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(57)【要約】
【課題】画像データの類似性に基づいて適切なファイル
名を自動的に付与することができる画像データ処理装置
を提供する。
【解決手段】ＭＦＰ１０は、画像データを入力するスキ
ャナ部１２あるいは通信ポート２０と、定型フォーマッ
ト部分を含む比較用データ（プリントデータ１７２，定
型フォーマットデータ１７３）を対応するファイル名と
共に記憶する記憶部１７と、スキャナ部１２あるいは通
信ポート２０により入力された画像データに含まれる比
較用データの定型フォーマット部分に相当する部分と記
憶部１７に記憶された比較用データの定型フォーマット
部分とを比較するＣＰＵ１１とを備える。ＣＰＵ１１は
、画像データと比較用データとを比較した結果、両者が
類似すると判定した場合、画像データのファイル名とし
て比較用データのファイル名を設定する。
【選択図】図１
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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画像入力部と、定型フォーマット部分を含む比較用データを対応
するファイル名と共に記憶する記憶部と、前記画像入力部により入力された画像データに
含まれる前記比較用データの定型フォーマット部分に相当する部分と前記記憶部に記憶さ
れた比較用データの定型フォーマット部分とを比較する比較部と、該比較部により前記画
像データと前記比較用データとが類似すると判定された場合、前記画像データのファイル
名として前記比較用データのファイル名を設定するファイル名設定部とを備えることを特
徴とする画像データ処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像データ処理装置において、外部の情報処理装置と通信し、該情報
処理装置から定型フォーマット部分のみで構成される比較用データを受信する通信部を備
え、
　前記記憶部は、前記通信部で受信した比較用データをそのファイル名と共に記憶するこ
とを特徴とする画像データ処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の画像データ処理装置において、外部の情報処理装置と通信し、該情報
処理装置から定型フォーマット部分と文字データ部分とで構成される比較用データを受信
する通信部を備え、
　前記記憶部は、前記通信部で受信した比較用データをそのファイル名と共に記憶するこ
とを特徴とする画像データ処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の画像データ処理装置において、定型フォーマット部分を含む比較用デ
ータを格納する外部記憶装置と通信する通信部を備え、
　前記外部記憶装置から前記比較用データを定期的にダウンロードして前記記憶部に記憶
された比較用データを更新することを特徴とする画像データ処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像データ処理装置において、前記比較部は、
前記画像入力部により入力された画像データに含まれる前記比較用データの定型フォーマ
ット部分に相当する部分と、前記記憶部に記憶された比較用データの定型フォーマット部
分とを比較し、該比較結果に基づいて前記画像データと前記比較用データの類似の程度を
示す類似度を設定することを特徴とする画像データ処理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像データ処理装置において、各種データを表示する表示部を備え、
　前記表示部は、前記比較部により算出された類似度が所定値以上の比較用データを、そ
のファイル名と共にユーザにより選択可能に表示することを特徴とする画像データ処理装
置。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像データ処理装置において、前記表示部は、前記比較部により算出
された類似度が高い順に、前記比較用データのサムネイル画像を、そのファイル名と共に
ユーザにより選択可能に表示することを特徴とする画像データ処理装置。
【請求項８】
　請求項５に記載の画像データ処理装置において、前記比較部により算出された類似度が
所定値未満の場合、前記画像データのファイル名として所定の形式で連番を割り当てるこ
とを特徴とする画像データ処理装置。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか１項に記載の画像データ処理装置において、前記表示部は、
