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(57)【要約】
【課題】　多様なパスを通し入力される画像を蓄積し、
再利用するＭＦＰ等の画像処理装置において、蓄積画像
から、ユーザに操作負担が掛からない方法で、求める画
像を有効に取り出せるようにする。
【解決手段】　蓄積画像（文書）を検索条件により解析
し、得られる結果を検索情報として、該文書に関連付け
て登録し、検索に用いる。検索条件は、（１）文書内容
から抽出したテキスト部分、識別パターン（バーコード
、地紋、電子透かし等）とし、テキストで自由にコメン
トした検索情報TX1～TX3を対応させる。また、同じ検索
情報TX1が登録されている蓄積文書同士(1)と(2)は、類
似する文書であり、相互に検索できるように、検索条件
（２）を定め、類似性のある文書情報D1として関連付け
、登録する。
【選択図】　　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを入力するデータ入力手段と、前記データ入力手段によって入力されたデー
タを文書として認識する文書認識手段と、前記文書認識手段によって認識された文書のデ
ータを蓄積する文書蓄積手段と、前記文書蓄積手段による蓄積文書を管理する蓄積文書管
理手段を有する画像処理装置であって、
　前記文書認識手段によって認識された文書のデータを解析する文書解析手段と、
　前記文書解析手段によって解析され、得られる結果をテキストで記述するテキスト記述
手段を備え、
　前記蓄積文書管理手段が、前記テキスト記述手段によって記述された解析結果を当該蓄
積文書に関連付けて登録し、蓄積文書を検索する際に登録されたテキスト情報を参照する
ことにより、当該文書を検索する手段を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　画像データを入力するデータ入力手段と、前記データ入力手段によって入力されたデー
タを文書として認識する文書認識手段と、前記文書認識手段によって認識された文書のデ
ータを蓄積する文書蓄積手段と、前記文書蓄積手段による蓄積文書を管理する蓄積文書管
理手段を有する画像処理装置であって、
　文書蓄積時に、当該文書と前記蓄積文書管理手段によって管理されている蓄積文書との
文書情報の類似性を判断し、類似する文書を特定する情報を抽出する類似文書抽出手段を
備え、
　前記蓄積文書管理手段が、前記類似文書抽出手段の抽出した文書と当該文書のそれぞれ
を特定する情報を類似する文書同士で相互に関連付けて登録し、登録された情報を参照す
ることにより、各々の文書を検索する手段を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　画像データを入力するデータ入力手段と、前記データ入力手段によって入力されたデー
タを文書として認識する文書認識手段と、前記文書認識手段によって認識された文書のデ
ータを蓄積する文書蓄積手段と、前記文書蓄積手段による蓄積文書を管理する蓄積文書管
理手段を有する画像処理装置であって、
　前記文書認識手段によって認識された文書のデータを解析する文書解析手段と、
　前記文書解析手段によって解析され、得られる結果をテキストで記述するテキスト記述
手段と、
　文書蓄積時に、当該文書と前記蓄積文書管理手段によって管理されている蓄積文書との
文書情報の類似性を判断し、類似する文書を特定する情報を抽出する類似文書抽出手段を
備え、
　前記蓄積文書管理手段が、前記テキスト記述手段によって記述された解析結果を当該蓄
積文書に関連付けて登録するとともに、前記類似文書抽出手段の抽出した文書と当該文書
のそれぞれを特定する情報を類似する文書同士で相互に関連付けて登録し、蓄積文書を検
索する際に登録されたテキスト情報を参照することにより、各々の文書を検索する手段を
備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１又は３に記載された画像処理装置において、
　前記文書解析手段は、文書中のパターンデータを解析することにより識別データを得る
手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１，３，４のいずれかに記載された画像処理装置において、
　前記文書解析手段は、前記データ入力手段により入力されたサーチャブルＰＤＦ文書を
解析する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項請求項１，３，４，５のいずれかに記載された画像処理装置において、
　前記文書解析手段は、前記文書認識手段によって認識された文書の付属情報を解析する
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手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　請求項２乃至６のいずれかに記載された画像処理装置において、
　前記類似文書抽出手段は、文書情報に示される文書名の一致によって文書の類似性を判
断する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　請求項２乃至７のいずれかに記載された画像処理装置において、
　前記類似文書抽出手段は、文書情報に示されるユーザ名の一致によって文書の類似性を
判断する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　請求項２乃至８のいずれかに記載された画像処理装置において、
　前記類似文書抽出手段は、文書情報に示される文書の登録日時の一致によって類似性を
判断する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項２乃至９のいずれかに記載された画像処理装置において、
　前記類似文書抽出手段は、文書情報に示される画像属性データの一致によって類似性を
判断する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項３乃至１０のいずれかに記載された画像処理装置において、
　前記類似文書抽出手段は、蓄積文書に関連付けて登録された前記テキスト情報の一致に
よって類似性を判断する手段である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、多様なパスを通して入力される画像データを蓄積し、再利用することが可能
な複写機、プリンタ、ＭＦＰ（Multi-Function Peripherals：複合機）等の画像処理装置
に関し、より詳細には、文書化し蓄積された大量の画像データから求める文書を容易に検
索できるようにする文書管理機能を備えた画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複写機、プリンタ、ＭＦＰ（Multi-Function Peripherals：複合機）等の画像形
