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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体に文書画像を印刷する印刷手段と、
　前記媒体に対する画像読み取りを行う画像読み取り手段と、
　前記印刷手段による処理の履歴情報を保持する保持手段と、
　前記印刷手段により前記媒体に前記文書画像が印刷された印刷物の画像に基づいて前記
保持手段に保持されている前記履歴情報を検索する検索手段とを備え、
　前記検索手段は、前記印刷手段による印刷に際して前記画像読み取り手段により読み取
られた前記媒体の画像と前記文書画像を合成した合成画像と、前記印刷物の画像との類似
判定を行い、判定結果に基づいて、当該印刷物に対する処理の履歴情報を検索することを
特徴とする文書処理システム。
【請求項２】
　前記保持手段は、前記画像読み取り手段により読み取られた前記媒体の画像と前記文書
画像とを合成した合成画像を、前記履歴情報の一部として、または前記履歴情報に関連付
けて保持し、
　前記検索手段は、前記保持手段に保持されている前記合成画像と前記印刷物の画像との
類似判定を行うことを特徴とする請求項１に記載の文書処理システム。
【請求項３】
　前記保持手段は、前記画像読み取り手段により読み取られた前記媒体の画像および前記
文書画像を、前記履歴情報の一部として、または前記履歴情報に関連付けて保持し、
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　前記検索手段は、前記保持手段に保持されている前記媒体の画像および前記文書画像を
取得して合成し、得られた前記合成画像と前記印刷物の画像との類似判定を行うことを特
徴とする請求項１に記載の文書処理システム。
【請求項４】
　前記画像読み取り手段は、前記印刷手段により前記文書画像が印刷された後の前記媒体
を画像読み取りすることにより、当該文書画像と当該媒体の画像とが合成された画像を取
得し、
　前記保持手段は、前記画像読み取り手段により取得された前記画像を、前記履歴情報の
一部として、または前記履歴情報に関連付けて保持し、
　前記検索手段は、前記保持手段に保持されている前記画像と前記印刷物の画像との類似
判定を行うことを特徴とする請求項１に記載の文書処理システム。
【請求項５】
　媒体に文書画像が印刷された印刷物を画像読み取りして得られた印刷物の画像を取得す
る印刷物画像取得手段と、
　印刷に際して前記媒体を画像読み取りして得られた当該媒体の画像である媒体画像と前
記文書画像を合成した合成画像と、前記印刷物画像取得手段により取得された前記印刷物
の画像との類似判定を行い、判定結果に基づいて、蓄積された前記文書画像の情報の中か
ら前記印刷物の画像に対応する文書画像の情報を検索する検索手段と、
を備えることを特徴とする検索装置。
【請求項６】
　前記検索手段は、前記文書画像の情報に関連付けて前記合成画像を保持する記憶装置か
ら当該合成画像を取得し、取得した当該合成画像と前記印刷物の画像との類似判定を行う
ことを特徴とする請求項５に記載の検索装置。
【請求項７】
　前記文書画像の情報に関連付けて当該文書画像および前記媒体画像を保持する記憶装置
から当該文書画像および当該媒体画像を取得し、取得した当該文書画像および当該媒体画
像を合成して合成画像を作成する合成手段をさらに備え、
　前記検索手段は、前記合成手段により作成された前記合成画像と前記印刷物の画像との
類似判定を行うことを特徴とする請求項５に記載の検索装置。
【請求項８】
　前記文書画像の情報に関連付けて当該文書画像および前記媒体の画像としての特徴を示
す情報を保持する記憶装置から当該情報を取得し、取得した当該情報に基づいて前記媒体
画像を作成する画像作成手段と、
　前記記憶装置から当該文書画像を取得し、前記画像作成手段から前記媒体画像を取得し
て、取得した当該文書画像および当該媒体画像を合成して合成画像を作成する合成手段と
をさらに備え、
　前記検索手段は、前記合成手段により作成された前記合成画像と前記印刷物の画像との
類似判定を行うことを特徴とする請求項５に記載の検索装置。
【請求項９】
　前記検索手段は、前記文書画像が印刷された後の前記媒体を画像読み取りすることによ
り得られた前記合成画像を前記文書画像の情報に関連付けて保持する記憶装置から、当該
合成画像を取得し、取得した当該合成画像と前記印刷物の画像との類似判定を行うことを
特徴とする請求項５に記載の検索装置。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　媒体に文書画像が印刷された印刷物を画像読み取りして得られた印刷物の画像を取得す
る処理と、
　印刷に際して前記媒体を画像読み取りして得られた当該媒体の画像である媒体画像と前
記文書画像を合成した合成画像と、前記印刷物の画像との類似判定を行う処理と、
　前記類似判定の判定結果に基づいて、蓄積された前記文書画像の情報の中から前記印刷
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物の画像に対応する文書画像の情報を検索する処理と、
を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書処理システム、検索装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタやスキャナ、ファクシミリまたはこれらの機能を複合的に備えた複合機等の画
像処理装置では、画像処理のログ情報（履歴情報）を記憶装置に保存する場合がある。こ
のとき、処理の種類や処理が行われた時間等の情報だけでなく、処理対象の画像（イメー