前記画像データのファイル名を編集可能に表示することを特徴とする画像データ処理装置
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データ処理装置、より詳細には、スキャナ等により入力された画像デー
タに対して自動的にファイル名を設定可能な画像データ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コピー機能、プリント機能、ファクシミリ機能、スキャナ機能などの複数の機能を備え
たデジタル複合機（ＭＦＰ）が普及している。このようなＭＦＰは通常ハードディスクな
どの大容量の記憶装置を備えたものが多く、スキャナで読み取った画像データや、ＰＣ（
パーソナルコンピュータ）などの情報処理装置から受信した画像データを、ファイル名を
付与して記憶しておくことができる。
【０００３】
　従来、画像データにファイル名を付与する場合に、ユーザが手入力でファイル名を入力
して付与するか、装置が自動的に連番を取得してこの連番をファイル名として付与するよ
うにしていた。
【０００４】
　しかしながら、ユーザの手入力による方法の場合、ユーザはファイル名をキーボード等
から入力する必要があり、操作が煩わしいという問題があり、また、装置により自動的に
連番を付与する方法の場合、ファイル名と画像データの内容が一致しないため、画像検索
を行う際に不便である。
【０００５】
　一方、効率的な画像検索を目的として、多数の画像データの中から類似画像を検索する
技術が知られている。例えば、特許文献１には、絵柄の類似性を所定値と比較し、所定値
に対する類似性の比較結果に基づいて基準画像データと対象画像データとをグループ化す
る技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００６－３３８６２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、画像データのファイル名は、画像データの内容に関連付けて付与されているこ
とが多いため、新規の画像データにファイル名を付与する場合、この画像データに類似す
る類似画像であれば、ファイル名も類似したものになると考えられる。そうすると、新規
の画像データに対して、類似画像のファイル名を付与することができれば、ファイル名を
手入力で付与したり、画像データの内容と無関係な連番を付与することなく、画像データ
の内容に応じた適切なファイル名を付与することができるようになる。
【０００７】
　しかしながら、このような技術思想は従来技術においては実現されておらず、また、特
許文献１に記載の技術の場合、デジタルカメラ等で撮影した画像データを類似性に基づい
てグループ化しているだけであり、画像データの類似性に基づいてファイル名を付与する
という上記の技術思想を開示するものではない。
【０００８】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、画像データの類似性に基づ
いて適切なファイル名を自動的に付与することができる画像データ処理装置を提供するこ
と、を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、画像データを入力する画像入
力部と、定型フォーマット部分を含む比較用データを対応するファイル名と共に記憶する
記憶部と、前記画像入力部により入力された画像データに含まれる前記比較用データの定
型フォーマット部分に相当する部分と前記記憶部に記憶された比較用データの定型フォー



(4) JP 2009-271831 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

マット部分とを比較する比較部と、該比較部により前記画像データと前記比較用データと
が類似すると判定された場合、前記画像データのファイル名として前記比較用データのフ
ァイル名を設定するファイル名設定部とを備えることを特徴としたものである。
【００１０】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、外部の情報処理装置と通信し、該情報処
理装置から定型フォーマット部分のみで構成される比較用データを受信する通信部を備え
、前記記憶部は、前記通信部で受信した比較用データをそのファイル名と共に記憶するこ
とを特徴としたものである。
【００１１】
　第３の技術手段は、第１の技術手段において、外部の情報処理装置と通信し、該情報処
理装置から定型フォーマット部分と文字データ部分とで構成される比較用データを受信す
る通信部を備え、前記記憶部は、前記通信部で受信した比較用データをそのファイル名と
共に記憶することを特徴としたものである。
