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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された画像データが減法混色による色空間であるか否かを判別する判別部と、
  前記減法混色以外による色空間の画像データを前記減法混色の色空間に変換する第１色
変換部と、
  前記減法混色による色空間の画像データに対してオーバープリントの指定の有無を検知
するオーバープリント検知部と、
  前記減法混色による色空間の画像データに対して、前記オーバープリントの指定が検知
された前記画像データに対応する前面オブジェクトと、その背面にある画像データに対応
する背面オブジェクトとが重なる領域における前記前面オブジェクトの色値が有色を示す
場合、前記重なり領域の色値を前記前面オブジェクトの色値によって上書きし、前記重な
り領域における前記前面オブジェクトの色値が無色を示す場合、前記重なり領域を前記前
面オブジェクトで上書きしないオーバープリント処理を行う描画処理部と、
  前記描画処理部によるオーバープリント処理後の画像データを画像形成装置の特性に応
じて出力色に変換する第２色変換部とを備え、
　　前記入力された画像データの色空間が減法混色以外の場合、前記第１色変換部が、前
記入力された画像データから減法混色の色空間に色変換された第２画像データを生成し、
前記描画処理部が、前記第２画像データからビットマップ形式の描画データを生成し、前
記第２色変換部が、前記第２画像データに基づく描画データを画像形成装置の特性に応じ
て出力色に変換する経路と、
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　前記入力された画像データの色空間が減法混色の場合、前記描画処理部が、前記入力さ
れた画像データをオーバープリント処理して第３画像データを生成し、前記第３画像デー
タからビットマップ形式の描画データを生成し、前記第２色変換部が、前記第３画像デー
タに基づく描画データを画像形成装置の特性に応じて出力色に変換する経路と、
　で処理されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
  請求項１記載の画像形成装置であって、
  前記入力された画像データが、前記減法混色による色空間である場合に前記オーバープ
リント検知部に渡し、前記減法混色以外による色空間である場合に前記第１色変換部に渡
す振分部を備える、
  ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
  請求項１または２記載の画像形成装置であって、
  前記描画処理部は、減法混色による色空間の色成分ごとに前記前記重なり領域における
前記前面オブジェクトの色値を判断し、有色を示す色成分について、前記重なり領域の色
値を前記前面オブジェクトの色値によって上書きし、無色を示す色成分について、前記重
なり領域を前記前面オブジェクトで上書きしないオーバープリント処理を行う、
  ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
  請求項１から３の何れか一項に記載の画像形成装置であって、
  前記減法混色による色空間は、ＣＭＹＫ色空間であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
  入力された画像データが減法混色による色空間であるか否かを判別する判別機能と、
  前記減法混色以外による色空間の画像データを前記減法混色の色空間に変換する第１色
変換機能と、
  前記減法混色による色空間の画像データに対してオーバープリントの指定の有無を検知
するオーバープリント検知機能と、
  前記減法混色による色空間の画像データに対して、前記オーバープリントの指定が検知
された前記画像データに対応する前面オブジェクトと、その背面にある画像データに対応
する背面オブジェクトとが重なる領域における前記前面オブジェクトの色値が有色を示す
場合、前記重なり領域の色値を前記前面オブジェクトの色値によって上書きし、前記重な
り領域における前記前面オブジェクトの色値が無色を示す場合、前記重なり領域を前記前
面オブジェクトで上書きしないオーバープリント処理を行う描画処理機能と、
  前記描画処理機能によるオーバープリント処理後の画像データを画像形成装置の特性に
応じて出力色に変換する第２色変換機能とを備え、
　　前記入力された画像データの色空間が減法混色以外の場合、前記第１色変換機能が、
前記入力された画像データから減法混色の色空間に色変換された第２画像データを生成し
、前記描画処理機能が、前記第２画像データからビットマップ形式の描画データを生成し
、前記第２色変換機能が、前記第２画像データに基づく描画データを画像形成装置の特性
に応じて出力色に変換する経路と、
　前記入力された画像データの色空間が減法混色の場合、前記描画処理機能が、前記入力
