記録されていた情報は消失してしまうという問題がある。また
、特許文献１に記載された画像読取システムでも、ＩＣタグに記録されていた印刷可能な
情報を画像情報として出力するが、音声情報などは消失してしまっていた。
【０００６】
　本発明は係る問題に鑑みてなされたものであり、ＩＣタグが付されていた原稿を複写し
た場合にも、ＩＣタグ情報の消失を回避し、原稿の情報を極力損なうことなくＩＣタグ情
報を複写することができる画像読取システム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】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の画像読取システムは、原稿の光学情報を読
み取る画像情報読取手段と、記録媒体に前記画像情報読取手段で読み取った光学情報を出
力する画像出力手段を有する画像読取システムにおいて、原稿に設置されたＩＣタグに記
録されているＩＣタグ情報を読み取るＩＣタグ情報読取手段と、ＩＣタグ情報読取手段に
よって読み取ったＩＣタグ情報を記録媒体へ出力するＩＣタグ情報出力手段と、読み取っ
たＩＣタグ情報に含まれる文字情報の全ての文字、のフォントサイズと使用フォントとフ
ォント色との少なくとも１つを変更する文字属性変更手段と、ＩＣタグ情報をコード化さ
れた画像データに変換する変換手段と、コード化された画像データの出力を制御する制御
手段と、を有し、制御手段は、コード化された画像データを記録媒体へ出力し、文字属性
変更手段は、ＩＣタグ情報の機密レベルを参照し、予め設定された出力条件に基づいてＩ
Ｃタグ情報に含まれる文字情報の全ての文字、のフォントサイズと使用フォントとフォン
ト色との少なくとも１つを、ＩＣタグがない場合の通常処理による出力から変更して記録
媒体へ出力することを特徴とする。
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【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の画像読取システムは、コード化された画像デ
ータとは、バーコードまたは電子透かしデータであることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１記載の画像読取システムであって、原稿の光学情報
と変換手段によって変換されたＩＣタグ情報がコード化された画像データとを記録媒体へ
出力するために、原稿の光学情報と画像データとを合成する合成手段と、合成手段によっ
て合成された光学情報と画像データとの領域が重なった場合に、光学情報の領域と画像デ
ータの領域との重なりを算出する算出手段と、を有し、算出手段による算出結果によって
光学情報の領域と画像データの領域と、のどちらか一方の領域の大きさを変倍することを
特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１記載の画像読取システムであって、変換手段は、文
字属性変更手段による変更に基づいて、ＩＣタグ情報を画像データへ変換することを特徴
とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項３記載の画像読取システムであって、算出手段による
画像データと光学情報との領域の重なりの算出結果に基づいて領域の大きさを変倍するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項１記載の画像読取システムであって、前記ＩＣタグ情
報に記録されている情報に基づいて変換された画像データを前記記録媒体へ出力する出力
形態を変更させることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、請求項６記載の画像読取システムであって、出力形態とは、
文字の属性であるフォントサイズと使用フォントとフォント色との少なくとも１つをＩＣ
タグがない場合の通常処理による出力から変更したり画像データにＩＣタグ情報を変換し
た画像データとは異なる画像データを付加もしくは置き換えたりすることであることを特
徴とする。
【００１４】
　請求項８に記載の発明は、請求項７記載の画像読取システムであって、画像読取システ
ムは、異なる画像データを記憶したデータベースにネットワークを介して接続されており
、異なる画像データを前記データベースから取得することを特徴とする。
【００１５】
　請求項９に記載の発明は、請求項１記載の画像読取システムであって、原稿に設置され
たＩＣタグもしくはＩＣタグの存在を明示するためのマークを含む領域を検出する領域検
出手段を有し、領域検出手段による検出結果に基づいて検出された領域の情報を消去もし
くは他のデータへ置き換えることを特徴とする。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１記載の画像読取システムであって、変換手段は、
ＩＣ情報をコード化された画像データに変換する際に、少なくとも複写されたことを示す
情報を含む履歴情報を加えることを特徴とする。
【００１７】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１から１０のいずれか１項に記載の画像読取システ