ジ）自体も保存される場合がある。この場合、一般には、画像処理装置において作成（ラ
スタライズ）された電子画像が蓄積される。
【０００３】
　このようなログ情報が保存されていれば、印刷出力された画像をキーとして、一致また
は類似する画像をログ情報から検索することができる。この画像検索では、画像どうしの
類似性を判定することが必要となる。特許文献１には、複数の分類項目に基づいて画像の
類似性を判定し、画像の検索を行う技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２５６４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　色や模様の付いた用紙、文字や図形が既に印刷されている用紙等に対して画像形成が行
われた場合、印刷出力される画像は、用紙に元々付されている色、模様、文字、図形等と
画像処理装置により作成された電子画像とが、重畳されたものとなる。そのため、画像検
索において、印刷出力された画像とログ情報として保存されている電子画像との類似性の
判定が不正確になるおそれがあった。
　本発明の目的は、色や模様の付いた用紙、文字や図形が既に印刷されている用紙等の媒
体に対して印刷出力を行った場合に、出力画像に基づく、ログ情報の画像検索の精度を向
上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、媒体に文書画像を印刷する印刷手段と、前記媒体に対する画
像読み取りを行う画像読み取り手段と、前記印刷手段による処理の履歴情報を保持する保
持手段と、前記印刷手段により前記媒体に前記文書画像が印刷された印刷物の画像に基づ
いて前記保持手段に保持されている前記履歴情報を検索する検索手段とを備え、前記検索
手段は、前記印刷手段による印刷に際して前記画像読み取り手段により読み取られた前記
媒体の画像と前記文書画像を合成した合成画像と、前記印刷物の画像との類似判定を行い
、判定結果に基づいて、当該印刷物に対する処理の履歴情報を検索することを特徴とする
文書処理システムである。
　請求項２に記載の発明は、前記保持手段は、前記画像読み取り手段により読み取られた
前記媒体の画像と前記文書画像とを合成した合成画像を、前記履歴情報の一部として、ま
たは前記履歴情報に関連付けて保持し、前記検索手段は、前記保持手段に保持されている
前記合成画像と前記印刷物の画像との類似判定を行うことを特徴とする請求項１に記載の
文書処理システムである。
　請求項３に記載の発明は、前記保持手段は、前記画像読み取り手段により読み取られた
前記媒体の画像および前記文書画像を、前記履歴情報の一部として、または前記履歴情報
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に関連付けて保持し、前記検索手段は、前記保持手段に保持されている前記媒体の画像お
よび前記文書画像を取得して合成し、得られた前記合成画像と前記印刷物の画像との類似
判定を行うことを特徴とする請求項１に記載の文書処理システムである。
　請求項４に記載の発明は、前記画像読み取り手段は、前記印刷手段により前記文書画像
が印刷された後の前記媒体を画像読み取りすることにより、当該文書画像と当該媒体の画
像とが合成された画像を取得し、前記保持手段は、前記画像読み取り手段により取得され
た前記画像を、前記履歴情報の一部として、または前記履歴情報に関連付けて保持し、前
記検索手段は、前記保持手段に保持されている前記画像と前記印刷物の画像との類似判定
を行うことを特徴とする請求項１に記載の文書処理システムである。
　請求項５に記載の発明は、媒体に文書画像が印刷された印刷物を画像読み取りして得ら
れた印刷物の画像を取得する印刷物画像取得手段と、印刷に際して前記媒体を画像読み取
りして得られた当該媒体の画像である媒体画像と前記文書画像を合成した合成画像と、前
記印刷物画像取得手段により取得された前記印刷物の画像との類似判定を行い、判定結果
に基づいて、蓄積された前記文書画像の情報の中から前記印刷物の画像に対応する文書画
像の情報を検索する検索手段と、を備えることを特徴とする検索装置である。
　請求項６に記載の発明は、前記検索手段は、前記文書画像の情報に関連付けて前記合成
画像を保持する記憶装置から当該合成画像を取得し、取得した当該合成画像と前記印刷物
の画像との類似判定を行うことを特徴とする請求項５に記載の検索装置である。
　請求項７に記載の発明は、前記文書画像の情報に関連付けて当該文書画像および前記媒
体画像を保持する記憶装置から当該文書画像および当該媒体画像を取得し、取得した当該
文書画像および当該媒体画像を合成して合成画像を作成する合成手段をさらに備え、前記
検索手段は、前記合成手段により作成された前記合成画像と前記印刷物の画像との類似判
定を行うことを特徴とする請求項５に記載の検索装置である。
　請求項８に記載の発明は、前記文書画像の情報に関連付けて当該文書画像および前記媒
体の画像としての特徴を示す情報を保持する記憶装置から当該情報を取得し、取得した当
該情報に基づいて前記媒体画像を作成する画像作成手段と、前記記憶装置から当該文書画
像を取得し、前記画像作成手段から前記媒体画像を取得して、取得した当該文書画像およ
び当該媒体画像を合成して合成画像を作成する合成手段とをさらに備え、前記検索手段は
、前記合成手段により作成された前記合成画像と前記印刷物の画像との類似判定を行うこ
とを特徴とする請求項５に記載の検索装置である。
　請求項９に記載の発明は、前記検索手段は、前記文書画像が印刷された後の前記媒体を
画像読み取りすることにより得られた前記合成画像を前記文書画像の情報に関連付けて保