された画像データをオーバープリント処理して第３画像データを生成し、前記第３画像デ
ータからビットマップ形式の描画データを生成し、前記第２色変換機能が、前記第３画像
データに基づく描画データを画像形成装置の特性に応じて出力色に変換する経路と、
  をコンピューターに実現させることを特徴とする画像形成プログラム。
【請求項６】
  請求項５記載の画像形成プログラムであって、
  前記入力された画像データが、前記減法混色による色空間である場合に前記オーバープ
リント検知機能に渡し、前記減法混色以外による色空間である場合に前記第１色変換機能
に渡す振分機能をコンピューターに実現させる、
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  ことを特徴とする画像形成プログラム。
【請求項７】
  請求項５または６記載の画像形成プログラムであって、
  前記描画処理機能は、減法混色による色空間の色成分ごとに前記重なり領域における前
記前面オブジェクトの色値を判断し、有色を示す色成分について、前記重なり領域の色値
を前記前面オブジェクトの色値によって上書きし、無色を示す色成分について、前記重な
り領域を前記前面オブジェクトで上書きしないオーバープリント処理を行う、
  ことを特徴とする画像形成プログラム。
【請求項８】
  請求項５から７の何れか一項に記載の画像形成プログラムであって、
  前記減法混色による色空間は、ＣＭＹＫ色空間である、
  ことを特徴とする画像形成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、背面オブジェクト上に前面オブジェクトに重ねてオーバープリント処理を行
う画像形成装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンターやデジタル複合機等の画像形成装置としては、ネットワーク等を介して入力
された画像データに基づき、画像処理を通じて印刷出力を行うものが知られている。
【０００３】
　このような画像形成装置においては、画像処理の一環としてオーバープリント処理を行
うことがある。
【０００４】
　オーバープリント処理は、画像データ中の背面オブジェクト上に前面オブジェクトに重
ね、背面オブジェクトの色を残したまま前面オブジェクトの色を載せる処理である。
【０００５】
　具体的には、処理対象の画像データは、色空間に応じた複数の色成分の色値が組み合わ
されており、オーバープリント処理では、色成分ごとに前面オブジェクトの有色を示す色
値によって、背面オブジェクトと重複する部分の色値を上書きする。
【０００６】
　オーバープリント処理を行う画像形成装置としては、例えば特許文献１に記載のものが
ある。この画像形成装置では、入力された画像データをデバイスの出力特性を考慮した出
力色のＣＭＹＫ（色空間）に変換しておき、その色変換後の画像データに基づいてオーバ
ープリント処理を行うようになっている。
【０００７】
　しかし、従来の画像形成装置では、入力された画像データの色空間がＣＭＹＫである場
合、出力色のＣＭＹＫに変換されると、その色値が本来の色値と異なることがある。これ
は、デバイスの機種、個体、または使用による計時変化等によってデバイスの特性が異な
るため、印刷出力された画像の色にばらつきが出ないように、色変換後の画像データを補
正することに起因する。
【０００８】
　この場合は、本来の色値と異なる色値でオーバープリント処理が行われることになるの
で、ユーザーの意図しない出力結果が生じるおそれがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－２５５７４５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　発明が解決しようとする課題は、ユーザーの意図しないオーバープリント結果が生じる
点である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、ユーザーの意図したオーバープリント結果を得るために、入力された画像デ
ータが減法混色による色空間であるか否かを判別する判別部と、前記減法混色以外による
色空間の画像データを前記減法混色の色空間に変換する第１色変換部と、前記減法混色に
よる色空間の画像データに対してオーバープリントの指定の有無を検知するオーバープリ
ント検知部と、前記減法混色による色空間の画像データに対して、前記オーバープリント
の指定が検知された前記画像データに対応する前面オブジェクトと、その背面にある画像
データに対応する背面オブジェクトとが重なる領域における前記前面オブジェクトの色値
が有色を示す場合、前記重なり領域の色値を前記前面オブジェクトの色値によって上書き
し、前記重なり領域における前記前面オブジェクトの色値が無色を示す場合、前記重なり
領域を前記前面オブジェクトで上書きしないオーバープリント処理を行う描画処理部と、
