
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版システムで
あって、
　第１の印刷物データを表示用解像度に展開して第１の展開画像データを作成するととも
に、第２の印刷物データを表示用解像度に展開して第２の展開画像データを作成する展開
部と、
　前記第２の展開画像データの作成前に予め作成されていた前記第１の展開画像データを
記憶する展開画像データ記憶部と、
　前記第１の展開画像データと、前記第２の展開画像データとの比較を行うことによって
検版処理を実行するとともに、前記検版処理の結果を表示部に表示する検版実行部と、

を備え
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　前記各部の動作を制御するための制御部と、
、

　前記制御部は、印刷製版のための処理のフローパターンを決定するパラメータ決定部を
含み、
　前記パラメータ決定部が、前記第１の印刷物データを利用して印刷製版のための処理を
行うフローパターンとして、前記展開画像データ記憶部が前記第１の展開画像データを記
憶する工程を含むフローパターンを決定することにより、前記制御部が前記展開画像デー
タ記憶部に前記第１の展開画像データを記憶する処理を実行させ、
　前記パラメータ決定部が、前記第１の印刷物データの校正後のデータである前記第２の



、印刷製版システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷製版システムであって、
　前記展開部は、文字と図形とビットマップ画像とが異なる種類の部品として表現されて
いる特定形式の印刷物データを展開する、印刷製版システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の印刷製版システムであって、
　前記検版実行部が実行する検版処理は、前記第１の展開画像データと前記第２の展開画
像データとの同じ位置の画素における画素値の違いを示す画素値差分を、各画素位置につ
いて算出する処理を含み、
　前記検版実行部は、検版処理の結果として、前記画素値差分が所定のしきい値以上であ
る画素を、他の画素と異なる方法で表示するとともに、前記所定のしきい値の設定をユー
ザに許容する、印刷製版システム。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の印刷製版システムであって、
　前記検版実行部は、前記検版処理に用いる前記第１の展開画像データの指定をユーザに
許容する、印刷製版システム。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の印刷製版システムであって、
　前記展開部は、展開に用いる印刷物データが前記印刷物を表す複数の種類の部品で構成
されている場合に、前記複数の種類の中の一部の種類の部品のみを用いて展開を行う、印
刷製版システム。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の印刷製版システムであって、
　前記展開部は、展開に用いる印刷物データが表す印刷物領域における展開の基準位置を
、前記表示用解像度における画素のピッチよりも小さい距離だけ移動させて前記印刷物デ
ータの展開を行うことが可能であるとともに、前記展開基準位置の設定をユーザに許容し
、さらに、前記設定された展開基準位置に応じて前記第２の印刷物データを展開すること
によって前記第２の展開画像データを作成する、印刷製版システム。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の印刷製版システムであって、
　前記展開部は、展開に用いる印刷物データが表す印刷物領域における展開の基準位置を
、前記表示用解像度における画素のピッチよりも小さい距離だけ移動させて前記印刷物デ
ータの展開を行うことが可能であるとともに、予め設定された複数の展開基準位置に応じ
て前記第２の印刷物データを展開することによって複数の第２の展開画像データを作成し
、
　前記検版実行部は、作成された前記複数の第２の展開画像データのそれぞれについて、
前記第１の展開画像データとの違いの大きさを表す画像差分量を算出するとともに、表示
部に表示する検版処理結果として、前記画像差分量が最も小さくなる検版処理結果を用い
る、
　印刷製版システム。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載の印刷製版システムであって、
　前記展開部は、展開に用いる印刷物データが表す印刷物領域を複数の領域に分割すると
ともに、前記展開基準位置を、前記複数の領域のそれぞれに対応して独立に設定すること
が可能であり、
　前記検版実行部は、表示部に表示する検版処理結果を、前記複数の領域毎に独立に決定

10

20

30

40

50

(2) JP 3962313 B2 2007.8.22

印刷物データを利用して印刷製版のための処理を行うフローパターンとして、前記検版実
行部が前記第１の展開画像データと前記第２の展開画像データとの比較を行うことによっ
て検版処理を実行する工程を含むフローパターンを決定することにより、前記制御部が前
記検版実行部に検版処理を実行させること、を特徴とする



することが可能である、印刷製版システム。
【請求項９】
　印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版システムに
おける検版方法であって、

を備える、検版方法。
【請求項１０】
　印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版システムに
おいて検版を実現するためのコンピュータプログラムであって、
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　前記印刷製版システムは、
　　第１の印刷物データを表示用解像度に展開して第１の展開画像データを作成するとと
もに、第２の印刷物データを表示用解像度に展開して第２の展開画像データを作成する展
開部と、
　　展開画像データ記憶部と、
　　前記第１の展開画像データと、前記第２の展開画像データとの比較を行うことによっ
て検版処理を実行するとともに、前記検版処理の結果を表示部に表示する検版実行部と、
　　前記各部の動作を制御するための制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、印刷製版のための処理のフローパターンを決定するパラメータ決定部を
含み、
　前記方法は、
　前記パラメータ決定部が、前記第１の印刷物データを利用して印刷製版のための処理を
行うフローパターンとして、前記展開画像データ記憶部が前記第１の展開画像データを記
憶する工程を含む第１フローパターンを決定する工程と、
　前記第１フローパターンに従って、前記制御部が前記展開画像データ記憶部に前記第１
の展開画像データを記憶する処理を実行させる工程と、
　前記パラメータ決定部が、前記第１の印刷物データの校正後のデータである前記第２の
印刷物データを利用して印刷製版のための処理を行うフローパターンとして、前記検版実
行部が前記第１の展開画像データと前記第２の展開画像データとの比較を行うことによっ
て検版処理を実行する工程を含む第２フローパターンを決定する工程と、
　前記第２フローパターンに従って、前記制御部が前記検版実行部に検版処理を実行させ
る工程と、

　前記印刷製版システムは、
　　第１の印刷物データを表示用解像度に展開して第１の展開画像データを作成するとと
もに、第２の印刷物データを表示用解像度に展開して第２の展開画像データを作成する展
開部と、
　　展開画像データ記憶部と、
　　前記第１の展開画像データと、前記第２の展開画像データとの比較を行うことによっ
て検版処理を実行するとともに、前記検版処理の結果を表示部に表示する検版実行部と、
　を備え、
　前記コンピュータプログラムは、
　前記第１の印刷物データを利用して印刷製版のための処理を行うフローパターンとして
、前記展開画像データ記憶部が前記第１の展開画像データを記憶する工程を含む第１フロ
ーパターンを決定する機能と、
　前記第１フローパターンに従って、前記展開画像データ記憶部に前記第１の展開画像デ
ータを記憶する処理を実行させる機能と、
　前記第１の印刷物データの校正後のデータである前記第２の印刷物データを利用して印
刷製版のための処理を行うフローパターンとして、前記検版実行部が前記第１の展開画像
データと前記第２の展開画像データとの比較を行うことによって検版処理を実行する工程
を含む第２フローパターンを決定する機能と、
　前記第２フローパターンに従って、前記検版実行部に検版処理を実行させる機能と、



　をコンピュータに実現させるプログラムを含むコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版システムで
あって、
　第１の印刷物データを表示用解像度に展開して第１の展開画像データを作成するととも
に、第２の印刷物データを表示用解像度に展開して第２の展開画像データを作成する展開
部と、
　前記第２の展開画像データの作成前に予め作成されていた前記第１の展開画像データを
記憶する展開画像データ記憶部と、
　前記第１の展開画像データと、前記第２の展開画像データとの比較を行うことによって
検版処理を実行するとともに、前記検版処理の結果を表示部に表示する検版実行部と、

　を備え

　印刷製版システム。
【請求項１２】
　印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版システムに
おける検版方法であって、
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　前記各部の動作を制御するための制御部と、
、