成装置（以下、「機器」ともいう）では、ユーザの多様な要求に応じた機能を持つように
なって、スキャナ入力、ネットワーク入力、など様々なパスを通して画像データ（画像出
力が可能な形式のデータ）が入力されるようになっている。
　また、入力された画像データを装置に内蔵するハードディスク又はＳＤ（Secure Digit
al ）カード等のムーバブルな記録メディア、或いは外部のサーバに蓄積し、再利用でき
るようにしている。
【０００３】
　上記のような画像処理装置は、多数のユーザによって共用されることが、普通の利用形
態であり、蓄積される文書が大量になってくると、再利用しようとする文書を取り出す際
、文書をサーチするユーザの操作負担が大きくなってくる。
　蓄積した文書から求める文書を取り出す手法として、一般的には、文書内容を解析し、
得た単語（文字列）を検索キーとして、求める文書を絞り込んでいき、求める文書を見つ
け出す文書検索方法がよく用いられている（下記特許文献１～３、参照）。
【特許文献１】特開平１１－７３４１５号公報
【特許文献２】特開２０００－３３１０２７号公報
【特許文献３】特開２００３－１５０６３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、ＭＦＰ等の画像処理装置においては、再利用しようとする文書を取り出
す際、これまでは、蓄積した文書の一覧表示を行い、ユーザの操作により選択する文書を
指示する方法が採用されており、文書検索機能は、搭載されていないのが普通である。こ
れは、画像処理装置の処理能力が足りないことが１要因であるが、文書に記載された単語
だけを検索キーとする上記した検索方法は、画像データの入力を処理するＭＦＰ等の画像
処理装置には、不向きな場合があり、処理対象の画像によっては、この検索方法が適用で
きない場合があることも１要因となっている。
　本発明は、上記した従来の問題に鑑みてなされたもので、その解決すべき課題は、多様
なパスを通して入力される画像データを蓄積し、再利用することが可能なＭＦＰ等の画像
処理装置において、蓄積した画像データから求める画像をユーザの操作負担を少なくする
ことが可能な方法で、有効に取り出せるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１の発明は、画像データを入力するデータ入力手段と、前記データ入力手段によ
って入力されたデータを文書として認識する文書認識手段と、前記文書認識手段によって
認識された文書のデータを蓄積する文書蓄積手段と、前記文書蓄積手段による蓄積文書を
管理する蓄積文書管理手段を有する画像処理装置であって、前記文書認識手段によって認
識された文書のデータを解析する文書解析手段と、前記文書解析手段によって解析され、
得られる結果をテキストで記述するテキスト記述手段を備え、前記蓄積文書管理手段が、
前記テキスト記述手段によって記述された解析結果を当該蓄積文書に関連付けて登録し、
蓄積文書を検索する際に登録されたテキスト情報を参照することにより、当該文書を検索
する手段を備えたことを特徴とする。
　請求項２の発明は、画像データを入力するデータ入力手段と、前記データ入力手段によ
って入力されたデータを文書として認識する文書認識手段と、前記文書認識手段によって
認識された文書のデータを蓄積する文書蓄積手段と、前記文書蓄積手段による蓄積文書を
管理する蓄積文書管理手段を有する画像処理装置であって、文書蓄積時に、当該文書と前
記蓄積文書管理手段によって管理されている蓄積文書との文書情報の類似性を判断し、類
似する文書を特定する情報を抽出する類似文書抽出手段を備え、前記蓄積文書管理手段が
、前記類似文書抽出手段の抽出した文書と当該文書のそれぞれを特定する情報を類似する
文書同士で相互に関連付けて登録し、登録された情報を参照することにより、各々の文書
を検索する手段を備えたことを特徴とする。
　請求項３の発明は、画像データを入力するデータ入力手段と、前記データ入力手段によ
って入力されたデータを文書として認識する文書認識手段と、前記文書認識手段によって
認識された文書のデータを蓄積する文書蓄積手段と、前記文書蓄積手段による蓄積文書を
管理する蓄積文書管理手段を有する画像処理装置であって、前記文書認識手段によって認
識された文書のデータを解析する文書解析手段と、前記文書解析手段によって解析され、
得られる結果をテキストで記述するテキスト記述手段と、文書蓄積時に、当該文書と前記
蓄積文書管理手段によって管理されている蓄積文書との文書情報の類似性を判断し、類似
する文書を特定する情報を抽出する類似文書抽出手段を備え、前記蓄積文書管理手段が、
前記テキスト記述手段によって記述された解析結果を当該蓄積文書に関連付けて登録する
とともに、前記類似文書抽出手段の抽出した文書と当該文書のそれぞれを特定する情報を
類似する文書同士で相互に関連付けて登録し、蓄積文書を検索する際に登録されたテキス
ト情報を参照することにより、各々の文書を検索する手段を備えたことを特徴とする。
　請求項４の発明は、請求項１又は３に記載された画像処理装置において、前記文書解析
手段は、文書中のパターンデータを解析することにより識別データを得る手段であること
を特徴とする。
　請求項５の発明は、請求項１，３，４のいずれかに記載された画像処理装置において、
前記文書解析手段は、前記データ入力手段により入力されたサーチャブルＰＤＦ文書を解
析する手段であることを特徴とする。
　請求項６の発明は、請求項請求項１，３，４，５のいずれかに記載された画像処理装置
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において、前記文書解析手段は、前記文書認識手段によって認識された文書の付属情報を
解析する手段であることを特徴とする。
　請求項７の発明は、請求項２乃至６のいずれかに記載された画像処理装置において、前
記類似文書抽出手段は、文書情報に示される文書名の一致によって文書の類似性を判断す
る手段であることを特徴とする。
　請求項８の発明は、請求項２乃至７のいずれかに記載された画像処理装置において、前
記類似文書抽出手段は、文書情報に示されるユーザ名の一致によって文書の類似性を判断
する手段であることを特徴とする。
　請求項９の発明は、請求項２乃至８のいずれかに記載された画像処理装置において、前
記類似文書抽出手段は、文書情報に示される文書の登録日時の一致によって類似性を判断
する手段であることを特徴とする。
　請求項１０の発明は、請求項２乃至９のいずれかに記載された画像処理装置において、
前記類似文書抽出手段は、文書情報に示される画像属性データの一致によって類似性を判
断する手段であることを特徴とする。
　請求項１１の発明は、請求項３乃至１０のいずれかに記載された画像処理装置において