持する記憶装置から、当該合成画像を取得し、取得した当該合成画像と前記印刷物の画像
との類似判定を行うことを特徴とする請求項５に記載の検索装置である。
　請求項１０に記載の発明は、コンピュータに、媒体に文書画像が印刷された印刷物を画
像読み取りして得られた印刷物の画像を取得する処理と、印刷に際して前記媒体を画像読
み取りして得られた当該媒体の画像である媒体画像と前記文書画像を合成した合成画像と
、前記印刷物の画像との類似判定を行う処理と、前記類似判定の判定結果に基づいて、蓄
積された前記文書画像の情報の中から前記印刷物の画像に対応する文書画像の情報を検索
する処理と、を実行させることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１の発明によれば、本発明の構成を適用しない場合と比べて、媒体の画像による
影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することができる。
　請求項２の発明によれば、保持手段に保持されている合成画像を用いて、媒体の画像に
よる影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することができる。
　請求項３の発明によれば、保持手段に保持されている文書画像および媒体の画像から作
成した合成画像を用いて、媒体の画像による影響に対処した、精度の高い画像検索を実現
することができる。
　請求項４の発明によれば、文書画像が印刷された媒体を画像読み取りして得られた合成
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画像を用いて、媒体の画像による影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することが
できる。
　請求項５の発明によれば、本発明の構成を適用しない場合と比べて、媒体の画像による
影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することができる。
　請求項６の発明によれば、保持手段に保持されている合成画像を用いて、媒体の画像に
よる影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することができる。
　請求項７の発明によれば、保持手段に保持されている文書画像および媒体画像から作成
した合成画像を用いて、媒体の画像による影響に対処した、精度の高い画像検索を実現す
ることができる。
　請求項８の発明によれば、コード情報から作成された媒体画像と文書画像との合成画像
を用いて、媒体の画像による影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することができ
る。
　請求項９の発明によれば、文書画像が印刷された媒体を画像読み取りして得られた合成
画像を用いて、媒体の画像による影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することが
できる。
　請求項１０の発明によれば、本発明の構成を適用しない場合と比べて、媒体の画像によ
る影響に対処した、精度の高い画像検索を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態の文書処理システムの全体構成を示す図である。
【図２】電子文書と用紙（媒体）および、これらの画像と印刷物画像との関係を示す図で
ある。
【図３】本実施形態の文書処理システムの機能構成例を示す図である。
【図４】図３に示すシステムの検索装置による検索処理の内容および手順を示すフローチ
ャートである。
【図５】本実施形態の文書処理システムの他の機能構成例を示す図である。
【図６】図５に示すシステムの検索装置による検索処理の内容および手順を示すフローチ
ャートである。
【図７】本実施形態において、コード情報から媒体画像を作成する場合の文書処理システ
ムの機能構成例を示す図である。
【図８】本実施形態の文書処理システムのさらに他の機能構成例を示す図である。
【図９】本実施形態の検索装置を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
＜システム構成＞
　図１は、本実施形態の文書処理システムの全体構成を示す図である。
　本実施形態のシステムは、図１に示すように、印刷装置１００と、ログ情報保持部２０
０と、検索装置３００とを備えて構成される。
【００１０】
　印刷装置１００は、印刷対象の文書画像を作成し、用紙等の媒体に印刷して排出する。
この印刷装置１００は、プリンタやコピー機として実現される。ここで、文書画像とは、
媒体に印刷されるべき文書（ドキュメント）の電子画像である。また、「文書」の文言を
用いているが、文書画像の内容はテキストに限定されず、写真やコンピュータ・グラフィ
ックスによるイメージのみで構成される場合等も含む。
【００１１】
　図１に示すように、本実施形態の印刷装置１００は、画像データに基づいて印刷対象の
文書画像を作成（ラスタライズ）する画像作成手段１０１と、作成された画像を媒体（用
紙）に印刷する印刷手段１０２とを備える。また、媒体の画像を取得するための画像読み
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取り手段１０３を備える。ここで、画像データは、パーソナル・コンピュータ等を用いて
作成された、ＰＤＬ（ページ記述言語）等によって記述されたデータや、スキャナによっ
て読み取られたイメージ・データ等である。印刷装置１００がコピー機である場合は、通
常、コピー機のスキャナ機能を用いて読み取られたイメージ・データとなる。
