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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿画像からＲＧＢ形式の画像データを読取り、読取った画像データに、所定の画像処
理を施して、ＣＭＹＫ形式の画像データに変換する第１の変換処理手段を備える画像読取
部と、
　外部から入力されたＲＧＢ形式の外部画像データをＣＭＹＫ形式の画像データに変換す
る第２の変換処理手段と、前記第１の変換処理手段及び前記第２の変換処理手段により変
換されたＣＭＹＫ形式の画像データに基づいた画像を出力する出力手段を備える画像出力
部と、
　を備える画像処理装置において、
　前記画像読取部に読取られたＲＧＢ形式の画像データに、読取時の設定情報を付加する
付加手段と、
　前記付加手段により読取時の設定情報が付加されたＲＧＢ形式の画像データが、外部か
ら外部画像データとして入力された場合に、当該外部画像データに付加された前記設定情
報を参照して、当該外部画像データの、前記画像読取部の第１の変換処理手段による画像
処理が可能か否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段によって、前記外部画像データの前記第１の変換処理手段による画像処理
が可能と判断された場合に、前記外部画像データに対して、前記第１の変換処理手段によ
る画像処理を施した上で、前記出力手段により画像を出力させるとともに、前記判断手段
によって、前記外部画像データの前記第１の変換処理手段による画像処理が可能でないと
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判断された場合に、前記第２の変換処理手段による画像処理を施した上で、前記出力手段
により画像を出力させる出力制御手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記設定情報には、前記画像読取部の機種情報、前記画像読取部に固有の調整値情報、
前記画像読取部による画像読取時のパラメータ情報のうち、機種情報を含む少なくとも一
つ以上の情報が含まれ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、画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カラーイメージスキャナ等の画像読取部によって原稿画像を読取り、読取った原
稿画像に基づいて画像データを生成し、当該画像データをカラープリンタやカラーファク
シミリ等の画像出力部によって出力画像として出力するコピー機能と、外部から入力され
た画像データを画像出力部から出力するプリンタ機能と、を備えるデジタル複合機が知ら
れている。
　このようなデジタル複合機においては、画像データに所定の変換処理を施すことによっ
て色表現形式を変換する必要がある。即ち、原稿画像を読取る画像読取部においては、原
稿画像を画像データとして加工を施し易い色表現形式であるＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青
）の色表現形式で読取り、画像出力部においては、ＲＧＢの色表現形式からなる画像デー
タを、Ｃ（シアン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）、Ｋ（ブラック）の色表現形式に
変換した上で出力画像として出力する。
　従って、コピー機能として画像読取部が読取った画像データをＣＭＹＫ変換した画像デ
ータと、一旦画像読取部で読取った画像データを外部から入力してＣＭＹＫ変換した画像
データとでは、画像読取部と画像出力部の色表現形式に係る変換処理方法（論理回路）の
違い等により、色再現性が異なり、場合によっては出力画像の出力結果が異なってしまう
という問題があった。
【０００３】
　そこで、出力結果を統一なものとするために、各装置（部）の変換処理方法が備える特
性によって決定されるカラー属性情報を電子透かしとして画像データに埋め込み、当該カ
ラー属性情報を用いて各装置間でカラー画像を共有可能とした画像入力装置（例えば、特
許文献１参照）や、予め画像データに埋め込まれた処理情報を抽出し、当該処理情報を復
元することにより最初のプリント（画像）と再プリント（画像）の仕上がりを一致させる