、前記類似文書抽出手段は、蓄積文書に関連付けて登録された前記テキスト情報の一致に
よって類似性を判断する手段であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によると、文書化した画像データの内容を、単語（文字列）だけにとらわれずに
、記号、パターン及び自由にコメントできるテキストを含めて解析し、得た解析結果を文
書の検索に用いることで、画像データを持つ文書に適した検索機能を実現することができ
る。
　また、文書化した画像データの文書情報（文書名、ユーザ名、文書の登録日時、画像属
性データ等）の類似性及び画像データの内容を解析して得たテキスト部分の情報の類似性
を判断することにより得た結果を文書の検索に用いることで、検索もれがなく、画像デー
タを持つ文書に適した検索機能を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下に、本発明の画像処理装置に係る実施形態として、ＭＦＰを実施装置とした例を示
す。
　本実施形態のＭＦＰは、コピー・プリンタ・ファクシミリ・スキャナ等の複合機能を提
供し、これらの機能によって生成される画像出力用データをもとに、プリント出力、或い
は外部機（ＰＣ、ファクシミリ等）へのデータ出力処理を行う。
　この出力処理は、本体の操作パネルから要求されるジョブのログインに応じるほか、ネ
ットワーク経由でＰＣ（Personal Computer）等の外部機から要求されるジョブのログイ
ンに応じる。
【０００８】
　また、本実施形態に係るＭＦＰは、コピー・プリンタ・ファクシミリ・スキャナ等の機
能を利用した時に入力される処理対象の画像データを処理要求の単位で文書として蓄積し
、蓄積した文書を再利用し、プリント出力、或いは外部機へのデータ出力処理を行うほか
、蓄積文書の閲覧ができるように管理をする。
　この文書管理は、ＭＦＰ内に必要な機能を実現する手段（例えば、コンピュータプログ
ラム）を搭載することによって実施することができるが、ネットワークで接続された管理
機（例えば、管理サーバ）に当該文書のデータを送り、管理を委託することによっても、
実施できる。本実施形態で行う文書の管理については、後記で詳述する。
【０００９】
　図１は、本実施形態に係るＭＦＰのハードウェアの基本構成を概略的に示すブロック図
である。
　図１のハードウェア構成において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１はソフト
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ウェア（プログラム）を動作させるための演算装置、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２は
プログラムを格納するメモリデバイス、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３はプログラ
ムを動作させるときに使用し、或いは一時的にデータを格納するために使用するメモリデ
バイスで、これらがシステム制御部を構成する。なお、ＲＯＭ１２に格納するプログラム
の中に、後述する文書管理に必要な処理を行うためのプログラムが含まれる。
【００１０】
　また、システム制御部は、プログラムに従って、制御下の画像蓄積装置１４、不揮発メ
モリ１５、ＬＡＮ（Local Area Network）コントローラ１６、ＤＣＲ１７、スキャナ１８
、プロッタ１９、操作表示パネル２０、ＦＡＸコントローラ２１、カードI／F２２をそれ
ぞれ制御し、目的の機能を実現するための動作を行わせる。
　ここに、画像蓄積装置１４は、画像データの入力を行うスキャナ１８並びにＬＡＮコン
トローラ１６やＦＡＸコントローラ２１経由で渡された画像データを比較的大容量の記録
メディア（例えば、ハードディスク）を用いて格納するための記憶装置である。この実施
形態では、処理対象として入力された画像データを処理要求の単位で文書として、この画
像蓄積装置１４に蓄積し、再利用時に指定された文書をここから読み出す。
【００１１】
　不揮発メモリ１５は、初期設定値など電源OFF時にも各種設定情報を記憶しておくため
に用いられる不揮発性の記憶装置である。
　ＬＡＮコントローラ１６は、Ethernet（登録商標）や無線ＬＡＮなど、ネットワークと
接続するためのコントローラである。
　ＦＡＸコントローラ２１は、公衆回線にＦＡＸデータの送受信を行うためのコントロー
ラである。
　ＤＣＲ１７は、プリンタ・ＦＡＸ・スキャナ等の機能を利用して入力されてくる画像デ
ータ（ビットマップ）を電子文書に変換するための変換装置である。
　スキャナ１８は、紙文書を画像データ（ビットマップ）に変換するための読取装置であ
る。
　プロッタ１９は、画像データを紙に印字出力する装置である。
【００１２】
　カードI／F２２は、ＳＤ（Secure Digital）カード等のリムーバブルなカード状の記録
メディアに接続し、このメディアとのデータのやり取りを行うためのインターフェースで
ある。ここに接続される記録メディアは、上記画像蓄積装置１４と同じ使い方をすること
ができ、接続時には、文書の蓄積場所の一つとして用いられる。
　操作表示パネル２０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）タッチパネルの操作画面を
通じてユーザの操作によるジョブの処理要求や実行指示を受付け、ジョブの実行状況をユ
ーザに知らせる装置である。
　なお、各デバイス間でのデータのやりとりは、主として内部バス１０を介して行われる
。
【００１３】
　次に、上記の構成を有するＭＦＰにおける入力画像データの蓄積、蓄積データの管理に
関する実施形態を説明する。
　図１に示した基本構成を有するＭＦＰは、処理要求を受け付ける際、処理単位の文書を
、操作表示パネル２０へのユーザの指示操作、或いは処理を要求してＬＡＮコントローラ
１６等を介して外部機から送信されてくるコマンドによって認識し、認識した文書単位で
処理を管理し、要求に従った処理を行う。
【００１４】
　ＭＦＰでは、ＭＦＰが持つコピー・プリンタ・ファクシミリ等の各機能によってそれぞ
れ異なるパスを通って入力されても、所定の形式の画像出力用データとして処理される。
即ち、コピーやスキャナ機能では、スキャナ１８で読んだビットマップの画像データであ
り、プリンタ機能では、ＬＡＮコントローラ１６経由で受け取るＰＤＬ（Page Descripti
on Language）の印刷コマンドを解読して、描画されたビットマップの画像データであり
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、また、ファクシミリ機能では、ＦＡＸコントローラ２１経由で受け取るＦＡＸ信号を復
号して得たビットマップの画像データである。
　このようにして処理された各文書は、画像蓄積装置１４に蓄積され、現要求に対するデ