【００１２】
　画像作成手段１０１は、上記の画像データを、パーソナル・コンピュータ等の外部装置
から受信したり、印刷装置１００のスキャナ機能により読み取ったりすることにより取得
する。そして、画像作成手段１０１は、取得した画像データをメモリ上に展開して、ラス
タ画像である文書画像を作成する。
【００１３】
　印刷手段１０２は、画像作成手段１０１により作成された文書画像を、トナーやインク
等の画像形成材を用いて、媒体上に印刷する。本実施形態では、印刷方式については限定
しない。すなわち、電子写真方式や、インクジェット方式、サーマル方式等、種々の方式
の印刷手段１０２に対して本実施形態を適用可能である。
【００１４】
　画像読み取り手段１０３は、スキャナ機能により媒体の画像（以下、媒体画像）を読み
取る。印刷の媒体としては、背景として何も表示されていない白紙の他に、色や模様の付
いた用紙、文字や図形が既に印刷されている用紙等が用いられる場合がある。そこで、こ
のような媒体自体の画像としての特徴を表す情報を取得するため、媒体画像の読み取りが
行われる。詳しくは後述するが、本実施形態では、実装形態に応じて、画像作成手段１０
１により作成された文書画像が印刷手段１０２により媒体上に印刷された後の（すなわち
印刷物の）画像を読み取る場合と、文書画像が印刷される前の媒体のみの画像を読み取る
場合とがある。
【００１５】
　ログ情報保持部２００は、印刷装置１００による画像処理のログ情報（履歴情報）を取
得し、保持する、保持手段である。このログ情報保持部２００は、磁気ディスク装置等の
読み書き可能な記憶装置で構成される。本実施形態では、ログ情報として、処理対象の画
像（イメージ）を含むイメージログが取得される。このイメージログは、ジョブログ（Ｊ
ｏｂｌｏｇ）と呼ばれる部分と、ログイメージと呼ばれる部分とを含む。
【００１６】
　ジョブログには、処理内容に関する属性情報が記録される。属性情報には、処理を行っ
た主体、処理が行われた時期、処理の内容等の情報が含まれる。例えば、処理（ジョブ）
としてコピー（複写）が行われた場合、装置の識別情報、処理の実行者の識別情報、処理
の実行日時、実行された処理がコピーであることを示すフラグ等の情報が記録される。ロ
グイメージは、処理（ジョブ）の対象であった画像（イメージ）である。詳しくは後述す
るが、本実施形態では、このログイメージが、印刷装置１００の画像作成手段１０１によ
り作成された文書画像と印刷装置１００の画像読み取り手段１０３により読み取られた媒
体画像とに分かれている場合と、これらが合成された１つの画像である場合とがある。
【００１７】
　検索装置３００は、印刷装置１００の印刷手段１０２によって媒体に印刷された画像を
検索キーとして、ログ情報保持部２００に保持されているイメージログを検索する。すな
わち、本実施形態の検索装置３００は、画像検索を行う。この検索装置３００は、パーソ
ナル・コンピュータ等の情報処理装置により実現される。本実施形態では、画像検索の手
法は、特に限定せず、例えば特許文献１（特開２００３－２５６４２７号公報）に開示さ
れるような、既存の手法を用いることができる。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態の検索装置３００は、印刷物画像取得手段３０１と、検
索手段３０２とを備える。印刷物画像取得手段３０１は、スキャナにより読み取られた印
刷物の画像（印刷物画像）を取得する。検索手段３０２は、印刷物画像取得手段３０１に
より取得された印刷物画像を検索キーとして、ログ情報保持部２００に保持されているイ
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メージログを検索する。
【００１９】
　なお、図１では、印刷装置１００と、ログ情報保持部２００と、検索装置３００とを個
別に記載しているが、実際のシステムにおいては、これらが別個のハードウェアで構成さ
れるとは限らない。例えば、ログ情報保持部２００を、検索装置３００に設けられた磁気
ディスク装置等の記憶装置として実装し、ログ管理装置として構成しても良い。また、ロ
グ情報保持部２００を、印刷装置１００に設けられた記憶装置として実装しても良い。さ
らに、印刷装置１００と、ログ情報保持部２００と、検索装置３００の機能の全てを、単
一のハードウェアの機能として構成しても良い。
【００２０】
＜検索対象＞
　本実施形態における検索対象の画像について説明する。
　イメージログの検索においては、印刷物画像とイメージログに含まれるログイメージと
の類似性を判定することが必要となる場合がある。ここで、色や模様の付いた用紙、文字
や図形が既に印刷されている用紙等に対して文書画像が印刷された場合、印刷物画像は、
用紙に元々付されている色、模様、文字、図形等と文書画像とが重畳されたものとなる。
そのため、画像検索において、印刷物画像とログイメージとの類似性の判定が不正確にな
るおそれがあった。
【００２１】
　図２は、電子文書と用紙（媒体）および、これらの画像と印刷物画像との関係を示す図
である。
　図２（Ａ）および図２（Ｂ）は、同一の電子文書から作成された文書画像を相異なる用
紙に印刷して印刷物画像が得られる様子を示している。図示のように、文書画像を用紙に
印刷することにより、文書画像と用紙の媒体画像とが重ね合わされて、印刷物画像が形成
されている。ここで、図２（Ａ）と図２（Ｂ）では、文書画像を印刷する前の用紙の図柄
が異なっている。そのため、文書画像が同一であっても、文書画像と媒体画像とが重ね合
わされた印刷物画像は、異なっている。
【００２２】
　イメージログにおいて、印刷装置１００の画像作成手段１０１により作成された文書画