ムであって、使用する記録媒体にＩＣタグが設置されているか否かおよびＩＣタグの設置
位置を検出する設置検出手段を有し、設置検出手段による検出結果に基づいて、ＩＣタグ
の設置位置を含む所定の領域には、画像の書き込みを行わないことを特徴とする。
【００１８】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１記載の画像読取システムであって、設置検出手
段が記録媒体にＩＣタグが有りと検出した場合に、ＩＣタグの設置位置を含む領域にＩＣ
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タグの存在を示すマークを印字することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　以上の説明から、本発明によれば、原稿に設置されたＩＣタグ情報から読み取られたタ
グ情報の全部もしくは一部をコード化された画像情報に変換することで、好適にはバーコ
ード情報への変換、または電子透かし技術により読み取った画像情報に埋め込むための変
換処理を行い、原稿に設置されていたＩＣタグの情報を出力画像にバーコードまたは電子
透かしの形態で記録するので、複写された画像においても、ＩＣタグに記録された情報を
消失させないようにでき、コード情報としても記録しているので、容易にタグ情報を電子
データとして取得することが可能なので書類の管理を効率的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に図面を参照して、本実施形態を説明する。
　図１は、タンデム型のデジタルカラー複写機の概略構成図である。
　複写機本体１は、その一端側の上部に原稿２の画像を読み取る画像読取装置（ＩＩＴ：
Image Input Terminal）１００を備えているとともに、複写機本体１の内部には、画像読
取装置１００や図示しないパーソナルコンピュータ等から出力される画像データ、あるい
は電話回線やＬＡＮ等を介して送られてくる画像データに、所定の画像処理を施す画像処
理装置（ＩＰＳ：Image Processing System）１０１と、画像処理装置１０１で所定の画
像処理が施された画像データに基づいて画像を出力する画像出力装置（ＩＯＴ：Image Ou
tput Terminal）１０２とが配設されている。
【００２２】
　複写機本体１の内部には、画像出力装置１０２を構成する画像形成ユニットとして、黒
（Ｋ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の各色の画像形成ユニット３Ｋ
，３Ｙ，３Ｍ，３Ｃが、水平方向に沿って一定の間隔をおいて配列されている。
【００２３】
　さらに、上記の４つの画像形成ユニット３Ｋ，３Ｙ，３Ｍ，３Ｃの下方には、これらの
画像形成ユニットで順次形成される各色トナー像を互いに重ね合わせた状態で転写する中
間転写ベルト４が、矢印方向に沿って回動可能に配設されている。そして、中間転写ベル
ト４上に多重に転写された各色のトナー像は、給紙トレイ５等から給紙される記録材とし
ての記録用紙６上に一括して転写された後、定着器７によって記録用紙６上に定着され、
外部に排出されるようになっている。
【００２４】
　また、画像読取装置１００の内部には、原稿の光学情報を読み取るための装置の他に、
原稿に設置されたＩＣタグから情報を読み取るためのＩＣタグリーダ８が設置されている
。また、給紙トレイ５から記録用紙に画像が転写される転写位置までの経路上には、ＩＣ
タグへの情報の記録を行うＩＣタグライタ９が設置されている。
【００２５】
　タグ情報の読み取り、または書き込みを行う対象とするＩＣタグの通信距離が短いか、
またＩＣタグの設置位置を特定する必要がある場合には、ＩＣタグリーダ８及びＩＣタグ
ライタ９には、主走査方向に整列した複数のアンテナを有した構成とすることで、通信距
離が短いＩＣタグが記録用紙のどの位置にあっても、情報の読み書きができるとともに、
信号を検出したアンテナを特定することでＩＣタグの設置位置も検出することが可能とな
る。
【００２６】
　図２は、複写機の構成を示すブロック図である。
　画像読取部１００と画像処理部１０１、画像出力部１０２、ＩＣタグ情報読み／書き部
１０３、ＣＰＵ１０４、記憶部１０５、ＵＩ部１０６、タグ情報／コード情報変換部１０
７、ＩＣタグ情報管理部１０８、記録領域算出・判定部１０９、画像合成部１１０、ネッ
トワーク接続部１１１、コネクタ１１２、画像データベース（ＤＢ）１１３、ＰＣから構
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成されている。
【００２７】
　画像読取部１００は、原稿台に置かれた原稿２の光学情報を読み取り、読み取った画像
に対し、画像処理部１０１が階調処理等の処理を行う。画像出力部１０２は、原稿情報と
ＩＣタグ情報、もしくはいずれか一方を印刷する。ＩＣタグ情報読み／書き部１０３は、
原稿に設置されたＩＣタグに記憶されたタグ情報を読み取るＩＣタグリーダ８や記録用紙
に設置されたＩＣタグへ情報を書き込むＩＣタグライタ９から構成される。
【００２８】
　ＣＰＵ１０４は全体の動作を制御し、記憶部１０５は動作に必要な情報を記憶する。Ｕ
Ｉ部（ユーザインタフェース部）１０６は、表示装置及びキーボード・タッチパネルなど