【００１２】
　第４の技術手段は、第１の技術手段において、定型フォーマット部分を含む比較用デー
タを格納する外部記憶装置と通信する通信部を備え、前記外部記憶装置から前記比較用デ
ータを定期的にダウンロードして前記記憶部に記憶された比較用データを更新することを
特徴としたものである。
【００１３】
　第５の技術手段は、第１乃至第４のいずれか１の技術手段において、前記比較部は、前
記画像入力部により入力された画像データに含まれる前記比較用データの定型フォーマッ
ト部分に相当する部分と、前記記憶部に記憶された比較用データの定型フォーマット部分
とを比較し、該比較結果に基づいて前記画像データと前記比較用データの類似の程度を示
す類似度を設定することを特徴としたものである。
【００１４】
　第６の技術手段は、第５の技術手段において、各種データを表示する表示部を備え、前
記表示部は、前記比較部により算出された類似度が所定値以上の比較用データを、そのフ
ァイル名と共にユーザにより選択可能に表示することを特徴としたものである。
【００１５】
　第７の技術手段は、第６の技術手段において、前記表示部は、前記比較部により算出さ
れた類似度が高い順に、前記比較用データのサムネイル画像を、そのファイル名と共にユ
ーザにより選択可能に表示することを特徴としたものである。
【００１６】
　第８の技術手段は、第５の技術手段において、前記比較部により算出された類似度が所
定値未満の場合、前記画像データのファイル名として所定の形式で連番を割り当てること
を特徴としたものである。
【００１７】
　第９の技術手段は、第６乃至第８のいずれか１の技術手段における画像データ処理装置
において、前記表示部は、前記画像データのファイル名を編集可能に表示することを特徴
としたものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、画像データの類似性に基づいて適切なファイル名を自動的に付与する
ことができるため、ユーザは手入力でファイル名を入力する必要がなくなり、また、画像
データの内容をファイル名から容易に把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の画像データ処理装置に係る好適な実施の形態
について説明する。
【００２０】
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　図１は、本発明の一実施形態に係る画像データ処理装置の構成例を示すブロック図であ
る。図中、１０は画像データ処理装置（以下、ＭＦＰで代表する）で、該ＭＦＰ１０は、
ＭＦＰ１０の動作を制御するＣＰＵ１１と、原稿画像を読み取って画像データを入力する
スキャナ部１２と、スキャナ部１２で読み取った画像データをＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄコン
バータ１３と、各種プログラムの実行領域であるＲＡＭ１４と、画像データに対して画像
処理を行う画像処理部１５と、操作キーやテンキーなどのキー群で構成されたキー入力部
１６と、画像データ１７１やプリントデータ１７２，定型フォーマットデータ１７３など
を記憶する記憶部１７と、各種データを表示する表示部１８と、画像データを印刷出力す
る印刷エンジンである画像形成部１９と、外部機器との通信を行うための通信ポート２０
とを備える。なお、記憶部１７としては、ＭＦＰ１０の外部に設けられ、ネットワークを
介して接続されたハードディスクドライブ（ＨＤＤ）や、サーバコンピュータなどであっ
てもよい。
【００２１】
　通信ポート２０は、各種ＵＳＢ(Universal Serial Bus)機器を着脱可能に接続するため
のＵＳＢＩ／Ｆ２１と、ＰＣなどの外部機器をＬＡＮ(Local Area Network)を介して接続
するためのＬＡＮＩ／Ｆ２２と、ファクシミリ装置を電話回線等の通信回線を介して接続
するためのＦＡＸＩ／Ｆ２３とを備えている。
【００２２】
　本発明の主たる特徴部分は、記憶部１７に記憶されたプリントデータ１７２や定型フォ
ーマットデータ１７３などの比較用データと、スキャナ部１２等により入力された画像デ
ータ１７１とを比較し、画像データ１７１と類似する比較用データのファイル名を、画像
データのファイル名として付与することで、画像データ１７１の内容と関連性の高いファ
イル名を自動的に付与することにある。
【００２３】
　このための構成として、ＭＦＰ１０は、画像データを入力する画像入力部に相当するス
キャナ部１２あるいは通信ポート２０と、定型フォーマット部分を含む比較用データ（プ
リントデータ１７２または定型フォーマットデータ１７３）を対応するファイル名と共に