ータとして用いられるが、その後、要求に応じ再利用される。
【００１５】
　画像蓄積装置１４に蓄積された各画像データは、一つの体系で文書として管理される。
蓄積された文書を再利用する時には、指定された文書の蓄積場所の情報が管理されている
ので、管理情報を参照することにより指示された文書の蓄積場所（アドレス）を取得し、
そのアドレスを指定して、文書を読み出す。
　本実施形態では、蓄積文書から再利用する文書を指定する際に行うユーザの選択操作を
容易にするために蓄積文書を検索する機能を設ける。
【００１６】
　本実施形態の文書検索機能は、下記（１）、（２）の検索条件を設定できるようにする
。（１）文書内容に対し、自由にコメントできるテキスト部分との一致、並びに識別可能
な形状のパターン、模様等との一致を検索条件とする。
（２）文書情報（文書名、ユーザ名、文書の登録日時、画像属性データ等）の一致、或い
は文書内容に対する上記（１）の検索条件を満たす文書同士を類似文書として相互に検索
する。
　上記（１）の検索条件における“自由にコメントできるテキスト部分”は、例えば、ユ
ーザが個人的に有効な検索条件であることを知っている文書内容のテキスト部分がある場
合に、これをコメントとして抽出し、検索条件としたものである（図８の各蓄積文書に登
録した「コメント欄」、参照）。
　また、上記（２）の検索条件は、同じ文書情報（文書名、ユーザ名、文書の登録日時、
画像属性データ等）等を持っている、というつながりがある文書を検索結果として得る。
つまり、つながりがある文書同士は、類似するという推定のもとに、類似文書にまで幅広
く検索文書の範囲を広げることができるようにする。
【００１７】
　こうした文書検索機能をＭＦＰ等の画像処理装置に設けることで、蓄積文書の一覧画面
から選択する従来の方法を採用した場合に、ユーザに掛かっていた負担を軽減できる。さ
らに、類似性という観点で蓄積文書にアクセスしたい、というユーザのニーズにも応える
ことができる。
　また、上記（１）、（２）のように検索条件を設定することによって、画像データを持
つ文書を扱うＭＦＰ等の画像処理装置に適応し、かつ検索もれの少ない検索機能を実現す
ることができる。
【００１８】
　上記の検索機能を実現するために、本実施形態では、予め検索対象となる文書を検索条
件で解析し、解析結果を文書に関連付けておくことにより、検索処理を効率化し、処理を
迅速に行うことができる。
　図２は、蓄積文書と、該文書に関連付けられる検索情報との関係の１例を概念図として
示す。
　図２において、蓄積文書 (1) に、上記検索条件（１）の自由にコメントできるテキス
ト部分に当たる検索情報 (TX1) ，(TX2) が解析され、その解析の結果が関連付けられて
いる。また、蓄積文書 (2) に、上記検索条件（１）の自由にコメントできるテキスト部
分に当たる検索情報 (TX1) ，(TX3) が解析され、関連付けられている。
【００１９】
　ここに示す例では、同じ検索情報 (TX1) が蓄積文書 (1) と蓄積文書 (2) に関連して
いるので、上記検索条件（２）に該当する。よって、この条件が満たされ、類似する文書
である蓄積文書 (1) と蓄積文書 (2) それぞれに、類似性のある蓄積文書を検索するため
の検索情報としての文書情報 (D1) を関連付けて、登録する。なお、図２中には、類似性
のある文書情報を示す検索情報 (D2) ，(D3) が、記されているが、これは図示していな
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い他の蓄積文書と関連付けられているものである。
　また、書誌情報は、それぞれの蓄積文書が有する情報である。なお、図２には示してい
ないが、蓄積文書の書誌情報が一致する場合、上記検索条件（２）に該当する。この場合
にも、類似性のある蓄積文書を検索するための検索情報が、それぞれの蓄積文書に関連付
けて、登録される。
【００２０】
　文書を解析することで得られる上記したそれぞれの検索情報は、検索の対象となる各蓄
積文書に上記の関連付けに従い登録される。それぞれの文書や検索情報は独立に登録でき
、さらに複数対複数で関連付ける方法によってもよい。
　図３は、登録した検索情報の管理形態の１例を示す。
　図３において、蓄積文書を管理する管理エリアがあり、ここに蓄積文書がおかれている
メモリアドレスやハードディスクの位置情報であるディレクトリのパス情報（以下、これ
らの総称を「登録アドレス」という）が入っている。また、自由にコメントできるテキス
ト部分や類似性のある文書情報（以下、これらの総称を「関連データ」という）にも、同
様に管理エリアがあり、ここに登録アドレスが入っている。
　この管理エリアに、関連付けされた検索情報を載せるエリア（以下、これらの総称を「
関連情報」という）を設け、ここに関連データの登録アドレスを載せる。
【００２１】
　図４は、登録した検索情報の管理形態の他の例を示す。
　図４に示す例では、登録アドレスをユニークＩＤで管理するので、それぞれの蓄積文書
や関連データの管理エリアには、登録アドレスではなくユニークＩＤが載る。また、それ
ぞれの関連情報にも、関連する蓄積文書や関連データのユニークＩＤが載る。
　図４に示す例では、ユニークＩＤの管理エリアを設けて、そこでユニークＩＤと登録ア
ドレスの組み合わせ情報を載せる。実際の登録アドレスが知りたい時は、このユニークＩ
Ｄの管理エリアをみれば、対応する登録アドレスを得ることができる。
【００２２】
　図３又は図４で例示した管理形態で、解析した検索情報を管理することで、検索条件を
検索情報によって示して、求める蓄積文書の検索要求が行われると、関連データの管理エ
リアに載せた関連情報を参照することにより、関連付けされた検索情報として蓄積文書の
登録アドレスを得ることができる。検索結果として、得た蓄積文書をアクセスすることで
、求める蓄積文書の関連データを利用することができる。
【００２３】
　次に、予め検索対象となる文書を上記（１）、（２）の検索条件で解析し、解析結果を
登録する処理に係る実施形態を説明する。
　以下には、実施形態１～実施形態３の３形態を示す。
　実施形態１は、上記（１）を検索条件とするための解析を行う実施例である。
　実施形態２は、上記（１）を検索条件とするための解析を行う他の実施例である。
　実施形態３は、上記（２）を検索条件とするための解析を行う実施例である。
　また、実施形態１～実施形態３では、検索対象になる文書を解析し、解析結果として得
られる検索情報を登録する処理は、処理要求の受付時に、入力された文書が蓄積されるま
での処理プロセスの一環として行われる。即ち、本体の操作パネルからの処理要求、或い
は外部機からネットワーク経由で送信されてくる処理要求に応じて、処理すべき画像デー
タや付随するデータの入力が行われるときに、処理要求に応じるために本来処理、蓄積さ
れるデータと一緒に処理、蓄積され、その後のデータ利用時には、解析結果が反映される