を含み、タグ情報／コード情報変換部１０７は、読み取られたＩＣタグ情報を画像として
記録可能なコード情報へ変換したり、またはその逆の変換を行ったりする。
【００２９】
　ＩＣタグ情報管理部１０８は、読み取ったＩＣタグ情報の出力に関し、出力フォーマッ
トや出力位置、出力に関する条件判断等を制御する。記録領域算出・判定部１０９は、Ｉ
Ｃタグ情報と原稿情報を合成して出力する際に、各情報の領域の算出と、両者の出力領域
の重なり量の算出を行い、重なり量に対する設定値との大小判定を行う。
【００３０】
　画像合成部１１０は、原稿情報とＩＣタグ情報を合成し、ネットワーク接続部１１１は
、外部のネットワークと接続するための制御を行う。コネクタ１１２は、外部ネットワー
クと実際に接続する。外部ネットワークは画像データベース１１３、ＰＣ１１４などが接
続されている。
【００３１】
　次に図３～６を参照してＩＣタグが設置された原稿について説明する。
　ＩＣタグは通常は、原稿の右上に設置されており、ＩＣタグが設置された原稿を複写す
ると図４に示すように、ＩＣタグに記録されていた情報が、２次元バーコードとして原稿
内に合成されると共に、ＩＣタグ情報をテキストデータとして紙面上部に合成する。
【００３２】
　これにより、ＩＣタグが設置された原稿がＩＣタグをもたない用紙へ複写した場合でも
ＩＣタグに記録された情報を消失することなく、タグ情報をコード情報として記録するこ
とができる。さらに、複写された書類であっても原稿のＩＣタグに記録されていた情報（
例えば、作成者、作成日、タイトルなど）を、テキストデータとして記録された場合に比
べ、容易に電子化することができるので、文書管理を効率的に行うことができる。
【００３３】
　また、原稿にＩＣタグをコード化して合成していることを示すマークの出力を行う場合
には、図５に示すようにタグ情報が、例えばバーコードのような形で記録されていること
を示すマークを画像合成処理することで合成するようにしてもよい。合成する画像は、記
憶部１０５に記憶しておき、画像構成部１１０がこれを読み出し合成する。これにより、
同じ複写原稿であっても、タグ情報を有するものとそうでないものとを容易に識別するこ
とができるので、文書管理での効率を向上させることができる。また、図６に示すように
ＩＣタグ情報のみを原稿内に合成させてもよい。
【００３４】
　次に、ＩＣタグに記録されている情報の例を示す。
　図７に示すように、ＩＣタグに記録されている情報は、原稿の分類番号や原稿の作成日
、原稿の作成者、原稿の修正日、作成者の所属、原稿を作成した作成アプリケーション、
原稿を出力した出力機、原稿の機密レベル、ＵＲＬなどの文書管理情報が記録されていま
す。
【００３５】
　また、図８には、図７に示した文書管理情報に複写履歴を付加したものが示されている
。複写履歴には、タグ情報に複写されたことを示す履歴情報である。しかし、履歴情報の
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内容を限定するものではないが、複写された日時や複写装置のＩＤなどが文書管理上好適
な項目として挙げられる。
【００３６】
　また、図９には、原稿にＩＣタグ情報がテキストデータとして原稿画像に合成された例
を示す。複写原稿に原稿画像と共に合成されるテキストデータは、図７、８に示されるよ
うな分類番号や作成日、作成者などである。図１０に示すようにＩＣタグ情報に機密レベ
ルが記録されている場合には、マル秘を示すマークを原稿画像と共に合成して、出力する
ようにしてもよい。
【００３７】
　また、図１１に示すようにＩＣタグ周辺にタグの存在を示すマークがあり、これも含め
て消去したい場合には、例えばパターンマッチング等の手段により原稿を検査し、マーク
が検出された場合には、マークも含めてデータの置き換え（消去）を行ってもよい。
【００３８】
　また、図１２、１３では、記録用紙にＩＣタグを貼り付ける位置を示すマークを合成し
て出力したものである。これにより、ＩＣタグの貼り付け位置に入力画像の書き込みを行
わないようにすることで、入力画像とＩＣタグの干渉を避けることができる。
【００３９】
　次に、図１４に示す図は、出力条件を設定する画面の表示例の図である。
　ユーザは、図１４に示す画面を見ながらＩＣタグの出力条件を設定することができ、例
えば、フォントの設定や原稿との重なり具合を設定することができる。また、図１５に示
すように、ＩＣタグ情報を出力の条件別に設定することができ、機密レベルによってフォ
ントの色を変更したりすることができる。
【００４０】
　また、図１６、１７には、記録用紙からＩＣタグ情報が検出されたとき、検出された旨
をユーザに通知し、ＩＣタグへ書き込むか否かの判定を行う表示画面やＩＣタグ情報を印
刷するかを判断させる表示画面である。
【００４１】
　次に、図１８、１９を参照して、ＩＣタグリーダを設置したスキャナヘッドの構成を説
明する。
　図１８に示すように、ＩＣタグリーダ８は、スキャナヘッドの筐体表面であって記録用
紙に対向する面にスキャナヘッドの移動方向（矢印方向）に対して略直角方向に複数個並
べて配設され、アンテナアレイを構成している。
【００４２】
　また、図１９に示すように、ＩＣタグ情報の読み取りを行う時に、ＩＣタグの通信距離
が十分に長く、またＩＣタグの設置位置を特定する必要がない場合にはＩＣタグリーダ８