前記描画処理部によるオーバープリント処理後の画像データを画像形成装置の特性に応じ
て出力色に変換する第２色変換部とを備え、前記入力された画像データの色空間が減法混
色以外の場合、前記第１色変換部が、前記入力された画像データから減法混色の色空間に
色変換された第２画像データを生成し、前記描画処理部が、前記第２画像データからビッ
トマップ形式の描画データを生成し、前記第２色変換部が、前記第２画像データに基づく
描画データを画像形成装置の特性に応じて出力色に変換する経路と、前記入力された画像
データの色空間が減法混色の場合、前記描画処理部が、前記入力された画像データをオー
バープリント処理して第３画像データを生成し、前記第３画像データからビットマップ形
式の描画データを生成し、前記第２色変換部が、前記第３画像データに基づく描画データ
を画像形成装置の特性に応じて出力色に変換する経路とで処理されることを最も主要な特
徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、オーバープリント処理後に出力色への色変換を行うことで、入力され
た画像データの色値を用いてオーバープリント処理を行うことができ、ユーザーの意図し
たオーバープリント結果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】画像形成装置の要部構成を示すブロック図である（実施例１）。
【図２】オーバープリント処理の一例を示す説明図である（実施例１）。
【図３】オーバープリント処理の他の例を示す説明図である（実施例１）。
【図４】オーバープリント処理のフローチャートである（実施例１）。
【図５】（ａ）は通常のプリント結果、（ｂ）は実施例のオーバープリント結果、（ｃ）
は不具合のあるオーバープリント結果を示す説明図である（実施例１）。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　ユーザーの意図したオーバープリント結果を得るという目的を、画像データに対してオ
ーバープリント処理後に出力色への色変換を行うことで実現した。
【００１５】
　具体的には、画像形成装置が、画像データに対し前面オブジェクトの有色を示す色値に
よって対応する背面オブジェクトの色値を上書きするオーバープリント処理を行う描画処
理部と、描画処理部によるオーバープリント処理後の画像データを出力色の色空間に変換
する第２色変換部とを備えている。
【００１６】
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　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１７】
［画像形成装置］
　図１は、画像形成装置の要部構成を示すブロック図である。
【００１８】
　図１の画像形成装置１は、例えばプリンターやデジタル複合機等からなり、少なくとも
プリンター機能を有するものである。プリンター機能では、ネットワーク等を介して入力
された画像データに基づき、画像処理を通じて画像形成である印刷出力を行う。ここで、
画像データは、入力されたときはＰＤＬデータであり、その後、変換されて中間データと
して処理される。
【００１９】
　本実施例の画像形成装置１では、コンピューターで構成された制御部３を備え、この制
御部３において画像処理を行うようになっている。
【００２０】
　制御部３は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）及び
ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えている。
【００２１】
　ＣＰＵは、プログラムを実行して画像形成装置の各部の制御や画像処理等を行う制御要
素（演算装置）である。ＲＯＭは、プログラム等を記憶するメモリーである。ＲＡＭは、
プログラムを実行する際にそのプログラムや各種データを一時的に記憶して、作業領域等
として用いるメモリーである。
【００２２】
　本実施例の制御部３は、ＲＯＭ等に記憶されている画像形成プログラムを実行すること
で、インタープリター部５と、レンダリング部７として機能する。
【００２３】
　インタープリター部５は、入力されたＰＤＬデータを解釈して中間データに変換するも
のである。本実施例のインタープリター部５は、判別機能及び振分機能を実現する判別部
及び振分部を構成する。
【００２４】
　すなわち、インタープリター部５は、ＰＤＬデータの解釈を通じて減法混色による色空
間であるＣＭＹＫであるか否かを判別する。
【００２５】
　ＰＤＬデータの色空間がＣＭＹＫである場合は、中間データを後述するレンダリング部
７のオーバープリント検知部１１に渡す。
【００２６】
　一方、インタープリター部５は、ＰＤＬデータの色空間が減法混色以外による色空間で
あるＲＧＢ又はＧｒａｙである場合、中間データを後述するレンダリング部７の第１カラ
ーマッチング部９に渡す。
【００２７】
　レンダリング部７は、インタープリター部５からの中間データに基づいてレンダリング