ようになる。
【００２４】
　「実施形態１」
　この実施形態は、文書の内容を識別可能な形状のパターンや模様、記号等との一致を条
件に解析し（上記検索条件（１）、参照）、その結果を検索情報として登録する処理の１
例を示す。
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　文書内容には、文字以外に、特定の情報を担わせる媒体として、識別可能な形状のパタ
ーンや模様、記号等（以下、これらを総称して「識別パターン」という）が存在する。こ
の実施形態で注目している識別パターンは、通常、人間が見ても情報を読み取ることがで
きないパターンであり、例えば、バーコード、或いはセキュリティ対策として利用される
地紋パターンや電子透かしパターンとして知られているものである。
【００２５】
　このような識別パターンが文書の画像データ中に存在するか、否かを解析し、存在する
という解析結果が得られた場合に、検索情報としてこの文書に関連付けて登録し、検索に
用いる。
　検索情報として登録する場合に、解析した識別パターンにそれぞれ対応したテキストで
コメントする。これは、それぞれのパターンをユーザが理解できる情報として表すためで
あり、例えば、“地紋パターンＡ１”、“地紋パターンＡ２”、“バーコード３４”とい
ったテキストでコメントすることにより、各パターンを区別できるようにする。
　識別パターンによる検索を行う場合には、ユーザは、このコメントと識別パターンとの
関係を予め知っている必要がある。蓄積文書の検索時には、このコメントによって検索す
る文書を指示することで、目的の文書を検索することができる。
【００２６】
　図５は、この実施形態における検索情報の登録処理に係る処理フローを示す。
　図５の処理フローでは、検索情報の登録を画像処理要求の受付時に入力画像が文書とし
て蓄積されるまでの処理プロセスの一環として行う。なおこの処理フローは、コピー機能
、或いはスキャナ機能を利用する際の処理要求に応じるもので、スキャナ入力される画像
に対する処理である。
　図５の処理フローは、本体の操作パネルで行われるキー操作によって行われる処理要求
に応じ、処理が開始され、先ず、スキャナ１８によって原稿がスキャンされる（ステップ
Ｓ１０１）。この原稿スキャンでは、トレイに載せた全枚数の原稿が自動で搬送され、連
続的に搬送される原稿スキャンの終了で、１文書を認識し、この文書を単位として処理が
管理される。
【００２７】
　原稿をスキャンし、入力される画像データは、ＤＣＲ１７を通してプリント出力に用い
ることができる画像データとして処理された後、画像蓄積装置１４に蓄積される（ステッ
プＳ１０７）。
　ただ、この処理フローでは、蓄積するまでの処理プロセスで検索情報の登録に必要な処
理を行う。この処理は、入力画像が画像出力用のデータとして処理された段階で、この画
像データを解析して検索情報を求める。
　この実施形態では、画像データに識別パターンが存在するか、否かを解析する。この解
析は、操作表示パネル２０を通して行う設定により解析をするか、否かが指示できるので
、その設定をチェックする（ステップＳ１０２）。
【００２８】
　チェックの結果、解析を指示する設定がなければ（ステップＳ１０２-NO）、画像デー
タの蓄積ステップ（ステップＳ１０７）へ処理を進める。
　他方、解析を指示する設定があれば（ステップＳ１０２-YES）、処理対象の画像データ
に識別パターンが存在するか、否かを解析する（ステップＳ１０３）。識別パターンが複
数あり、新規パターンもあれば、それを含め、全ての識別パターンについて解析する。
　次に、解析結果を得た後のステップとして、得た解析結果を検索情報として登録するか
をチェックする（ステップＳ１０４）。このステップも、操作表示パネル２０を通して行
う設定により登録をするか、否かが指示できるので、その指示に従って処理を進める。
　このチェックの結果、登録を指示する設定がなければ（ステップＳ１０４-NO）、画像
データの蓄積ステップ（ステップＳ１０７）へ処理を進める。
【００２９】
　他方、登録を指示する設定があれば（ステップＳ１０４-YES）、解析結果に対応する検
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索情報を取り出す（ステップＳ１０５）。
　ここでは、解析した識別パターンにそれぞれ対応したテキストでコメントするので、地
紋パターンであれば、 “地紋パターンＡ１”、“地紋パターンＡ２”、・・・といった
コメントで検索情報を表す。このとき、既に検索に用いられている識別パターンであれば
、対応するテキストによるコメントがあるので、それを取り出す。また、新たに検索に用
いようとする識別パターンであれば、対応するテキストによるコメントを付ける。このコ
メントの付け方は、ユーザが入力する方法でもよいが、例えば、地紋パターンに対し、既
に用いている検索情報と重複しない“地紋パターンＸ”を予め用意し、それを用いるよう
にして、操作を自動化してもよい。
　解析結果が得られ、解析された識別パターンに対応する検索情報が取り出された場合に
は、後段の登録処理ステップに必要なフラグをON する（ステップＳ１０６）。
【００３０】
　次に、スキャナ１８で原稿を読み取り、入力された画像データは、文書化され、蓄積さ
れる（ステップＳ１０７）。上記の文書化は、蓄積した画像データの再利用時に、処理単
位となる文書としての管理形態を整えるプロセスである。
　なお、スキャナ入力の場合、スキャナ１８の読み取り動作で、１文書を認識し、この文
書を単位として、その後の処理が管理されているので、文書化のプロセスでは、処理の際
の管理情報及びユーザが操作表示パネル２０を通して行う設定が、文書に付随する情報と
して文書（画像データ）に関連付けて保存される。
【００３１】
　文書の蓄積に並行して、先のステップで得た、識別パターンの解析結果に対応する検索
情報を蓄積文書に関連付けて登録する処理を行う（ステップＳ１０９）。
　この登録処理は、識別パターンの解析をしなかった場合、或いは検索情報の登録をしな
い場合には、スルーするので、先のステップＳ１０６でフラグをON にした場合をチェッ
クし（ステップＳ１０８）、フラグがON になっていること（ステップＳ１０８-YES）を
確認してから行う。
　登録処理をスルーするか（ステップＳ１０８-NO）、または登録処理（ステップＳ１０
９）を完了した後、この処理フローを終了する。
【００３２】
　上記の処理フローは、コピー機能、或いはスキャナ機能を利用する際のスキャナ入力画
像に対する検索情報の登録処理である。スキャナ入力以外の入力パスとして、外部機から
ＬＡＮ等のネットワーク経由で送信されてくるＰＤＬによる印刷要求、ＦＡＸ受信、或い
は電子メールの受信等がある。
　ＰＤＬによる印刷コマンドを受信した文書に対する検索を登録する時は、ＰＤＬのコマ
ンドを解読した後に得られる画像データに対し、上記のスキャナ入力した画像データと同
