
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理に供与される第１の表色系よりなる第１のカラー画像データを第２の表色系よ
りなる第２のカラー画像データに変換する色変換処理として、上記第１のカラー画像デー
タが視認物を原画像として読み取られて得られる読み取り画像データである場合に上記第
２のカラー画像データを上記原画像の再現画像を形成するための再現画像データとする再
現色変換処理を行うことを含む画像処理を行う画像処理工程と、
　上記画像処理工程により得られた上記第２のカラー画像データに対応する画像を可視化
出力する画像出力工程とを含み、
　上記画像処理工程および上記画像出力工程を、所定の複数の画像形成動作モードのそれ
ぞれについて実行する画像形成方法において、
　上記画像処理工程では、
　上記第１のカラー画像データが画像処理に供与されるときの供与形態が複数あり、各上
記供与形態が上記画像形成動作モードの少なくとも１つに対応しており、
　上記原画像と略同じ色を表す再現画像を得るために上記読み取り画像データを上記再現
画像データに変換するための忠実色変換値と上記読み取り画像データを記憶色変換処理す
るための記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であることを示す色遷移領域
内にある色変換値を遷移色変換値としたとき、
　上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合の上
記再現色変換処理を、上記第１のカラー画像データが画像処理に供与されたときの上記画
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像形成動作モードがいずれであったかということを少なくとも含む判定基準に応じて、
　上記記憶色対応データに対しては、上記遷移色変換値のうちから、予め定めた上記記憶
色対応データと上記再現画像データとの対応関係に従って求めた値を上記再現画像データ
として得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対しては、
上記忠実色変換値を上記再現画像データとして得る第１の再現色変換処理を含む所定の複
数の上記再現色変換処理のそれぞれの間で切り替え

ことを特徴とする画像形成方法。
【請求項２】
　上記画像処理工程は、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが
含まれている場合の、上記第１の再現色変換処理以外の上記再現色変換処理として、上記
記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像データとして得ると
ともに、上記記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対して上記忠実色変換値
を上記第２のカラー画像データとして得る第２の再現色変換処理を含んでいることを特徴
とする請求項１に記載の画像形成方法。
【請求項３】
　上記画像処理工程は、上記再現色変換処理として、上記第１のカラー画像データの全て
に対して、固定された色変換値を上記第２のカラー画像データとして得る第３の再現色変
換処理を含んでいることを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成方法。
【請求項４】
　上記画像処理工程は、
　上記再現色変換処理として、
　上記原画像が少なくとも写真を含む原稿である写真包含原稿であって、上記写真包含原
稿から所定の上記画像形成動作モードで画像処理に供与された上記読み取り画像データに
記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合には、上記第１の再現色変換処理
を行い、
　上記原画像が文字および線画の一方または両方からなる原稿である文字線画原稿であっ
て、上記所定の上記画像形成動作モードで上記文字線画原稿の上記読み取り画像データが
画像処理に供与された場合には、上記第３の再現色変換処理を行うことを特徴とする請求
項３に記載の画像形成方法。
【請求項５】
　上記第１の再現色変換処理を、上記遷移色変換値をルックアップテーブル法により得る
ように行うことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか に記載の画像形成方法。
【請求項６】
　上記第２の再現色変換処理を、上記パラメータを上記記憶色対応データ用のものとする
ことによって上記第２のカラー画像データを得るように行うことを特徴とする

に記載の画像形成方法。
【請求項７】
　上記パラメータは、上記原画像が原稿である場合に、原稿に含まれる予め定められた画
像種別ごとに定められていることを特徴とする に記載の
画像形成方法。
【請求項８】
　上記パラメータが任意に設定可能であることを特徴とする

に記載の画像形成方法。
【請求項９】
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、
　上記再現色変換処理を、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるもの
が含まれている場合に、上記記憶色対応データに対して上記再現画像データを得るときに
、上記色遷移領域内での上記忠実色変換値と上記記憶色変換値とからの色遷移の度合いを
上記忠実色変換値と上記記憶色変換値との混合率として変化させるパラメータの値を、上
記記憶色対応データに対して得ようとする上記第２のカラー画像データに合わせて予め設
定された値のなかから選択することにより、上記第２のカラー画像データを求めるように
行う

１項

請求項１な
いし５のいずれか１項

請求項１ないし６のいずれか１項

請求項１ないし７のいずれか
１項



　 に記載の画像形成方法をコンピュータに実行させるこ
とを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　 に記載のプログラムをコンピュータで読み取り可能に記録したことを特徴とす
る記録媒体。
【請求項１１】
　画像処理に供与される第１の表色系よりなる第１のカラー画像データを第２の表色系よ
りなる第２のカラー画像データに変換する色変換処理として、上記第１のカラー画像デー
タが視認物を原画像として読み取られて得られる読み取り画像データである場合に上記第
２のカラー画像データを上記原画像の再現画像を形成するための再現画像データとする再
現色変換処理を行うことを含む画像処理を行う画像処理装置と、
　上記画像処理装置による画像処理により得られた上記第２のカラー画像データに対応す
る画像を可視化出力する画像出力装置とを含み、
　上記画像処理装置による画像処理および上記画像出力装置による画像の可視化出力を、
所定の複数の画像形成動作モードのそれぞれについて実行する画像形成装置において、
　上記画像処理装置では、
　上記第１のカラー画像データが画像処理に供与されるときの供与形態が複数あり、各上
記供与形態が上記画像形成動作モードの少なくとも１つに対応しており、
　上記原画像と略同じ色を表す再現画像を得るために上記読み取り画像データを上記再現
画像データに変換するための忠実色変換値と上記読み取り画像データを記憶色変換処理す
るための記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であることを示す色遷移領域
内にある色変換値を遷移色変換値としたとき、
　上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合の上
記再現色変換処理を、上記第１のカラー画像データが画像処理に供与されたときの上記画
像形成動作モードがいずれであったかということを少なくとも含む判定基準に応じて、
　上記記憶色対応データに対しては、上記遷移色変換値のうちから、予め定めた上記記憶
色対応データと上記再現画像データとの対応関係に従って求めた値を上記再現画像データ
として得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対しては、
上記忠実色変換値を上記再現画像データとして得る第１の再現色変換処理を含む所定の複
数の上記再現色変換処理のそれぞれの間で切り替え

ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１２】
　上記画像処理装置による画像処理は、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判
定されるものが含まれている場合の、上記第１の再現色変換処理以外の上記再現色変換処
理として、上記記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像デー
タとして得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対して上
記忠実色変換値を上記第２のカラー画像データとして得る第２の再現色変換処理を含んで
いることを特徴とする に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　上記画像処理装置による画像処理は、上記再現色変換処理として、上記第１のカラー画
像データの全てに対して、固定された色変換値を上記第２のカラー画像データとして得る
第３の再現色変換処理を含んでいることを特徴とする に記載の画像
形成装置。
【請求項１４】
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請求項１ないし８のいずれか１項

請求項９

、
　上記再現色変換処理を、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるもの
が含まれている場合に、上記記憶色対応データに対して上記再現画像データを得るときに
、上記色遷移領域内での上記忠実色変換値と上記記憶色変換値とからの色遷移の度合いを
上記忠実色変換値と上記記憶色変換値との混合率として変化させるパラメータの値を、上
記記憶色対応データに対して得ようとする上記第２のカラー画像データに合わせて予め設
定された値のなかから選択することにより、上記第２のカラー画像データを求めるように
行う

請求項１１

請求項１１または１２



　上記画像処理装置は、
　上記再現色変換処理として、
　上記原画像が少なくとも写真を含む原稿である写真包含原稿であって、上記写真包含原
稿から所定の上記画像形成動作モードで画像処理に供与された上記読み取り画像データに
記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合には、上記第１の再現色変換処理
を行い、
　上記原画像が文字および線画の一方または両方からなる原稿である文字線画原稿であっ
て、上記所定の上記画像形成動作モードで上記文字線画原稿の上記読み取り画像データが
画像処理に供与された場合には、上記第３の再現色変換処理を行うことを特徴とする

に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　上記第１の再現色変換処理を、上記遷移色変換値をルックアップテーブル法により得る
ように行うことを特徴とする に記載の画像形成装置
。
【請求項１６】
　上記第２の再現色変換処理を、上記パラメータを上記記憶色対応データ用のものとする
ことによって上記第２のカラー画像データを得るように行うことを特徴とする

に記載の画像形成装置。
【請求項１７】
　上記パラメータは、上記原画像が原稿である場合に、原稿に含まれる予め定められた画
像種別ごとに定められていることを特徴とする に記
載の画像形成装置。
【請求項１８】
　上記パラメータが任意に設定可能であることを特徴とする

に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、デジタルカラー複写機や複合機等のデジタルカラー画像形成装置やカラーマ
ネージメントシステム等で行う画像処理に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、ＯＡ機器のデジタル化が急速に進展し、またカラー画像出力の需要が増してきた
ことにより、電子写真方式のデジタルカラー複写機やインクジェット方式・熱転写方式の
カラープリンタ等が画像の出力機器として広く一般に普及してきている。例えば、スキャ
ナやデジタルカメラ等の視覚的に認められる物体（視認物）を原画像として、入力機器よ
り入力された原稿や風景などのカラー画像データ、あるいは、コンピュータ上で作成され
たカラー画像データが、これらの出力機器を用いて出力されている。これらの入出力機器
においては、入力されたカラー画像データに対して、常に色再現の安定した画像を出力す
ることが必要であり、デジタル画像処理技術の色変換（色補正）処理が重要な役割を果た
している。
【０００３】
　色変換処理の方法としては、入力画像データを均等色空間データに変換するための色座
標変換方法を含めて、従来から数多くの提案がなされている。このような方法として、色
彩科学ハンドブック新編，第 1137～ 1149頁（日本色彩学会編・東京大学出版会刊行）や日
本画像学会誌，第 37巻，第４号（ 1998），第 555 ～ 559 頁に記載されているテーブル参照
（ Look Up Table ：ルックアップテーブル、以下ＬＵＴと記す）法やマスキング法がある
。以下では、そのままでは出力として不適切な信号になってしまう色信号の補正を行う処
理、色自体を変化させるために色信号を変換する処理、および色自体が変化しなくても色
信号の座標系を変換する処理を全て色変換と呼ぶことにする。
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請求
項１３