　前記制御部は、印刷製版のための処理のフローパターンとして保存検版工程を含むフロ
ーパターンを決定するパラメータ決定部を含み、
　前記制御部は、前記フローパターンに従って前記各部を制御し、
　校正前の印刷物データである前記第１の印刷物データを前記フローパターンに従って処
理する場合には、前記制御部は、前記保存検版工程において、前記検版処理を行わずに、
校正後の印刷物データの検版処理で使用ために前記第１の展開画像データを前記展開画像
データ記憶部に保存させて、前記フローパターンの次の工程を実行し、
　前記第１の印刷物データの校正後のデータである前記第２の印刷物データを前記フロー
パターンに従って処理する場合には、前記制御部は、前記保存検版工程において、前記検
版実行部に前記検版処理を実行させる、

　前記印刷製版システムは、
　　第１の印刷物データを表示用解像度に展開して第１の展開画像データを作成するとと
もに、第２の印刷物データを表示用解像度に展開して第２の展開画像データを作成する展
開部と、
　　展開画像データ記憶部と、
　　前記第１の展開画像データと、前記第２の展開画像データとの比較を行うことによっ
て検版処理を実行するとともに、前記検版処理の結果を表示部に表示する検版実行部と、
　　前記各部の動作を制御するための制御部と、
　を備え、
　前記方法は、
　　前記制御部が、印刷製版のための処理のフローパターンとして保存検版工程を含むフ
ローパターンを決定する工程と、
　　前記制御部が、前記フローパターンに従って前記各部を制御する工程と、
　を備え、
　前記各部を制御する工程は、
　　校正前の印刷物データである前記第１の印刷物データを前記フローパターンに従って
処理する場合には、前記制御部が、前記保存検版工程において、前記検版処理を行わずに
、校正後の印刷物データの検版処理で使用ために前記第１の展開画像データを前記展開画
像データ記憶部に保存させて、前記フローパターンの次の工程に進む工程と、
　　前記第１の印刷物データの校正後のデータである前記第２の印刷物データを前記フロ
ーパターンに従って処理する場合には、前記制御部が、前記保存検版工程において、前記
検版実行部に前記検版処理を実行させる工程と、
　を含む、



　検版方法。
【請求項１３】
印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版システムにお
いて検版を実現するためのコンピュータプログラムであって、

コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版
技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータ技術の進展に伴って、商業印刷用の製版システムにおいてもコンピュータを
用いたデジタル化が普及してきている。デジタル化された印刷製版システムでは、印刷物
データ（例えば PDFデータや PostScriptデータ。 PostScriptはアドビシステムズ社の商標
）を受け取り、この印刷物データに種々のデータ処理を行って２値の刷版データを作成し
、この刷版データを用いて刷版または網フィルムが出力される。さらに最近では、印刷製
版システムで２値の印刷データを作成し、この２値印刷データをオンデマンド印刷機に転
送して直接印刷させるオンデマンド印刷も行われている。本明細書では、このような２値
刷版データや２値印刷データを作成する処理の全体を「印刷製版」と呼んでいる。
【０００３】
印刷製版においては、クライアントの指示通りに印刷物画像を修正することが重要である
。そのため、印刷物の校正と、校正結果が正しく反映されているか否かをチェックする検
版とが念入りに行われる。デジタル化された印刷製版システムでは、校正前後の刷版デー
タを比較することによって検版が行われている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１０－１５４２３４号公報
【０００５】
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　前記印刷製版システムは、
　　第１の印刷物データを表示用解像度に展開して第１の展開画像データを作成するとと
もに、第２の印刷物データを表示用解像度に展開して第２の展開画像データを作成する展
開部と、
　　展開画像データ記憶部と、
　　前記第１の展開画像データと、前記第２の展開画像データとの比較を行うことによっ
て検版処理を実行するとともに、前記検版処理の結果を表示部に表示する検版実行部と、
　を備え、
　前記コンピュータプログラムは、
　　印刷製版のための処理のフローパターンとして保存検版工程を含むフローパターンを
決定する機能と、
　　前記フローパターンに従って前記印刷製版システムの前記各部を制御する機能と、
　をコンピュータに実現させるコンピュータプログラムであり、
　前記各部を制御する機能は、
　　校正前の印刷物データである前記第１の印刷物データを前記フローパターンに従って
処理する場合には、前記保存検版工程において、前記検版処理を行わずに、校正後の印刷
物データの検版処理で使用ために前記第１の展開画像データを前記展開画像データ記憶部
に保存させて、前記フローパターンの次の工程に進む機能と、
　　前記第１の印刷物データの校正後のデータである前記第２の印刷物データを前記フロ
ーパターンに従って処理する場合には、前記保存検版工程において、前記検版実行部に前
記検版処理を実行させる機能と、
　を含む、