様に、識別パターンの解析を行って、解析結果に従って検索情報を取り出し、これを蓄積
文書に関連付けて登録する。
　また、ＦＡＸ受信やメール受信した文書に対する検索を登録する時にも、受信した画像
データに対し、上記のスキャナ入力した画像データと同様に、識別パターンの解析を行っ
て、解析結果に従って検索情報を取り出し、これを蓄積文書に関連付けて登録する。
【００３３】
　上記のように、実施形態１の検索情報の登録処理により、本体の操作パネルからの処理
要求、或いは外部機から通信手段を介して送信されてくる処理要求に応じて、本来、処理
、蓄積される文書（画像データ）や付随するデータと一緒に、当該蓄積文書に対する識別
パターンの解析を行い、解析結果に従って、当該蓄積文書に関連付けて検索情報の登録処
理が行われる。
　従って、処理、蓄積された文書をその後、再利用する時には、検索情報として、解析結
果が反映されるようになるので、検索機能を有効に用いることができる。
【００３４】
　「実施形態２」
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　この実施形態は、文書の内容を自由にコメントできるテキスト部分との一致を条件に解
析し（上記検索条件（１）、参照）、その結果を検索情報として登録する処理の１例を示
す。
　上記の“自由にコメントできるテキスト部分”は、文書内容に、例えば、ユーザが個人
的に有効な検索条件であることを知っているテキスト情報がある場合に、このテキスト部
分をコメントとして抽出し、検索条件とする。
【００３５】
　このようなテキスト部分が文書中に存在するか、否かを解析し、存在するという解析結
果が得られた場合に、検索情報として、解析対象の文書に関連付けて登録し、検索に用い
る。
　検索情報として登録する場合に、解析したテキスト部分にそれぞれ対応したユーザが理
解できるテキスト情報でコメントする。解析したテキスト部分をそのままコメントしても
よいが、違うテキスト情報を当ててもよい。
　ただ、テキスト部分による検索を行う場合には、ユーザは、このコメントとテキスト部
分との関係を予め知っている必要がある。蓄積文書の検索時には、このコメントによって
検索する文書を指示することで、目的の文書を検索することができる。
【００３６】
　図６は、この実施形態における検索情報の登録処理に係る処理フローを示す。
　図６の処理フローでは、検索情報の登録を画像処理要求の受付時に入力画像が文書とし
て蓄積されるまでの処理プロセスの一環として行う。なお、この処理フローは、プリンタ
機能を利用する際の処理要求に応じるもので、ＬＡＮを介して送られてくるメールの受信
により入力される画像に対する処理である。また、受け取るメールがサーチャブルＰＤＦ
の画像であることが条件となる。
　図６の処理フローは、メールの発信元からの送信要求に応じたときに処理が開始され、
先ず、送られてくるサーチャブルＰＤＦをメールとして受信する（ステップＳ２０１）。
ここで受信するサーチャブルＰＤＦは、既に文書としての形式を保持しているので、この
文書を単位として、その後の処理が管理される。
【００３７】
　メール受信により、入力されるサーチャブルＰＤＦデータは、ＤＣＲ１７を通してプリ
ント出力に用いることができる画像データとして処理された後、画像蓄積装置１４に蓄積
される（ステップＳ２０５）。
　ただ、この処理フローでは、蓄積するまでの処理プロセスで検索情報の登録に必要な処
理を行う。この処理は、まず、入力されたサーチャブルＰＤＦデータが画像出力用のデー
タとして処理された段階で、この画像データを解析して、サーチャブルＰＤＦデータ中に
有効な検索情報となるテキスト部分が存在するか、否かを結果として得る。
　ただ、この解析は、操作表示パネル２０を通して行う設定により、解析をするか、否か
が指示できるので、その設定をチェックする（ステップＳ２０２）。
【００３８】
　チェックの結果、解析を指示する設定がなければ（ステップＳ２０２-NO）、画像デー
タの蓄積ステップ（ステップＳ２０５）へ処理を進める。
　他方、解析を指示する設定があれば（ステップＳ２０２-YES）、処理対象のサーチャブ
ルＰＤＦデータ中に当該テキスト部分が存在するか、否かを解析し、その結果に従って抽
出したテキスト部分を検索情報とする（ステップＳ２０３）。なお、テキスト部分が複数
あり、新規なテキスト部分もあれば、それを含め、全てのテキスト部分について解析をす
る。
【００３９】
　また、ステップＳ２０３では、抽出したテキスト部分を検索情報として、ユーザが理解
できるテキスト情報でコメントする。このとき、既に検索に用いられているテキスト部分
であれば、対応するテキスト情報によるコメントがあるので、それを取り出す。また、新
たに検索に用いようとするテキスト部分であれば、対応するテキストによるコメントを付
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ける。このコメントの付け方は、ユーザが入力する方法でもよいが、既に用いている検索
情報と重複しないテキスト情報を当てるようにして、操作を自動化してもよい。
　解析結果が得られ、解析により抽出されたテキスト部分に対応する検索情報が取り出さ
れた場合には、後段の登録処理ステップに必要なフラグをON する（ステップＳ２０４）
。
【００４０】
　次に、電子メールで入力されたサーチャブルＰＤＦデータは、文書として蓄積される（
ステップＳ２０５）。
　受信したサーチャブルＰＤＦデータは、既に文書としての形式を保持しているので、こ
の文書を単位に、画像データへと処理される。従って、蓄積時には、蓄積文書の画像デー
タを再利用する時に、元々入力されたサーチャブルＰＤＦデータに設定された情報、或い
は処理プロセスで付加された管理情報が、文書に付随する情報として文書（画像データ）
に関連付けて保存される。
【００４１】
　文書の蓄積に並行して、先のステップで得た、解析結果として抽出したテキスト部分に
対応する検索情報を蓄積文書に関連付けて登録する処理を行う（ステップＳ２０８）。
　この登録処理は、検索キーとなるテキスト部分の解析をしなかった場合には、スルーす
るので、先のステップＳ２０４でフラグをON にした場合をチェックし（ステップＳ２０
７）、フラグがON になっていること（ステップＳ２０７-YES）を確認してから行う。
　登録処理をスルーするか（ステップＳ２０７-NO）、または登録処理（ステップＳ２０
８）を完了した後、この処理フローを終了する。
【００４２】
　上記の処理フローは、ＬＡＮを介して送られてくるメールの受信により入力されるサー
チャブルＰＤＦデータに対する検索情報の登録処理である。サーチャブルＰＤＦデータを
得る処理パスは、上記したメールの受信以外に、スキャナ入力、或いはＰＣ等の外部機か
ら送信されてくるＰＤＬに対するパスがある。