像のみをログイメージとして保存した場合、図２（Ａ）の印刷物画像も、図２（Ｂ）の印
刷物画像も文書画像とは類似しない。そのため、印刷物画像を検索キー（キー画像）とし
てイメージログの検索を行っても、印刷物に形成された文書画像を正確に検出することが
困難となる。
【００２３】
　そこで、本実施形態では、図１を参照して上述したように、ログイメージとして文書画
像および媒体画像（これらを合成した画像である場合を含む）を保存する。このログイメ
ージは、文書画像と媒体画像とが重ね合わされた印刷物画像に相当する。これにより、印
刷物画像を検索キーとするイメージログの正確な検索が実現される。
【００２４】
　また、本実施形態では、文書画像と媒体画像とが重ね合わされた上記の印刷物画像を得
るために、下記の各方式を提案する。
（１）用紙を画像読み取り（スキャン）して媒体画像を取得し、この媒体画像と文書画像
とを合成し、合成画像をログイメージとして保存する。
（２）用紙を画像読み取りして媒体画像を取得し、この媒体画像と文書画像とをログイメ
ージとして保存する。そして、イメージログの検索の際に、媒体画像と文書画像とを合成
し、印刷物画像と比較する。
（３）文書画像が印刷された後の用紙を画像読み取りし、文書画像と媒体画像とが重ね合
わされた媒体画像を取得して、ログイメージとして保存する。
【００２５】
　印刷物画像を取得するための方式として、上記の何れの方式を用いるかに応じて、図１
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に示したシステムにおける印刷装置１００および検索装置３００の具体的な機能構成が異
なる。そこで、以下、各方式に対応するシステムの具体的な機能構成について、個別に説
明する。
【００２６】
＜方式（１）におけるシステムの機能構成＞
　図３は、本実施形態の文書処理システムの機能構成例を示す図である。
　図３に示すシステムは、上記の方式（１）に対応している。すなわち、文書画像が印刷
される前の用紙が画像読み取りされて媒体画像が取得される。また、文書画像と媒体画像
とが合成された合成画像がログイメージとして保存される。なお、図３において、実線は
、媒体である用紙が搬送される経路を示し、一点鎖線は、画像データが伝送される経路を
示す。
【００２７】
　図３に示すシステムにおいて、印刷装置１００は、給紙部１１０と、画像作成部１２０
と、印刷部１３０と、排出部１４０と、画像読み取り部１５０と、画像合成部１６０とを
備える。これらの構成のうち、画像作成部１２０は図１に示した画像作成手段１０１に、
印刷部１３０は図１に示した印刷手段１０２に、画像読み取り部１５０は図１に示した画
像読み取り手段１０３に、それぞれ対応している。
【００２８】
　給紙部１１０は、用紙（媒体）を収容するカセット、用紙を搬送する搬送機構等を備え
て構成され、用紙を画像読み取り部１５０に供給する。
　画像作成部１２０は、印刷装置１００の制御装置（コンピュータ）により実現され、印
刷対象の画像データを取得し、文書画像（ラスタ画像）を作成する。作成された文書画像
は、印刷部１３０および画像合成部１６０へ送られる。
　印刷部１３０は、電子写真方式やインクジェット方式による印刷機構を備え、画像読み
取り部１５０を経て供給された用紙に対して、画像作成部１２０から受信した文書画像を
印刷する。文書画像が印刷された用紙（印刷物）は、排出部１４０へ搬送される。
　排出部１４０は、用紙を搬送する搬送機構、排出された用紙を収容するトレイ等を備え
て構成され、文書画像が印刷された印刷物を印刷装置１００の外部へ排出する。
【００２９】
　画像読み取り部１５０は、印刷装置１００に設けられたスキャナ機能および制御装置に
より実現され、給紙部１１０から供給された用紙を画像読み取りし、媒体画像（電子画像
）を取得する。そして、取得した媒体画像を画像合成部１６０に送る。読み取りが済んだ
用紙は、印刷部１３０へ搬送される。
　画像合成部１６０は、印刷装置１００の制御装置により実現され、画像作成部１２０に
より作成された文書画像と、画像読み取り部１５０により取得された媒体画像とを合成し
、合成画像を作成する。この合成画像は、上記印刷物を画像読み取りして得られる印刷物
画像に相当している。
　印刷装置１００の制御装置（図示せず）は、この合成画像をログイメージとして、ジョ
ブログを付加してイメージログを作成し、ログ情報保持部２００に保持させる。
【００３０】
　図３に示すシステムにおいて、検索装置３００は、画像読み取り部３１０と、検索部３
２０と、出力部３３０とを備える。これらの構成のうち、画像読み取り部３１０は図１に
示した印刷物画像取得手段３０１に、検索部３２０は図１に示した検索手段３０２に、そ
れぞれ対応している。
【００３１】
　画像読み取り部３１０は、スキャナおよびプログラム制御されたＣＰＵにより実現され
、印刷物を画像読み取りし、印刷物画像（電子画像）を取得する。そして、取得した印刷
物画像を検索部３２０に送る。
　検索部３２０は、画像読み取り部３１０で読み取った印刷物画像を検索キーとして、ロ
グ情報保持部２００に保持されているイメージログを検索する。本実施形態では、印刷物
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画像に対するログイメージの類似度の高いものから順に並ぶように、イメージログを並べ
替えて、検索結果とする。イメージログのデータ数が多い場合には、上位から一定数のイ
メージログを抽出して検索結果としても良い。
　出力部３３０は、検索部３２０の検索結果として得られたイメージログの情報（ジョブ
ログに含まれる情報およびログイメージの画像）を、ディスプレイ装置（図示せず）に表