【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の印刷製版システムにおいては、最終的な印刷物をクライアントの要求を
満たすものとするために、最終的な印刷物に最も近いデータを用いて検版が行われている
。例えば、刷版を作成する場合には、刷版または網フィルム等の出力直前のデータを用い
た検版が行われるが、そのデータの解像度は高く（例えば、４０００ｄｐｉ）、情報量も
非常に多い。そのため、校正前後のデータを比較する検版を実行するために、長時間を要
する場合があった。
【０００６】
本発明は、上述した従来の課題を解決するためのものであり、印刷製版システムにおける
検版を高速に行うことを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
　上記課題の少なくとも一部を解決するために、この発明の第１の態様に係る印刷製版シ
ステムは、印刷物を表す印刷物データを利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版シ
ステムであって、第１の印刷物データを表示用解像度に展開して第１の展開画像データを
作成するとともに、第２の印刷物データを表示用解像度に展開して第２の展開画像データ
を作成する展開部と、前記第２の展開画像データの作成前に予め作成されていた前記第１
の展開画像データを記憶する展開画像データ記憶部と、前記第１の展開画像データと、前
記第２の展開画像データとの比較を行うことによって検版処理を実行するとともに、前記
検版処理の結果を表示部に表示する検版実行部と、前記各部の動作を制御するための制御
部と、を備え、前記制御部は、印刷製版のための処理のフローパターンを決定するパラメ
ータ決定部を含み、前記パラメータ決定部が、前記第１の印刷物データを利用して印刷製
版のための処理を行うフローパターンとして、前記展開画像データ記憶部が前記第１の展
開画像データを記憶する工程を含むフローパターンを決定することにより、前記制御部が
前記展開画像データ記憶部に前記第１の展開画像データを記憶する処理を実行させ、前記
パラメータ決定部が、前記第１の印刷物データの校正後のデータである前記第２の印刷物
データを利用して印刷製版のための処理を行うフローパターンとして、前記検版実行部が
前記第１の展開画像データと前記第２の展開画像データとの比較を行うことによって検版
処理を実行する工程を含むフローパターンを決定することにより、前記制御部が前記検版
実行部に検版処理を実行させること、を特徴とする。
　また、この発明の第２の態様に係る印刷製版システムは、印刷物を表す印刷物データを
利用し、印刷製版のための処理を行う印刷製版システムであって、第１の印刷物データを
表示用解像度に展開して第１の展開画像データを作成するとともに、第２の印刷物データ
を表示用解像度に展開して第２の展開画像データを作成する展開部と、前記第２の展開画
像データの作成前に予め作成されていた前記第１の展開画像データを記憶する展開画像デ
ータ記憶部と、前記第１の展開画像データと、前記第２の展開画像データとの比較を行う
ことによって検版処理を実行するとともに、前記検版処理の結果を表示部に表示する検版
実行部と、前記各部の動作を制御するための制御部と、を備え、前記制御部は、印刷製版
のための処理のフローパターンとして保存検版工程を含むフローパターンを決定するパラ
メータ決定部を含み、前記制御部は、前記フローパターンに従って前記各部を制御し、校
正前の印刷物データである前記第１の印刷物データを前記フローパターンに従って処理す
る場合には、前記制御部は、前記保存検版工程において、前記検版処理を行わずに、校正
後の印刷物データの検版処理で使用ために前記第１の展開画像データを前記展開画像デー
タ記憶部に保存させて、前記フローパターンの次の工程を実行し、前記第１の印刷物デー
タの校正後のデータである前記第２の印刷物データを前記フローパターンに従って処理す
る場合には、前記制御部は、前記保存検版工程において、前記検版実行部に前記検版処理
を実行させる。
【０００８】
この印刷製版システムによれば、表示用解像度に展開された展開画像データを用いた検版
を実行することができるので、より高速に検版を実行することができる。
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【０００９】
上記印刷製版システムにおいて、前記展開部は、文字と図形とビットマップ画像とが異な
る種類の部品として表現されている特定形式の印刷物データを展開するのが好ましい。
【００１０】
こうすることで、文字と図形とビットマップ画像とが異なる種類の部品として表現されて
いる特定形式の印刷物データを展開して検版に用いることができるので、特定形式の印刷
物データが、校正結果を正しく反映しているか否かをチェックすることができる。
【００１１】
上記各印刷製版システムにおいて、前記検版実行部が実行する検版処理は、前記第１の展
開画像データと前記第２の展開画像データとの同じ位置の画素における画素値の違いを示
す画素値差分を、各画素位置について算出する処理を含み、前記検版実行部は、検版処理
の結果として、前記画素値差分が所定のしきい値以上である画素を、他の画素と異なる方
法で表示するとともに、前記所定のしきい値の設定をユーザに許容するのが好ましい。
【００１２】
こうすることで、画素値差分が所定のしきい値以上である画素を、他の画素と異なる方法
で表示するので、画素値差分が所定のしきい値以上である画素を容易に識別することがで
きる。また、所定のしきい値の設定をユーザに許容するので、画素値差分がユーザの所望
するしきい値以上である画素の識別を容易行うことができる。
【００１３】
上記各印刷製版システムにおいて、前記検版実行部は、前記検版処理に用いる前記第１の
展開画像データの指定をユーザに許容するのが好ましい。
【００１４】
こうすることで、第１の展開画像データの指定をユーザに許容するので、ユーザの所望す
る展開画像データを用いた検版を行うことができる。
【００１５】
上記各印刷製版システムにおいて、前記展開部は、展開に用いる印刷物データが前記印刷
物を表す複数の種類の部品で構成されている場合に、前記複数の種類の中の一部の種類の
部品のみを用いて展開を行うのが好ましい。
【００１６】
こうすることで、複数の種類の中の一部の種類の部品のみを用いて展開を行うので、一部
の種類の部品を用いた検版を実行することができる。
【００１７】
上記各印刷製版システムにおいて、前記展開部は、展開に用いる印刷物データが表す印刷
物領域における展開の基準位置を、前記表示用解像度における画素のピッチよりも小さい
距離だけ移動させて前記印刷物データの展開を行うことが可能であるとともに、前記展開
基準位置の設定をユーザに許容し、さらに、前記設定された展開基準位置に応じて前記第
２の印刷物データを展開することによって前記第２の展開画像データを作成するのが好ま
しい。
【００１８】
こうすることで、展開の基準位置を表示用解像度における画素のピッチよりも小さい距離
だけ移動させて得られる展開画像データを用いた検版を行うことが可能であるので、印刷
物内の部品の位置が表示用画素のピッチよりも小さい距離だけずれることによって生じる
展開画像データの差異を小さくすることができる。また、表示部に表示するための検版処
理結果を得るための展開基準位置の設定をユーザに許容するので、ユーザが所望する展開
基準位置に応じた適切な検版処理結果を得ることができる。
【００１９】
上記各印刷製版システムにおいて、前記展開部は、展開に用いる印刷物データが表す印刷
物領域における展開の基準位置を、前記表示用解像度における画素のピッチよりも小さい
距離だけ移動させて前記印刷物データの展開を行うことが可能であるとともに、予め設定
された複数の展開基準位置に応じて前記第２の印刷物データを展開することによって複数
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の第２の展開画像データを作成し、前記検版実行部は、作成された前記複数の第２の展開
画像データのそれぞれについて、前記第１の展開画像データとの違いの大きさを表す画像
差分量を算出するとともに、表示部に表示する検版処理結果として、記画像差分量が最も
小さくなる検版処理結果を用いるのが好ましい。
【００２０】
こうすることで、展開の基準位置を表示用解像度における画素のピッチよりも小さい距離
だけ移動させて得られる展開画像データを用いた検版を行うことが可能であるので、印刷
物内の部品の位置が表示用画素のピッチよりも小さい距離だけずれることによって生じる
展開画像データの差異を小さくすることができる。また、表示部に表示するための検版処