請求項１１ないし１４のいずれか１項

請求項１１
ないし１５のいずれか１項

請求項１１ないし１６のいずれか１項

請求項１１ないし１７のいず
れか１項



【０００４】
　ＬＵＴ法の一つである直接変換法は、全ての入力画像データの組合せに対して色変換デ
ータを予め計算して、その結果を色変換テーブルに格納し、入力画像データに対するテー
ブル値を参照し、出力画像データとして出力する方法である。この直接変換法は色変換テ
ーブルにアクセスするものであり、回路構成も簡単で比較的高速に処理することが可能で
、どのような非線形特性であっても適用することができる。
【０００５】
　また、別のＬＵＴ法である３次元補間法は、選択された一部の入力画像データについて
の組合せに対するテーブル値を予め計算して色変換テーブルに格納し、色変換テーブルに
テーブル値が格納されている入力画像データの近傍の入力画像データについては、色変換
テーブルに格納されているテーブル値を用いて３次元補間演算により算出するものである
。この３次元補間法は、予めテーブル値を算出しておくべき入力画像データ数を限定した
場合でも全ての入力画像データの組合せに対して色変換値を求めることができ、色変換テ
ーブルのサイズを直接変換法の場合よりも小型化することができる。
【０００６】
　また、色変換処理の際に人の肌、空の青、草木の緑等の記憶色と呼ばれる色を割り当て
ることのできる画像に対して特別な処理を行うことで、人にとってより好ましい色に再現
する記憶色変換処理が知られている。記憶色が割り当てられる画像のデータとして入力さ
れる記憶色対応データに対しては、人間は再現元の画像（原稿や風景）のデータに対して
正確な色再現を行うよりも、人間が記憶している色に近い色再現の方を好ましく感じるた
め、記憶色変換処理を行うことで、好ましい再現画像を出力することが可能となる。好ま
しい色というのは個人差が有るので、通常プリンタなどでは多くの被験者の好ましい色の
平均値を最も好ましい再現としていることが多い。
【０００７】
　記憶色変換処理の例として、特許第２５３７９９７号では、記憶色再現対象領域付近の
みを色調整してハードコピーした後、他の色との境界での不連続性をなくすために対象領
域の重心では色調整の移動量を大きくし、更に、重心から離れるにつれて次第に移動量を
少なくして色調整を行う。その結果、自然な階調性を維持し、記憶色に近い色領域のみを
利用者が自由な色調に調整でき、好ましい記憶色の色再現を可能としている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来の技術では、記憶色を割り当てることのできる部分を含んでいる原
稿や風景などの視認物を原画像として読み取って色変換処理を行い、印刷物や画面表示な
ど視覚的に認められる形態で、忠実な色再現により再現しても記憶色再現により再現して
も、再現画像をその原画像と比較するか否かによって、該再現画像が自然に見えたり不自
然に見えたりするという問題がある。例えば、忠実な色再現で出力された再現画像は、原
画像と比較される場合には自然に見えるが、原画像と比較されない場合には記憶色での再
現対象となりうる部分が記憶色からの色ずれが生じていると認識されて不自然に見えてし
まう。一方、記憶色再現で出力された再現画像は、原画像と比較されない場合には自然に
見えるが、原画像と比較される場合には、原画像からの色ずれが生じていると認識されて
不自然に見えてしまう。
【０００９】
　本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたものであって、その目的は、記憶
色を割り当てることのできる視認物を原画像として読み取られ色変換処理を経て得られる
再現画像が、該原画像との比較の有無に関わらず自然に見えるように色変換処理を行うこ
とのできる画像処理方法および画像処理装置ならびに画像形成装置、 プロ
グラム、記録媒体を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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画像形成方法、

本発明の画像形成方法は、上記課題を解決するために、画像処理に供与される第１の表



【００１１】
　

【００１２】
　本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、第１の表色系よりなる第１のカ
ラー画像データを第２の表色系よりなる第２のカラー画像データに変換し、上記第１のカ
ラー画像データが視認物を原画像として読み取られて得られる読み取り画像データである
場合に上記第２のカラー画像データを上記原画像の再現画像を形成するための再現画像デ
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色系よりなる第１のカラー画像データを第２の表色系よりなる第２のカラー画像データに
変換する色変換処理として、上記第１のカラー画像データが視認物を原画像として読み取
られて得られる読み取り画像データである場合に上記第２のカラー画像データを上記原画
像の再現画像を形成するための再現画像データとする再現色変換処理を行うことを含む画
像処理を行う画像処理工程と、上記画像処理工程により得られた上記第２のカラー画像デ
ータに対応する画像を可視化出力する画像出力工程とを含み、上記画像処理工程および上
記画像出力工程を、所定の複数の画像形成動作モードのそれぞれについて実行する画像形
成方法において、上記画像処理工程では、上記第１のカラー画像データが画像処理に供与
されるときの供与形態が複数あり、各上記供与形態が上記画像形成動作モードの少なくと
も１つに対応しており、上記原画像と略同じ色を表す再現画像を得るために上記読み取り
画像データを上記再現画像データに変換するための忠実色変換値と上記読み取り画像デー
タを記憶色変換処理するための記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域である
ことを示す色遷移領域内にある色変換値を遷移色変換値としたとき、上記読み取り画像デ
ータに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合の上記再現色変換処理を、
上記第１のカラー画像データが画像処理に供与されたときの上記画像形成動作モードがい
ずれであったかということを少なくとも含む判定基準に応じて、上記記憶色対応データに
対しては、上記遷移色変換値のうちから、予め定めた上記記憶色対応データと上記再現画
像データとの対応関係に従って求めた値を上記再現画像データとして得るとともに、上記
記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対しては、上記忠実色変換値を上記再
現画像データとして得る第１の再現色変換処理を含む所定の複数の上記再現色変換処理の
それぞれの間で切り替えることを特徴としている。

本発明の画像形成装置は、上記課題を解決するために、画像処理に供与される第１の表
色系よりなる第１のカラー画像データを第２の表色系よりなる第２のカラー画像データに
変換する色変換処理として、上記第１のカラー画像データが視認物を原画像として読み取
られて得られる読み取り画像データである場合に上記第２のカラー画像データを上記原画
像の再現画像を形成するための再現画像データとする再現色変換処理を行うことを含む画
像処理を行う画像処理装置と、上記画像処理装置による画像処理により得られた上記第２
のカラー画像データに対応する画像を可視化出力する画像出力装置とを含み、上記画像処
理装置による画像処理および上記画像出力装置による画像の可視化出力を、所定の複数の
画像形成動作モードのそれぞれについて実行する画像形成装置において、上記画像処理装
置では、上記第１のカラー画像データが画像処理に供与されるときの供与形態が複数あり
、各上記供与形態が上記画像形成動作モードの少なくとも１つに対応しており、上記原画
像と略同じ色を表す再現画像を得るために上記読み取り画像データを上記再現画像データ
に変換するための忠実色変換値と上記読み取り画像データを記憶色変換処理するための記
憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であることを示す色遷移領域内にある色
変換値を遷移色変換値としたとき、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定さ
れるものが含まれている場合の上記再現色変換処理を、上記第１のカラー画像データが画
像処理に供与されたときの上記画像形成動作モードがいずれであったかということを少な
くとも含む判定基準に応じて、上記記憶色対応データに対しては、上記遷移色変換値のう
ちから、予め定めた上記記憶色対応データと上記再現画像データとの対応関係に従って求
めた値を上記再現画像データとして得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記読み
取り画像データに対しては、上記忠実色変換値を上記再現画像データとして得る第１の再
現色変換処理を含む所定の複数の上記再現色変換処理のそれぞれの間で切り替えることを
特徴としている。