ことができるデータ読取装置（例えば、特許文献２参照）等が知られている。
【特許文献１】特開２００２－３３９０１号公報
【特許文献２】特開２００２－１０１２３７号公報
【０００４】
　しかしながら、先行技術によっては、画質の均一性は改善されるものの、カラー属性情
報や処理情報に基づいて、それぞれの装置特有の変換処理方法を補正した上で、各装置に
おいて実際に変換処理を施すものであったため、原稿画像を画像読取部によって読取った
後、色変換して出力したものと、当該原稿画像を画像読取部によって読取った後、一旦外
部に出力した出力画像を再び外部から入力した後、色変換して出力したものでは、画質が
必ずしも同一ではないという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、原稿画像を画像読取部によって読取った後、色変換して出力
した画像と、当該原稿画像を画像読取部によって読取った後、一旦外部に出力した出力画
像を再び外部から入力した後、色変換して出力した画像とを、同一の画質にすることがで
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きる画像処理装置を提供することである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決すべく、請求項１に記載の発明は、原稿画像からＲＧＢ形式の画像デ
ータを読取り、読取った画像データに、所定の画像処理を施して、ＣＭＹＫ形式の画像デ
ータに変換する第１の変換処理手段を備える画像読取部と、外部から入力されたＲＧＢ形
式の外部画像データをＣＭＹＫ形式の画像データに変換する第２の変換処理手段と、前記
第１の変換処理手段及び前記第２の変換処理手段により変換されたＣＭＹＫ形式の画像デ
ータに基づいた画像を出力する出力手段を備える画像出力部と、を備える画像処理装置に
おいて、前記画像読取部に読取られたＲＧＢ形式の画像データに、読取時の設定情報を付
加する付加手段と、前記付加手段により読取時の設定情報が付加されたＲＧＢ形式の画像
データが、外部から外部画像データとして入力された場合に、当該外部画像データに付加
された前記設定情報を参照して、当該外部画像データの、前記画像読取部の第１の変換処
理手段による画像処理が可能か否かを判断する判断手段と、前記判断手段によって、前記
外部画像データの前記第１の変換処理手段による画像処理が可能と判断された場合に、前
記外部画像データに対して、前記第１の変換処理手段による画像処理を施した上で、前記
出力手段により画像を出力させるとともに、前記判断手段によって、前記外部画像データ
の前記第１の変換処理手段による画像処理が可能でないと判断された場合に、前記第２の
変換処理手段による画像処理を施した上で、前記出力手段により画像を出力させる出力制
御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記設定情報には
、前記画像読取部の機種情報、前記画像読取部に固有の調整値情報、前記画像読取部によ
る画像読取時のパラメータ情報のうち、機種情報を含む少なくとも一つ以上の情報が含ま
れることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に記載の発明によると、画像読取部の第１の変換処理手段によってＲＧＢ形式
の画像データとして読取られた原稿画像の画像データであれば、一旦画像処理装置の外部
に出力され、再び画像処理装置に入力された画像データであっても、画像出力部の第２の
変換処理手段ではなく、画像読取部の第１の変換処理手段によって所定の画像処理が施さ
れた上で、ＣＭＹＫ形式の画像として、出力手段により出力することができる。
　これにより、原稿画像を画像読取部によって読取った後、ＲＧＢ形式の画像データから
ＣＭＹＫ形式の画像データに色変換して出力した画像と、当該原稿画像を画像読取部によ
って読取った後、一旦画像処理装置の外部に出力し、再び外部から入力した画像データを
、ＲＧＢ形式の画像データからＣＭＹＫ形式の画像データに色変換して出力した画像とを
、同一の画質にすることができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によると、設定情報として、画像読取部の機種情報に併せて、画