理結果を得るための展開基準位置を、画像差分量を用いて設定するため、適切な検版処理
結果を容易に得ることができる。
【００２１】
上記各印刷製版システムにおいて、前記展開部は、展開に用いる印刷物データが表す印刷
物領域を複数の領域に分割するとともに、前記展開基準位置を、前記複数の領域のそれぞ
れに対応して独立に設定することが可能であり、前記検版実行部は、表示部に表示する検
版処理結果を、前記複数の領域毎に独立に決定することが可能であるのが好ましい。
【００２２】
こうすることで、印刷物データにおける複数の領域のそれぞれについて、独立した展開基
準位置を用いた検版結果を表示することが可能であるので、印刷物内の部品の位置ずれが
、印刷物データが表す印刷物領域内の位置によって異なる場合にも、適切な検版処理結果
を得ることができる。
【００２３】
なお、この発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、検版方法および検
版装置、印刷製版方法および印刷製版装置、これらの方法または装置の機能を実現するた
めのコンピュータプログラム、そのコンピュータプログラムを記録した記録媒体、そのコ
ンピュータプログラムを含み搬送波内に具現化されたデータ信号、等の形態で実現するこ
とができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を実施例に基づいて以下の順序で説明する。
Ａ．装置の全体構成：
Ｂ．実施例：
Ｃ．変形例：
【００２５】
Ａ．装置の全体構成：
図１は、本発明の一実施例である印刷システムの全体構成を示す説明図である。この印刷
システムは、印刷物をデザインして印刷物データを作成するためのデザイン装置１００と
、この印刷物データに基づいて刷版または印刷物を作成するための印刷製版システム２０
０とを備えている。印刷製版システム２００は、ワークフロー制御システム３００と、３
つの出力機４１０、４２０、４３０とがネットワークを介して接続されることによって構
成されている。すなわち、簡易プルーフ出力機４１０は、印刷物データにより得られるデ
ジタルデータに応じて校正刷りを印刷し、網点プルーフ出力機４２０は、デジタルデータ
に網点処理（網掛け処理）を行ったデータの校正刷りを出力し、プレート出力機４３０は
、デジタルデータから刷版を直接作成する。なお、プレート出力機４３０は、ＣＴＰ（ Co
mputer To Plate）装置とも呼ばれている。また、ワークフロー制御システム３００には
、ＣＲＴディスプレイ、ＬＣＤディスプレイ等の表示部４００が接続されており、印刷物
データに応じた印刷物画像等を表示する。
【００２６】
図２は、ワークフロー制御システム３００の機能的構成を示すブロック図である。ワーク
フロー制御システム３００は、デザイン装置１００から受け取った特定形式の印刷物デー
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タ（例えば、 PDFデータや PostScriptデータ。なお、これらのデータ形式は、文字と図形
とビットマップ画像とが異なる種類の部品として表現されるデータ形式である）を処理す
るための、以下のような処理部としての機能を有している。
【００２７】
（１）プリフライト処理部３１０：
プリフライト処理は、いわゆる前処理であり、印刷物データの内容を解析して、印刷製版
用の処理を問題無く実行できるか否かを確認するための処理である。例えば、 PDFファイ
ルや PostScriptファイルの記述から、（ｉ）文書内にリンクが張られているオブジェクト
のファイルの有無、（ｉｉ）標準的でないフォントデータの文書内への埋め込みの有無、
などが確認される。不足しているデータやファイルがある場合には、データの追加や仕様
の変更をユーザに要求する。また、印刷物データは、展開部３６０によって表示用解像度
に展開され、展開された展開画像データに応じた印刷物画像が、表示部４００（図１）に
表示される。ユーザは、表示部４００に表示された印刷物画像を用いて、適切な印刷物デ
ータであるか否かの確認を行うことができる。
【００２８】
（２）台割面付け処理部３２０：
いわゆる台割処理や面付け処理（１枚の刷版に複数のページを配置する処理）を行う。ま
た、処理が行われたデータに応じた校正刷りが、簡易プルーフ出力機４１０（図１）より
出力される。ユーザは、出力された校正刷りを確認することによって、校正を行うことが
できる。大きさが異なる複数種類の出力を行う場合には、それぞれの大きさに応じた台割
処理や面付け処理が行われる。例えば、簡易プルーフ出力の大きさと、プレート出力の大
きさとが異なる場合には、それぞれの出力用の台割処理や面付け処理が行われる。
【００２９】
（３）自動製版処理部３３０：
いわゆる、スミノセや、白フチ、トラッピングなどの処理を行う。
【００３０】
（４）網点プルーフ処理部３４０：
いわゆる、ＲＩＰ展開処理（ Raster Image Processing）や網点処理（網掛け処理）を行
い、各インク色（例えば、ＹＭＣＫの４色）の刷版を表すラスタデータを出力用解像度（
例えば、４０００ｄｐｉ）に合わせて作成する。作成されたデータに応じた校正刷りは、
網点プルーフ出力機４２０（図１）より出力される。ユーザは、出力された校正刷りを確
認することによって、校正を行うことができる。
【００３１】
（５）最終出力処理部３５０：
プレート出力機４３０に適した出力データを作成する。作成された出力データはプレート
出力機４３０に転送され、出力データに応じた刷版がプレート出力機４３０によって作成
される。
【００３２】
（６）展開部３６０：
印刷製版のために受け取った印刷物データを、表示部４００に表示するための表示用解像
度に展開して、展開画像データを作成する。作成された展開画像データは、表示部４００
による表示や、検版実行部３７０による検版処理（後述する）に用いられる。
【００３３】
（７）検版実行部３７０：
展開画像データを用いた検版を行う。詳細については後述する。
【００３４】
（８）展開画像データ記憶部３８０：
展開部３６０によって作成された種々の展開画像データを記憶する。記憶された展開画像
データは、検版実行部３７０による検版処理に用いられる。
【００３５】
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ワークフロー制御システム３００は、さらに、これらの各処理部３１０～３８０の動作を
制御するための制御部３９０を備えている。制御部３９０は、パラメータ決定部３９２を
備えており、ユーザは、パラメータ決定部３９２を介して、各処理部３１０～３８０の制
御パラメータを設定することができる。１つの印刷製版作業（「ジョブ」と呼ぶ。）に対
する各種の制御パラメータは、ジョブチケットＪＴと呼ばれるデータファイルにまとめら
れる。すなわち、各処理部３１０～３８０が１つのジョブを実行する際には、ジョブチケ
ットＪＴ内の制御パラメータに従って各処理部の処理内容が制御される。
【００３６】
なお、ワークフロー制御システム３００の各処理部３１０～３８０や制御部３９０の機能
は、ワークフロー制御システム３００の図示しないハードディスクに格納されたコンピュ
ータプログラムをコンピュータ（ワークフロー制御システム３００）が実行することによ
って実現される。
【００３７】
Ｂ．実施例：
Ｂ１．制御パラメータ設定：
図３は、この実施例における、表示部４００上から制御パラメータの設定を行う様子を示
す説明図である。この実施例では、表示部４００（図１）に、図３に示す画面が表示され
る。ユーザは、この画面を操作することによって、１つのジョブ（印刷製版作業）のフロ
ーパターンの設定と、各処理工程の制御パラメータの設定とを行うことができる。図示さ
れているように、画面中には、ジョブチケットの名称を設定するチケット名称設定部ＴＮ
と、処理工程の流れを設定するフローパターン設定部ＦＡと、フローパターン中の各処理
の制御パラメータを設定する制御パラメータ設定部ＰＡと、設定した内容を確認するため
の確認ボタンＢＯと、設定した内容を破棄するためのキャンセルボタンＢＣとを有してい
る。
【００３８】
チケット名称設定部ＴＮは、ジョブチケットＪＴ（図２）を識別するための名称を設定す
るフィールドを含んでいる。ジョブチケットＪＴは、各処理工程の制御パラメータを含ん
だデータファイルである。新しい名称を設定することで、新規のジョブの設定を行うこと
ができる。校正後の印刷物データの処理を行う場合には、前回使用した名称を設定するこ
とによって、同じ設定での処理を行うことができる。印刷物データが、対応するジョブチ
ケットの名称を含むように構成されている場合には、印刷製版に用いる印刷物データが指
定された際に、印刷物データに含まれる名称が、処理に用いるジョブチケットの名称とし