を行うものである。
【００２８】
　本実施例のレンダリング部７は、第１色変換部としての第１カラーマッチング部９と、
オーバープリント検知部１１と、描画処理部１３と、第２色変換部としての第２カラーマ
ッチング部１５とで構成されている。
【００２９】
　第１カラーマッチング部９は、第１色変換機能を実現するものであり、入力されたＲＧ
Ｂ又はＧｒａｙのデータをＣＭＹＫの色空間に変換して描画処理部１３に渡す。なお、色
空間の変換は、カラールックアップテーブルを用いて行わせることができる。
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【００３０】
　オーバープリント検知部１１は、オーバープリント検知機能を実現するものであり、中
間データに対してオーバープリントの指定の有無を検知する。
【００３１】
　オーバープリントの指定を検知した場合は、そのフラグ情報及び中間データを描画処理
部１３に渡してオーバープリント処理を指示する。なお、オーバープリントの指定を検知
しなかった場合は、中間データのみが描画処理部１３に渡されることになる。
【００３２】
　描画処理部１３は、描画処理機能を実現するものであり、受け取った中間データに応じ
て描画処理を行い、ビットマップ形式の描画データを生成する。
【００３３】
　本実施例の描画処理部１３は、オーバープリント処理部１７を備え、ＰＤＬデータにお
いてオーバープリントが指定された場合にオーバープリント処理を行う。
【００３４】
　具体的には、オーバープリント処理部１７がオーバープリントのフラグの有無を判断し
、フラグがある中間データを前面オブジェクトとしてオーバープリント処理を実行する。
なお、オーバープリント処理は、Ａｄｏｂｅ社のＰＤＬであるＰｏｓｔＳｃｒｉｐｔや電
子文書フォーマットであるＰＤＦ（(Portable Document Format）等の場合に利用される
描画処理である。
【００３５】
　本実施例のオーバープリント処理は、従来と同様、背面オブジェクト上に前面オブジェ
クトに重ね、背面オブジェクトの色を残したまま前面オブジェクトの色を載せる。ここで
、前面オブジェクトは、ＰＤＬデータの色空間がＣＭＹＫであって、オーバープリントが
指定されている中間データに対応することになる。
【００３６】
　図２にオーバープリント処理の一例を示す。なお、図２の例は、シアン（Ｃ）の矩形オ
ブジェクト上にマゼンタ（Ｍ）の矩形オブジェクトを重ねる場合である。
【００３７】
　オーバープリント処理では、背面のシアンのオブジェクト上に前面のマゼンタのオブジ
ェクトが重ねられると、その重なり領域において色が混色されたように見えることになる
。
【００３８】
　このオーバープリント処理では、処理対象のデータがＣＭＹＫに応じた各色成分の色値
が組み合わされており、前面オブジェクトの有色を示す色成分の色値によって背面オブジ
ェクトとの重なり領域の色値を上書きする。
【００３９】
　なお、前面オブジェクトの無色を示す色成分に対しては、前面オブジェクトによる上書
きが行われずに背面オブジェクトの色値が残ることになる。
【００４０】
　図３（ａ）～（ｃ）は、オーバープリント処理の他の例を示す説明図である。図３では
、矩形の背面オブジェクトの色値（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）が（７０，
３０，０，１０）であり、これに異なる色値を有する「Ａ」の前面オブジェクトを重ねて
いる。
【００４１】
　なお、図３（ａ）では前面オブジェクトの色値が（０，０，０，１００）、（ｂ）では
同色値が（０，０，０，０）、（ｃ）では同色値が（０，９０，２０，５）となっている
。
【００４２】
　図３（ａ）の例では、前面オブジェクトの色値がブラックを除いて無色を示す「０」と
なっている。このため、前面オブジェクトの有色を示すブラックの色値「１００」によっ
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て、背面オブジェクトとの重なり領域のブラックの色値を上書きしている。一方、前面オ
ブジェクトの無色を示すシアン、マゼンタ、及びイエローについては、前面オブジェクト
による上書きが行われず、背面オブジェクトの色値がそのまま残る。結果として、重なり
領域の色値（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）は、（７０，３０，０，１００）
となっている。
【００４３】
　図３（ｂ）の例では、前面オブジェクトの色値が全ての色成分において無色を示すので
、背面オブジェクトの色値が全て残る。結果として、それぞれの色値（シアン、マゼンタ
、イエロー、ブラック）は、（７０，３０，０，１０）となっている。図３（ｃ）の例で
は、前面オブジェクトのマゼンタ、イエロー、及びブラックが有色を示し、シアンが無色
を示すので、シアンを除く色値が前面オブジェクトの色値によって上書きされている。結