像読取部に固有の調整値情報、画像読取部による画像読取時のパラメータ情報などを用い
ることができる。
　これにより、外部画像データの第１の変換処理手段による画像処理が可能か否かの判断
が、機種情報という明確な判断基準に基づいて適切に行われるため、より確実に画質を同
一のものとすることができる。
　また、第１の変換処理手段による画像処理が可能であると判断された場合に、設定情報
として画像データに付加された画像読取部に固有の調整値や、画像読取時のパラメータ等
を画像処理時に用いることができるため、さらに確実に画質を同一のものとすることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態における、画像処理装置１００の内部構成を示すブロック図
である。
　図１に示すように、画像処理装置としてのデジタル複合カラーコピー機１００は、原稿
画像からＲＧＢ形式の画像データを読取る画像読取部１と、画像読取部１によって読取ら
れた画像データに基づいた画像の出力を行う画像出力部２と、所定の指示を入力する操作
部３と、所定の画像を表示する表示部４と、外部機器とのデータの送受信を相互に可能と
するＩ／Ｆ部５等を備えて構成される。画像読取部１と、画像出力部２と、操作部３と、
表示部4と、Ｉ／Ｆ部５とはバスＢによって互いに接続されている。
【００１１】
　尚、デジタル複合カラーコピー機１００の画像読取部１においては、読取った画像をＲ
ＧＢ形式の画像データとして出力するＲＧＢ形式出力モードと、ＣＭＹＫ形式の画像デー
タに変換して出力するＣＭＹＫ形式出力モードを選択的に設定することができる。
　従って、例えば、デジタル画像の画像データに画像処理を施したい場合には、画像デー
タとして加工を施し易い色表現形式であるＲＧＢ形式の画像データを作成し、当該画像デ
ータをデジタル複合カラーコピー機１００の外部機器（例えば、図示しないパーソナルコ
ンピュータ（以下、「パソコン」という。）等）に出力して所望の画像処理を施した後に
、再びデジタル複合カラーコピー機１００に入力して、画像出力部２から出力することも
できるし、原稿画像を画像読取部１で読取って、画像出力部２から直接出力することも可
能である。この場合、前者がＲＧＢ形式出力モードであって、後者がＣＭＹＫ形式出力モ
ードである。
【００１２】
　ＲＧＢ形式出力モードとＣＭＹＫ形式出力モードは、ユーザが予め設定することができ
、例えば、操作部３を介して出力モードを選択して入力することにより、所望のモードで
の処理を実行することができる。
　本実施形態のデジタル複合カラーコピー機１００においては、当該デジタル複合カラー
コピー機１００に、外部機器としてのパソコンが接続される。そして、パソコンにおいて
、画像データに所望の加工を施すことが可能に構成され、デジタル複合カラーコピー機１
００とパソコンとは、例えば、Ｉ／Ｆ部５を介してデータの送受信が相互に可能な状態で
、電気的に接続されている。
【００１３】
　画像読取部１は、原稿画像からＲＧＢ形式の画像データを読取る。画像読取部１は、制
御部１１と、スキャナ部１５と、Ｉ／Ｆ部１６と、等を備えて構成され、制御部１１は、
ＣＰＵ（Central Processing Unit）１２と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３と、
ＲＯＭ（Read Only Memory）１４と、等を備えて構成される。
【００１４】
　ＣＰＵ１２は、所定のタイミング或いは操作部３等を介して入力された指示に応じて、
ＲＯＭ１４に格納された各種システムプログラムを読み出してＲＡＭ１３のワークエリア
に展開し、当該プログラムに基づいて、画像読取部１を構成する各部への指示やデータの
転送等を行うことにより画像読取部１の動作全般を統括制御する。
【００１５】
　ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１２のワークエリアとして用いられ、ＲＯＭ１４から読み出され
た各種プログラムやこれらプログラムに係るデータ等をメモリエリアに一時的に記憶する
。
【００１６】
　ＲＯＭ１４は、ＣＰＵ１２によって実行される各種データ処理プログラムの他、データ
処理プログラムに係る各種初期設定値等を格納する。具体的には、ＲＯＭ１４は、基本処
理プログラム１４１、第１の変換処理プログラム１４２、付加プログラム１４３、等を格
納する。