て自動的に設定されるのが好ましい。例えば、処理フロー途中の校正によって修正が必要
となった場合には、印刷物データに、処理で用いているジョブチケットの名称を含ませた
データを、修正後の印刷物データとして用いる。この場合、修正後の印刷物データには、
既にジョブチケットの名称が含まれているので、ユーザが設定することなく、適切なジョ
ブチケットが選択される。
【００３９】
フローパターン設定部ＦＡは、実行される処理のフローパターンの設定と確認を行うため
領域である。図３に示されたフローパターンでは、まず、プリフライト処理部３１０によ
って、入力された印刷物データのプリフライト処理が行われる。また、印刷物データを表
示用解像度に展開して得られる展開画像データを用いた検版１が行われる（詳細は後述す
る）。検版１が済むと、処理部３２０によって面付け処理実行され、さらに、処理された
データから校正刷りが出力されて校正（プルーフ１）が行われる。校正（プルーフ１）が
済むと、自動製版処理部３３０によってトラッピング処理が実行される。つぎに、網点プ
ルーフ処理部３４０によって、ＲＩＰ処理が実行され、さらに、網点処理が実行された後
に、校正（プルーフ２）が行われる。校正（プルーフ２）が終了すると、各インク色の刷
版を表すラスタデータに基づいて、ＹＭＣＫ各色の色分解版の検査（検版２）が実行され
た後に、ＣＴＰ（プレート出力機４３０）によって刷版が生成される。なお、検版２とし
ては、例えば、校正前後の各分解版のデータを比較する検版処理が実行される。
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【００４０】
制御パラメータ設定部ＰＡは、フローパターン設定部ＦＡに示される各処理工程の制御パ
ラメータの設定と確認を行うためのフィールドを含んでいる。この実施例では、フローパ
ターン設定部ＦＡにおいて選択された処理工程（太枠で示された処理工程）に関する制御
パラメータが、制御パラメータ設定部ＰＡに表示されている。図３の例では、フローパタ
ーン設定部ＦＡにおいて「検版１」が選択されており、「検版１」の処理工程を制御する
ための３つ制御パラメータ（「印刷物データファイル名」、「保存ファイル名」、「比較
ファイル名」）が制御パラメータ設定部ＰＡ内のフィールドに示されている。「印刷物デ
ータファイル名」には、印刷製版に用いる印刷物データのファイル名が設定され、「保存
ファイル名」には、表示用解像度に展開された展開画像データを保存するためのファイル
名が設定され、「比較ファイル名」には、「検版１」を行うために用いる展開画像データ
のファイル名が設定される（詳細については後述する）。ユーザは、各制御パラメータの
フィールドに所望の値を入力することによって、その制御パラメータの値を設定すること
ができる。また、ユーザが値を設定しない場合には、予め設定された標準値が設定される
。例えば、「比較ファイル名」には、前回（校正前）の検版１の処理における「保存ファ
イル名」の設定値が設定される。「検版１」の詳細については、後述する。
【００４１】
制御パラメータの設定を行う処理工程は「検版１」に限らず、フローパターン設定部ＦＡ
に表示されている各処理工程を選択することによって、任意の処理工程の制御パラメータ
の設定を行うことが可能である。例えば、「面付け」工程を選択することによって、複数
のページデータの各ページの面付け位置を設定することができ、また、「網点」工程を選
択することによって、網点処理に使用する網点の種類を設定することができる。また、フ
ローパターン設定部ＦＡのフロー設定ボタンＦＳを操作することによって、フローパター
ン自体の設定を行うこともできる。
【００４２】
Ｂ２．展開画像データを用いた検版の第１実施例：
図４は、展開画像データを用いた検版（図３の「検版１」に相当）を説明する説明図であ
る。この実施例の検版は、デザイン装置１００（図１）にて作成された校正後の印刷物デ
ータ（第２の印刷物データ）と、校正前の印刷物データ（第１の印刷物データ）との違い
を検査するために実行される。校正後の印刷物データは、上述のフローパターンの校正や
検版の結果、原稿の修正が必要となった場合に、デザイン装置１００にて作成される。
【００４３】
校正前の印刷物データ（第１の印刷物データ）ＰＤａは、ワークフロー制御システム３０
０（図１、図２）に受け取られると、プリフライト処理部３１０によってその内容が解析
され、製版用の処理を問題無く実行できるか否かの確認が行われる。また、印刷物データ
ＰＤａは、展開部３６０によって、表示部４００（図１）に印刷物画像を表示するための
表示用解像度に展開され、展開された第１の展開画像データＩＭＤａに応じた印刷物画像
が表示部４００（図１）に表示（プレビュー）される。表示用解像度としては表示部４０
０に適した値が用いられ、例えば、７２ｄｐｉが用いられる。各表示用画素の画素値とし
ては、その表示用画素内における階調（濃度）値の平均値や、その表示用画素の中心位置
における階調（濃度）値を用いることができる。ユーザは、表示部４００に表示（プレビ
ュー）された印刷物画像を用いて、適切な印刷物データであるか否かの確認を行うことが
できる。なお、この検版１（校正前の印刷物データを処理する場合の検版１）の処理にお
いては、展開画像データの比較は行われず、校正後の印刷物データを処理する場合に、展
開画像データの比較が行われる（詳細は後述）。また、展開画像データＩＭＤａは、展開
画像データ記憶部３８０に、第１の展開画像データとして記憶される。展開画像データ記
憶部３８０内では、展開画像データを識別するために「ファイル名」が用いられる。展開
画像データＩＭＤａに用いるファイル名としては、「検版１」の制御パラメータ「保存フ
ァイル名」（図３）の設定値が用いられる。「保存ファイル名」の設定値としては、ユー
ザが指定しない場合には、例えば、印刷物データファイル名から所定の規則に従って決め
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られる値に設定される。図３に示す例では、印刷物データファイル名に処理の回数を表す
数字を追加し、さらに、拡張子を展開画像データの形式を表す拡張子に置き換えたファイ
ル名が用いられている。
【００４４】
プリフライト処理の結果、製版用の処理を問題無く実行できると確認された場合には、印
刷物データＰＤａは、台割面付け処理部３２０に送られ、フローパターンに従った処理が
行われる。
【００４５】
図５は、校正後の印刷物データＰＤｂ（第２の印刷物データ）の処理を説明する説明図で
ある。図４に示す校正前の印刷物データＰＤａの処理との差異は、表示部４００（図１）
に、校正前後の展開画像データを比較した結果（検版処理結果）を表示する点である。校
正後の印刷物データＰＤｂは展開部３６０によって展開され、第２の展開画像データとし
ての展開画像データＩＭＤｂが生成される。検版実行部３７０は、展開部３６０によって
生成された校正後の展開画像データＩＭＤｂと、展開画像データ記憶部３８０に記憶され
た校正前の展開画像データＩＭＤａ（第１の展開画像データ）とを読み込み、２つの展開
画像データを比較する検版処理を行い、検版処理結果を表示部４００（図１）に表示する
。検版実行部３７０は、展開画像データ記憶部３８０から読み込む展開画像データ（第１
の展開画像データ）を識別するためのファイル名として、「検版１」の制御パラメータ「
比較ファイル」（図３）の設定値を用いる。「比較ファイル」の設定値は、ユーザによる
指定が無い場合には、前回（校正前）の検版１の処理において展開画像データを保存する
際に利用した保存ファイル名が設定される。すなわち、この実施例では、校正前の展開画
像データＩＭＤａのファイル名が設定される。
【００４６】
図６は、表示部４００（図１）に表示される検版処理結果画面を説明する説明図である。
図６に示す画面には、検版結果データで表された検版結果画像ＩＭＧと、処理を進行させ
るためのボタンＢＧと、処理を中断させるためのボタンＢＳとが表示されている。この実
施例では、検版実行部３７０は、２つの展開画像データＩＭＤａ、ＩＭＤｂの同じ位置の
画素における画素値の差分を、各画素位置について算出し、画素値の差分で校正された検
版結果データを作成する。さらに、検版結果画像ＩＭＧの表示の際には、画素値の差分が
予め設定されたしきい値以上である画素を濃く表示し、しきい値未満である画素を薄く表
示する。この実施例では、校正によって領域ＤＩにおける数字の「２」が「３」に変更さ
れている。そこで、図６に示す画面には、この変更が行われた領域ＤＩにおいて、画素値
差分が大きくなった画素が濃く表示され、その他の画素値差分が小さい画素が薄く表示さ
れている。このように、画素値差分がしきい値以上である画素、すなわち、変更のあった