示する。このとき、出力部３３０は、ユーザによる操作を受け付けて、検索部３２０の検
索において類似度が高いと判定されたイメージログから順に情報を表示出力する。
【００３２】
　検索部３２０による画像の類似度の判定には、既存の種々の判定手法を用いることがで
きる。しかし、所望のイメージログを検出するために適切な類似判定の基準は、個々の事
例に応じて異なる場合もあり、検索部３２０において機械的に行われる類似判定によって
、必ず適切なイメージログが検出されるとは限らない。そこで、本実施形態では、検索部
３２０は、印刷物画像に対するログイメージの類似度の高いものから順にイメージログを
並べ替えることとし、並べ替えられたイメージログを出力部３３０により表示して、人の
視覚による判断を行うこととした。すなわち、出力部３３０により表示されたイメージロ
グを、ユーザが視覚によって検証し、ユーザが所望するイメージログを特定するようにし
た。
【００３３】
　図４は、図３に示すシステムの検索装置３００による検索処理の内容および手順を示す
フローチャートである。
　図４を参照すると、まず、画像読み取り部３１０が、印刷物を画像読み取りし、印刷物
画像を取得する（ステップ４０１）。次に、検索部３２０が、ログ情報保持部２００から
イメージログを読み出し、各イメージログのログイメージと、ステップ４０１で取得され
た印刷物画像との類似度を判定する（ステップ４０２）。そして、検索部３２０が、ステ
ップ４０２の判定結果に基づき、ログイメージの類似度の高いものから順に、イメージロ
グを並べ替える（ステップ４０３）。この後、出力部３３０が、ステップ４０３で並べ替
えられた順に、イメージログの情報を表示する（ステップ４０４）。
【００３４】
＜方式（２）におけるシステムの機能構成＞
　図５は、本実施形態の文書処理システムの他の機能構成例を示す図である。
　図５に示すシステムは、上記の方式（２）に対応している。すなわち、文書画像が印刷
される前の用紙が画像読み取りされて媒体画像が取得される。また、文書画像と媒体画像
とが、それぞれログイメージとして保存される。なお、図５においても図３と同様に、実
線は、媒体である用紙が搬送される経路を示し、一点鎖線は、画像データが伝送される経
路を示す。
【００３５】
　図５に示すシステムにおいて、印刷装置１００は、給紙部１１０と、画像作成部１２０
と、印刷部１３０と、排出部１４０と、画像読み取り部１５０とを備える。これらの構成
のうち、画像作成部１２０は図１に示した画像作成手段１０１に、印刷部１３０は図１に
示した印刷手段１０２に、画像読み取り部１５０は図１に示した画像読み取り手段１０３
に、それぞれ対応している。また、給紙部１１０、画像作成部１２０、印刷部１３０、排
出部１４０の機能は、図３に示したシステムにおける印刷装置１００の対応する各機能と
同様である。
【００３６】
　画像読み取り部１５０は、印刷装置１００に設けられたスキャナ機能および制御装置に
より実現され、給紙部１１０から供給された用紙を画像読み取りし、媒体画像（電子画像
）を取得する。読み取りが済んだ用紙は、印刷部１３０へ搬送される。
　印刷装置１００の制御装置（図示せず）は、画像作成部１２０により作成された文書画
像と、画像読み取り部１５０において取得された媒体画像とをログイメージとして、ジョ
ブログを付加してイメージログを作成し、ログ情報保持部２００に保持させる。
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【００３７】
　図５に示すシステムにおいて、検索装置３００は、画像読み取り部３１０と、検索部３
２１と、出力部３３０と、画像合成部３４０を備える。これらの構成のうち、画像読み取
り部３１０は図１に示した印刷物画像取得手段３０１に、検索部３２１は図１に示した検
索手段３０２に、それぞれ対応している。また、画像読み取り部３１０、出力部３３０の
機能は、図３に示したシステムにおける検索装置３００の対応する各機能と同様である。
【００３８】
　画像合成部３４０は、ログ情報保持部２００からイメージログを取得し、このイメージ
ログにログイメージとして含まれている文書画像と媒体画像を合成して、合成画像を作成
する。この合成画像は、画像読み取り部３１０が印刷物を画像読み取りすることによって
得られる印刷物画像に相当する。
　検索部３２１は、画像読み取り部３１０で読み取った印刷物画像を検索キーとして、ロ
グ情報保持部２００に保持されているイメージログを検索する。本実施形態では、画像合
成部３４０により作成された合成画像およびイメージログのログイメージに含まれる文書
画像を用いて、印刷物画像との類似度を判定する。
【００３９】
　図６は、図５に示すシステムの検索装置３００による検索処理の内容および手順を示す
フローチャートである。
　図６を参照すると、まず、画像読み取り部３１０が、印刷物を画像読み取りし、印刷物
画像を取得する（ステップ６０１）。また、画像合成部３４０が、ログ情報保持部２００
からイメージログを読み出し、各イメージログのログイメージに含まれる文書画像と媒体
画像とを合成する（ステップ６０２）。そして、検索部３２１は、ステップ６０２で作成
された合成画像と印刷物画像との類似度を判定し、印刷物画像に最も類似する合成画像を
特定する（ステップ６０３）。
【００４０】
　次に、検索部３２１は、ステップ６０３で特定された合成画像に対応するイメージログ
の文書画像を抽出する。そして、この文書画像をキー画像として、他の各イメージログの
ログイメージに含まれる文書画像との類似度を判定する（ステップ６０４）。ここで、文
書画像どうしを対象として類似度を判定することにより、媒体画像の影響を受けずに、内