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【００１７】
　基本処理プログラム１４１は、スキャナ部１５で読取ったＲＧＢ形式の画像データに所
定の画像処理を施すためのプログラムである。
　具体的には、制御部１１のＣＰＵ１２は、基本処理プログラム１４１を実行することに
より、ＲＧＢ形式の画像データに、例えば、ＣＣＤセンサ（後述する）の素子毎の出力の
ばらつきを補正するためのシェーディング補正や、光の波長の差異よる画像の結像点のず
れを補正するための色収差補正や、画像のメリハリや明るさ等を補正するための階調補正
等の画像処理を施す。
【００１８】
　第１の変換処理プログラム１４２は、スキャナ部１５により読取られた画像データであ
って、制御部１１によって、シェーディング補正や色収差補正、階調補正等が施された画
像データに、所定の画像処理を施して、ＣＭＹＫ形式の画像データに変換するためのプロ
グラムである。
　具体的には、制御部１１は、第１の変換処理手段として、ＣＰＵ１２が第１の変換処理
プログラム１４２を実行することにより、スキャナ部１５により読取られた画像データで
あって、ＣＰＵ１２によってシェーディング補正等の画像処理が施された画像データに、
例えば、Ｌａｂ表色系の色表現に合致させるためのＬａｂ変換や、画像データのサイズを
調節するための変倍や、モニタに表示される画像の全体的な明るさと色の彩度を補正する
ためのγ補正や、ＣＣＤセンサ（後述する）で読取った色表現形式を、ＲＧＢ形式からＣ
ＭＹＫ形式に変換するための色変換や、色表現形式を変換した画像データの階調を調節す
るための階調変換等の画像処理を施して、ＲＧＢ形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画像
データに変換する。
【００１９】
　従って、ＣＭＹＫ形式出力モードの際には、画像読取部１のスキャナ部１５より読取ら
れて、以上に挙げた全ての画像処理が施された画像データが、画像出力部２に出力され、
当該画像データに基づいた画像がプリンタ部２５より出力される。
【００２０】
　付加プログラム１４３は、画像読取部１のスキャナ部１５により読取られたＲＧＢ形式
の画像データに読取時の設定情報を格納する設定情報データを付加するためのプログラム
である。
　具体的には、制御部１１は、付加手段として、ＣＰＵ１２が付加プログラム１４３を実
行することにより、設定情報データをＲＧＢ形式の画像データにヘッダとして付加する。
　ここで、設定情報とは、例えば、画像読取部１の機種情報としてのシリアル番号やファ
ームウェアのバージョン番号、画像読取部１固有の調整値情報、画像読取部１によるスキ
ャン時のパラメータ情報を意味し、このうち、少なくとも機種情報を含む一以上の情報を
含む。本実施形態においては、上記の全ての情報が含まれる。
　また、画像読取部１固有の調整値情報とは、例えば、シャープネス、コントラスト、色
合い等に係る情報であって、スキャン時のパラメータ情報とは、例えば、画質モード等に
係る情報である。
【００２１】
　従って、ＲＧＢ形式出力モードの場合には、シェーディング補正や、色収差補正、階調
補正等の画像処理が施された上で、付加手段によって設定情報データが付加され、当該設
定情報データを備えた画像データが、例えば、ＴＩＦＦファイルやＰＤＦファイル等にフ
ォーマットされた上で、外部機器としてのパソコン（図示省略）等に出力されて、所望の
加工が施される。
【００２２】
　スキャナ部１５は、例えば、何れも図示しない、原稿台と、光源と、ＣＣＤ（Charge　
Coupled　Device）センサと、Ａ／Ｄ変換部と、等を備えて構成される。
　画像データは、原稿台に載置された原稿画像を光源で照らし、当該原稿画像の映像をＣ
ＣＤセンサに投影することにより得られるアナログ信号の画像データを、Ａ／Ｄ変換部に
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入力することにより取得されるデジタル信号の画像データである。スキャナ部１５は、当
該画像データを制御部１１に出力する。
【００２３】
　Ｉ／Ｆ部１６は、画像読取部１や画像出力部２、操作部３、表示部４、Ｉ／Ｆ部５、等
との間で信号や各種データを入出力するためのインターフェイスであり、例えば、ＵＳＢ