箇所が目立つように表示すれば、ユーザは、変更箇所の確認を容易に行うことができる。
しきい値としては、例えば、階調値の取りうる範囲が０～２５５である場合に、３０とし
ても良い。このしきい値が大きいほど、より画素値差分が大きい画素のみを目立たせるこ
とができる。すなわち、しきい値が大きいほど、より大きい違いのみを確認する検版を実
行することができる。
【００４７】
ユーザは、このように、校正前後で変更があった箇所が目立つように表示された画面を確
認することによって、その校正が適切に行われたが否かの判断、すなわち、文字の入力ミ
スや配置ミスが無いか否か、罫線の配置ミスが無いか否か、画像が適切なものか否か等の
判断を容易に行うことができる。ユーザは、校正が適切に行われたと判断した場合には、
ボタンＢＧを操作することによって、処理を進行させることができる。校正が適切に行わ
れていない、すなわち、修正すべき箇所が修正されていなかったり、指定されていない箇
所が誤って変更されていたりした場合には、ボタンＢＳを操作することよって、処理を中
断させることができる。
【００４８】
ところで、表示用解像度は、最終的な出力用解像度（刷版データの解像度）よりも低い場
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合が一般的である。そのため、この実施例では、出力用解像度での画像データを用いた検
版よりも高速な検版を行うことができる。細かい画像や細かい文字等は、粗い表示用解像
度に展開することによって、形がつぶれてしまう場合がある。しかし、比較対象となる２
つの展開画像データを同じ解像度で展開すれば、そのつぶれ方は同じとなるので、細かい
文字等の検版も適切に行うことができる。
【００４９】
展開画像データの解像度（表示用解像度）としては、表示部４００において印刷物をほぼ
実物大で表示するための標準解像度（例えば７２ｄｐｉ）を用いても良く、また、この標
準解像度よりも低い解像度（例えば３６ｄｐｉ）や、より高い解像度（例えば、１４４ｄ
ｐｉ）を用いても良い。表示部４００の標準解像度を用いれば、表示部４００には、実際
の印刷物と同じ大きさの画像が表示されるので、ユーザは、文字や画像の配置確認を、よ
り適切に行うことができる。また、より低い解像度を用いれば、より高速な検版処理を行
うことが可能であり、より高い解像度を用いれば、より細かく精度の高い検版処理を行う
ことが可能である。いずれの場合も、印刷物画像を表示部４００に表示（プレビュー）す
るための表示用解像度に展開した展開画像データを用いて検版を行えば、検版用に印刷物
データの展開処理を行う必要もないので、高速に、プレビューと検版とを実行することが
できる。また、表示用解像度をユーザが設定できるように構成してもよい。こうすること
によって、ユーザは、印刷物データに応じた適切な解像度での検版処理結果を得ることが
できる。なお、印刷物画像や検版結果画像を表示部４００に表示する際に、表示用解像度
とは別に、ユーザの指示に応じて拡大縮小して表示することができるように構成しても良
い。こうすることによって、ユーザは、印刷物データの確認と検版処理結果の確認とを、
より適切に行うことができる。
【００５０】
以上のように、この実施例では、印刷製版のために受け取った印刷物データを表示用解像
度に展開した展開画像データを用いた検版処理を行っている。すなわち、面付け処理やト
ラップ処理、ＲＩＰ処理、網点処理などのデータ加工処理を実行する前に、校正が適切に
行われたか否かの判断を行うことができる。そのため、校正が適切でない場合に、このよ
うなデータ加工処理を実行してしまうことを抑制することができる。
【００５１】
なお、変更があった箇所を目立つように表示する方法としては、変更があった箇所を点滅
させたり、枠で囲ったりする方法を用いても良い。また、変更のあった箇所を拡大表示し
たり、特定の色で表示したりしても良い。
【００５２】
また、印刷物データがモノクロデータではなく複数の色成分（ＲＧＢやＹＭＣＫ等）を含
むデータである場合には、展開部３６０はその各色成分に応じた展開画像データを作成し
、検版実行部３７０は各色成分毎に比較を行うのが好ましい。こうすることで、各色成分
毎の検版を適切に行うことができる。この場合には、各色成分の検版処理結果を１つの画
像にまとめ、各色成分のいずれかの画素値差分がしきい値以上である画素を目立つように
表示しても良く、また、各色成分の検版処理結果を個別に表示しても良い。また、所定の
しきい値は、色成分によって異なる値を設定しても良い。
【００５３】
この実施例では、校正前後での検版を行う場合について説明したが、複数回の校正を行う
場合も同様の処理が行われる。すなわち、新しい印刷物データが受け入れられるたびに、
展開部３６０は表示用解像度に展開した展開画像データを生成し、生成された展開画像デ
ータが展開画像データ記憶部３８０に記憶される。検版実行部３７０は、新しく生成され
た展開画像データと、制御パラメータ「比較ファイル名」によって指定された展開画像デ
ータとを用いて検版処理を実行し、その検版処理結果を表示部４００に表示する。「比較
ファイル」の設定値としては、ユーザによる指定が無い場合には、前回の検版１の処理に
おいて展開画像データを保存する際に利用した保存ファイル名が設定される。こうするこ
とで、校正の回数によらず、適切に高速な校正前後の検版を実行することができる。
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【００５４】
この実施例では、制御パラメータ「比較ファイル名」の設定値を設定することによって、
検版に用いる第１の展開画像データとして、他の印刷物のための印刷物データに基づく展
開画像データを指定することもできる。例えば、絵と営業所名とからなるポスターのため
の複数の刷版を作成する場合がある。複数の刷版は、絵は同一であるが、営業署名のみが
互いに異なる。ここで、いずれか１つの刷版について校正を完了させ、他の刷版の絵につ
いては、完了した刷版に合わせるという方法をとる場合がある。このような場合には、検
版に用いる展開画像データとして、校正が完了した刷版の展開画像データを設定すること
によって、絵の部分の検版を適切に行うことができる。
【００５５】
Ｂ３．展開画像データを用いた検版の第２実施例：
図７は、展開画像データを用いた検版の第２実施例を説明する説明図である。上述の実施
例との差異は、展開部３６０ａが印刷物データを表示用解像度に展開する際の印刷物領域
における展開の基準位置を、ユーザが設定することができる点である。すなわち、展開部
３６０ａは、予め設定された展開基準位置の代わりに、ユーザが設定した展開基準位置Ｐ
ＯＳを用いて、印刷物データＰＤｂの展開を実行することが可能である。検版実行部３７
０は、展開画像データ記憶部３８０に記憶された第１の展開画像データＩＭＤａと、展開
基準位置ＰＯＳに応じて展開された第２の展開画像データＩＭＤｂとを用いた検版処理を
実行し、検版処理結果を表示部４００に表示する。
【００５６】
図８は、展開の基準位置と画素値差分とを説明する説明図である。図８（ａ）に示す画像
ＰＤ１と画像ＰＤ２とは、ともに印刷物データが表す画像を示している。２つの画像ＰＤ
１とＰＤ２には、印刷物画像として同じ部品Ｃが記録されている。この部品Ｃは、一定の
濃さ（階調値）で塗りつぶされた円である。また、それぞれの画像に記された格子は、そ
れぞれ、印刷物領域における基準位置Ｐを基準として設けられた展開用の画素（表示用画
素）ｐｉｘの集まりを表している。展開用の画素ｐｉｘは、表示用解像度における画素の
ピッチｄで構成されている。画像ＰＤ１と画像ＰＤ２との差異は、円Ｃの位置が、画素ピ
ッチｄより小さい距離だけずれている点である（図８の例では０．３画素だけずれている
）。印刷物データを作成する場合には、テキストや画像等の部品に対して、表示用解像度
よりも細かい位置指定が可能である。そのため、この例のように、部品の位置が表示用画
素のピッチｄより小さい距離で修正されることがある。
【００５７】
図８（ｂ）に示す画像ＩＭＤ１は、上述の画像ＰＤ１に対応する展開画像データを示し、
画像ＩＭＤ２は、上述の画像ＰＤ２に対応する展開画像データを示している。画素ｐｉｘ
を塗りつぶす斜線の濃さ（密度）は、各画素の画素値を意味しており、濃いほど画素値が
大きいことを意味している。なお、各表示用画素の画素値は、例えば、その表示用画素内
における元の画像（印刷物画像）の濃度の平均値に設定される。図８（ｂ）に示すように
、画像ＰＤ１に対応する展開画像データＩＭＤ１においては、円Ｃが５×５画素分の四角
の内に収まっている。一方、同じ円Ｃでありながら画素のピッチｄよりも小さい距離だけ
ずれた画像ＰＤ２に対応する展開画像データＩＭＤ２においては、円Ｃが５×５画素分の
四角の内に収まっていない。