記憶するハードディスクなどの記憶部１７と、スキャナ部１２あるいは通信ポート２０に
より入力された画像データに含まれる比較用データの定型フォーマット部分に相当する部
分と記憶部１７に記憶された比較用データの定型フォーマット部分とを比較する比較部と
、この比較部により画像データと比較用データとが類似すると判定された場合、画像デー
タのファイル名として比較用データのファイル名を設定するファイル名設定部とを備える
。これら比較部とファイル名設定部は、ＣＰＵ１１により実行される。
【００２４】
　図２は、本発明のプリントデータ１７２の一例を示す図である。このプリントデータ１
７２は、定型フォーマット部分１７２ａと、図中のハッチングに示す文字データ部分１７
２ｂとが合成されたものである。ＣＰＵ１１は、プリントデータ１７２から定型フォーマ
ット部分１７２ａのみを取り出して、この定型フォーマット部分１７２ａをビットマップ
形式に変換する。
【００２５】
　このプリントデータ１７２は、図２に示すように定型フォーマット部分１７２ａと文字
データ部分１７２ｂとで構成されたデータであって、通信ポート２０により外部のＰＣ等
から受信され、そのファイル名と共に記憶部１７に記憶されると共に、画像形成部１９に
より印刷出力される。プリントデータ１７２としては、例えばレイヤ構造のデータが想定
される。外部ＰＣからＭＦＰ１０に送信されるプリントデータの中には、定型フォーマッ
ト部分と文字データ部分とが別々に送信されるレイヤ構造のデータがある。このようなデ
ータを受信した場合、ＭＦＰ１０でこれら２つの部分をプリントデータに合成して印刷出
力する。ＣＰＵ１１は、上記のようなレイヤ構造のデータであれば、定型フォーマット部
分を容易に抽出することができるため、これをプリントデータ１７２として記憶すること
ができる。
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【００２６】
　なお、プリントデータ１７２としては、定型フォーマット部分がベクトルデータで構成
され、定型フォーマット部分以外が文字データで構成されるメタデータ構成であることが
好ましい。
【００２７】
　図３は、本発明の定型フォーマットデータ１７３の一例を示す図である。定型フォーマ
ットデータ１７３は、定型フォーマット部分１７３ａのみで構成される。すなわち、図２
に示すプリントデータのように文字データ部分を含まないため、この文字データ部分に対
応する部分が空白部分１７３ｂとして設定される。ＣＰＵ１１は、定型フォーマットデー
タ１７３の定型フォーマット部分１７３ａをビットマップ形式に変換する。
【００２８】
　この定型フォーマットデータ１７３は、図３に示すように定型フォーマット部分１７３
ａと空白部分１７３ｂとで構成されるデータであって、通信ポート２０により外部のＰＣ
等から受信され、そのファイル名と共に記憶部１７に記憶される。
【００２９】
　また、ＭＦＰ１０は、定型フォーマット部分を含む比較用データ（プリントデータ１７
２あるいは定型フォーマットデータ１７３）を格納する外部記憶装置（ファイルサーバな
ど）と通信ポート２０を介して通信し、この外部記憶装置から比較用データを定期的（１
日に１回など）にダウンロードして記憶部１７に記憶された比較用データを最新の状態に
更新するようにしてもよい。このように、ＭＦＰ１０が定期的に定型フォーマットデータ
をダウンロードして自動更新できるため、定型フォーマットデータの人手による更新作業
を不要とすることができる。
【００３０】
　図４は、画像データ１７１と比較用データとの比較処理の一例を説明するための図であ
る。以下では、図３に示す定型フォーマットデータ１７３との比較処理を代表例として説
明するが、プリントデータ１７２であっても同様である。図４（Ａ）に示す画像データ１
７１は、定型フォーマット部分を含むイメージデータであり、定型フォーマット部分１７
１ａと文字部分１７１ｂとで構成される。
【００３１】
　また、図４（Ｂ）に示すように、定型フォーマットデータ１７３としては、定型フォー
マット１と定型フォーマット２の２種類のパターンが記憶部１７に記憶されている。各定
型フォーマットデータ１７３は、定型フォーマット部分１７３ａと空白部分１７３ｂとで
構成される。ＣＰＵ１１は、２種類の定型フォーマットデータ１７３について、この画像
データ１７１に含まれる定型フォーマットデータ１７３の定型フォーマット部分１７３ａ
に相当する部分と、定型フォーマットデータ１７３の定型フォーマット部分とを比較する
。
【００３２】
　例えば、図４（Ｃ）に示すように、画像データ１７１に対して、定型フォーマット１の
空白部分１７３ｂに相当する領域をマスキング処理し、画像データ１７１のマスキング画