は、通信距離内のいずれかの場所に置かれる。
【００４３】
　次に、図２０、２１を参照して、ＩＣタグライトの設置例を示す。
　ＩＣタグライタ９は、記録用紙の搬送方向（矢印方向）に対して略直角方向に複数個並
べて配設され、アンテナアレイを構成している。また、図１９に示すＩＣタグリーダと同
様に、図２１に示すＩＣタグライト９も書き込みを行うＩＣタグの通信距離が十分に長く
、またＩＣタグの設置位置を特定する必要がない場合には、ＩＣタグライト９は、通信距
離内のいずれかの場所に置かれ、かつ一つのアンテナで構成すれば良く、給紙トレイから
排紙位置までの経路上に設置されていればよい。
【００４４】
　次に、図２２～３２を参照して、本実施形態における処理動作を説明する。
　図２２は、記録用紙にＩＣタグ情報の出力を行う処理動作を示したフローチャートであ
る。
　まず、原稿をスキャンする（ステップＳ１０）。ここでは、ユーザからの読み取り開始
の指示を受け、画像読取部１００が原稿をスキャンする。次に、原稿上にＩＣタグがある
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か否かの判断を行う（ステップＳ１１）。ここでは、ＩＣタグ情報読み／書き部１０３は
、原稿にＩＣタグに設置されているかを検知する。
【００４５】
　原稿上にＩＣタグがあると判断した場合には（ステップＳ１１）、次に、ＩＣタグから
読み取ったＩＣタグ情報をバーコードのような画像として出力可能なコード情報に変換し
（ステップＳ１２）、画像合成処理を行う（ステップＳ１３）。ここでは、ステップＳ１
０で読み取った原稿の原稿データとステップＳ１２でバーコードに変換されたＩＣタグ情
報を同一の記録用紙内に合成するための合成処理を行う。
【００４６】
　次に、画像処理を行う（ステップＳ１４）。ここでは、読み取った原稿データは、通常
の複写機で行われる画像処理が実施され、ＩＣタグ情報をバーコードに変換するのではな
く電子透かしにより画像中にデータを埋め込む。そして、合成された画像データを記録用
紙に印刷する（ステップＳ１５）。
【００４７】
　また、ステップＳ１１で原稿上にＩＣタグがないと判断された場合には（ステップＳ１
１／ＮＯ）、ステップＳ１４からの複写機で行われる通常の処理を行う。
【００４８】
　上記のＩＣタグ情報を画像中に埋め込むための方法として用いる電子透かし技術には、
種々の手法が使われる。静止画に埋め込む方法では、対象が二値画像であれば濃度パター
ン法、ディザ法、誤差拡散法を利用することができ、濃淡画像であれば、画素置換法、画
素空間利用法、周波数領域利用法などの手法と用いることができる。また、カラー画像に
ついてもカラー濃度パターン法などの方法が提案されている。
【００４９】
　次に、図２３を参照してＩＣタグ情報に履歴情報を追加する処理動作を説明する。
　まず、原稿をスキャンする（ステップＳ２０）。ここでは、ユーザからの読み取り開始
の指示を受け、画像読取部１００が原稿をスキャンする。次に、原稿上にＩＣタグが設置
されているかを判断する（ステップＳ２１）。このときに、原稿の読み取り動作と共にＩ
Ｃタグ情報読み／書き部１０３が原稿にＩＣタグが設置されているかを検知する。原稿上
にＩＣタグが設置されていることを検知した場合に（ステップＳ２１／ＹＥＳ）、ＩＣタ
グ情報に履歴情報を追加する（ステップＳ２２）。履歴情報（図８を参照）とは、複写さ
れた日時や複写装置のＩＤなどが挙げられる。
【００５０】
　次に、ＩＣタグから読み取ったＩＣタグ情報をバーコードのような画像として出力可能
なコード情報に変換し（ステップＳ２３）、ステップＳ２０で読み取った原稿情報とステ
ップ２３でバーコードに変換されたタグ情報を同一の記録用紙内に出力するための合成処
理を行う（ステップＳ２４）。
【００５１】
　次に、読み取った原稿情報を一般の複写機と同様に画像処理が施され、ＩＣタグ情報は
、画像への埋め込みを行い（ステップＳ２５）、合成された画像データを記録用紙に印刷
する（ステップＳ２６）。
【００５２】
　次に、図２４を参照して、原稿とＩＣタグ情報との領域の比較を行う処理動作について
説明する。
　まず、原稿のスキャンを行う（ステップＳ３０）。ここでは、原稿読取部１００により
原稿の読み取りを行う。次に、読み取った原稿上にＩＣタグがあるか否かを検知する（ス
テップＳ３１）。原稿上にＩＣタグを検知した時には（ステップＳ３１／ＹＥＳ）、ＩＣ
タグ情報から出力項目を抽出する（ステップＳ３２）。ここでは、ＩＣタグ情報管理部１
０８でＩＣタグ情報内の必要な項目のみを抽出するために、予め必要な項目の抽出を設定
する。次に、ステップＳ３３でＩＣタグ情報の出力条件を設定し、ステップＳ１００にお
いて、出力条件に応じた文字属性を変更した画像データを作成する。ここで、出力条件と
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は、文字情報であればフォント、フォントサイズ、色などの条件であり、これらの条件を
予め設定しておく。
【００５３】
　次に、原稿領域とタグ領域の重なりを算出する（ステップＳ３５）。ここでは、原稿画
像は、地肌部分とそれ以外の部分とに像域分離するなどの手段により画像領域を特定し、
タグ情報の画像データとの重なりを算出する。タグ情報の画像データの重なりを示す評価