（Universal Serial Bus）ポートやＲＳ－４８５Ｃ端子をはじめとするシリアル入出力端
子、パラレル入出力端子、ＳＣＳＩインターフェイス、ＩｒＤＡ（Infrared Data Associ
ation）規格に準じた赤外線通信装置等が備えられる。
【００２４】
　画像出力部２は、ＣＭＹＫ形式の画像データに基づいた画像を出力する。画像出力部２
は、制御部２１と、プリンタ部２５と、画像読取部１のＩ／Ｆ部１６と同様の構成からな
るＩ／Ｆ部２６と、等を備えて構成され、制御部２１は、ＣＰＵ２２と、ＲＡＭ２３と、
ＲＯＭ２４と、等を備えて構成される。
【００２５】
　ＣＰＵ２２は、所定のタイミング或いは操作部３等を介して入力された指示に応じて、
ＲＯＭ２４に格納された各種システムプログラムを読み出してＲＡＭ２３のワークエリア
に展開し、当該プログラムに基づいて、画像出力部２を構成する各部への指示やデータの
転送等を行うことにより画像出力部２の動作全般を統括制御する。
【００２６】
　ＲＡＭ２３は、ＣＰＵ２２のワークエリアとして用いられ、ＲＯＭ２４から読み出され
た各種プログラムやこれらプログラムに係るデータ等をメモリエリアに一時的に記憶する
。
【００２７】
　ＲＯＭ２４は、ＣＰＵ２２によって実行される各種データ処理プログラムの他、データ
処理プログラムに係る各種初期設定値等を格納する。具体的には、ＲＯＭ２４は、第２の
変換処理プログラム２４１、判断プログラム２４２、色形式判断プログラム２４３、出力
制御プログラム２４４、判別情報ファイル２４５等を格納する。
【００２８】
　第２の変換処理プログラム２４１は、デジタル複合カラーコピー機１００の外部から入
力されたＲＧＢ形式の画像データ（以下、「ＲＧＢ形式の外部画像データ」という。）を
、ＣＭＹＫ形式の画像データに変換するためのプログラムである。
　具体的には、制御部２１は、第２の変換処理手段として、ＣＰＵ２２が第２の変換処理
プログラム２４１を実行することにより、ＲＧＢ形式の外部画像データに、例えば、Ｌａ
ｂ変換や、変倍、γ補正、色変換、階調変換等の画像処理を施すことにより、ＲＧＢ形式
の外部画像データをＣＭＹＫ形式の画像データに変換する。
【００２９】
　判断プログラム２４２は、デジタル複合カラーコピー機１００の外部から入力されたＲ
ＧＢ形式の外部画像データに付加された設定情報を参照して、ＲＧＢ形式の外部画像デー
タの、画像読取部１の第１の変換処理手段による画像処理が可能か否かを判断するための
プログラムである。
　具体的には、制御部２１は、判断手段として、ＣＰＵ２２が判断プログラム２４２を実
行することにより、外部画像データに設定情報データが付加されているか否かを判断する
。設定情報データが付加されている場合には、当該画像データから設定情報データを抽出
し、当該設定情報データに格納される設定情報に基づいて、画像読取部１の第１の変換処
理手段による画像処理が可能か否かを判断する。
　より具体的には、設定情報に格納されるシリアル番号やバージョン番号等と、画像出力
部２のＲＯＭ２４に格納された判断情報ファイル２４５に格納される画像読取部１のシリ
アル番号やバージョン番号等が一致するか否かを判断し、これらが一致する場合には、外
部画像データの第１の変換処理手段による画像処理が可能であると判断する。
　設定情報に、スキャン部１固有の調整値情報やスキャン時のパラメータ情報等が格納さ
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れる場合には、設定情報より読み出された調整値情報やパラメータ情報等はＲＡＭ２３の
メモリスペースに一時的に記憶される。
【００３０】
　色形式判断プログラム２４３は、入力された画像データの色表現形式がＲＧＢ形式かＣ
ＭＹＫ形式かを判断するためのプログラムである。
【００３１】
　出力制御プログラム２４４は、外部から入力されたＲＧＢ形式の外部画像データが、判
断手段によって、画像読取部１の第１の変換処理手段による画像処理が可能と判断された
場合に、ＲＧＢ形式の外部画像データに対して第１の変換処理手段による画像処理を施し
た上で、プリンタ部２５より画像を出力させるためのプログラムである。
　具体的には、制御部２１は、出力制御手段として、ＣＰＵ２２が出力制御プログラム２
４４を実行することにより、外部から入力されたＲＧＢ形式の外部画像データを、第１の
変換処理プログラム１４１の実行を指示する指示信号と併せて画像読取部１の制御部１１