【００５８】
図８（ｃ）は、上述の２つの展開画像データＩＭＤ１、ＩＭＤ２から得られる画素値差分
Ｄｉｆｆを示す説明図である。画素ｐｉｘを塗りつぶす斜線の濃さ（密度）は、各画素の
画素値差分を意味しており、濃いほど画素値差分が大きいことを意味している。このよう
に、もとの２つの部品（円Ｃ）の大きさは同じであるにも関わらず、その位置がわずかに
ずれることによって、画素値差分がゼロでなくなってしまう。そのため、検版処理結果を
表示すると、位置のずれた領域が、変更のあった箇所として目立って表示されてしまう。
このような小さい位置ずれは、例えば、デザイン装置１００（図１）において、部品の位
置指定を変更してしまった場合などに生じることがある。しかし、このような小さいずれ
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は、最終的な印刷物上では認識することができない場合が多く、実際の印刷製版において
は、無視することができる場合が多い。そのため、ユーザは、目立って表示された変更箇
所が、部品のわずかな位置ずれによって生じたものなのか、校正に伴う変更によって生じ
たものなのかを区別できると好都合である。そこで、本実施例では、展開時の基準位置を
表示用画素のピッチｄよりも小さい距離だけ調整することによって、図８（ａ）の２つの
画像ＰＤ１、ＰＤ２が実質的に一致しているとの検版結果が得られるようにしている。
【００５９】
図９は、第２実施例において表示部４００（図１）に表示される検版処理結果画面を説明
する説明図である。図６に示す例との差異は、印刷物データの展開の基準位置を決める展
開基準位置ＰＯＳ（図７）を設定するための位置調整部ＢＭを含んでいる点である。ユー
ザは、位置調整部ＢＭを操作することによって、展開基準位置を、直行する２つの方向に
移動させることができるので、印刷物領域上の任意の方向に展開基準位置を移動させるこ
とができる。特に、表示用解像度よりも小さい距離の移動が可能であり、例えば、最終的
な出力用解像度の画素ピッチ単位での移動が可能である。画面中の移動量表示部ＩＭには
、展開基準位置が移動した距離が表示される。なお、移動可能な範囲は、予め設定された
所定の距離（例えば、１ｍｍ）内に制限するのが好ましい。
【００６０】
図９（ａ）は、展開基準位置を調整する前の画面を示している。画面に表示された検版結
果画像ＩＭＧには、部品のわずかな位置ずれによって生じた変更箇所を含む領域ＤＮＩと
、校正に伴う変更箇所を含む領域ＤＩとが、目立つように表示されている。ユーザは、位
置調整部ＢＭを操作することによって展開基準位置を移動させることができる。展開部３
６０ａ（図７）は、移動した展開基準位置に応じて第２の展開画像データを作成し、検版
実行部３７０は新しく作成された第２の展開画像データを用いた検版処理を実行し、得ら
れた検版処理結果を表示部４００（図１）、すなわち、図９の検版結果画像ＩＭＧに表示
する。ユーザは、表示された検版処理結果を用いて展開基準位置の設定が適切か判断する
ことができる。表示された検版結果画像ＩＭＧにおいて、画素値差分が大きい画素が少な
くなれば、展開基準位置の設定がより適切であると判断することができる。ユーザは、展
開基準位置の移動と、検版処理結果の確認とを繰り返すことによって、より適切な位置に
展開基準位置を移動させることができる。
【００６１】
図９（ｂ）は、展開基準位置を調整した後の画面を示している。このように、展開基準位
置を適切に移動させることにより、部品がわずかに位置ずれしている場合に、部品の配置
に誤りがあると判定されることを防ぐことができる。よって、校正が適切に行われたが否
かの判断を適切に行うことができる。
【００６２】
Ｂ４．展開画像データを用いた検版の第３実施例：
図１０は、この実施例における、表示部４００（図１）に表示される検版処理結果画面を
説明する説明図である。図９に示す例との差異は、印刷物データが表す印刷物領域が複数
の領域に分割され、展開基準位置の設定を、複数の領域のそれぞれについて独立に行うこ
とが可能な点である。図１０に示す画面に表示された検版結果画像ＩＭＧは複数の領域Ｄ
Ｒに分割され（この例では５×５の２５の領域）、選択された領域が太枠で示されている
。各領域ＤＲは、一定数の複数の表示用画素で構成されている。ユーザが、位置調整部Ｂ
Ｍを用いて、選択された領域の展開基準位置を移動させると、移動量表示部ＩＭに、選択
された領域における展開基準位置の移動した距離が表示される。
【００６３】
検版結果画像ＩＭＧ内の各領域には、それぞれの領域に対応付けられた展開基準位置に応
じた第２の展開画像データを用いた検版処理結果が表示されている。すなわち、各領域の
検版処理結果が合成されて、１つの印刷物領域として表示されている。ユーザは、このよ
うな検版結果画像ＩＭＧを確認し、画素値差分が大きく目立って表示されている領域の展
開基準位置を調整することによって、部品のわずかな位置ずれによって生じた変更箇所が
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目立つことを抑制することができる。さらに、この実施例では、領域毎に異なる展開基準
位置を設定することができる。よって、印刷物内の部品のわずかな位置ずれの方向や距離
が、印刷物領域内の位置によって異なる場合にも、部品のわずかな位置ずれによって生じ
た変更箇所が目立って、部品の配置に誤りがあると判定されることを抑制することができ
る。
【００６４】
Ｂ５．展開画像データを用いた検版の第４実施例：
図１１は、展開画像データを用いた検版の第４実施例を説明する説明図である。図７に示
す例との差異は、展開基準位置が予め複数準備されている点である。複数の展開基準位置
としては、例えば、図１１（ｂ）に示すように、ピッチｄｅで縦横に均等に配置された基
準位置を用いることができる。この場合、ピッチｄｅとしては、表示用解像度の画素ピッ
チｄよりも小さい値、例えば、最終的な出力用解像度の画素ピッチを用いることができる
。また、複数の展開基準位置による基準位置の移動可能な範囲ｄｒは、予め設定された所
定の距離（例えば、１ mm）内に制限するのが好ましい。
【００６５】
展開部３６０ｂは、図１１（ａ）に示すように、予め設定された複数の展開基準位置を基
準として、複数の第２の展開画像データを作成する。検版実行部３７０ｂは、複数の展開
基準位置（ＰＯＳ１、ＰＯＳ２、・・・）に応じて展開された複数の第２の展開画像デー
タ（ＩＭＤｂ１、ＩＭＤｂ２、・・・）と、展開画像データ記憶部３８０に記憶された第
１の展開画像データＩＭＤａとを用いた検版処理を実行する。このとき、それぞれの検版
処理結果に対して、展開画像データの違いの大きさを表す画像差分量を算出する。画像差
分量としては、例えば、検版処理に用いる２つの展開画像データの同じ位置の画素におけ
る画素値の差分（画素値差分）を、画像全体にわたって合計した合計値を用いることがで
きる。検版実行部３７０ｂは、得られた複数の画像差分量（Ｄｉｆｆ１、Ｄｉｆｆ２、・
・・）の中から最も小さい値を検索し、最も小さい値に対応する検版処理結果を、表示部
４００（図１）に表示する。
【００６６】
このように、この実施例では、画像差分量（この例では画素値差分の合計）が小さくなる
、すなわち、画素値差分の大きい画素が少なくなるような展開基準位置に応じた検版処理
結果を自動的に選択して表示するので、ユーザは、展開基準位置の設定を行うことなく、
わずかな位置ずれによって生じた変更箇所が目立たない検版処理結果を得ることができる
。よって、ユーザは、校正が適切に行われたが否かの判断を容易に行うことができる。
【００６７】
なお、図１１の展開部３６０ｂと検版実行部３７０ｂとが、図１０に示す例のように、印
刷物領域を複数の領域に分割して検版を行うものとしてもよい。この場合には、各領域毎
に検版処理結果を選択して表示するように構成するのが好ましい。すなわち、検版実行部
３７０ｂは各領域毎に検版処理と画像差分量算出を行い、最も小さい画像差分量に対応す
る検版処理結果を、各領域毎に選択して表示する。こうすることで、印刷物内の部品のわ
ずかな位置ずれの方向や距離が、印刷物領域内の位置によって異なる場合にも、ユーザは
、展開基準位置の設定を行うことなく、部品のわずかな位置ずれによって生じた変更箇所
が目立たない検版処理結果を得ることができる。
【００６８】
Ｂ６．展開画像データを用いた検版の第５実施例：
図１２は、展開画像データを用いた検版の第５実施例を説明する説明図である。上述の各
実施例との差異は、展開部３６０ｃが、印刷物データが印刷物を表す複数の種類の部品で
構成されている場合に、複数の種類の中の一部の種類の部品のみを用いて展開を行う点で
ある。図１２に示す例では、印刷物データＰＤは、テキスト（文字）ＴＸＴと、ベクトル