像を求める。さらに、画像データ１７１に対して、定型フォーマット２の空白部分１７３
ｂに相当する領域をマスキング処理し、画像データ１７１のマスキング画像を求める。こ
れら画像データ１７１のマスキング画像における定型フォーマットデータ１７３の定型フ
ォーマット部分１７３ａに相当する部分が、定型フォーマットデータ１７３の定型フォー
マット部分１７３ａと比較される。ここでいう部分とは、定型フォーマット部分１７３ａ
の領域全体であることが望ましい。
【００３３】
　本例において、ＣＰＵ１１は、上記で求めた画像データ１７１の各マスキング画像と、
ビットマップ形式に変換された各定型フォーマットデータ１７３との間でパターンマッチ
ングを行い、比較対象の全画素数に対するマッチングした画素数の割合が所定値以上であ
れば、両者が類似すると判定する。図４に示す例では、定型フォーマット２が入力画像と
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類似すると判定される。
【００３４】
　なお、比較対象となる定型フォーマットデータ１７３が複数種類ある場合、この種類毎
に上記類似判定処理を実行し、画像データ１７１と類似するか否かを判定する。
【００３５】
　ここで、企業等で用いられる文書には、例えば、議事録や、日報、報告書、連絡書など
複数種の定型フォーマットで作成された定型文書が存在するため、この定型フォーマット
部分を比較することで、文書の内容に応じて適切なファイル名を付与することが可能とな
る。例えば、両者の定型フォーマット部分が「議事録」に対応したフォーマットであり、
比較用データのファイル名が「４月度議事録」である場合、画像データのファイル名とし
て「４月度議事録」が付与される。仮に画像データを５月度の議事録として保存したい場
合、付与されたファイル名である「４月度議事録」を、「５月度議事録」に編集して保存
することができる。このため、ユーザはファイル名を全て手入力する必要がなく、手間を
かけずに適切なファイル名を付与することができる。
【００３６】
　ＣＰＵ１１は、スキャナ部１２あるいは通信ポート２０により入力された画像データ１
７１と、記憶部１７に記憶された比較用データ（プリントデータ１７２あるいは定型フォ
ーマットデータ１７３）とを比較した結果に基づいて、画像データ１７１と比較用データ
の類似の程度を示す類似度を設定することができる。例えば、画像データと比較用データ
との間でパターンマッチングを行い、比較対象の全画素数に対するマッチングした画素数
の割合に基づいて類似度を設定する。すなわち、マッチングした画素数の割合が高ければ
、類似度が高く設定され、画素数の割合が低ければ、類似度が低く設定される。
【００３７】
　なお、スキャナ部１２で読み取った画像データ１７１を使用する場合、パターンマッチ
ングの精度を上げるために、比較用データに対して、画像データ１７１の位置合わせ等の
補正処理を行うことが望ましい。
【００３８】
　表示部１８は、ＣＰＵ１１により算出された類似度が所定値以上の比較用データをファ
イル名と共にユーザにより選択可能に表示する。例えば、後述の図７に示すように、表示
部１８は、ＣＰＵ１１により算出された類似度が高い順に、比較用データのサムネイル画
像をファイル名と共にユーザにより選択可能に表示する。
【００３９】
　また、ＣＰＵ１１は、ＣＰＵ１１により算出された類似度が所定値未満の場合、適切な
ファイル名が存在しないため、画像データ１７１のファイル名として所定の形式で連番を
割り当てるようにしてもよい。
【００４０】
　上記において、ＣＰＵ１１により算出された類似度が所定値以上の場合に、ユーザによ
り選択された比較用データのファイル名を、画像データ１７１のファイル名として編集可
能に表示することができる。また、ＣＰＵ１１により算出された類似度が所定値未満の場
合に、ＭＦＰ１０で自動的に割り当てられる所定形式の連番（例えば、日付＋番号など）
を、画像データ１７１のファイル名として編集可能に表示することもできる。このように
、ユーザは画像データ１７１のファイル名を自在に編集することができるため、画像デー
タに対して手間をかけずに所望のファイル名を付けることができる。
【００４１】
　なお、前述の図２及び図３に示した定型フォーマット部分はこれに限定されず、ページ
のヘッダ部に設けられた画像（すなわち、この画像が定型部分に相当）を利用して類似の
判定を行うようにしてもよい。類似画像であれば、ヘッダ部に設けられた画像も類似する
ものと考えられるため、これを利用することで、類似画像の判定を行うことができる。
【００４２】
　図５は、本発明のＭＦＰ１０によるファイル名付与方法の一例を説明するためのフロー