ータとする色変換処理を行う手順を含む画像処理方法において、上記色変換処理を、上記
読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合に、上記記
憶色対応データに対して、上記原画像と略同じ色を表す再現画像を得るために上記読み取
り画像データを上記再現画像データに変換するための忠実色変換値と、上記読み取り画像
データを記憶色変換処理するための記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域で
あることを示す色遷移領域内にある色変換値である遷移色変換値を上記再現画像データと
して得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対して上記忠
実色変換値を上記再現画像データとして得るように行うことを特徴としている。
【００１３】
　上記の発明によれば、第１のカラー画像データが読み取り画像データであって記憶色対
応データと判定されるものが含まれている場合に、記憶色対応データを忠実色変換値ある
いは記憶色変換値に固定するのではなく、忠実色変換値と記憶色変換値とから色遷移した
色遷移領域内にある遷移色変換値に変換して再現画像データすなわち第２のカラー画像デ
ータとする。また、記憶色対応データ以外の読み取り画像データを忠実色変換値に変換し
て再現画像データすなわち第２のカラー画像データとする。色遷移領域は忠実色変換値と
記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であるので、色遷移領域内で遷移色変
換値を、その記憶色対応データに対する再現画像色が忠実色にも見え、記憶色にも見える
ような色変換値とすることができる。従って、再現画像と該原画像とを比較してもしなく
ても再現画像は自然に見える。
【００１４】
　この結果、記憶色を割り当てることのできる視認物を原画像として読み取られ色変換処
理を経て得られる再現画像が、該原画像との比較の有無に関わらず自然に見えるように色
変換処理を行うことができる。
【００１５】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記色変換処理を、上記
第１のカラー画像データが、上記記憶色対応データと判定されるものが含まれていて上記
記憶色対応データに対して上記第２のカラー画像データとして上記記憶色変換値が得られ
ればよいことが予め決定している記憶色再現指定データである場合に、上記記憶色再現指
定データであることを認識することができるものについて上記記憶色再現指定データの上
記記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像データとして得る
とともに、上記記憶色対応データ以外の上記記憶色再現指定データに対して上記忠実色変
換値を上記第２のカラー画像データとして得るように行うことを可能とすることを特徴と
している。
【００１６】
　上記の発明によれば、記憶色再現指定データであることを認識することができるものに
ついては、その記憶色対応データと判定されるものに対して記憶色変換値を第２のカラー
画像データとして得るとともに、記憶色対応データ以外の上記記憶色再現指定データに対
して上記忠実色変換値を上記第２のカラー画像データとして得る。従って、例えば複合機
における外部入力データのプリンタモードや、送信側で色変換処理を行いその原稿のコピ
ーを行わない場合のファクシミリ送信モードおよび受信側で色変換処理を行う場合のファ
クシミリ受信モードでの第１のカラー画像データに対して、形成画像を原画像と比較しな
いことに決めているモードや形成画像を原画像と比較することができないモードであるが
ゆえに記憶色再現指定データであることが分かるものについては、記憶色対応データを好
ましい色である記憶色に変換することができる。
【００１７】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記色変換処理を、上記
第１のカラー画像データが上記第２のカラー画像データとして上記忠実色変換値に固定さ
れた色変換値が得られればよいことが予め決定している変換値固定データである場合に、
上記変換値固定データであることを認識することができるものについて上記変換値固定デ
ータの全てに対して、上記固定された色変換値を上記第２のカラー画像データとして得る
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ように行うことを可能とすることを特徴としている。
【００１８】
　上記の発明によれば、変換値固定データであることを認識することができるものについ
ては該変換値固定データの全てに対して、忠実色変換値に固定された色変換値を第２のカ
ラー画像データとして得るので、強制的に忠実色再現のみを行うことができる。
【００１９】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記色変換処理を、上記
原画像が少なくとも写真を含む原稿である写真包含原稿であって上記写真包含原稿の上記
読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合には、上記
写真包含原稿の上記記憶色対応データに対して上記遷移色変換値を上記再現画像データと
して得て、上記原画像が文字および線画の一方または両方からなる原稿である文字線画原
稿である場合には、上記文字線画原稿の上記読み取り画像データに記憶色対応データと判
定されるものが含まれていても上記文字線画原稿の上記記憶色対応データに対して上記忠
実色変換値を上記
再現画像データとして得るように行うことを可能とすることを特徴としている。
【００２０】
　上記の発明によれば、原画像が写真包含原稿である場合には記憶色対応データと判定さ
れるものを遷移色変換値に変換して再現画像データを得て、原画像が文字線画原稿である
場合には記憶色対応データと判定されるものを忠実色変換値に変換して再現画像データを
得る。従って、写真包含原稿の記憶色対応データが記憶色に見えるように再現された方が
よい確率が高いことと、文字線画原稿の記憶色対応データが忠実色に見えるように再現さ
れた方がよい確率が高いこととに略合致した色変換処理を行うことができる。
【００２１】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記色変換処理を、上記
遷移色変換値をルックアップテーブル法により得るように行うことを特徴としている。
【００２２】
　上記の発明によれば、記憶色対応データを遷移色変換値に変換するときにはル
ックアップテーブル法により得るので、色変換処理を容易に行うことができる。
【００２３】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記色変換処理を、上記
読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合に、上記記
憶色対応データに対して上記再現画像データを得るときに、上記色遷移領域内での上記忠
実色変換値と上記記憶色変換値とからの色遷移の度合いを変化させるパラメータに従って
上記遷移色変換値を求めるように行うことを特徴としている。
【００２４】
　上記の発明によれば、読み取り画像データの記憶色対応データと判定されるものに対し
て遷移色変換値を再現画像データとするときに、忠実色変換値と記憶色変換値とからの色
遷移の度合いをパラメータによって変化させて求めることができる。従って、遷移色変換
値を状況に応じて変化させることができる。
【００２５】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記色変換処理を、上記
第１のカラー画像データが上記記憶色対応データと判定されるものが含まれていて上記記
憶色対応データに対して上記第２のカラー画像データとして上記記憶色変換値が得られれ
ばよいことが予め決定している記憶色再現指定データである場合に、上記記憶色再現指定
データであることを認識することができるものについて上記記憶色再現指定データの上記
記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像データとして得ると
ともに、上記パラメータを上記記憶色再現指定データの上記記憶色対応データ用のものと
することによって上記第２のカラー画像データを得るように行うことを可能とすることを
特徴としている。
【００２６】
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　上記の発明によれば、遷移色変換値を変化させるパラメータを読み取り画像データの記
憶色対応データと判定されるものに対してだけ用いるのではなく、認識することのできる
記憶色再現指定データの記憶色対応データと判定されるものについても記憶色変換値を第
２のカラー画像データとして得るために該記憶色対応データ用のものとして用いることが
できる。従って、遷移色で再現すべき画像についても、記憶色で再現すべき画像について
も同様の処理を適用することができて色変換処理が簡便になる。
【００２７】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記パラメータは、上記
原画像が原稿である場合に、原稿に含まれる予め定められた画像種別ごとに定められてい
ることを特徴としている。
【００２８】
　上記の発明によれば、原稿に含まれる画像種別ごとにパラメータを変化させる
ことができるので、色遷移の度合いを画像種別ごとに変化させることができる。
【００２９】
　さらに本発明の画像処理方法は、上記課題を解決するために、上記パラメータが任意に
設定可能であることを特徴としている。
【００３０】
　上記の発明によれば、色遷移の度合いを自由に設定することができ、所望の遷移色変換
値を得ることができる。
【００３１】
　また、本発明のプログラムは、前記いずれかの画像処理方法をコンピュータに実行させ
ることを特徴としている。
【００３２】
　上記の発明によれば、前記の画像処理方法をコンピュータが実行することができるので
、該画像処理方法を汎用的なものとすることができる。
【００３３】
　また、本発明の記録媒体は、前記プログラムをコンピュータで読み取り可能に記録した
ことを特徴としている。
【００３４】
　上記の発明によれば、前記プログラムを容易にコンピュータに提供することができる。
【００３５】
　また、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、第１の表色系よりなる第
１のカラー画像データを第２の表色系よりなる第２のカラー画像データに変換し、上記第
１のカラー画像データが視認物を原画像として読み取られて得られる読み取り画像データ
である場合に上記第２のカラー画像データを上記原画像の再現画像を形成するための再現
画像データとする色変換処理を行う色変換処理手段を備える画像処理装置において、上記
色変換処理手段は、上記色変換処理を、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判
定されるものが含まれている場合に、上記記憶色対応データに対して、上記原画像と略同
じ色を表す再現画像を得るために上記読み取り画像データを上記再現画像データに変換す
るための忠実色変換値と、上記読み取り画像データを記憶色変換処理するための記憶色変
換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であることを示す色遷移領域内にある色変換値
である遷移色変換値を上記再現画像データとして得るとともに、上記記憶色対応データ以
外の上記読み取り画像データに対して上記忠実色変換値を上記再現画像データとして得る
ように行うことを特徴としている。
【００３６】
　上記の発明によれば、第１のカラー画像データが読み取り画像データであって記憶色対
応データと判定されるものが含まれている場合に、記憶色対応データを忠実色変換値ある
いは記憶色変換値に固定するのではなく、忠実色変換値と記憶色変換値とから色遷移した
色遷移領域内にある遷移色変換値に変換して再現画像データすなわち第２のカラー画像デ
ータとする。また、記憶色対応データ以外の読み取り画像データを忠実色変換値に変換し
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て再現画像データすなわち第２のカラー画像データとする。色遷移領域は忠実色変換値と
記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であるので、色遷移領域内で遷移色変
換値を、その記憶色対応データに対する再現画像色が忠実色にも見え、記憶色にも見える
ような色変換値とすることができる。従って、再現画像と該原画像とを比較してもしなく
ても再現画像は自然に見える。
【００３７】
　この結果、記憶色を割り当てることのできる視認物を原画像として読み取られ色変換処
理を経て得られる再現画像が、該原画像との比較の有無に関わらず自然に見えるように色
変換処理を行うことができる。
【００３８】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記色変換処理手段は
、上記色変換処理を、上記第１のカラー画像データが、上記記憶色対応データと判定され
るものが含まれていて上記記憶色対応データに対して上記第２のカラー画像データとして
上記記憶色変換値が得られればよいことが予め決定している記憶色再現指定データである
場合に、上記記憶色再現指定データであることを認識することができるものについて上記
記憶色再現指定データの上記記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカ
ラー画像データとして得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記記憶色再現指定デ
ータに対して上記忠実色変換値を上記第２のカラー画像データとして得るように行うこと
が可能であることを特徴としている。
【００３９】
　上記の発明によれば、記憶色再現指定データであることを認識することができるものに
ついては、その記憶色対応データと判定されるものに対して記憶色変換値を第２のカラー
画像データとして得るとともに、記憶色対応データ以外の上記記憶色再現指定データに対
して上記忠実色変換値を上記第２のカラー画像データとして得る。従って、例えば複合機
における外部入力データのプリンタモードや、送信側で色変換処理を行いその原稿のコピ
ーを行わない場合のファクシミリ送信モードおよび受信側で色変換処理を行う場合のファ
クシミリ受信モードでの第１のカラー画像データに対して、形成画像を原画像と比較しな
いことに決めているモードや形成画像を原画像と比較することができないモードであるが
ゆえに記憶色再現指定データであることが分かるものについては、記憶色対応データを好
ましい色である記憶色に変換することができる。
【００４０】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記色変換処理手段は
、上記色変換処理を、上記第１のカラー画像データが上記第２のカラー画像データとして
上記忠実色変換値に固定された色変換値が得られればよいことが予め決定している変換値
固定データである場合に、上記変換値固定データであることを認識することができるもの
について上記変換値固定データの全てに対して、上記固定された色変換値を上記第２のカ
ラー画像データとして得るように行うことが可能であることを特徴としている。
【００４１】
　上記の発明によれば、変換値固定データであることを認識することができるものについ
ては該変換値固定データの全てに対して、忠実色変換値に固定された色変換値を第２のカ
ラー画像データとして得るので、強制的に忠実色再現のみを行うことができる。
【００４２】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記色変換処理手段は
、上記色変換処理を、上記原画像が少なくとも写真を含む原稿である写真包含原稿であっ
て上記写真包含原稿の上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含
まれている場合には、上記写真包含原稿の上記記憶色対応データに対して上記遷移色変換
値を上記再現画像データとして得て、上記原画像が文字および線画の一方または両方から
なる原稿である文字線画原稿である場合には、上記文字線画原稿の上記読み取り画像デー
タに記憶色対応データと判定されるものが含まれていても上記文字線画原稿の上記記憶色
対応データに対して上記忠実色変換値を上記再現画像データとして得るように行うことが
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可能であることを特徴としている。
【００４３】
　上記の発明によれば、原画像が写真包含原稿である場合には記憶色対応データと判定さ
れるものを遷移色変換値に変換して再現画像データを得て、原画像が文字線画原稿である
場合には記憶色対応データと判定されるものを忠実色変換値に変換して再現画像データを
得る。従って、写真包含原稿の記憶色対応データが記憶色に見えるように再現された方が
よい確率が高いことと、文字線画原稿の記憶色対応データが忠実色に見えるように再現さ
れた方がよい確率が高いこととに略合致した色変換処理を行うことができる。
【００４４】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記色変換処理手段は
、上記色変換処理を、上記遷移色変換値をルックアップテーブル法により得るように行う
ことを特徴としている。
【００４５】
　上記の発明によれば、記憶色対応データを遷移色変換値に変換するときにはル
ックアップテーブル法により得るので、色変換処理を容易に行うことができる。
【００４６】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記色変換処理手段は
、上記色変換処理を、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含
まれている場合に、上記記憶色対応データに対して上記再現画像データを得るときに、上
記色遷移領域内での上記忠実色変換値と上記記憶色変換値とからの色遷移の度合いを変化
させるパラメータに従って上記遷移色変換値を求めるように行うことを特徴としている。
【００４７】
　上記の発明によれば、読み取り画像データの記憶色対応データと判定されるものに対し
て遷移色変換値を再現画像データとするときに、忠実色変換値と記憶色変換値とからの色
遷移の度合いをパラメータによって変化させて求めることができる。従って、遷移色変換
値を状況に応じて変化させることができる。
【００４８】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記色変換処理手段は
、上記色変換処理を、上記第１のカラー画像データが上記記憶色対応データと判定される
ものが含まれていて上記記憶色対応データに対して上記第２のカラー画像データとして上
記記憶色変換値が得られればよいことが予め決定している記憶色再現指定データである場
合に、上記記憶色再現指定データであることを認識することができるものについて上記記
憶色再現指定データの上記記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラ
ー画像データとして得るとともに、上記パラメータを上記記憶色再現指定データの上記記