量は、互いに重なった面積でもよいし、タグ情報の画像データの面積に対する重なった面
積の割合であってもよく、これを限定するものではない。
【００５４】
　次に、ステップＳ３５で算出した原稿領域とタグ領域との重なりの算出によって、算出
された重なり度合がステップＳ３７において予め設定されている重なり度合の設定値と比
較し、設定値以下か否かを判断する（ステップＳ３６）。設定値以下でない場合（ステッ
プＳ３６／ＮＯ）、重なり度合が設定値以下となるように、原稿データを変倍し（ステッ
プＳ３８）、原稿画像とタグ情報の画像データとの合成を行う（ステップＳ３９）。次に
、出力するための画像処理を行い（ステップＳ４０）、画像を出力する（ステップＳ４１
）。
【００５５】
　図２５は、図２４で示した破線部分の処理動作を詳細に説明したフローチャートである
。
　まず、原稿領域とタグ領域の重なりを算出する（ステップＳ５０）。次に、算出した重
なり度合とステップＳ５７で設定された設定値とを比較する（ステップＳ５１）。重なり
度合が設定値以下の場合には（ステップＳ５１／ＹＥＳ）、原稿画像とタグ画像の合成を
行う。また、重なり度合が設定値以上の場合は（ステップＳ５１／ＮＯ）、次に、フォン
トサイズが最小サイズであるか否かの判断を行う（ステップＳ５２）。フォントサイズが
最小サイズの場合は（ステップＳ５２／ＹＥＳ）、原稿データを変倍し（ステップＳ５４
）、原稿画像とタグ画像の合成を行う（ステップＳ５５）。
【００５６】
　また、フォントサイズが最小サイズでない場合に（ステップＳ５２）、フォントサイズ
を１段下げ（ステップＳ５３）、合成するＩＣタグ情報の画像データを修正する（ステッ
プＳ５６）。そこで、再び、原稿領域とタグ領域の重なりを算出し（ステップＳ５０）、
重なり度合が設定値以下になるまで、上記の処理動作を繰り返し、設定値以下になったら
、原稿画像とタグ画像の合成を行う（ステップＳ５５）。
【００５７】
　図２６は、ＩＣタグ情報の文字属性を変更する処理動作を示したフローチャートである
。
　まず、原稿をスキャンする（ステップＳ６０）。ここでは、ユーザからの読み取り開始
の指示を受け、画像読取部１００が原稿をスキャンする。次に、原稿上にＩＣタグが設置
されているかを判断する（ステップＳ６１）。このときに、原稿の読み取り動作と共にＩ
Ｃタグ情報読み／書き部１０３が原稿にＩＣタグが設置されているかを検知する。
【００５８】
　原稿上にＩＣタグが設置されていないと検知した場合には（ステップＳ６１／ＮＯ）、
そのまま画像処理を行い（ステップＳ７４）、画像を出力する（ステップＳ７５）。また
、原稿上にＩＣタグを検知した場合に（ステップＳ６１／ＹＥＳ）、次に、予め設定され
た抽出項目をＩＣタグ情報から抽出し（ステップＳ６２）、ステップＳ６７で設定された
ＩＣタグ情報の出力条件に応じて文字属性を変更した画像データを作成する（ステップＳ
６３）。
【００５９】
　次に、ＩＣタグ情報にステップＳ６３で作成した画像データを合成する必要があるか否
かの判断をする（ステップＳ６４）。合成の必要がない場合は（ステップＳ６４／ＮＯ）
は、図２７に示すフローチャートの原稿領域とタグ領域の重なりを算出する（ステップＳ
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７０）。また、画像データの合成が必要であると判断した場合に（ステップＳ６４／ＹＥ
Ｓ）、画像データを記憶部１０５より読み込み（ステップＳ６５）、文字データと画像を
合成し（ステップＳ６６）、原稿領域とタグ領域の重なりを算出する（ステップＳ７０）
。ステップＳ７０以降の処理動作は、図２４に示すステップＳ３５からＳ４１と同様であ
るので説明は省略する。
【００６０】
　図２８は、ＩＣタグ情報の画像の作成をする処理動作を示したフローチャートである。
　まず、原稿をスキャンする（ステップＳ８０）。ここでは、ユーザからの読み取り開始
の指示を受け、画像読取部１００が原稿をスキャンする。次に、原稿上にＩＣタグが設置
されているかを判断する（ステップＳ８１）。このときに、原稿の読み取り動作と共にＩ
Ｃタグ情報読み／書き部１０３が原稿にＩＣタグが設置されているかを検知する。
【００６１】
　原稿上にＩＣタグがないと検知した場合に（ステップＳ８１／ＮＯ）、図２７に示すよ
うにそのまま画像処理を行い（ステップＳ７４）、画像を出力する（ステップＳ７５）。
また、原稿上にＩＣタグがある場合は（ステップＳ８１／ＹＥＳ）、次に、予め設定され
た抽出項目に応じて、ＩＣタグ情報から出力項目を抽出し（ステップＳ８２）、ステップ
Ｓ８４で決められたＩＣタグ情報の出力条件に応じて文字属性を変更した画像データを作
成する（ステップＳ８３）。
【００６２】
　次に、ＩＣタグ情報に画像データの合成が必要か否かの判断をする（ステップＳ８５）
。画像データの合成が必要でない場合は（ステップＳ８５／ＮＯ）、図２７に示す処理動
作を行う。また、画像データの合成が必要であると判断した場合に（ステップＳ８５／Ｙ
ＥＳ）、画像データを所有しているかの判断を行う（ステップＳ８６）。画像を所有して
いる場合は（ステップＳ８６／ＹＥＳ）、画像データを読み込み（ステップＳ９１）、文
字データと画像の合成を行う（ステップＳ９０）。
【００６３】
　また、画像データを所有していない場合は（ステップＳ８６／ＮＯ）、データベースに