　ＰＤＬを介してサーチャブルＰＤＦの文書を受信し、この文書の検索情報を登録する時
は、ＰＤＬ解読後に、生成されるサーチャブルＰＤＦデータを電子メールで受信したサー
チャブルＰＤＦにおける上記解析処理と同様に解析する。なお、この解析後に、解析結果
として得られるサーチャブルＰＤＦデータのテキスト部分に対応する検索情報を蓄積文書
に関連付けて登録するまでの処理フローについても、電子メールで受信したサーチャブル
ＰＤＦにおけると同様の処理フローにより実施することができる。
　また、スキャン入力した原稿画像をサーチャブルＰＤＦデータで蓄積する場合は、スキ
ャン後にサーチャブルＰＤＦ形式のファイルとして蓄積する時に、上記と同様に、生成さ
れるサーチャブルＰＤＦデータを解析し、解析結果として得られるサーチャブルＰＤＦデ
ータのテキスト部分に対応する検索情報を蓄積文書に関連付けて登録するまでの処理フロ
ーを行うことより、実施することができる。
【００４３】
　「実施形態３」
　この実施形態は、類似性のある文書同士を相互に検索する（上記検索条件（２）、参照
）ことを可能にする検索情報を登録する処理の１例を示す。
　文書同士の類似性は、文書情報の一致、或いは文書内容を解析することにより登録した
検索情報（上記検索条件（１）、参照）の一致を条件にし、一致する文書同士を類似文書
とする。
　従って、上記一致条件を満たす文書を抽出し、抽出された文書を相互に検索するための
検索情報として、それぞれの文書に関連付けて登録する。
　なお、上記“文書情報”は、文書内容以外の文書に係る情報であり、文書名或いはファ
イル名（以下、これらの総称を「文書名」という）、文書を登録したユーザ名、文書の登
録日時等の文書管理情報、及び画像（原稿）サイズ、解像度、濃度等の画像属性データが
含まれる。
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【００４４】
　本実施形態では、文書を蓄積する際に、蓄積しようとする文書と既に蓄積されている文
書の間における文書情報或いは検索情報の一致をチェックし、一致した蓄積文書を抽出す
る。
　チェックの対象は、文書情報或いは検索情報のなかから選択した情報に絞ることができ
るようにし、選択した情報についても、完全一致を或いは部分一致を条件にすることによ
り、検索の有効性を高めることができる。
　また、抽出した類似文書の検索情報には、例えば、当該文書の登録場所等の文書固有の
情報を用い、検索情報を参照することによって検索する文書が特定できるようにする。
【００４５】
　図７は、この実施形態における類似性のある文書の検索情報を登録する処理に係る処理
フローを示す。
　図７の処理フローでは、検索情報の登録を画像処理要求の受付時に、入力画像が文書と
して蓄積されるまでの処理プロセスの一環として行う。なおこの処理フローは、コピー機
能、或いはスキャナ機能を利用する際の処理要求に応じるもので、スキャナ入力される画
像に対する処理である。
　図７の処理フローは、本体の操作パネルで行われるキー操作によって行われる処理要求
に応じ、処理が開始され、先ず、スキャナ１８によって原稿がスキャンされる（ステップ
Ｓ３０１）。この原稿スキャンでは、トレイに載せた全枚数の原稿が自動で搬送され、連
続的に搬送される原稿スキャンの終了で、１文書を認識し、この文書を単位として処理が
管理される。
【００４６】
　原稿をスキャンし、入力される画像データは、ＤＣＲ１７を通してプリント出力に用い
ることができる画像データとして処理された後、文書化され、画像蓄積装置１４に蓄積さ
れる（ステップＳ３０２）。
　上記の文書化は、蓄積した画像データの再利用時に、処理単位となる文書としての管理
形態を整えるプロセスである。
　なお、スキャナ入力の場合、スキャナ１８の読み取り動作で、１文書を認識し、この文
書を単位として、その後の処理が管理されているので、文書化のプロセスでは、処理の際
の管理情報及びユーザが操作表示パネル２０を通して行う設定が、文書に付随する情報と
して文書（画像データ）に関連付けて保存される。ユーザの行う設定には、処理条件とし
て画像の解像度、濃度等の画像属性データが含まれる。
【００４７】
　入力した文書を蓄積した後、当該文書に係る類似文書を検索するための検索情報の登録
処理を行う。ただ、この実施形態では、この検索情報の登録処理を行うか、否かが指示で
きるので、その設定をチェックする（ステップＳ３０３）。
　チェックの結果、この登録処理の実行を指示する設定がなければ（ステップＳ３０３-N
O）、この処理フローを終了する。
　他方、この登録処理の実行を指示する設定があれば（ステップＳ３０３-YES）、類似文
書を検索するための検索情報の登録処理を行うステップＳ３０４へ処理を進める。
【００４８】
　検索情報の登録処理の始めに、類似文書の抽出をどのような類似性によって行うか、抽
出条件を決定する（ステップＳ３０４）。
　ここでは、上記した文書情報及び検索情報のなかからどの項目を選択するか、さらに、
選択した項目の一致性の条件として、完全一致を求めるか、或いは部分一致を求めるか、
等の条件を決定する。
　つまり、文書情報として存在する、文書名、文書を登録したユーザ名、文書の登録日時
等の文書管理情報、及び画像（原稿）サイズ、解像度、濃度等の画像属性データ、並びに
検索情報として文書に関連付けて登録された検索キーについて、どの項目を類似性の有無
の判定の対象にするかを定める範囲、さらに完全一致／部分一致の一致性の条件が、設定
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に従い決められる。
　ここに、文書名、文書を登録したユーザ名、文書の登録日時及び検索情報については、
これらの情報の一致性の条件として、完全一致、部分一致のどちらを求めるかを選択し、
設定できるようにする。
【００４９】
　ここで、文書名、文書を登録したユーザ名、文書の登録日時等の文書管理情報、及び画
像（原稿）サイズ、解像度、濃度等の画像属性、並びに検索情報として文書に関連付けて
登録された検索キーの各項目を抽出条件とする場合について、具体例で説明する。
　図８は、類似文書の抽出条件に用いる文書情報及び検索情報を文書との関係で説明する
図である。
　図８には、この処理フローで蓄積する文書と、既に蓄積された蓄積文書 (1) ～(3)とを
対比して、それぞれの文書に関連付けて保存されている情報を示している。この例では、
文書情報として「ファイル名」、「登録した人」、「登録した日時」及び「画像情報」が
あり、また、検索情報として「コメント欄」があることを示している。
　文書の「ファイル名」が抽出条件となっている場合、同じファイル名のものであれば、
類似性があると判断する。図８の例で、この処理フローで蓄積する文書のファイル名：Ａ
ＢＣＤに対して、「ＡＢＣＤ」の完全一致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、