容の同じ文書について行われた処理に関するイメージログが検出される。
【００４１】
　この後、検索部３２１は、ステップ６０４の判定結果に基づき、文書画像の類似度の高
いものから順に、イメージログを並べ替える（ステップ６０５）。そして、出力部３３０
が、ステップ６０５で並べ替えられた順に、イメージログの情報を表示する（ステップ６
０６）。
【００４２】
　上記の構成では、イメージログには、ログイメージとして文書画像と媒体画像とが含ま
れている。したがって、印刷物画像との類似度判断の対象としては、文書画像と合成画像
を重複して用いても良い。図６に示した動作例では、まず合成画像と印刷物画像とを比較
し、印刷物画像に最も類似する合成画像を特定し、その後に文書画像どうしで類似度を判
定したが、印刷物画像と文書画像とを直接比較して類似度を判定するステップを設けても
良い。合成画像と印刷物画像との類似度の判定結果と、文書画像と印刷物画像との類似度
の判定結果とを比較して、類似度の判定結果の精度を向上させても良い。また、文書画像
が印刷された用紙が背景のない白紙などである場合、画像合成部３４０による合成画像の
作成を行わず、文書画像を対象として、印刷物画像との類似度を判定しても良い。さらに
、上記のステップ６０４では、文書画像どうしの類似度を判定したが、媒体画像の影響を
受けることを前提として、敢えて合成画像どうしの類似度を判定しても良い。
【００４３】
　また、上記の構成では、ログイメージに文書画像と媒体画像の双方が含まれるものとし
て記載したが、ログイメージとしてイメージログに保持されるのは文書画像のみとし、媒
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体画像はイメージログとは別ファイルとして保持するようにしても良い。この場合、テー
ブルやポインタ等の手段により、イメージログと、このイメージログにより特定される文
書処理（印刷）において用いられた用紙の媒体画像のファイルとが関連付けられる必要が
ある。検索装置３００の画像合成部３４０は、このテーブルやポインタ等を参照して、イ
メージログと、このイメージログに関連付けられた媒体画像とを取得し、合成画像を作成
する。
【００４４】
　ところで、上記の構成および動作例では、用紙を画像読み取りして媒体画像を取得し、
この媒体画像と文書画像とを合成して合成画像を作成した。これに対し、用紙の画像とし
ての特徴（色、模様、印刷されている文字や図形の種類およびその配置等）を示す情報を
コード化して用紙に記録しておき、画像読み取りした際に、この情報を読み取るようにし
ても良い。この場合、イメージログには、コードから読み取った情報（以下、コード情報
）を保存しておけば良く、電子画像としての媒体画像を保存しておく必要はない。検索装
置３００において合成画像を作成する際には、このコード情報に基づいて用紙の媒体画像
を作成し、文書画像と合成すれば良い。
【００４５】
　図７は、コード情報から媒体画像を作成する場合の文書処理システムの機能構成例を示
す図である。
　この構成では、上記のように、媒体画像自体ではなく、印刷装置１００の画像読み取り
部１５０で読み取られたコード情報が、イメージログのジョブログに記述されてログ情報
保持部２００に保持される。また、コード情報はイメージログのジョブログに含まれるの
ではなく、別ファイルとしてイメージログに関連付けて保存しても良い。
【００４６】
　図７に示すように、検索装置３００は、画像作成部３５０を備える。画像作成部３５０
は、ログ情報保持部２００からコード情報を取得し、このコード情報に基づいて媒体画像
を作成する。作成された媒体画像は画像合成部３４０に送られる。画像合成部３４０は、
画像作成部３５０から取得した媒体画像と、ログ情報保持部２００から取得した文書画像
とを合成し、合成画像を検索部３２１に送る。検索部３２１による処理は、図６に示した
内容と同様である。
【００４７】
＜方式（３）におけるシステムの機能構成＞
　図８は、本実施形態の文書処理システムのさらに他の機能構成例を示す図である。
　図８に示すシステムは、上記の方式（３）に対応している。すなわち、文書画像が印刷
された後の用紙が画像読み取りされて媒体画像が取得される。そして、この媒体画像がロ
グイメージとして保存される。なお、図８においても図３と同様に、実線は、媒体である
用紙が搬送される経路を示し、一点鎖線は、画像データが伝送される経路を示す。
【００４８】
　図８に示すシステムにおいて、印刷装置１００は、給紙部１１０と、画像作成部１２０
と、印刷部１３０と、排出部１４０と、画像読み取り部１５１とを備える。これらの構成
のうち、画像作成部１２０は図１に示した画像作成手段１０１に、印刷部１３０は図１に
示した印刷手段１０２に、画像読み取り部１５１は図１に示した画像読み取り手段１０３
に、それぞれ対応している。また、給紙部１１０、画像作成部１２０、印刷部１３０、排
出部１４０の機能は、図３に示したシステムにおける印刷装置１００の対応する各機能と
同様である。
【００４９】
　図８に示すシステムでは、給紙部１１０から直接、印刷部１３０へ用紙が搬送される。
そして、画像作成部１２０で作成された文書画像が用紙に印刷される。文書画像が印刷さ
れた用紙は、画像読み取り部１５１へ搬送される。
　画像読み取り部１５１は、印刷部１３０により文書画像が印刷された後に、用紙に対す
る画像読み取りを行う。この画像読み取りによって得られる媒体画像は、印刷物画像その
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ものである。読み取りが済んだ用紙は、排出部１４０へ搬送される。
　印刷装置１００の制御装置（図示せず）は、画像読み取り部１５１において取得された