問い合わせ（ステップＳ８７）、データベース内に画像があるか否かを判断する（ステッ
プＳ８８）。データベース内に画像がない場合に（ステップＳ８８／ＮＯ）、合成する画
像がないことをユーザへ報知する（ステップＳ９２）。
【００６４】
　データベース内に画像がある場合には（ステップＳ８８／ＹＥＳ）、データベース内か
ら画像をダウンロードし（ステップＳ８９）、文字データと画像の合成を行う（ステップ
Ｓ９０）。
【００６５】
　図２９は、ＩＣタグが設置された記録用紙に画像を記録する処理動作を示したフローチ
ャートである。
　まず、記録用紙に画像データを入力する（ステップＳ１００）。次に、記録用紙にＩＣ
タグが設置されているか否かの判断をする（ステップＳ１０１）。記録用紙にＩＣタグが
設置されていない場合は（ステップＳ１０１／ＮＯ）、そのまま画像処理を行い（ステッ
プＳ１０５）、画像を出力する（ステップＳ１０６）。
【００６６】
　記録用紙にＩＣタグがある場合は（ステップＳ１０１／ＹＥＳ）、ＩＣタグの設置位置
を検出し（ステップＳ１０２）、次に、ＩＣタグ周辺にマークがあるか否かの判断をする
（ステップＳ１０３）。マークがある場合は（ステップＳ１０３／ＹＥＳ）、そのまま画
像処理を行い（ステップＳ１０５）、画像を出力する（ステップＳ１０６）。ＩＣタグ周
辺にマークがない場合は（ステップＳ１０３／ＮＯ）、画像データにマークを合成し（ス
テップＳ１０４）、画像処理を行い、出力する。
【００６７】
　図３０は、ＩＣタグの設置位置に画像を書き込まないようにする処理動作を示したフロ
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ーチャートである。
　まず、画像データの入力を行う（ステップＳ２００）。次に、記録用紙にＩＣタグがあ
るか否かの判断をする（ステップＳ２０１）。記録用紙にＩＣタグがない場合は（ステッ
プＳ２０１／ＮＯ）、画像処理を行い（ステップＳ２０４）、画像を出力する（ステップ
Ｓ２０５）。また、記録用紙にＩＣタグがあると判断した場合に（ステップＳ２０１／Ｙ
ＥＳ）、ＩＣタグの設置位置を検出し、画像データにマスク処理を行う（ステップＳ２０
３）。その後、画像処理を行い（ステップＳ２０４）、画像を出力する（ステップＳ２０
５）
【００６８】
　図３１は、ＩＣタグ情報がバーコードや電子透かしといった形態で原稿画像に記録され
ている場合の処理動作を示したフローチャートである。
　まず、画像読取装置１００により原稿をスキャンする（ステップＳ３００）。次に、記
録用紙に記録可能なＩＣタグが設置されているか否かを判断する（ステップＳ３０１）。
ＩＣタグが設置されていない場合は（ステップＳ３０１／ＮＯ）、画像処理を行い（ステ
ップＳ３０４）、画像を出力する（ステップＳ３０５）。また、記録用紙に記録可能なＩ
Ｃタグが設置されている場合には（ステップＳ３０１／ＹＥＳ）、次に、読み取り画像に
コード化されたＩＣタグ情報が含まれているかを判断する（ステップＳ３０２）。
【００６９】
　ＩＣタグ情報が含まれていない場合は（ステップＳ３０２／ＮＯ）、そのまま画像処理
を行い（ステップＳ３０４）、画像出力を行う（ステップＳ３０５）。また、ＩＣタグ情
報が含まれている場合は（ステップＳ３０２／ＹＥＳ）、記録用紙のＩＣタグに原稿から
読み取ったＩＣタグ情報を書き込み（ステップＳ３０３）、画像処理を行い（ステップＳ
３０４）、画像出力を行う（ステップＳ３０５）。
【００７０】
　図３２は、ＩＣタグを貼り付ける場合の処理動作を示したフローチャートである。
　まず、画像データの入力を行い（ステップＳ４００）、次に、ＩＣタグの貼付マークを
プリントするか否かの判断をする（ステップＳ４０１）。プリントしない場合は（ステッ
プＳ４０１／ＮＯ）、そのまま画像処理を行い（ステップＳ４０５）、画像を出力する（
ステップＳ４０６）。また、ＩＣタグ貼付マークをプリントする場合は（ステップＳ４０
１／ＹＥＳ）、ＩＣタグサイズを設定し（ステップＳ４０２）、貼付位置を設定し（ステ
ップＳ４０３）、貼付マークを合成する（ステップＳ４０４）。その後、画像処理をし、
画像出力をする。
【００７１】
　本実施形態によれば、読み取られたタグ情報の全部もしくは一部をコード化された画像
情報に変換する変換手段を有し、好適にはバーコード情報への変換、または電子透かし技
術により読み取った画像情報に埋め込むための変換処理を行い、原稿に設置されていたＩ
Ｃタグの情報を出力画像にバーコードまたは電子透かしの形態で記録するので、複写され
た画像においても、ＩＣタグに記録された情報を消失させない。そしてまた、コード情報
として記録しているので、容易に前記タグ情報を電子データとして取得することが可能な
ので、書類の管理を効率的に行うことができる。
【００７２】
　また、読み取られた画像情報とタグ情報を合成して出力する際に、両者の領域の重なり
度合を算出し、設定値以下となるように変倍を加えるようにしたので、原稿に設置されて
いたＩＣタグの情報を、複写された画像に合成する際に、合成による必要情報の欠落や不
必要なまでの変倍処理による画像のつぶれや視認性の低下を招くことなく、ＩＣタグ情報
を合成することができる。
【００７３】
　また、タグ情報のうち文字情報を出力するときに使用する文字の属性を設定する手段を