に出力する。画像読取部１の第１の変換処理手段によって画像処理を施され、ＲＧＢ形式
からＣＭＹＫ形式に変換された画像データは、画像出力部２の制御部２１に出力され、Ｒ
ＡＭ２３に一時的に記憶される。そして、当該画像データをプリンタ部２５に出力するこ
とにより、プリンタ部２５が画像を出力する。
　このとき、ＲＧＢ形式の画像データ及び指示信号に併せて、ＲＡＭ２３に記憶される調
整値情報とパラメータ情報を併せて画像読取部１の制御部１１に出力することとしても構
わない。この場合、第１の変換処理手段によってＲＧＢ形式の外部画像データに画像処理
が施される場合に、調整値情報やパラメータ情報を用いることができる。
【００３２】
　判断情報ファイル２４５は、外部画像データの第１の変換処理手段による画像処理が可
能か否かの判断に用いられる情報が格納されたファイルであって、具体的には、画像読取
部１の機種情報であるシリアル番号やバージョン番号等が格納される。
【００３３】
　プリンタ部２５は、画像データをラスタデータに展開するためのＲＩＰ（Raster　Imag
e　Processor）や、各種類の印刷用紙を給紙する給紙部（図示省略）を備え、出力手段と
して、画像読取部１の第１の変換処理手段及び画像出力部２の第２の変換処理手段によっ
て変換されたＣＭＹＫ形式の画像データに基づいて、例えば、インクジェット方式、レー
ザ方式、熱転写方式、ドットインパクト方式といった画像形成方法によって、紙やＯＨＰ
シート等の記録媒体に画像を形成して出力する。
【００３４】
　尚、プリンタ部２５より出力される画像の画像データとしては、画像読取部１で読取ら
れ、制御部１１によってＲＧＢ形式からＣＭＹＫ形式に変換されて画像出力部２に出力さ
れた画像データのみならず、画像読取部１で読取られて、デジタル複合カラーコピー機１
００の外部機器で所定の加工を施された後に、制御部１１によってＲＧＢ形式からＣＭＹ
Ｋ形式に変換されて画像出力部２に出力された画像データや、外部機器から直接入力され
て制御部２１によってＲＧＢ形式からＣＭＹＫ形式に変換された画像データや、外部機器
から直接入力されたＣＭＹＫ形式の画像データ等を含む。
【００３５】
　次に、図２のフローチャートを用いて、デジタル複合カラーコピー機１００の画像読取
部１による画像データ出力処理について説明する。
　画像データ出力処理は、画像読取部１のスキャナ部１５を介して画像データが入力され
ることにより開始される。
【００３６】
　スキャナ部１５を介して、原稿画像の画像データが入力されると（ステップＳ１）、Ｃ
ＰＵ１２は、ＲＯＭ１４から基本処理プログラム１４１を読み出してＲＡＭ１３の所定の
ワークスペースに展開して実行することにより、ＲＧＢ形式の画像データに、シェーディ
ング補正、色収差補正、階調補正等の画像処理を施して（ステップＳ２）、次ステップに
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移行する。
【００３７】
　ステップＳ３では、ＣＰＵ１２は、出力モードの設定が、ＲＧＢ形式出力モードかＣＭ
ＹＫ形式出力モードかを判断する（ステップＳ３）。
【００３８】
　ＣＰＵ１２が、出力モードがＲＧＢ形式出力モードであると判断すると（ステップＳ３
；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１２は、ＲＯＭ１４から付加プログラム１４３を読み出してＲＡＭ１
３の所定のワークスペースに展開して実行することにより、画像データに設定情報データ
を付加し（ステップＳ４）、Ｉ／Ｆ部５を介して、パソコン（図示省略）にＲＧＢ形式の
画像データを出力し（ステップＳ５）、画像データ出力処理を終了する。
【００３９】
　一方、ＣＰＵ１２が、出力モードがＣＭＹＫ形式出力モードであると判断すると（ステ
ップＳ３；Ｎｏ）、ＣＰＵ１２はＲＯＭ１４から第１の変換処理プログラム１４２を読み
出してＲＡＭ１３の所定のワークスペースに展開して実行することにより、ＲＧＢ形式の
画像データをＣＭＹＫ形式の画像データに変換して（ステップＳ６）、当該画像データを
画像出力部２に出力し（ステップＳ７）、画像データ出力処理を終了する。
【００４０】
　次に、図３のフローチャートを用いて、デジタル複合カラーコピー機１００の画像出力
部２による画像出力処理について説明する。