果として、それぞれの色値（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）は、（７０，９０
，２０，５）となっている。
【００４４】
　オーバープリント処理以外にも、通常の描画処理と同様にビットマップ形式の描画デー
タが生成されて図１の第２カラーマッチング部１５に渡される。
【００４５】
　第２カラーマッチング部１５は、第２色変換機能を実現するものであり、描画処理部１
３による処理後の描画データをデバイス（画像形成装置１）の出力特性を考慮した出力色
の色値に変換する。この色変換は、ＣＭＹＫの色成分ごとにカラールックアップテーブル
を用いて行わせることができる。また、この色変換は、ＣＭＹＫの色成分ごとに、描画デ
ータの色値にデバイスの出力特性に応じて補正係数を乗じて算出することもできる。
【００４６】
　色変換後のデータは、ガンマ補正部１９において出力特性が補正された後に最終的な画
像形成として印刷出力が行われる。なお、ガンマ補正部１９も、プログラムを実行した制
御部３が機能する。
［オーバープリント処理］
　図４は、オーバープリント処理を示すフローチャートである。このオーバープリント処
理は、通常のプリントの場合と同様にＰＤＬデータが入力されることでスタートする。
【００４７】
　まず、ステップＳ１では、「ＣＭＹＫ？」の処理が行われる。この処理では、インター
プリター部５がＰＤＬデータの解析を通じ、その色空間がＣＭＹＫであるか否かを判別す
る。
【００４８】
　ＰＤＬデータの色空間がＣＭＹＫである場合は（ＹＥＳ）、中間データをレンダリング
部７のオーバープリント検知部１１に渡してステップＳ２へ移行する。一方、ＲＧＢやＧ
ｒａｙである場合は（ＮＯ）、中間データをレンダリング部７の第１カラーマッチング部
９に渡してオーバープリント処理が終了する。
【００４９】
　ＲＧＢやＧｒａｙの中間データは、第１カラーマッチング部９においてＣＭＹＫに色空
間が変換され、このデータが描画処理部１３に渡されてオーバープリント処理以外の描画
処理が行われる。
【００５０】
　このようにＲＧＢやＧｒａｙのデータをＣＭＹＫに変換して描画処理することで、ブレ
ンド処理を確実に行わせることができる。ブレンド処理は、背面オブジェクトの色値と前
面オブジェクトの色値を用いて前面オブジェクトの色値を計算するもので、例えば透明度
の描画処理がある。
【００５１】
　この処理では、背面オブジェクトと前面オブジェクトの色空間が異なると正しいブレン
ド計算ができないことがある。本実施例では、描画処理部１３への入力をＣＭＹＫのみと
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することができ、正しいブレンド計算が可能となる。
【００５２】
　ステップＳ２では、「オーバープリントの指定あり？」が行われる。この処理では、レ
ンダリング部７のオーバープリント検知部１１が、インタープリター部５からの中間デー
タに対してオーバープリントの指定の有無を検知する。
【００５３】
　オーバープリントの指定を検知した場合は（ＹＥＳ）、そのフラグ情報及び中間データ
を描画処理部１３に渡してステップＳ３へ移行する。一方、オーバープリントの指定を検
知しなかった場合は（ＮＯ）、中間データのみが描画処理部１３に渡されてオーバープリ
ント処理が終了する。
【００５４】
　ステップＳ３でオーバープリントの指定を検知しなかった中間データは、描画処理部１
３に渡されて、オーバープリント処理以外の描画処理が行われることになる。
【００５５】
　ステップＳ３では、「オーバープリント処理」が行われる。この処理では、描画処理部
１３が受け取ったフラグ情報に応じ、中間データに基づくオーバープリント処理を実行し
て、図４の処理フローを完了する。
【００５６】
　このオーバープリント処理では、図３を用いて説明したように、前面オブジェクト、す
なわちオーバープリントの指定を示すフラグを有する中間データの有色を示す色成分の色
値によって対応する背面オブジェクトの色値を上書きし、前面オブジェクトの無色を示す
色成分に対して上書きをせずに背面オブジェクトの色値を残す。
【００５７】
　オーバープリント処理を含む描画処理の完了後は、描画処理部１３が生成した描画デー
タを第２カラーマッチング部１５に渡して色変換処理が行われる。
【００５８】
　この処理では、第２カラーマッチング部１５が、描画処理部１３による描画処理後の描
画データをデバイスの出力特性に応じて出力色のＣＭＹＫに変換する。
【００５９】
　色変換後のデータは、上記のとおり、ガンマ補正部１９において出力特性が補正された
後に印刷出力が行われる。
【００６０】
　このように、本実施例では、入力されたＰＤＬデータのＣＭＹＫの色値を用いてオーバ
ープリント処理を行うので、ユーザーの意図したオーバープリント結果を得ることができ
る。
【００６１】
　図５は、本実施例のオーバープリント結果を、通常のプリント及び不具合のあるオーバ