憶色対応データ用のものとすることによって上記第２のカラー画像データを得るように行
うことが可能であることを特徴としている。
【００４９】
　上記の発明によれば、遷移色変換値を変化させるパラメータを読み取り画像データの記
憶色対応データと判定されるものに対してだけ用いるのではなく、認識することのできる
記憶色再現指定データの記憶色対応データと判定されるものについても記憶色変換値を第
２のカラー画像データとして得るために該記憶色対応データ用のものとして用いることが
できる。従って、遷移色で再現すべき画像についても、記憶色で再現すべき画像について
も同様の処理を適用することができて色変換処理が簡便になる。
【００５０】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記パラメータは、上
記原画像が原稿である場合に、原稿に含まれる予め定められた画像種別ごとに定められて
いることを特徴としている。
【００５１】
　上記の発明によれば、原稿に含まれる画像種別ごとにパラメータを変化させる
ことができるので、色遷移の度合いを画像種別ごとに変化させることができる。
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【００５２】
　さらに、本発明の画像処理装置は、上記課題を解決するために、上記パラメータが任意
に設定可能であることを特徴としている。
【００５３】
　上記の発明によれば、色遷移の度合いを自由に設定することができ、所望の遷移色変換
値を得ることができる。
【００５４】
　また、本発明の画像形成装置は、前記いずれかの画像処理装置を備えていることを特徴
としている。
【００５５】
　上記の発明によれば、前記の画像処理装置による画像処理結果に従って画像形成を行う
ことができる。
【００５６】
【発明の実施の形態】
　本発明の一実施の形態について、図１ないし図１４に基づいて説明すれば以下の通りで
ある。
【００５７】
　図１３に、本実施の形態に係る画像形成装置１の構成を示す。画像形成装置１は、デジ
タルカラー複写機または複合機であって、カラー画像入力装置２、カラー画像処理装置３
、カラー画像出力装置４、および操作パネル５を備えている。
【００５８】
　カラー画像入力装置２は、視認物を原画像として所定の読み取り状態で読み取る画像読
み取り手段であってここではＣＣＤ（ Charge Coupled Device ）を備えたスキャナ部より
構成されている。カラー画像入力装置２は、原画像としての原稿からの反射光像を、ＣＣ
ＤでＲＧＢ（Ｒ：赤・Ｇ：緑・Ｂ：青）のアナログ信号に変換して出力し、カラー画像処
理装置３に入力するものである。
【００５９】
　カラー画像処理装置（画像処理装置）３は、カラー画像入力装置２から入力された上記
アナログ信号をデジタル信号に変換して所定の画像処理を行い、ＣＭＹＫのデジタルカラ
ー信号である画像出力用データを生成する。また、外部のコンピュータから入力された画
像データをも画像処理してＣＭＹＫのデジタルカラー信号である画像出力用データを生成
する。そして、これら画像出力用データを出力してカラー画像出力装置４に入力する。な
お、カラー画像処理装置３の処理は不図示のＣＰＵ（ Central Processing Unit）により
制御されるようになってい
る。カラー画像処理装置３については後で詳述する。
【００６０】
　カラー画像出力装置４は、カラー画像処理装置３から入力された画像出力用データを紙
などの記録材上に印刷出力する画像出力手段であり、例えば、電子写真方式やインクジェ
ット方式を用いたカラー画像出力装置等を挙げることができるが特に限定されるものでは
ない。
【００６１】
　操作パネル５は、例えば、図示しない液晶ディスプレイからなる表示画面、設定ボタン
、テンキーなどの入力手段を備えている。そして、コピー枚数などのユーザーの指示を受
けると共に、ユーザに対して設定されているコピーモードや印刷処理結果などを示す機能
を有している。ユーザーは、この操作パネル５を通して、後述する色変換処理の内容に関
する指示や表示閲覧を行うことができる。
【００６２】
　次に、カラー画像処理装置３について詳述する。カラー画像処理装置３は、Ａ／Ｄ変換
部６、シェーディング補正部７、入力階調補正部８、領域分離処理部９、色変換部１０、
黒生成下色除去部１１、空間フィルタ処理部１２、出力階調補正部１３、および階調再現
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処理部１４を備えている。
【００６３】
　カラー画像入力装置３から入力されたアナログ信号は、カラー画像処理装置３内を、Ａ
／Ｄ変換部６、シェーディング補正部７、入力階調補正部８、領域分離処理部９、色変換
部１０、黒生成下色除去部１１、空間フィルタ処理部１２、出力階調補正部１３、および
階調再現処理部１４の順で送られて画像出力用データとなり、一旦、不図示の記憶手段に
記憶される。そして、画像出力用データは所定のタイミングで読み出されてカラー画像出
力装置４に入力される。
【００６４】
　Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換部６は、ＲＧＢのアナログ信号をデジタル信号に変
換する。シェーディング補正部７は、Ａ／Ｄ変換部６より送られてきたデジタルのＲＧＢ
信号に対して、カラー画像入力装置２の照明系、結像系、撮像系で生じる各種の歪みを取
り除く処理を施すものである。入力階調補正部８は、シェーディング補正部７にて各種の
歪みが取り除かれたＲＧＢ信号（ＲＧＢの反射率信号）に対して、カラーバランスを整え
ると同時に、濃度信号などカラー画像処理装置３に採用されている画像処理システムの扱
い易い信号に変換する処理を施すものである。
【００６５】
　領域分離処理部９は、ＲＧＢ信号より、入力画像中の各画素を文字領域、網点領域、写
真領域の何れかに分離するものである。領域分離処理部９は、分離結果に基づき、画素が
どの領域に属しているかを示す領域識別信号を、黒生成下色除去部１１、空間フィルタ処
理部１２、および階調再現処理部１４へと出力すると共に、入力階調補正部８より出力さ
れた入力信号をそのまま後段の色変換部１０に出力する。
【００６６】
　色変換部（色変換処理手段）１０は、所望の色再現を実現するために、不要吸収成分を
含むＣＭＹ（Ｃ：シアン・Ｍ：マゼンタ・Ｙ：イエロー）色材の分光特性に基づいた色濁
りを取り除く処理を行うものである。色変換部１０は、領域分離処理部９から入力される
画像データ、すなわち第１の表色系よりなる第１のカラー画像データを第２の表色系より
なる第２のカラー画像データに変換する。本実施の形態では第１の表色系はＲＧＢ表色系
であって第１のカラー画像データはＲデータ、Ｇデータ、およびＢデータからなる画像デ
ータ（ＲＧＢ信号）であり、第２の表色系はＣＭＹ表色系であって第２のカラー画像デー
タはＣデータ、Ｍデータ、およびＹデータからなる画像データ（ＣＭＹ信号）である。な
お、第１の表色系および第２の表色系は任意の表色系でよく、第１の表色系と第２の表色
系とが同じ表色系であっても構わない。また、第１の表色系と第２の表色系との間にさら
なる表色系変換が行われてもよい。
【００６７】
　黒生成下色除去部１１は、色変換後のＣＭＹの３色信号から黒（Ｋ）信号を生成する黒
生成、元のＣＭＹ信号から黒生成で得たＫ信号を差し引いて新たなＣＭＹ信号を生成する
処理を行うものであって、ＣＭＹの３色信号はＣＭＹＫの４色信号に変換される。
【００６８】
　黒生成処理の一例として、スケルトンブラックによる黒生成を行なう方法（一般的方法
）がある。この方法では、スケルトンカーブの入出力特性をｙ＝ｆ（ｘ）、入力されるデ
ータをＣ，Ｍ，Ｙ，出力されるデータをＣ’，Ｍ’，Ｙ’，Ｋ’、ＵＣＲ（ Under Color 
Removal）率をα（０＜α＜１）とすると、黒生成下
色除去処理は以下の式（１）で表わされる。
【００６９】
　　　Ｋ’＝ｆ（ｍｉｎ（Ｃ，Ｍ，Ｙ））
　　　Ｃ’＝Ｃ－ａＫ’
　　　Ｍ’＝Ｍ－ａＫ’
　　　Ｙ’＝Ｙ－ａＫ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
　空間フィルタ処理部１２は、黒生成下色除去部１１より入力されるＣＭＹＫ信号の画像
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データに対して、領域識別信号を基にデジタルフィルタによる空間フィルタ処理を行い、
空間周波数特性を補正することによって出力画像のぼやけや粒状性劣化を防ぐように処理
するものである。階調再現処理部１４も、空間フィルタ処理部１２と同様に、ＣＭＹＫ信
号の画像データに対して、領域識別信号を基に所定の処理を施すものである。
【００７０】
　例えば、領域分離処理部９にて文字に分離された領域は、特に黒文字或いは色文字の再
現性を高めるために、空間フィルタ処理部１２による空間フィルタ処理における鮮鋭強調
処理で高周波数の強調量が大きくされる。同時に、階調再現処理部１４においては、高域
周波数の再現に適した高解像度のスクリーンでの二値化または多値化処理が選択される。
【００７１】
　また、領域分離処理部９にて網点に分離された領域に関しては、空間フィルタ処理部１
２において、入力網点成分を除去するためのローパス・フィルタ処理が施される。そして
、出力階調補正部１３では、濃度信号などの信号をカラー画像出力装置４の特性値である
網点面積率に変換する出力階調補正処理を行った後、階調再現処理部１４で、最終的に画
像を画素に分離してそれぞれの階調を再現できるように処理する階調再現処理（中間調生
成）が施される。領域分離処理部９にて写真に分離された領域に関しては、階調再現性を
重視したスクリーンでの二値化または多値化処理が行われる。
【００７２】
　以上のような画像処理は、カラー画像処理装置３によって自動的に処理することも可能
であるし、また、操作パネル５によって任意に調整することもできる。
【００７３】
　また、画像形成装置１を複合機とするならば、図１３に示すようにインターフェイス１
５を設け、外部のコンピュータからインターフェイス１５を介して入力される画像データ
をカラー画像処理装置３によって画像処理することもできる。このような処理に対する出
力処理を行うプリンタモードの場合のインターフェイス１５を経由する画像データの入力
先は、例えば、画像データがポストスクリプトデータの場合は出力階調補正部１３、また
、ビットマップデータの場合は領域分離処理部９とされ、これらに入力された画像データ
には上記の画像処理が行われる。
【００７４】
　ここで、カラー画像入力装置２から入力されて色変換部１０に入力される第１のカラー
画像データは、原稿を原画像として読み取られて得られる読み取り画像データであり、こ
れが色変換部１０によって変換されて出力される画像データは、原稿の再現画像を形成す
るための再現画像データである。また、インターフェイス１５を経由して入力されて色変
換部１０に入力されるビットマップデータは第１のカラー画像データであり、これが色変
換部１０によって変換されて出力される画像データは第２のカラー画像データである。
【００７５】
　さらに、複合機がデジタル伝送用のファクシミリ機能を有していてカラー画像入力装置
２によって原稿から読み取られた送信データがカラー画像処理装置３によって画像処理さ
れて送信される場合、および複合機がアナログ伝送用のファクシミリ機能を有していて送
信データがカラー画像処理装置３によって画像処理された後アナログ信号に変換されて送
信される場合には、カラー画像入力装置２から入力されて色変換部１０に入力される第１
のカラー画像データは、原稿を原画像として読み取られて得られる読み取り画像データで
あり、これが色変換部１０によって変換されて出力される画像データは、原稿の再現画像
を形成するための再現画像データである。さらに、複合機がデジタル伝送用やアナログ伝
送用のファクシミリ機能を有していて送信側が原稿から読み取って伝送してきた受信デー
タがカラー画像処理装置３によって画像処理される場合には、色変換部１０に入力される
受信データは読み取り画像データである。このようなことは画像形成装置１がファクシミ
リ装置そのものであっても同じである。
【００７６】
　以上が画像形成装置１についての説明であるが、原稿種別判別手段を備える画像形成装
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置とすることもできる。図１４に、このような原稿種別判別手段として図１３の画像形成
装置１に原稿種別自動判別部１６を追加した画像形成装置２１の構成を示す。画像形成装
置２１もデジタルカラー複写機または複合機として機能するものである。画像形成装置２
１において原稿種別自動判別部１６は、シェーディング補正部７と入力階調補正部８との
間に設けられる。
【００７７】
　原稿種別自動判別部１６は、シェーディング補正部７によって各種の歪みが取り除かれ
たＲＧＢ信号（ＲＧＢの反射率信号）から、入力された原稿画像が文字原稿であるか、写
真原稿（印刷写真・印画紙写真）であるか、あるいはそれらが混在する場合の文字／写真
原稿であるかを判定する。そして判定結果を原稿種別判別信号として入力階調補正部８、
領域分離処理部９、色変換部１０、黒生成下色除去部１１、空間フィルタ処理部１２、お
よび階調再現処理部１４に出力する。この場合、入力階調補正部８は、カラーバランスを
整えると同時に、原稿種別自動判別部１６の判定結果である原稿種別判別信号を基に下地
濃度の除去やコントラストなどの画質調整処理を施す。原稿種別を自動的に判別する方法
としては、本件出願人が先に出願した特願２０００－１２４５０号に開示されている方法
を採用することができる。原稿種別自動判別部１６は、文字原稿・写真原稿の認識度合い
を推定し、推定結果を原稿種別判別信号として出力するようにしてもよい。
【００７８】
　また、原稿種別自動判別部１６では、シェーディング補正部７から入力される上記ＲＧ
Ｂ信号を補色反転してＣＭＹ信号とし、濃度信号などカラー画像処理装置に採用されてい
る画像処理システムの扱い易い信号に変換することもできる。
【００７９】
　また、画像形成装置１・２１では、前記の操作パネル５により原稿種別を任意に選択す
ることにより原稿種別を指定することもできる。なお、画像形成装置２１を複合機として
プリンタモードで画像処理する場合は、前記画像形成装置１について述べた通りである。
【００８０】
　次に、上記画像形成装置１や画像形成装置２１の色変換部１０の構成と、本実施の形態
の画像処理の一部をなす色変換部１０が行う色変換処理とについて、種々の実施例を挙げ
て説明する。
【００８１】
　　〔実施例１〕
　図１に、色変換部１０の第１の実施例である色変換部１０ａの構成を示す。色変換部１
０ａは、モード判別部３１、第１色変換処理部３２、および第２色変換処理部３３を備え
ている。
【００８２】
　モード判別部３１は、色変換部１０ａに入力された第１のカラー画像データであるＲＧ
Ｂデータ（ＲＧＢ信号）がコピーモードにおけるものであるのか、プリンタモードにおけ
るものであるのかを、入力されるモード判別信号から判別する。コピーモードであるかプ
リンタモードであるかはＣＰＵが判定し、モード判別信号はＣＰＵから出力されるもので
ある。ＲＧＢデータがコピーモードにおけるものであれば、該ＲＧＢデータを読み取り画
像データとして第１色変換処理部３２に入力する。ＲＧＢデータがプリンタモードにおけ
るものであれば、該ＲＧＢデータを読み取り画像データ以外の第１のカラー画像データと
して第２色変換処理部３３に入力する。
【００８３】
　第１色変換処理部３２は、入力されるＲＧＢデータを画像データＣ１・Ｍ１・Ｙ１で表
される第２のカラー画像データかつ再現画像データとしてのＣＭＹデータへ変換する第１
色変換処理を行う。第１色変換処理には所定のＲＧＢデータに対応した色変換値を備える
ＬＵＴである第１ＬＵＴを用い、第１色変換処理部３２はこの第１ＬＵＴを内部に格納し
ている。第１ＬＵＴには、予め記憶色対応データと判定することに決定した読み取り画像
データ（ＲＧＢデータ）に対して記憶色対応データ用の色変換値が備えられている。
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【００８４】
　この色変換値は、原画像と略同じ色を表す再現画像を得るために読み取り画像データを
再現画像データに変換するための忠実色変換値と、読み取り画像データを記憶色変換処理
するための記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であることを示す色遷移領
域内にある遷移色変換値である。遷移色変換値については後述するが、この遷移色変換値
は忠実色変換値と記憶色変換値との両方を加味して求められた両変換値の中間の色変換値
とも言えるものである。
【００８５】
　また、第１ＬＵＴには、記憶色対応データと判定することに決定した読み取り画像デー
タ以外の読み取り画像データ（ＲＧＢデータ）に対して上記忠実色変換値が色変換値とし
て備えられている。
【００８６】
　第２色変換処理部３３は、入力されるＲＧＢデータを画像データＣ２・Ｍ２・Ｙ２で表
される第２のカラー画像データとしてのＣＭＹデータへ変換する第２色変換処理を行う。
第２色変換処理には所定のＲＧＢデータに対応した色変換値を備えるＬＵＴである第２Ｌ
ＵＴを用い、第２色変換処理部３３はこの第２ＬＵＴを内部に格納している。第２ＬＵＴ
には、予め記憶色対応データと判定することに決定した第１のカラー画像データ（ＲＧＢ
データ）に対して記憶色変換値が色変換値として備えられており、記憶色対応データと判
定することに決定した第１のカラー画像データ以外の第１のカラー画像データ（ＲＧＢデ
ータ）に対して忠実色変換値が色変換値として備えられている。
【００８７】
　上記第１ＬＵＴおよび第２ＬＵＴを用いるＬＵＴ法として、直接変換法、３次元補間法
、本件出願人が先に出願した特願２０００－１６９６３３号（特開２００１－１５７０７
２号公報）で開示している２次元補間法、入力ＲＧＢデータの上位ビットのみにテーブル
値を与えて、下位ビットに関わらずその上位ビットのテーブル値を割り当てるビット切り
捨て直接変換法などを用いることができる。以下の実施例における各ＬＵＴも同様である
。
【００８８】
　上記の構成の色変換部１０ａの色変換処理を図２のフローチャートに従って説明する。
Ｓ１ではモード判別部３１がモード判別信号からコピーモードであるかプリンタモードで
あるかを判別する。コピーモードであると判別した場合はＳ２へ進み、モード判別部３１
はＲＧＢデータを第１色変換処理部３２へ入力し、第１色変換処理部３２は第１色変換処
理を行う。このとき所定のＲＧＢデータについては遷移色変換値が自動的に割り当てられ
るので、記憶色対応データが入力されたことが判定されていることになる。Ｓ１でプリン
タモードであると判別した場合はＳ３へ進み、モード判別部３１はＲＧＢデータを第２色
変換処理部３３へ入力し、第２色変換処理部３３は第２色変換処理を行う。このとき所定
のＲＧＢデータについては記憶色変換値が自動的に割り当てられるので、記憶色対応デー
タが入力されたことが判定されていることになる。
【００８９】
　次に、前述の遷移色変換値について説明する。図３に、入力されるＲＧＢデータに対し
て割り当てることのできるＣＭＹデータを含んだＣＭＹ空間の一部を示す。あるＲＧＢデ
ータに対する忠実色変換値を同図の点Ｐ 1  （Ｃ 1  ，Ｍ 1  ，Ｙ 1）とし、記憶色変換値を点
Ｐ 2  （Ｃ 2  ，Ｍ 2  ，Ｙ 2  ）とする。従来では点Ｐ 1  、および点Ｐ 1  を実線矢印で示すよう
に移された点Ｐ 2  のいずれか一方にしか変換されていなかったが、本実施の形態では点Ｐ