有しており、画像情報とタグ情報との重なりが大きいときには、小さな文字を選択するこ
とも可能としたので、変倍によりタグ情報が小さすぎて読みとれないといった事態を回避
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し、かつ、原稿画像の変倍率も小さく抑えることができるので、結果としてバランスのと
れた画像を得ることが可能となる。
【００７４】
　また、タグ情報に記録された内容が、設定された条件と一致した場合に、タグ情報の出
力形態を変更するものであり、たとえば文字のサイズ、色、フォント、スタイル、背景色
などを変更するようにしたので、書類管理における操作性の向上を図ることができる。
【００７５】
　また、タグ情報に記載されている内容と対応した画像データが、あらかじめシステムに
設置された記憶装置に保存されている。たとえば、タグ情報にアイコン番号が記録されて
いた場合に、システム内の記憶装置から前記アイコン番号に対応した画像データを読み出
し、画像情報に合成する。さらに、前記記憶装置にアイコン番号に対応する画像情報がな
い場合には、ネットワークに接続し、検索およびダウンロードを実行し、前記画像をタグ
情報に追加したものを複写した画像に合成するようにしたので、テキスト情報に比べ、視
認性を向上させることができるので、文書管理の効率を向上させることができる。さらに
は、合成する画像データをＩＣタグ内に記憶させておく必要はないので、記憶容量が小さ
いＩＣタグであっても、上記効果を得ることができる。
【００７６】
　また、原稿にＩＣタグが設置されている位置を含む領域もしくは、ＩＣタグの存在を明
示するマークを検出し、検出された領域を他のデータに置き換えるようにしたので、ＩＣ
タグが設置された原稿を複写したときに映り込む不必要なＩＣタグを消去することができ
るので、出力された原稿の見栄えを向上させることができる。
【００７７】
　また、複数の原稿を複写する場合であって、ＩＣタグが一部のページ（たとえば先頭ペ
ージ）のみに設置されているような場合、タグが設置されていない原稿に対しても合成す
るか否かの選択を行う選択手段を有し、選択結果に応じてタグ情報の合成を制御するよう
にしたので、ＩＣタグが設置されていなかったページに対しても、ＩＣタグに記録されて
いた管理情報などを印刷することが可能となり、必要な情報を、ＩＣタグが設置されてい
たページ（たとえば、先頭ページ）を開かなくても知ることができるので、ＩＣタグに記
録されている情報をより有効に活用することが可能となる。
【００７８】
　また、ＩＣタグへの書き込み手段を有した画像システムであって、原稿が、請求項１乃
至２記載の発明によりＩＣタグの情報がコード化された画像として出力された原稿である
場合に、たとえばバーコードのような形でコード化された情報を読み取り、前記読み取っ
た情報をＩＣタグに記録するようにしたので、ＩＣタグによる管理ができなくなっていた
書類を、ふたたびＩＣタグによる管理を可能とすると共に、オリジナル原稿に付されてい
たＩＣタグ情報を継承することができるので、書類の管理情報等を再入力する手間を省略
することができるので、書類管理の効率を向上させることができる。
【００７９】
　また、ＩＣタグの存在の有無に加え、設置されている位置も含めて検出し、ＩＣタグの
設置位置には、画像の書き込みを行わないようにしたので、ＩＣタグをリサイクルするた
めにＩＣタグを原稿から分離しても、原稿の情報を消失させない。
【００８０】
　また、ＩＣタグが取り付けられた位置を含む領域に、ＩＣタグがあることを知らせるマ
ークを印字するようにしたので、所有している書類にＩＣタグが付いていることに気づか
ず、折角のＩＣタグ情報が有効利用されないという事態を避けることができる。さらには
、知らないうちにＩＣタグが付いた書類を所有することで、人物の特定など、プライバシ
ーの侵害等の問題も回避することが可能となる。
【００８１】
　また、画像を出力した後に、ＩＣタグを設置する場合に、設置するタグの大きさに対応
した、設置位置をしめすマークを合成して出力するようにしたので、画像出力後に、ＩＣ
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タグを貼り付ける作業の効率を向上することができる。
【００８２】
　また、出力する画像に合成するタグ情報には、複写されたものであることを示す履歴情
報を追加するようにしたので、書類の流れを把握することが可能となり、機密の保持・管
理など書類管理の効率が向上する。
【００８３】
　また、ＩＣタグの情報をコード化した画像データが合成されていることを示すマークを
読み取り画像に合成して出力するようにしたので、コード化した画像を含んでいるものと
、そうでないものを容易に識別することができるので、書類の管理が容易となり、効率を
向上させることができる。
【００８４】
　また、ＩＣタグ情報をコード化した画像情報を含むことを明示したマークを検出する検
出手段を有し、前記マークが検出されると画像中からコード化された画像を検出し、デー
タを取得し、前記データを書き込み手段を用いてＩＣタグへの書き込むようにしたので、
コード化した画像を含んでいるものと、そうでないものを容易に識別することができるの
で、書類の管理が容易となり、効率を向上させることができる。
【００８５】