蓄積文書 (1) が抽出される。また、「ＡＢＣ」の部分一致の類似性をもって抽出条件を
決定するならば、蓄積文書 (1) 及び蓄積文書 (2) が抽出される。
【００５０】
　また、文書を登録したユーザ名が抽出条件となっている場合、同じユーザ名で登録され
ていれば、類似性があると判断する。図８の例で、この処理フローで蓄積する文書の登録
した人名：ｔｏｋｙｏさん、に対して、「ｔｏｋｙｏさん」の完全一致の類似性をもって
抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1) が抽出される。また、「ｔｏｋさん」の部分
一致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1) 及び蓄積文書 (2) が抽
出される。
【００５１】
　また、文書の登録日時が抽出条件となっている場合、同じ文書の登録日時のものであれ
ば、類似性があると判断する。図８の例で、この処理フローで蓄積する文書の登録した日
時：２００６／１２／２５　１１：３０、に対して、「２００６／１２／２５　１１：３
０」の完全一致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1) が抽出され
る。また、同じ時間単位「２００６／１２／２５　１１：」の部分一致の類似性をもって
抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1) 及び蓄積文書 (2) が抽出され、同じ月単位「
２００６／１２」の部分一致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1)
 、蓄積文書 (2) 及び蓄積文書 (3) が抽出される。
【００５２】
　また、原稿サイズ、解像度、濃度等の画像属性データが抽出条件となっている場合、同
じ原稿サイズ、解像度、濃度等の画像属性データで登録されていれば、類似性があると判
断する。図８の例で、この処理フローで蓄積する文書の原稿サイズ、解像度、濃度等の画
像情報：Ａ４、６００ｄｐｉ、濃い、に対して、「Ａ４、６００ｄｐｉ、濃い」の完全一
致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1) が抽出される。また、同
じ原稿サイズ「Ａ４」の部分一致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、蓄積文書
 (1) 及び蓄積文書 (2) が抽出され、同じ解像度「６００ｄｐｉ」の部分一致の類似性を
もって抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1) 及び蓄積文書 (3) が抽出される。
【００５３】
　また、検索情報としての「コメント欄」が抽出条件となっている場合、同じコメントで
登録されていれば、類似性があると判断する。図８の例で、この処理フローで蓄積する文
書のコメント欄：「こんにちは、Ａです。」に対して、「こんにちは、Ａです。」の完全
一致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、蓄積文書 (1) が抽出される。また、
同じコメント欄「こんにちは」の部分一致の類似性をもって抽出条件を決定するならば、
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蓄積文書 (1) 及び蓄積文書 (2) が抽出される。
【００５４】
　図７の処理フローに戻ると、ステップＳ３０４で抽出条件が決定された後、実際に、全
ての蓄積文書を対象に決定した条件に従ってサーチし、類似する文書を抽出する（ステッ
プＳ３０５）。
　次いで、類似文書として抽出した蓄積文書を特定する情報を得る（ステップＳ３０６）
。この蓄積文書を特定する情報は、検索に用いるための検索情報であるから、ここでは、
抽出した類似文書の登録場所等の当該文書を特定する情報を取り出す。
　また、取り出した類似文書の登録場所等の当該文書を特定する情報は、この処理フロー
で蓄積する文書に関連付けて保存し（ステップＳ３０７）、当該文書の検索情報として用
いることができるようにする。なお、このステップは、ステップＳ３０６で抽出された全
ての類似文書を特定する登録場所等の情報をまとめたリストを作り、このリストと当該蓄
積文書とを関連付けて登録する、といった方法で実施することができる。
　また、この処理フローには示していないが、類似文書の関係は、相互関係であるから、
抽出された類似文書に対しても、この処理フローで新たに蓄積される当該文書を登録する
必要がある。
　登録処理（ステップＳ３０７）を完了した後、この処理フローを終了する。
【００５５】
　上記の処理フローは、コピー機能、或いはスキャナ機能を利用する際のスキャナ入力画
像に対する検索情報の登録処理である。スキャナ入力以外の入力パスとして、外部機から
ＬＡＮ等のネットワーク経由で送信されてくるＰＤＬによる印刷要求、ＦＡＸ受信、或い
は電子メールの受信等がある。
　ＰＤＬによる印刷コマンドを受信した文書に対する登録処理は、ＰＤＬのコマンドを解
読した後に得られる画像データに対し、上記検索条件（２）の解析を行って、解析結果に
従って検索情報を取り出した後に、上記したと同様に、類似文書の抽出による登録処理を
行うようにする。
　また、ＦＡＸ受信やメール受信した文書に対する登録処理も、受信した画像データに対
し、上記と同様に、上記検索条件（２）の解析を行って、解析結果に従って検索情報を取
り出した後に、上記したと同様に、類似文書の抽出による登録処理を行うようにする。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の本実施形態に係るＭＦＰのハードウェアの基本構成を概略的に示すブロ
ック図である。
【図２】蓄積文書と、該文書に関連付けられる検索情報との関係の１例を概念図として示
す。
【図３】登録した検索情報の管理形態の１例を示す。
【図４】登録した検索情報の管理形態の他の例を示す。
【図５】検索情報の登録処理に係る処理フロー（実施形態１）を示す。
【図６】検索情報の登録処理に係る処理フロー（実施形態２）を示す。
【図７】検索情報の登録処理に係る処理フロー（実施形態３）を示す。
【図８】類似文書の抽出条件に用いる文書情報及び検索情報を文書との関係で示す。
【符号の説明】
【００５７】
１１・・ＣＰＵ（Central Processing Unit）、１２・・ＲＯＭ（Read Only Memory）、
１３・・ＲＡＭ（Random Access Memory）、１４・・画像蓄積装置、１５・・不揮発メモ
リ、１６・・ＬＡＮコントローラ、１８・・スキャナ、２０・・操作表示パネル、２１・
・ＦＡＸコントローラ。
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