1  と点Ｐ 2  とから所定の範囲まで、すなわち点Ｐ 1  と点Ｐ 2  とからある方向に向かって連
続する格子点を全て含みながら所定の格子点まで、色遷移した領域であることを示す色遷
移領域内にある点を遷移色変換値として記憶色対応データに割り当てることができる。
【００９０】
　同図の場合は、色遷移領域が点Ｐ 1  と点Ｐ 2  とを結ぶ線分を直径とする球の内部となっ
ている場合で、点Ｐ 1  からは一点鎖線矢印で示すように移された点（Ｃ j 0，Ｍ j 0，Ｙ j 0）
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、（Ｃ k 0，Ｍ k 0，Ｙ k 0）、（Ｃ l 0，Ｍ l 0，Ｙ l 0）が遷移色変換値の例として図示されてい
る。上記球の中心の座標は、
　　（Ｃ 0  ，Ｍ 0  ，Ｙ 0  ）＝（（Ｃ 1  ＋Ｃ 2  ）／２，（Ｍ 1  ＋Ｍ 2  ）／２，（Ｍ 1  ＋Ｍ 2  

）／２）
であって、半径Ｒは、
　　Ｒ 2  ＝｛（Ｃ 1  －Ｃ 2  ）

2  ＋（Ｍ 1  －Ｍ 2  ）
2  ＋（Ｙ 1  －Ｙ 2  ）

2  ｝／４
で表されるので、この色遷移領域は、
　　（ｃ－Ｃ 0  ）

2  ＋（ｍ－Ｍ 0  ）
2  ＋（ｙ－Ｙ 0  ）

2  ≦Ｒ 2  

と表すことができる。
【００９１】
　点Ｐ 1  と点Ｐ 2  との具体的な数値例としては、ＣＭＹデータがそれぞれ８ビットで表さ
れるとした場合に、点Ｐ 1  （４５，１２０，１３５）－点Ｐ 2  （３５，１１０，１３０）
や、点Ｐ 1  （４０，９５，１００）－点Ｐ 2  （３０，８５，１００）などが挙げられる。
色遷移領域としては、楕円球や二重円錐形などで規定される類似の範囲でもよいし、線分
Ｐ 1  Ｐ 2  上のみの簡易的な範囲でもよい。
【００９２】
　このような色遷移領域のどの点を遷移色変換値とするかは、記憶色対応データがどのよ
うな画像におけるものかによって適宜決定すればよい。色遷移領域は忠実色変換値と記憶
色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であるので、色遷移領域内で遷移色変換値
を、その記憶色対応データに対する再現画像色が忠実色にも見え、記憶色にも見えるよう
な色変換値とすることができる。従って、再現画像と該原画像とを比較してもしなくても
再現画像は自然に見える。
【００９３】
　この結果、記憶色を割り当てることのできる原稿を原画像として読み取られ色変換処理
を経て得られる再現画像が、該原画像との比較の有無に関わらず自然に見えるように色変
換処理を行うことができる。
【００９４】
　次に、第１ＬＵＴなどの遷移色変換値を色変換値として有するＬＵＴを作成する方法の
一例について説明する。なお、この方法は以下の実施例においても同様である。
【００９５】
　ＬＵＴの作成方法として、重回帰分析法（下記の例では最小二乗法）を用いた例を示す
。この例では、例えば、ＲＧＢデータからＣＭＹデータへの変換を式（２）の行列演算を
用いて実現する。
【００９６】
【数１】
　
　
　
　
　
【００９７】
　主要なＣＭＹデータの値の組み合わせをカラー画像出力装置４と等価な画像出力装置に
与えてカラーパッチを出力し、それをカラー画像入力装置２と等価な画像入力装置で読み
込み、対応するＣＭＹデータの値とＲＧＢデータの値とを求める。これらの関係を満たす
定数ａ 1 1からａ 3 3まで、およびｂ 1  からｂ 3  までを最小二乗法で求める。より精度を上げ
て色再現を行う場合には、ＲＧＢデータの２次以上のより高次の項を含め上記定数（マト
リクス係数）を求める。
【００９８】
　本方法の場合は以下のように処理を行う。ある遷移による色再現を行いたい色（例えば
肌色）に対して、カラーパッチ（図３の忠実色変換値を示す点Ｐ 1  （Ｃ 1  ，Ｍ 1  ，Ｙ 1  ）
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）の出力データ（Ｃ i 1，Ｍ i 1，Ｙ i 1）に対応するスキャン値（（Ｒ i  ，Ｇ i  ，Ｂ i  ）を得
る。遷移色変換値を（Ｃ i 0，Ｍ i 0，Ｙ i 0）（ｉ＝０～ｎ：図１の球内に含まれる点）とす
る。今、（Ｃ k 1，Ｍ k 1，Ｙ k 1）（ｉ＝ｋ（０≦ｋ≦ｎ））の出力データを遷移色変換値に
変更する場合、最終的なデータセットは以下のようになる。
【００９９】
　　　　（Ｒ 0  ，Ｇ 0  ，Ｂ 0  ）　　←→　　（Ｃ 0 1，Ｍ 0 1，Ｙ 0 1）
　　　　（Ｒ 1  ，Ｇ 1  ，Ｂ 1  ）　　←→　　（Ｃ 1 1，Ｍ 1 1，Ｙ 1 1）
　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　（Ｒ k  ，Ｇ k  ，Ｂ k  ）　　←→　　（Ｃ k 0，Ｍ k 0，Ｙ k 0）
　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　（Ｒ n  ，Ｇ n  ，Ｂ n  ）　　←→　　（Ｃ n 1，Ｍ n 1，Ｙ n 1）
　ここで、（Ｒ k  ，Ｇ k  ，Ｂ k  ）に対しては（Ｃ k 1，Ｍ k 1，Ｙ k 1）を（Ｃ k 0，Ｍ k 0，Ｙ k 0