ープリントの結果と共に示す。なお、図５（ａ）は通常のプリントの結果、（ｂ）は本実
施例のオーバープリントの結果、（ｃ）は不具合のあるオーバープリントの結果である。
何れの例においても、入力されたＰＤＬデータの色値（シアン、マゼンタ、イエロー、ブ
ラック）が（０，０，５０，２０）の円形の前面オブジェクトを重ねている。
【００６２】
　通常のプリントでは、図５（ａ）のように、重なり領域において背面オブジェクトが白
抜きされて前面オブジェクトのみが表示される。
【００６３】
　これに対し、本実施例のオーバープリントでは、図５（ｂ）のように、背面オブジェク
トを残しながら前面オブジェクトを重ねて混色されている。
【００６４】
　具体的には、入力されたＰＤＬデータにおいて前面オブジェクトがシアン及びマゼンタ
の成分を有していないので、重なり領域においては、シアン及びマゼンタについて背面オ
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ブジェクトの色値が適用され、イエロー及びブラックについては前面オブジェクトの色値
が適用されている。
【００６５】
　一方、不具合のあるオーバープリントでは、図５（ｃ）のように、本実施例のオーバー
プリントと比較して背面オブジェクトを残すことができていない。
【００６６】
　この不具合のあるオーバープリントでは、従来のように、オーバープリント処理（描画
処理）の前にデバイスの特性に応じたＣＭＹＫにデータを変換している。これにより、色
変換後の前面オブジェクトは、その色値（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）が（
０，６，４７，１７）となって、本来、有していないはずのマゼンタの成分を有すること
となっている。
【００６７】
　このため、図５（ｃ）の例では、マゼンタ、イエロー、及びブラックについて前面オブ
ジェクトの色値が適用され、マゼンタが前面オブジェクトの色値で上書きされた結果とし
て背面オブジェクトを充分に残すことができていない。
［実施例１の効果］
　本実施例の画像形成装置１は、入力されたＰＤＬデータが減法混色によるＣＭＹＫの色
空間であるか否かを判別するインタープリター部５と、減法混色以外による色空間のＰＤ
ＬデータをＣＭＹＫの色空間に変換する第１カラーマッチング部９と、ＣＭＹＫの色空間
のＰＤＬデータに対してオーバープリントの指定の有無を検知するオーバープリント検知
部１１と、ＣＭＹＫの色空間のＰＤＬデータに対して、オーバープリントの指定が検知さ
れたＰＤＬデータに対応するオブジェクトと、その背面にあるＰＤＬデータに対応する背
面オブジェクトとが重なる領域における前面オブジェクトの色値が有色を示す場合、重な
り領域の色値を前面オブジェクトの色値によって上書きし、重なり領域における前面オブ
ジェクトの色値が無色を示す場合、重なり領域を前面オブジェクトで上書きしないオーバ
ープリント処理を行う描画処理部１３と、描画処理部１３によるオーバープリント処理後
の画像データを画像形成装置１の特性に応じて出力色に変換する第２カラーマッチング部
１５とを備える。
【００６８】
　従って、本実施例の画像形成装置１では、オーバープリント処理後にデバイスの特性に
応じた出力色への色変換を行うことで、入力されたＰＤＬデータのＣＭＹＫの色値を用い
てオーバープリント処理を行うことができ、ユーザーの意図したオーバープリント結果を
得ることができる。
【００６９】
　しかも、本実施例の画像形成装置１では、オーバープリント処理後に出力色への色変換
を行うので、デバイスがダメージを受けないようなトナーの載り量に調整することができ
る。結果として、本実施例では、品質の高い描画結果を得ることができる。
【００７０】
　この点、従来のオーバープリント処理では、それによってトナーの載り量が過多となり
、デバイスにダメージを与える恐れがあった。これを抑制するには、トナーの載り量を制
限するトナー制限部を設ける必要があるが、この場合は、品質の低下を招いていた。
【００７１】
　本実施例の画像形成装置１では、上記のとおり、これらの不具合を何れも解消すること
ができる。
【００７２】
　また、本実施例では、異なる色空間やオーバープリント処理の有無に拘わらず、描画処
理部１３を経た共通の画像形成を行わせることができる。
【００７３】
　しかも、本実施例では、描画処理部１３への入力をＣＭＹＫのみとすることができるの
で、ブレンド処理を確実に行わせることもでき、種々の描画処理に対応することができる
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【符号の説明】
【００７４】
１　画像形成装置
５　インタープリター部（判別部、振分部）
９　第１カラーマッチング部（第１色変換部）
１１　オーバープリント検知部
１３　描画処理部
１５　第２カラーマッチング部（第２色変換部）
 

【図１】 【図４】
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