媒体画像をログイメージとして、ジョブログを付加してイメージログを作成し、ログ情報
保持部２００に保持させる。
【００５０】
　図８に示すシステムにおいて、検索装置３００は、画像読み取り部３１０と、検索部３
２０と、出力部３３０とを備える。これらの構成のうち、画像読み取り部３１０は図１に
示した印刷物画像取得手段３０１に、検索部３２０は図１に示した検索手段３０２に、そ
れぞれ対応している。また、画像読み取り部３１０、検索部３２０、出力部３３０の各機
能は、図３に示したシステムにおける検索装置３００の対応する各機能と同様である。た
だし、図８のシステムでは、印刷物画像と等しい媒体画像がログイメージとしてログ情報
保持部２００に保持されている。そのため、検索部３２０では、この媒体画像と画像読み
取り部３１０において取得された印刷物画像とが比較されて、類似度の判定が行われる。
また、この検索装置３００による検索処理は、図４のフローチャートに示した処理と同様
である。
【００５１】
　図９は、本実施形態の検索装置３００を実現するコンピュータのハードウェア構成例を
示す図である。
　図９に示すコンピュータ１０は、演算手段であるＣＰＵ（Central Processing Unit）
１０ａと、記憶手段である主記憶装置（メインメモリ）１０ｂおよび外部記憶装置１０ｃ
を備える。外部記憶装置１０ｃとしては、一般に磁気ディスク装置（ＨＤＤ：Hard Disk 
Drive）が用いられる。また、図９のコンピュータ１０は、ネットワークを介して外部装
置に接続するためのネットワークＩ／Ｆ（インターフェイス）１０ｄと、ディスプレイ装
置へ表示出力を行うための表示機構１０ｅと、音声出力を行うための音声機構１０ｆとを
備える。さらに、キーボードやマウス等の入力デバイス１０ｇを備える。ＣＰＵ１０ａと
他の構成要素との間には、図示しないチップセットやブリッジ回路が介在している。
【００５２】
　図９において、各構成要素は、システムバスや入出力バス等の各種のバスを介して接続
される。例えば、ＣＰＵ１０ａと主記憶装置１０ｂの間は、システムバスやメモリバスを
介して接続される。また、ＣＰＵ１０ａと外部記憶装置１０ｃ、ネットワークＩ／Ｆ１０
ｄ、表示機構１０ｅ、音声機構１０ｆ、入力デバイス１０ｇ等との間は、ＰＣＩ（Periph
eral Components Interconnect）、ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、シリアルＡＴＡ（AT Attac
hment）、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、ＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）等の
入出力バスを介して接続される。
【００５３】
　なお、図９は、検索装置３００を実現するのに好適なコンピュータのハードウェア構成
を例示するに過ぎず、図示の構成に限定されないことは言うまでもない。例えば、補助記
憶装置として、外部記憶装置１０ｃの他に、フレキシブルディスクや光学ディスクをメデ
ィアとするドライブを設けたり、ＵＳＢメモリを設けたりしても良い。ＵＳＢメモリは、
ＵＳＢを介してブリッジ回路に接続されることとなる。また、表示機構１０ｅや音声機構
１０ｆを独立した構成とせず、チップセットの機能として備えるようにしても良い。
【００５４】
　本実施形態の検索装置３００を図９に示すコンピュータ１０により実現する場合、検索
部３２０、出力部３３０、画像合成部３４０の各機能は、プログラム制御されたＣＰＵ１
０ａと主記憶装置１０ｂとで実現される。プログラムは外部記憶装置１０ｃ等の記憶手段
に格納されており、このプログラムを主記憶装置１０ｂに読み込み、ＣＰＵ１０ａが実行
することにより、これらの機能が実現される。また、画像読み取り部３１０は、コンピュ
ータ１０に接続された図示しない外部装置である画像読み取り装置（スキャナ）により実
現される。ログ情報保持部２００が検索装置３００に実装される場合、このログ情報保持
部２００は、外部記憶装置１０ｃにより実現される。
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【００５５】
　以上、本実施形態について説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記載の範
囲には限定されない。例えば、ログイメージを取得し、イメージログを検索するための具
体的な方式を説明したが、これらは単独で用いる他、組合せて用いることにより、複合的
に印刷物画像とログイメージとの類似判定を行い、イメージログを検索しても良い。また
、図３、５、７、８に示す構成では、検索装置３００が、印刷物画像取得手段３０１とし
て、画像読み取り部３１０を備えているが、外部接続された画像読み取り装置（スキャナ
）により印刷物画像を取得する構成としても良い。その他、上記実施形態に、種々の変更
または改良を加えたものも、本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５６】
１００…印刷装置、１１０…給紙部、１２０…画像作成部、１３０…印刷部、１４０…排
出部、１５０、１５１…画像読み取り部、１６０…画像合成部、２００…ログ情報保持部
、３００…検索装置、３１０…画像読み取り部、３２０、３２１…検索部、３３０…出力
部、３４０…画像合成部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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