）に置き換えている。この全データセット（Ｒ，Ｇ，Ｂ）←→（Ｃ，Ｍ，Ｙ）に対して、
最小二乗法によりマトリクス係数を算出することにより遷移色での色再現を行うことがで
きる。また、遷移色が複数ある場合は、対応する出力信号を変更すればよい。
【０１００】
　また、ニューラルネットワークでＬＵＴを作成する場合は、（Ｒ，Ｇ，Ｂ）を学習デー
タ、（Ｃ，Ｍ，Ｙ）を教師データとして学習を行えばよい。
【０１０１】
　また、本実施例によれば、プリンタモードでの形成画像を電子ディスプレイ上などの原
画像と比較することがない場合、プリンタモードでの第１のカラー画像データは、原画像
との比較を行わない画像を形成するための非比較画像データである。このような非比較画
像データの記憶色対応データに対しては、記憶色再現された方が再現画像が自然に見える
ので、第２のカラー画像データとして記憶色変換値が得られればよいことになる。従って
、プリンタモードでの第１のカラー画像データは、記憶色対応データに対して第２のカラ
ー画像データとして記憶色変換値が得られればよいことが予め決定している記憶色再現指
定データである。
【０１０２】
　そして、記憶色再現指定データであることを認識することができるものについては、そ
の記憶色対応データと判定されるものに対して記憶色変換値を第２のカラー画像データと
して得るとともに、記憶色対応データ以外の記憶色再現指定データに対して忠実色変換値
を第２のカラー画像データとして得る。上記例の場合はプリンタモードであることが分か
れば記憶色再現指定データであることを認識することができる。従って、本実施例のよう
なプリンタモードや、送信側で色変換処理を行いその原稿のコピーを行わない場合のファ
クシミリ送信モードおよび受信側で色変換処理を行う場合のファクシミリ受信モードでの
第１のカラー画像データに対して、形成画像を原画像と比較しないことに決めているモー
ドや形成画像を原画像と比較することができないモードであるがゆえに記憶色再現指定デ
ータであることが分かるものについては、記憶色対応データを好ましい色である記憶色に
変換することができる。
【０１０３】
　また、本実施例によれば、記憶色対応データを遷移色変換値に変換するときにはＬＵＴ
法により得るので、色変換処理を容易に行うことができる。
【０１０４】
　また、色変換部１０が第１色変換処理部３２のみを備え、プリンタモードが存在せず読
み取り画像データに記憶色対応データが含まれる場合に、また、プリンタモードが存在し
ても第１のカラー画像データに記憶色対応データが含まれる場合にこのようなモードに関
わらずに、遷移色変換値を用いて色変換処理を行うようにしてもよい。
【０１０５】
　　〔実施例２〕
　図４に、色変換部１０の第２の実施例である色変換部１０ｂの構成を示す。色変換部１
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０ｂは、モード判別部３４、第１色変換処理部３２、第２色変換処理部３３、および第３
色変換処理部３５を備えている。
【０１０６】
　モード判別部３４は、色変換部１０ｂに入力された第１のカラー画像データであるＲＧ
Ｂデータ（ＲＧＢ信号）がコピーモードにおけるものであるのか、プリンタモードにおけ
るものであるのかを、入力されるモード判別信号から判別する。さらに、モード判別部３
４は、ＲＧＢデータ（ＲＧＢ信号）がコピーモードにおけるものである場合に、原稿種別
が写真原稿あるいは文字／写真原稿（文字と写真とが混在した原稿）、すなわち写真を包
含している写真包含原稿であるか、文字線画原稿（文字および線画の一方または両方から
なる原稿）であるかを判別する。原稿種別は、画像形成装置１・２１の操作パネル５から
、あるいは画像形成装置２１の原稿種別自動判別部１６から入力される原稿種別判別信号
から判別する。
【０１０７】
　モード判別部３４は、ＲＧＢデータがコピーモードにおけるものであって原稿種別が写
真包含原稿であれば、該ＲＧＢデータを読み取り画像データとして第１色変換処理部３２
に入力する。ＲＧＢデータがコピーモードにおけるものであって原稿種別が文字線画原稿
であれば、該ＲＧＢデータを読み取り画像データとして第３色変換処理部３５に入力する
。ＲＧＢデータがプリンタモードにおけるものであれば、該ＲＧＢデータを読み取り画像
データ以外の第１のカラー画像データとして第２色変換処理部３３に入力する。
【０１０８】
　第１色変換処理部３２および第２色変換処理部３３は実施例１と同一のものである。
【０１０９】
　第３色変換処理部３５は、入力されるＲＧＢデータを画像データＣ３・Ｍ３・Ｙ３で表
される第２のカラー画像データかつ再現画像データとしてのＣＭＹデータへ変換する第３
色変換処理を行う。第３色変換処理には所定のＲＧＢデータに対応した色変換値を備える
ＬＵＴである第３ＬＵＴを用い、第３色変換処理部３５はこの第３ＬＵＴを内部に格納し
ている。第３ＬＵＴには、全ての第１のカラー画像データ（ＲＧＢデータ）に対して忠実
色変換値が色変換値として備えられている。
【０１１０】
　上記の構成の色変換部１０ｂの色変換処理を図５のフローチャートに従って説明する。
Ｓ１１ではモード判別部３４がモード判別信号からコピーモードであるかプリンタモード
であるかを判別する。コピーモードであると判別した場合はＳ１２へ進み、モード判別部
３４は原稿種別判別信号から原稿種別が写真包含原稿であるか文字線画原稿であるかを判
別する。写真包含原稿であると判別した場合はＳ１３へ進み、ＲＧＢデータを第１色変換
処理部３２へ入力し、第１色変換処理部３２は第１色変換処理を行う。Ｓ１２で文字線画
原稿（図中では文字原稿の場合のみを示してある）であると判別した場合はＳ１４へ進み
、ＲＧＢデータを第３色変換処理部３５へ入力し、第３色変換処理部３５は第３色変換処
理を行う。Ｓ１１でプリンタモードであると判別した場合はＳ１５へ進み、モード判別部
３４はＲＧＢデータを第２色変換処理部３３へ入力し、第２色変換処理部３３は第２色変
換処理を行う。
【０１１１】
　本実施例によれば、文字線画原稿から読み取られた読み取り画像データは、第２のカラ
ー画像データとして忠実色変換値に固定された色変換値が得られればよいことが予め決定
している変換値固定データであり、また変換値固定データであることを認識することがで
きるものである。このように変換値固定データであることを認識することができるものに
ついては該変換値固定データの全てに対して、忠実色変換値に固定された色変換値を第２
のカラー画像データとして得るので、強制的に忠実色再現のみを行うことができる。
【０１１２】
　また、本実施例によれば、原画像が写真包含原稿である場合には記憶色対応データと判
定されるものを遷移色変換値に変換して再現画像データを得て、原画像が文字線画原稿で
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ある場合には記憶色対応データと判定されるものを忠実色変換値に変換して再現画像デー
タを得る。従って、写真包含原稿の記憶色対応データが記憶色に見えるように再現された
方がよい確率が高いことと、文字線画原稿の記憶色対応データが忠実色に見えるように再
現された方がよい確率が高いこととに略合致した色変換処理を行うことができる。
【０１１３】
　　〔実施例３〕
　図６に、色変換部１０の第３の実施例である色変換部１０ｃの構成を示す。色変換部１
０ｃは、モード判別部３６、第１色変換処理部３２、第２色変換処理部３３、第３色変換
処理部３５、および第１’色変換処理部３７を備えている。
【０１１４】
　モード判別部３６は、色変換部１０ｃに入力された第１のカラー画像データであるＲＧ
Ｂデータ（ＲＧＢ信号）がコピーモードにおけるものであるのか、プリンタモードにおけ
るものであるのかを、入力されるモード判別信号から判別する。さらに、モード判別部３
６は、ＲＧＢデータ（ＲＧＢ信号）がコピーモードにおけるものである場合に、原稿種別
が印画紙写真原稿（写真包含原稿）であるか印刷写真原稿（写真包含原稿）であるか文字
線画原稿であるかを、操作パネル５においてユーザによって選択され、操作パネル５から
出力される画像モード信号から判別する。画像モードとしてはこの他、文字／写真原稿の
モードなどが含まれていてもよい。
【０１１５】
　モード判別部３６は、ＲＧＢデータがコピーモードにおけるものであって原稿種別が印
画紙写真原稿であれば、該ＲＧＢデータを読み取り画像データとして第１色変換処理部３
２に入力する。ＲＧＢデータがコピーモードにおけるものであって原稿種別が印刷写真原
稿であれば、該ＲＧＢデータを読み取り画像データとして第１’色変換処理部３７に入力
する。ＲＧＢデータがコピーモードにおけるものであって原稿種別が文字線画原稿であれ
ば、該ＲＧＢデータを読み取り画像データとして第３色変換処理部３５に入力する。ＲＧ
Ｂデータがプリンタモードにおけるものであれば、該ＲＧＢデータを読み取り画像データ
以外の第１のカラー画像データとして第２色変換処理部３３に入力する。
【０１１６】
　第１色変換処理部３２、第２色変換処理部３３、および第３色変換処理部３５は実施例
２と同一のものであるが、第１色変換処理部３２の第１ＬＵＴの色変換値は印画紙写真原
稿用として格納されている。
【０１１７】
　第１’色変換処理部３７は、入力されるＲＧＢデータを画像データＣ１’・Ｍ１’・Ｙ
１’で表される第２のカラー画像データかつ再現画像データとしてのＣＭＹデータへ変換
する第１’色変換処理を行う。第１’色変換処理には所定のＲＧＢデータに対応した色変
換値を備えるＬＵＴである第１’ＬＵＴを用い、第１’色変換処理部３７はこの第１’Ｌ
ＵＴを内部に格納している。第１’ＬＵＴには、第１ＬＵＴの色変換値を印刷写真原稿用
に置き換えたものとなっている。
【０１１８】
　上記の構成の色変換部１０ｃの色変換処理を図７のフローチャートに従って説明する。
Ｓ２１ではモード判別部３６がモード判別信号からコピーモードであるかプリンタモード
であるかを判別する。コピーモードであると判別した場合はＳ２２へ進み、モード判別部
３６は画像モード信号から原稿種別が印画紙写真原稿であるか印刷写真原稿であるか文字
線画原稿であるかを判別する。印画紙写真原稿であると判別した場合はＳ２３へ進み、Ｒ
ＧＢデータを第１色変換処理部３２へ入力し、第１色変換処理部３２は第１色変換処理を
行う。Ｓ２２で印刷写真原稿であると判別した場合はＳ２４へ進み、ＲＧＢデータを第１
’色変換処理部３７へ入力し、第１’色変換処理部３７は第１’色変換処理を行う。Ｓ２
２で文字線画原稿（図中では文字原稿の場合のみを示してある）であると判別した場合は
Ｓ２５へ進み、ＲＧＢデータを第３色変換処理部３５へ入力し、第３色変換処理部３５は
第３色変換処理を行う。Ｓ２１でプリンタモードであると判別した場合はＳ２６へ進み、
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モード判別部３６はＲＧＢデータを第２色変換処理部３３へ入力し、第２色変換処理部３
３は第２色変換処理を行う。
【０１１９】
　　〔実施例４〕
　本実施例では、図４の色変換部１０ｂのモード判別部３４が、モード信号からコピーモ
ードであることを判別した場合に、読み取り画像データが網点領域あるいは写真領域であ
るか、文字領域であるかを領域分離処理部９から出力される領域識別信号から判別する。
読み取り画像データが網点領域あるいは写真領域であると判別した場合には、読み取り画
像データを第１色変換処理部３２に入力する。読み取り画像データが文字領域であると判
別した場合には、読み取り画像データを第３色変換処理部３５に入力する。
【０１２０】
　上記の色変換処理を図８のフローチャートに従って説明する。Ｓ３１ではモード判別部
３４がモード判別信号からコピーモードであるかプリンタモードであるかを判別する。コ
ピーモードであると判別した場合はＳ３２へ進み、モード判別部３４は領域識別信号から