画像（図形）ＶＩと、ビットマップ画像ＢＩとの３種類の部品によって構成されている。
このような印刷物データの形式としては、例えば、 PDF形式や PostScript形式等がある。
展開部３６０ｃは、これらの部品の内、種類がテキストＴＸＴである部品のみを用いて、
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展開画像データを作成する。作成された展開画像データは、展開画像データ記憶部３８０
に記憶され、また、検版実行部３７０によって検版処理に用いられる。
【００６９】
図形やビットマップ画像の検版においては、同一の画像であっても、画像の微少な位置ず
れによって、その画像領域の全体の画素値差分が大きくなってしまう場合がある。このよ
うな場合には、検版結果表示において、画像領域全体が目立つように表示されるが、変更
がない箇所として扱うことができる場合が多い。そのため、ユーザは、目立って表示され
た変更箇所が、部品のわずかな位置ずれによって生じたものなのか、校正に伴う変更によ
って生じたものなのかを区別できると好都合である。しかし、表示用解像度を用いた粗い
検版においては、部品のわずかな位置ずれによるものなのか、校正に伴うものなのかの確
認が難しい場合もある。この実施例のように、表示用解像度を用いた検版処理を、テキス
ト（文字）のみを用いて行うことによって、ユーザは、校正前後における変更箇所の確認
を効率よく行うことができる。なお、この実施例のように、表示用解像度での検版処理を
一部の種類の部品のみを用いて行う場合には、高解像度で行う検版（例えば、図３の検版
２）や校正を行う際に、全ての種類の部品を用いた確認を行うのが好ましい。
【００７０】
Ｂ７．展開画像データを用いた検版の第６実施例：
図１３は、この実施例における、表示部４００（図１）に表示される検版処理結果画面を
説明する説明図である。上述の各実施例との差異は、画素値差分の大きさを評価する（変
更の有無を判断する）ためのしきい値を設定するためのしきい値設定部ＢＴを含んでいる
点である。ユーザは、しきい値設定部ＢＴを操作することによって、しきい値を調整する
ことができる。検版実行部は、設定されたしきい値に基づいて、画素値差分（例えば、検
版処理に用いる２つの展開画像データの同じ位置の画素における画素値の差分）の大きさ
を判断、すなわち、変更の有無の判断を行う。
【００７１】
画像を含む印刷物データの検版を行う場合、その画像の位置が微少な距離だけずれた場合
でも、その画像領域全体の画素値差分はゼロでは無くなってしまう場合がある。そのため
、検版処理結果において、このような領域全体が目立って表示されてしまう。
【００７２】
図１３（ａ）は、しきい値を小さく調整した場合の、表示部４００（図１）に表示される
検版処理結果画面を示している。画面に表示された検版結果画像ＩＭＧには、部品のわず
かな位置ずれによって生じた変更箇所を含む領域ＤＮＩと、校正に伴う変更箇所を含む領
域ＤＩが、目立つように表示されている。この画面においては、ユーザは、まず、目立つ
ように表示された箇所が、部品のわずかな位置ずれによって生じた変更箇所であるのか、
校正にともなう変更箇所であるのかを確認し、さらに、校正に伴う変更箇所について、校
正通りの変更が行われているか否かの確認を行うのが好ましい。
【００７３】
図１３（ｂ）は、しきい値を大きく調整した場合の検版処理結果画面を示している。画面
に表示された検版結果画像ＩＭＧには、校正に伴う変更箇所を含む領域ＤＩの画素値差分
の大きい領域が目立つように表示されている。図１３（ａ）との差異は、部品のわずかな
位置ずれによって生じた変更箇所を含む領域ＤＮＩが、目立つように表示されていない点
である。部品のわずかな位置ずれによって生じた変更箇所の画素値差分はゼロではないが
、小さい場合が多い。そのため、しきい値を大きく調整することによって、わずかな位置
ずれによって生じた変更箇所が目立って表示されることを抑制することができる。よって
、目立って表示された領域が、わずかな位置ずれによって生じた変更箇所であるか否かを
確認するためのユーザの労力を軽減することができる。
【００７４】
印刷物データがモノクロデータではなく複数の色成分（ＲＧＢやＹＭＣＫ等）を含むデー
タである場合には、画素値差分の大きさを評価するためのしきい値を、各色成分毎に調整
できる構成とするのが好ましい。こうすることで、各色成分毎の検版を適切に行うことが
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できる。
【００７５】
以上説明したように、上述の各実施例では、表示用解像度に展開された展開画像データを
用いて検版を実行するので、高速に検版を実行することができる。さらに、印刷物データ
を展開した展開画像データを用いた検版を、データ加工処理を実行する前に行うので、デ
ータ加工処理を無駄に実行することを抑制することができる。
【００７６】
なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も
可能である。
【００７７】
Ｃ．変形例：
Ｃ１．変形例１：
印刷製版システムの構成は、図１や図２に示す構成に限るものではなく、印刷製版におい
て必要な処理機能を有する処理部を適宜組み合わせて構成することができる。また、処理
部としては、その機能をソフトウェアによって実現する代わりに、その機能を実現する独
立した装置を準備して用いる構成としても良い。例えば、ＲＩＰ展開処理装置をワークフ
ロー制御システム３００（図１、図２）に接続し、ＲＩＰ展開処理をＲＩＰ展開処理装置
に実行させる構成としても良い。また、表示部４００とワークフロー制御システム３００
とをネットワークを介して接続し、ユーザがネットワークを介して作業を進める構成とし
ても良い。また、ワークフロー制御システム３００に印刷物を印刷する印刷機を接続し、
ワークフロー制御システム３００が印刷物データに応じた印刷データを作成して印刷機に
転送することによって印刷物を作成する構成としても良い。この場合には、最終出力処理
部３５０が印刷機に適した印刷データを作成するのが好ましい。このようにすれば、ユー
ザは手軽に印刷物を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　印刷システムの全体構成を示す説明図。
【図２】　ワークフロー制御システムの機能的構成を示すブロック図。
【図３】　制御パラメータの設定を行う様子を示す説明図。
【図４】　展開画像データを用いた検版を説明する説明図。
【図５】　校正後の印刷物データの処理を説明する説明図。
【図６】　検版処理結果画面を説明する説明図。
【図７】　展開画像データを用いた検版の第２実施例を説明する説明図。
【図８】　展開の基準位置と画素値差分とを説明する説明図。
【図９】　検版処理結果画面を説明する説明図。
【図１０】　検版処理結果画面を説明する説明図。
【図１１】　展開画像データを用いた検版の第４実施例を説明する説明図。
【図１２】　展開画像データを用いた検版の第５実施例を説明する説明図。
【図１３】　展開画像データを用いた検版の第６実施例を説明する説明図。
【符号の説明】
１００…デザイン装置
２００…印刷製版システム
３００…ワークフロー制御システム
３１０…プリフライト処理部
３２０…台割面付け処理部
３３０…自動製版処理部
３４０…網点プルーフ処理部
３５０…最終出力処理部
３６０…展開部
３７０…検版実行部
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３８０…展開画像データ記憶部
３９０…制御部
３９２…パラメータ決定部
４００…表示部
４１０…簡易プルーフ出力機
４２０…網点プルーフ出力機
４３０…プレート出力機
ＪＴ…ジョブチケット
ＴＮ…チケット名称設定部
ＦＡ…フローパターン設定部
ＦＳ…フロー設定ボタン
ＰＡ…制御パラメータ設定部
ＢＯ…確認ボタン
ＢＣ…キャンセルボタン
ＩＭＤａ…展開画像データ
ＩＭＤｂ…展開画像データ
ＰＤａ…印刷物データ
ＰＤｂ…印刷物データ
ＩＭＧ…検版結果画像
Ｐ…基準位置
ｄ…画素ピッチ
ｐｉｘ…画素
ＢＧ…ボタン
ＢＳ…ボタン
ＢＭ…位置調整部
ＩＭ…移動量表示部
ＰＤ…印刷物データ
ＴＸＴ…テキスト
ＶＩ…ベクトル画像
ＢＩ…ビットマップ画像
ＢＴ…しきい値設定部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(20) JP 3962313 B2 2007.8.22



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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