　画像出力処理は、画像出力部２に画像データが入力されることにより開始される。
【００４１】
　Ｉ／Ｆ部２６を介して画像データが入力されると（ステップＳ１０１）、画像出力部２
のＣＰＵ２２は、当該画像データが外部画像データであるか否かを判断する（ステップＳ
１０２）。
【００４２】
　ＣＰＵ２２が、画像データが外部画像データであると判断すると（ステップＳ１０２；
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２４より判断プログラム２４２を読み出してＲＡＭ２３
の所定のワークスペースに展開して実行することにより、当該外部画像データの、画像読
取部１の第１の変換処理手段による画像処理が可能か否かを判断する（ステップＳ１０３
）。
【００４３】
　ＣＰＵ２２が、外部画像データの、第１の変換処理手段による画像処理が可能だと判断
すると（ステップＳ１０３；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２２はＲＯＭ２４から出力制御プログラム
２４４を読み出してＲＡＭ２３の所定のワークスペースに展開して実行することにより、
外部画像データと、画像読取部１固有の調整値情報やスキャン時のパラメータ情報、指示
信号等を画像読取部１に出力して、第１の変換処理手段による画像処理を施してＣＭＹＫ
形式の画像データに変換し（ステップＳ１０４）、当該ＣＭＹＫ形式の画像データを画像
出力部２に出力させて、プリンタ部２５より当該画像データに基づいた画像を出力して（
ステップＳ１０５）画像出力処理を終了する。
【００４４】
　一方、ステップＳ１０２において、ＣＰＵ２２が、入力された画像データが外部画像デ
ータではないと判断すると（ステップＳ１０２；Ｎｏ）、ＣＰＵ２２は当該画像データが
、画像読取部１のＣＰＵ１２によって作成されたＣＭＹＫ形式の画像データであると判断
して、プリンタ部２５より、当該画像データに基づいた画像を出力して（ステップＳ１０
５）、画像出力処理を終了する。
【００４５】
　さらに、ステップＳ１０３において、ＣＰＵ２２が、外部画像データの、第１の変換処
理手段による画像処理が可能ではないと判断すると（ステップＳ１０３；Ｎｏ）、ＣＰＵ
２２は、ＲＯＭ２４から色形式判断プログラム２４３を読み出してＲＡＭ２３の所定のワ
ークスペースに展開して実行することにより、画像データがＲＧＢ形式の画像データか、
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ＣＭＹＫ形式の画像データであるかを判断する（ステップＳ１０６）。
【００４６】
　ＣＰＵ２２は、画像データがＲＧＢ形式の画像データであると判断すると（ステップＳ
１０６；Ｙｅｓ）、ＲＯＭ２４より第２の変換処理プログラム２４１を読み出してＲＡＭ
２３の所定のワークスペースに展開して実行することにより、ＲＧＢ形式の画像データを
ＣＭＹＫ形式の画像データに変換する（ステップＳ１０７）。
【００４７】
　さらに、ＣＰＵ２２は、ＣＭＹＫ形式の画像データに基づいた画像をプリンタ部２５よ
り出力して（ステップＳ１０５）、画像出力処理を終了する。
【００４８】
　一方、ステップＳ１０６において、ＣＰＵ２２が、画像データがＲＧＢ形式の画像デー
タでない、すなわち、ＣＭＹＫ形式の画像データであると判断すると（ステップＳ１０６
；Ｎｏ）、ＣＰＵ２２は当該画像データを直接プリンタ部２５に出力して画像を出力し（
ステップＳ１０５）、画像出力処理を終了する。
【００４９】
　以上に説明したデジタル複合カラーコピー機１００によっては、画像読取部１の第１の
変換処理手段によってＲＧＢ形式の画像データとして読取られた原稿画像の画像データで
あれば、一旦デジタル複合カラーコピー機１００の外部（例えば、パソコン）に出力され
、再びデジタル複合カラーコピー機１００に入力された画像データであっても、画像出力
部２の第２の変換処理手段ではなく、画像読取部１の第１の変換処理手段によって所定の
画像処理が施された上で、ＣＭＹＫ形式の画像として、プリンタ部２５より出力すること
ができる。これにより、原稿画像を画像読取部１のスキャナ部１５によって読取った後、
ＲＧＢ形式の画像データからＣＭＹＫ形式の画像データに色変換して画像出力部２のプリ
ント部２５より出力した画像と、当該原稿画像を画像読取部１のスキャナ部１５によって