領域が網点領域あるいは写真領域であるか文字領域であるかを判別する。網点領域あるい
は写真領域であると判別した場合はＳ３３へ進み、ＲＧＢデータを第１色変換処理部３２
へ入力し、第１色変換処理部３２は第１色変換処理を行う。Ｓ３２で文字領域であると判
別した場合はＳ３４へ進み、ＲＧＢデータを第３色変換処理部３５へ入力し、第３色変換
処理部３５は第３色変換処理を行う。Ｓ３１でプリンタモードであると判別した場合はＳ
３５へ進み、モード判別部３４はＲＧＢデータを第２色変換処理部３３へ入力し、第２色
変換処理部３３は第２色変換処理を行う。
【０１２１】
　ここで、領域分離処理方法の一例について説明する。
【０１２２】
　入力画像データを文字・網点（印刷写真）・写真（印画紙写真）領域を分離する方法と
しては、例えば「画像電子学会研究会予稿 90-06-04」に記載されている方法を用いること
ができる。以下に詳細を説明する。注目画素を中心としたＭ×Ｎ（Ｍ、Ｎは自然数）画素
のブロック内で以下のような判定を行い、それを注目画素の領域識別信号とする。
【０１２３】
　１．ブロック内の中央の９画素に対して信号レベルの平均値（Ｄａｖｅ）を求め、その
平均値を用いてブロック内の各画素を２値化する。また、最大画素信号レベル（Ｄｍａｘ
）、最小画素信号レベル（Ｄｍｉｎ）も同時に求める。
【０１２４】
　２．網点領域では、小領域における画像信号の変動が大きいことや、背景に比べて濃度
が高いことを利用し、網点領域を識別する。２値化されたデータに対して主走査、副走査
方向でそれぞれ０から１への変化点数、１から０への変化点数を求めて、それぞれ、Ｋｈ
，Ｋｖとし、閾値、Ｔｈ，Ｔｖと比較して両者が共に閾値を上回ったら網点領域とする。
また、背景との誤判定を防ぐために、Ｄｍａｘ、Ｄｍｉｎ、Ｄａｖｅを閾値、Ｂ１，Ｂ２
と比較する。Ｄｍａｘ－Ｄａｖｅ＞Ｂ１かつＤａｖｅ－Ｄｍｉｎ＞かつＫｈ＞ＴｈかつＫ
ｖ＞Ｔｖの場合に網点領域とし、上記の条件以外の場合に写真領域とする。
【０１２５】
　３．文字領域では、最大信号レベルと最小信号レベルの差が大きく、濃度も高いと考え
られることから、文字領域の識別を以下のように行う。非網点領域において先に求めてい
た最大、最小信号レベルとそれらの差分（Ｄｓｕｂ）を閾値、Ｐａ，Ｐｂ，Ｐｃと比較し
、どれか一つが上回ったならば文字領域、すべて閾値以下ならば写真領域とする。Ｄｍａ
ｘ＞ＰａまたはＤｍｉｎ＜ＰｂまたはＤｓｕｂ＞Ｐｃである場合に文字領域とし、上記の
条件以外の場合に写真領域とする。
【０１２６】
　　〔実施例５〕
　図９に、色変換部１０の第５の実施例である色変換部１０ｄの構成を示す。色変換部１
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０ｄは、第３色変換処理部３５、第４色変換処理部４１、および信号処理部４２を備えて
いる。
【０１２７】
　第３色変換処理部３５は実施例２と同一のものである。
【０１２８】
　第４色変換処理部４１は、入力されるＲＧＢデータを画像データＣ４・Ｍ４・Ｙ４で表
される第２のカラー画像データとしてのＣＭＹデータへ変換する第４色変換処理を行う。
第４色変換処理には所定のＲＧＢデータに対応した色変換値を備えるＬＵＴである第４Ｌ
ＵＴを用い、第４色変換処理部４１はこの第４ＬＵＴを内部に格納している。第４ＬＵＴ
には、予め記憶色対応データと判定することに決定した第１のカラー画像データ（ＲＧＢ
データ）に対して記憶色変換値が色変換値として備えられており、記憶色対応データと判
定することに決定した第１のカラー画像データ以外の第１のカラー画像データ（ＲＧＢデ
ータ）に対して忠実色変換値が色変換値として備えられている。なお、第４ＬＵＴには、
予め記憶色対応データと判定することに決定した第１のカラー画像データに対しての記憶
色変換値のみが色変換値として備えられていてもよい。
【０１２９】
　信号処理部４２は、第３色変換処理部３５から出力された画像データＣ３・Ｍ３・Ｙ３
と、第４色変換処理部４１から出力された画像データＣ４・Ｍ４・Ｙ４とが入力されるよ
うになっている。信号処理部４２は、画像データＣ３・Ｍ３・Ｙ３と画像データＣ４・Ｍ
４・Ｙ４とを、入力されるモード判別信号や、画像種別判別信号、後述する調整信号など
に基づいて予め定められた比率ａで加算して第２のカラー画像データとしての画像データ
Ｃ out ・Ｍ out ・Ｙ out を出力する。画像種別判別信号には、原稿種別判別信号、画像モ
ード信号、領域識別信号などがある。第４ＬＵＴに記憶色変換値のみが備えられている場
合には、記憶色対応データ以外の画像データＲＧＢに対しては、画像データＣ３・Ｍ３・
Ｙ３の比率を１とすればよい。
【０１３０】
　コピーモードとプリンタモードとでの比率ａの設定例を表１に示す。ここではａは記憶
色変換値の比率を示す。
【０１３１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
【０１３２】
　上記の構成の色変換部１０ｄの色変換処理の一例を図１０のフローチャートに従って説
明する。Ｓ４１では信号処理部４２がモード判別信号からコピーモードであるかプリンタ
モードであるかを判別し、表１に従って比率ａを設定する。次に、並列処理として、Ｓ４
２で第３色変換処理部３５が第３色変換処理を行い、Ｓ４３で第４色変換処理部４１が第
４色変換処理を行う。次に、Ｓ４４で信号処理部４２が画像データＣ３・Ｍ３・Ｙ３と画
像データＣ４・Ｍ４・Ｙ４とを、Ｓ４４で示した式により比率ａで加算して第２のカラー
画像データとしての画像データＣ out ・Ｍ out ・Ｙ out を出力する。
【０１３３】
　また、コピーモードにおいて、画像種別判別信号による原稿の画像種別ごとに比率ａを
設定することができ、その設定例を表２に示す。
【０１３４】
【表２】
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【０１３５】
　なお表２においては、原稿種別判別信号あるいは領域識別信号を用いる場合、その認識
度合いに基づいて比率ａを設定することができることも示されている。認識度合いは、原
稿種別判別信号の場合は文字の度合いと写真の度合いとを認識し、領域識別信号の場合は
文字領域の度合いと文字領域以外の度合いとを認識して画像種別を判別する。
【０１３６】
　原稿種別判別信号による上記比率ａの設定は、原稿種別ごとに例えば以下のように行っ
ている。写真原稿の場合、人肌や空を含む可能性が高いためにより好ましい色再現を行う
ために例えばａ（表２のＴ３）＝０．８とする。文字原稿の場合は、逆に人肌や空を含む
可能性は低いため、より忠実な色再現を行うために例えばａ（表２のＴ１）＝０．１とす
る。文字写真原稿の場合は、写真原稿と文字原稿との色再現を行うために例えばａ（表２
のＴ２）＝０．５とする。
【０１３７】
　また、画像モード信号による上記比率ａの設定は、例えば以下のように行う。文字モー
ドの場合、人肌や空を含む可能性は低いので（もしくは、ユーザが文字などの線画の再現
を明示的に指示していて、人肌などを含んでいても好ましい再現を行う必要がないので）
、より忠実な色再現を行うために例えばａ（表２のＴ１）＝０．１とする。印画紙写真モ
ードおよび印刷写真モードの場合は、人肌や空を含む可能性が高いため、どちらも記憶色
を重視した色再現を行う。加えて印画紙写真のほとんどが人物画や風景がであるため、印
画紙写真モードでが最も好ましい色再現（記憶色再現）を行った方がよく、例えば印画紙
写真モードでａ（表２のＴ３）＝０．９、印刷写真モードでａ（表２のＴ２）＝０．７と
する。
【０１３８】
　また、領域分離信号ににより上記比率ａを設定する場合、文字領域に対しては忠実に色
再現を行い、文字領域以外には記憶色と忠実色との両方を加味した色再現をおこなうため
に、例えば文字領域でａ（表２のＴ１）＝０．１、文字領域以外でａ（表２のＴ２）＝０
．５とする。
【０１３９】
　また、前述の調整信号は、画像形成装置１・２１（例えば操作パネル５により、ボタン
を押して入力）あるいはコンピューターシステム（例えばキーボードやマウスを用いて表
示画面により入力）を用いてユーザーが発生させるものである。この調整信号を用いると
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、画像データＣ３・Ｍ３・Ｙ３と画像データＣ４・Ｍ４・Ｙ４とに対する比率ａを任意に
設定して加算する指示を与えることにより色変換値を求めることができる。
【０１４０】
　調整信号により比率ａを変化させる場合、例えば操作パネル５に「肌色や風景画をより
きれいにします」などと表示し、さらに操作パネル５に図１１に示すような指示画面５１
を設け、指示画面５１に表示される比率設定スケール５２を設定ボタン５３で移動させ、
所望の位置で確定キー５４で確定するようにすればよい。この場合、全ての画像に対応す
ることができなくても、指示画面５１にグラデーションなどのサンプルを表示することに
より比率ａを設定する際の目安とすることができる。
【０１４１】
　また、図１１のように比率ａを連続的に設定するのではなく、図１２に示すように、段
階的に設定するようにしてもよい。図１２では、指示画面５１に選択画面５５ａ～５５ｅ
といったように段階的な選択画面を表示するようになっている。
【０１４２】
　さらに、上記の比率ａは実施例１で説明した点Ｐ 1  と点Ｐ 2  とを結ぶ線分上での色遷移
の度合いを表すものであるが、実施例１で同様に説明した色遷移領域一般における色遷移
の度合いを設定することは可能であり、このような色遷移領域の所定のものをランク付け
して使用することもできる。例えば、高精細な色再現を行うため色遷移領域として楕円体
を用い、標準の色再現を行うための色遷移領域として球を用い、簡易的な色再現を行うた
め色遷移領域として直線を用いることができる。
【０１４３】
　なお、色変換処理後の画像を操作パネル５の表示部に表示し、それを見て比率ａ（色遷
移の度合い）を変更するか否かをユーザに確認するようにしてもよい。この場合の表示部
は、画像全体を認識することができるように表示するものが好ましい。
【０１４４】
　本実施例では、比率ａなど色遷移領域でユーザが指定する色遷移の度合いを示すものは
、色遷移の度合いを変化させるパラメータである。これによれば、読み取り画像データの
記憶色対応データと判定されるものに対して遷移色変換値を再現画像データとするときに
、忠実色変換値と記憶色変換値とからの色遷移の度合いをパラメータによって変化させて
求めることができる。従って、遷移色変換値を状況に応じて変化させることができる。ま
た、実施例１ないし４のそれぞれにおいても、第１ＬＵＴや第１’ＬＵＴとして色遷移の
度合いの異なる複数のものが予め作成されていて、この中からあるＬＵＴを選択するのに
、操作パネル５から発生する選択基準や色変換部１０内で発生する選択基準も上記パラメ
ータとなる。
【０１４５】
　また、本実施例によれば、遷移色変換値を変化させるパラメータを読み取り画像データ
の記憶色対応データと判定されるものに対してだけ用いるのではなく、表１および表２に
も示されているように、認識することのできる記憶色再現指定データの記憶色対応データ
と判定されるものについても記憶色変換値を第２のカラー画像データとして得るために該
記憶色対応データ用のものとして用いることができる。従って、遷移色で再現すべき画像
についても、記憶色で再現すべき画像についても同様の処理を適用することができて色変
換処理が簡便になる。
【０１４６】
　また、本実施例によれば、原稿に含まれる画像種別ごとにパラメータを変化させること
ができるので、色遷移の度合いを画像種別ごとに変化させることができる。
【０１４７】
　また、本実施例によれば、パラメータが任意に設定可能であるので、色遷移の度合いを
自由に設定することができ、所望の遷移色変換値を得ることができる。
【０１４８】
　以上、各実施例について述べた。画像形成装置１・２１は、このような色変換部１０を