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図である。まず、ＭＦＰ１０は、ユーザが選択した動作モードを設定すると共に、ユーザ
により指定された送信先を設定する（ステップＳ１）。動作モードとは、スキャナ部１２
で読み取った画像データを電子メールで送信するスキャンtoＥメールモード、あるいは、
スキャナ部１２で読み取った画像データをＵＳＢメモリに送信するスキャンtoＵＳＢモー
ドであり、これらのモードはユーザにより選択可能に表示部１８に表示される。また、送
信先設定とは、送信先の電子メールアドレスの設定や、解像度の設定などを含み、表示部
１８はこれらの項目を設定するための設定画面を表示する。
【００４３】
　次に、ＭＦＰ１０は、ユーザにより読み取りスタートキーが押下（ＯＮ）されたかどう
かを判定し（ステップＳ２）、読み取りスタートキーがＯＮされた場合（ＹＥＳの場合）
、スキャナ部１２により原稿画像を読み取り、読み取った画像データ１７１を記憶部１７
に記憶する（ステップＳ３）。また、ステップＳ２において、読み取りスタートキーがＯ
Ｎされない場合（ＮＯの場合）、ステップＳ２で読み取りスタートキーのＯＮ（押下）待
ち状態に移行する。
【００４４】
　次に、ＭＦＰ１０は、スキャナ部１２により読み取った画像データ１７１と、記憶部１
７に記憶されているプリントデータ１７２とパターンマッチングを行い、マッチングした
画素の割合を類似度として算出する（ステップＳ４）。そして、類似度が所定値以上のプ
リントデータ１７２が有るか否かを判定し（ステップＳ５）、該当するプリントデータ１
７２がある場合（ＹＥＳの場合）、そのプリントデータ１７２のファイルを抽出し、ファ
イル名と共にプリントデータ１７２のサムネイル画像を表示する（ステップＳ６）。また
、ステップＳ５において、該当するプリントデータ１７２がない場合（ＮＯの場合）、ス
キャナ部１２により読み取った画像データ１７１と、記憶部１７に記憶されている定型フ
ォーマットデータ１７３とパターンマッチングを行い、マッチングした画素の割合を類似
度として算出する（ステップＳ９）。
【００４５】
　ＭＦＰ１０は、ステップＳ９で算出した類似度が所定値以上の定型フォーマットデータ
１７３が有るか否かを判定し（ステップＳ１０）、該当する定型フォーマットデータ１７
３がある場合（ＹＥＳの場合）、その定型フォーマットデータ１７３のファイルを抽出し
、ファイル名と共に定型フォーマットデータ１７３のサムネイル画像を表示し（ステップ
Ｓ１１）、ステップＳ７に移行する。また、ステップＳ１０において、該当する定型フォ
ーマットデータ１７３がない場合（ＮＯの場合）、日付と連番で構成される自動設定ファ
イル名を表示し（ステップＳ１２）、ステップＳ８に移行する。
【００４６】
　次に、ＭＦＰ１０は、表示部１８にサムネイル画像と共に表示されたファイル名候補の
中から、画像データ１７１のファイル名が選択されたか否かを判定し（ステップＳ７）、
ファイル名候補からファイル名が選択された場合（ＹＥＳの場合）、表示部１８は、選択
されたファイル名がセットされたファイル名編集画面を表示する（ステップＳ８）。また
、ステップＳ７において、ファイル名候補からファイル名が選択されない場合（ＮＯの場
合）、ステップＳ７でファイル名の選択待ち状態に移行する。
【００４７】
　次に、ＭＦＰ１０は、ファイル名編集画面によりファイル名が確定されたか否かを判定
し（ステップＳ１３）、ファイル名が確定された場合（ＹＥＳの場合）、そのファイル名
が付与された画像データ１７１を、ステップＳ１で設定された送信先に送信し（ステップ
Ｓ１４）、ステップＳ１に戻り入力待ち状態に移行する。また、ステップＳ１３において
、ファイル名が確定されない場合（ＮＯの場合）、ステップＳ１３でファイル名の確定待
ち状態に移行する。
【００４８】
　図６は、本発明のＭＦＰ１０によるファイル名付与方法の他の例を説明するためのフロ
ー図である。まず、ＭＦＰ１０は、ユーザが選択した動作モードを設定すると共に、ユー
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ザにより指定された送信先を設定する（ステップＳ２１）。
【００４９】
　次に、ＭＦＰ１０は、ユーザにより読み取りスタートキーが押下（ＯＮ）されたかどう
かを判定し（ステップＳ２２）、読み取りスタートキーがＯＮされた場合（ＹＥＳの場合
）、スキャナ部１２により原稿画像を読み取り、読み取った画像データ１７１を記憶部１
７に記憶する（ステップＳ２３）。また、ステップＳ２２において、読み取りスタートキ
ーがＯＮされない場合（ＮＯの場合）、ステップＳ２２で読み取りスタートキーのＯＮ（
押下）待ち状態に移行する。
【００５０】
　次に、ＭＦＰ１０は、スキャナ部１２により読み取った画像データ１７１と、記憶部１