　また、ＩＣタグをもつ原稿をＩＣタグが設置された記録媒体に複写するとき、原稿のＩ
Ｃタグに記録された情報に複写されたことを示す履歴情報を付加して記録するようにした
ので、書類の流れを把握することが可能となり、機密の保持・管理など書類管理の効率が
向上する。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本実施形態における複写機の概略構成を示した図である。
【図２】本実施形態における複写機の内部の構成を示したブロック図である。
【図３】本実施形態におけるＩＣタグを設置した原稿の例を示した図である。
【図４】本実施形態におけるタグ情報が設置された原稿の例を示した図である。
【図５】本実施形態におけるＩＣタグ情報がコード化されたことを示すマークが設置され
ている原稿の例を示した図である。
【図６】本実施形態におけるタグ情報が設置された原稿の例を示した図である。
【図７】本実施形態におけるＩＣタグに記録されている情報の例を示した図である。
【図８】本実施形態におけるＩＣタグに履歴情報の追加した情報の例を示した図である。
【図９】本実施形態におけるＩＣタグ情報がテキストデータとして原稿画像に合成された
例を示した図である。
【図１０】本実施形態におけるタグ情報に画像を合成した例を示した図である。
【図１１】本実施形態におけるＩＣタグの存在を示すマークが設置された原稿の例を示し
た図である。
【図１２】本実施形態におけるＩＣタグの貼付位置を示すマークが設置された原稿の例を
示した図である。
【図１３】本実施形態におけるＩＣタグの貼付位置を示すマークが設置された原稿の例を
示した図である。
【図１４】本実施形態におけるタグ情報の出力設定画面を示した図である。
【図１５】本実施形態におけるタグ情報の出力設定画面を示した図である。
【図１６】本実施形態におけるユーザへ複写を行うかの判断を促すメッセージの表示例を
示した図である。
【図１７】本実施形態におけるユーザへ複写を行うかの判断を促すメッセージの表示例を
示した図である。
【図１８】本実施形態におけるＩＣタグリーダが設置されたスキャナヘッドの構成を示し
た図である。
【図１９】本実施形態におけるＩＣタグリーダが設置されたスキャナヘッドの構成を示し
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【図２０】本実施形態におけるＩＣタグライタの構成例を示した図である。
【図２１】本実施形態におけるＩＣタグライタの構成例を示した図である。
【図２２】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図２３】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図２４】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図２５】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図２６】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図２７】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図２８】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図２９】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図３０】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図３１】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【図３２】本実施形態におけるＩＣタグの処理動作を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００８７】
　１００　　画像読取部
　１０１　　画像処理部
　１０２　　画像出力部
　１０３　　ＩＣタグ情報読み／書き部
　１０４　　ＣＰＵ
　１０５　　記憶部
　１０６　　ＵＩ部
　１０７　　タグ情報／コード情報変換部
　１０８　　ＩＣタグ情報管理部
　１０９　　記録領域算出・判定部
　１１０　　画像合成部
　１１１　　画像処理部
　１１２　　コネクタ
　１１３　　画像データベース
　１１４　　ＰＣ 



(15) JP 4452604 B2 2010.4.21

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 4452604 B2 2010.4.21

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 4452604 B2 2010.4.21

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(18) JP 4452604 B2 2010.4.21

【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】
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