読取った後、一旦デジタル複合カラーコピー機１００の外部（例えば、パソコン）に出力
し、再びパソコンからデジタル複合カラーコピー機１００に入力した画像データを、ＲＧ
Ｂ形式の画像データからＣＭＹＫ形式の画像データに色変換して出力した画像とを、同一
の画質にすることができる。
　また、画像データに付加する設定情報として、画像読取部１の機種情報に併せて、画像
読取部１に固有の調整値情報、画像読取部１による画像読取時のパラメータ情報等を用い
ることができことにより、ＲＧＢ形式の外部画像データの、第１の変換処理手段による画
像処理が可能か否かの判断が、機種情報という明確な判断基準に基づいて適切に行われる
ため、より確実に画質を同一のものとすることができる。
　さらに、第１の変換処理手段による画像処理が可能であると判断された場合に、設定情
報として画像データに付加された画像読取部１に固有の調整値情報や、画像読取時のパラ
メータ情報等を画像処理時に用いることができるため、さらに確実に画質を同一のものと
することができる。
【００５０】
　尚、画像読取部１の付加手段によって、画像データに設定情報データを付加する際に、
併せて画像データに画素判別情報を付加することとしても構わない。
　ここで、画素判別情報とは、例えば、各画素が構成する画像が、文字か写真かを判別可
能な情報を意味し、具体的には、例えば、彩色判別情報（有彩色か無彩色か）、網点判別
情報、文字判別情報等の情報を意味し、これらの判別情報からなる画素判別情報を用いて
、画素が構成する画像を判別することができる。
　このような画素判別情報は、例えば、判別ｂｉｔと呼ばれるデータが用いられる。判別
ｂｉｔは、各画素に対して、それぞれの画素が文字画像を構成するのか、或いは写真画像
を構成するのかを判別可能な状態で付加される。
　従って、例えば、画像読取部１の付加手段によって画像データに、設定情報データに併
せて画素判別情報（判別ｂｉｔ）が付加された場合には、画像出力部２の判断手段によっ
て、当該設定情報データに併せて判別ｂｉｔも読み出される。画像データが判別ｂｉｔを
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利用することができる。
【００５１】
　また、画像読取部１で読取ったＲＧＢ形式の画像データを、ＣＭＹＫ形式の画像データ
に変換した上で、更にプロセスカラー（Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ）に分版して画像出力部２にセパ
レーション出力することとしても構わない。
【００５２】
　画像データに判別ｂｉｔを付加した画像データの画像や、セパレーション出力した画像
データの画像をパソコン等で確認する場合には、これらの画像に付加された制限設定を解
除可能な専用のソフト等を用いることにより、モニタ等に画像を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態１における、デジタル複合カラーコピー機１の内部構成を示す
ブロック図である。
【図２】画像読取部１による画像データ出力処理を説明するためのフローチャートである
。
【図３】画像出力部２による画像出力処理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
　１　画像読取部
　　１１　制御部（第１の変換処理手段、付加手段）
　　　１２　ＣＰＵ
　　　１３　ＲＡＭ
　　　１４　ＲＯＭ
　　　　１４１　基本処理プログラム
　　　　１４２　第１の変換処理プログラム
　　　　１４３　付加プログラム
　　１５　スキャナ部
　　１６　Ｉ／Ｆ部
　２　画像出力部
　　２１　制御部（第２の変換処理手段、判断手段、出力制御手段）
　　　２２　ＣＰＵ
　　　２３　ＲＡＭ
　　　２４　ＲＯＭ
　　　　２４１　第２の変換処理プログラム
　　　　２４２　判断プログラム
　　　　２４３　色形式判断プログラム
　　　　２４４　出力制御プログラム
　　　　２４５　判断情報ファイル
　　２５　プリンタ部（出力手段）
　　２６　Ｉ／Ｆ部
　３　操作部
　４　表示部
　５　Ｉ／Ｆ部
　１００　デジタル複合カラーコピー機（画像処理装置）



(11) JP 4131267 B2 2008.8.13

【図１】 【図２】

【図３】
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