７に記憶されている定型フォーマットデータ１７３とパターンマッチングを行い、マッチ
ングした画素の割合を類似度として算出する（ステップＳ２４）。
【００５１】
　ＭＦＰ１０は、ステップＳ２４で算出した類似度が所定値以上の定型フォーマットデー
タ１７３が有るか否かを判定し（ステップＳ２５）、該当する定型フォーマットデータ１
７３がある場合（ＹＥＳの場合）、その定型フォーマットデータ１７３のファイルを抽出
し、ファイル名と共に定型フォーマットデータ１７３のサムネイル画像を表示し（ステッ
プＳ２６）、ステップＳ２８に移行する。また、ステップＳ２５において、該当する定型
フォーマットデータ１７３がない場合（ＮＯの場合）、日付と連番で構成される自動設定
ファイル名を表示し（ステップＳ２７）、ステップＳ２９に移行する。
【００５２】
　次に、ＭＦＰ１０は、表示部１８にサムネイル画像と共に表示されたファイル名候補の
中から、画像データ１７１のファイル名が選択されたか否かを判定し（ステップＳ２８）
、ファイル名候補からファイル名が選択された場合（ＹＥＳの場合）、表示部１８は、選
択されたファイル名がセットされたファイル名編集画面を表示する（ステップＳ２９）。
また、ステップＳ２８において、ファイル名候補からファイル名が選択されない場合（Ｎ
Ｏの場合）、ステップＳ２８でファイル名の選択待ち状態に移行する。
【００５３】
　次に、ＭＦＰ１０は、ファイル名編集画面によりファイル名が確定されたか否かを判定
し（ステップＳ３０）、ファイル名が確定された場合（ＹＥＳの場合）、そのファイル名
が付与された画像データ１７１をステップＳ２１で設定された送信先に送信し（ステップ
Ｓ３１）、ステップＳ２１に戻り入力待ち状態に移行する。また、ステップＳ３０におい
て、ファイル名が確定されない場合（ＮＯの場合）、ステップＳ３０でファイル名の確定
待ち状態に移行する。
【００５４】
　図７は、表示部１８に表示されるファイル名候補表示画面の一例を示す図である。この
ファイル名候補表示画面には、類似度が所定値以上のプリントデータ１７２又は定型フォ
ーマットデータ１７３のサムネイル画像が類似度の高い順にファイル名と共に表示される
。ユーザはこのファイル名候補表示画面から所望のファイル名を選択することで、画像デ
ータ１７１に対してファイル名を設定することができる。
【００５５】
　図８は、表示部１８に表示されるファイル名編集画面の一例を示す図である。図６に示
したファイル名候補表示画面で選択・設定されたファイル名（ここでは「議事録」）は、
このファイル名編集画面のファイル名欄１８１にセットされた状態で表示される。ユーザ
はこのままのファイル名でよければ、「ＯＫ」キーを押下すること、ファイル名が確定さ
れる。また、ファイル名を編集する場合、図８に示すキーボードを利用してファイル名を
編集し、編集後、「ＯＫ」キーを押下することで、ファイル名が確定される。
【００５６】
　以上説明したように、本発明によれば、画像データの類似性に基づいて適切なファイル
名を自動的に付与することができるため、ユーザは手入力でファイル名を入力する必要が
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【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像データ処理装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】本発明のプリントデータの一例を示す図である。
【図３】本発明の定型フォーマットデータの一例を示す図である。
【図４】画像データと比較用データとの比較処理の一例を説明するための図である。
【図５】本発明のＭＦＰによるファイル名付与方法の一例を説明するためのフロー図であ
る。
【図６】本発明のＭＦＰによるファイル名付与方法の他の例を説明するためのフロー図で
ある。
【図７】表示部に表示されるファイル名候補表示画面の一例を示す図である。
【図８】表示部に表示されるファイル名編集画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
１０…画像データ処理装置（ＭＦＰ）、１１…ＣＰＵ、１２…スキャナ部、１３…Ａ／Ｄ
コンバータ、１４…ＲＡＭ、１５…画像処理部、１６…キー入力部、１７…記憶部、１７
１…画像データ、１７２…プリントデータ、１７３…定型フォーマットデータ、１８…表
示部、１９…画像形成部、２０…通信ポート、２１…ＵＳＢＩ／Ｆ、２２…ＬＡＮＩ／Ｆ
、２３…ＦＡＸＩ／Ｆ。

【図１】 【図２】
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