10

20

30

40

50

(24) JP 3989738 B2 2007.10.10



含むカラー画像処理装置３を備えているので、カラー画像処理装置３による画像処理結果
に従って画像形成を行うことができる。またこのようなカラー画像処理装置３および画像
処理方法により、再現画像が自然に見えるような色変換処理を行うことができるのでユー
ザが困難を感じることはない。
【０１４９】
　本実施の形態では、カラー画像入力装置２がスキャナである場合について述べ、原稿と
再現画像とを同時に見る場合と再現画像のみを見る場合とでは最適画質が異なることをポ
イントとして説明したが、カメラシステム（プリンタ付きデジタルカメラ、ポラロイドカ
メラなど）にも同様の考え方を応用することができる。
【０１５０】
　この場合、原稿は視認物としてのオリジナルシーン（写真の場合は実風景など）、再現
画像は出力画像に対応する。通常の写真現像では最も好ましい色再現を行っているが、そ
の場で出力を行うことができるシステムでは、オリジナルシーンと出力画像とを同時に見
ることができるため、好ましい再現（記憶色再現）だけを行うと正確性（忠実さ）に欠け
ることとなる。反対に正確な色再現（忠実色再現）のみを行うと、後日、出力画像を見る
際には好ましさに欠けることになってしまう。そのため、本実施の形態のように遷移色再
現を行うことにより、いずれに場合にも対応することが可能となる
　また、本実施の形態では、以上に述べた色変換処理を含む画像処理方法は、コンピュー
タに実行させるためのプログラムで実現することができる。これによれば、前記の画像処
理方法をコンピュータが実行することができるので、該画像処理方法を汎用的なものとす
ることができる。また、このプログラムを記録媒体にコンピュータ読み取り可能に記録す
ることもできる。これによれば、上記プログラムを容易にコンピュータに提供することが
できる。
【０１５１】
　なお、本実施の形態では、この記録媒体としては、マイクロコンピュータで処理が行わ
れるために図示していないメモリ、例えばＲＯＭのようなものそのものがプログラムメデ
ィアであっても良いし、また、図示していないが外部記憶装置としてプログラム読み取り
装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入することで読み取り可能なプログラムメディアで
あっても良い。
【０１５２】
　いずれの場合においても、格納されているプログラムはマイクロプロセッサがアクセス
して実行させる構成であっても良いし、あるいは、いずれの場合もプログラムを読み出し
、読み出されたプログラムは、マイクロコンピュータの図示されていないプログラム記憶
エリアにダウンロードされて、そのプログラムが実行される方式であってもよい。このダ
ウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納されているものとする。
【０１５３】
　ここで、上記プログラムメディアは、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁
気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピーディスクやハードディスク等の磁気
ディスクや CD－ ROM／ MO／ MD／ DVD等の光ディスクのディスク系、 ICカード（メモリカード
を含む）／光カード等のカード系、あるいはマスク ROM、 EPROM（ Erasable Programmable 
Read Only Memory）、 EEPROM（ Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
）、フラッシュ ROM等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムを担持する媒体で
あっても良い。
【０１５４】
　また、本実施の形態においては、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能な
システム構成であることから、通信ネットワークからプログラムをダウンロードするよう
に流動的にプログラムを担持する媒体であっても良い。なお、このように通信ネットワー
クからプログラムをダウンロードする場合には、そのダウンロード用のプログラムは予め
本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体からインストールされるものであって
も良い。
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【０１５５】
　上記記録媒体は、デジタルカラー画像形成装置やコンピュータシステムに備えられるプ
ログラム読み取り装置により読み取られることで上述した画像処理方法が実行される。
【０１５６】
　コンピュータシステムは、フラットベッドスキャナ・フィルムスキャナ・デジタルカメ
ラなどの画像入力装置、所定のプログラムがロードされることにより上記画像処理方法な
ど様々な処理が行われるコンピュータ、コンピュータの処理結果を表示するＣＲＴディス
プレイ・液晶ディスプレイなどの画像表示装置およびコンピュータの処理結果を紙などに
出力するプリンタより構成される。さらには、ネットワークを介してサーバーなどに接続
するための通信手段としてのモデムなどが備えられる。
【０１５７】
【発明の効果】
　本発明の画像処理方法は、以上のように、上記色変換処理を、上記読み取り画像データ
に記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合に、上記記憶色対応データに対
して、上記原画像と略同じ色を表す再現画像を得るために上記読み取り画像データを上記
再現画像データに変換するための忠実色変換値と、上記読み取り画像データを記憶色変換
処理するための記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移した領域であることを示す色遷
移領域内にある色変換値である遷移色変換値を上記再現画像データとして得るとともに、
上記記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対して上記忠実色変換値を上記再
現画像データとして得るように行う構成である。
【０１５８】
　それゆえ、再現画像と該原画像とを比較してもしなくても再現画像は自然に見える。
【０１５９】
　この結果、記憶色を割り当てることのできる視認物を原画像として読み取られ色変換処
理を経て得られる再現画像が、該原画像との比較の有無に関わらず自然に見えるように色
変換処理を行うことができるという効果を奏する。
【０１６０】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記色変換処理を、上記第１のカラー
画像データが、上記記憶色対応データと判定されるものが含まれていて上記記憶色対応デ
ータに対して上記第２のカラー画像データとして上記記憶色変換値が得られればよいこと
が予め決定している記憶色再現指定データである場合に、上記記憶色再現指定データであ
ることを認識することができるものについて上記記憶色再現指定データの上記記憶色対応
データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像データとして得るとともに、上
記記憶色対応データ以外の上記記憶色再現指定データに対して上記忠実色変換値を上記第
２のカラー画像データとして得るように行うことを可能とする構成である。
【０１６１】
　それゆえ、一般に記憶色再現指定データであることが分かるものについては、記憶色対
応データを好ましい色である記憶色に変換することができるという効果を奏する。
【０１６２】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記色変換処理を、上記第１のカラー
画像データが上記第２のカラー画像データとして上記忠実色変換値に固定された色変換値
が得られればよいことが予め決定している変換値固定データである場合に、上記変換値固
定データであることを認識することができるものについて上記変換値固定データの全てに
対して、上記固定された色変換値を上記第２のカラー画像データとして得るように行うこ
とを可能とする構成である。
【０１６３】
　それゆえ、強制的に忠実色再現のみを行うことができるという効果を奏する。
【０１６４】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記色変換処理を、上記原画像が少な
くとも写真を含む原稿である写真包含原稿であって上記写真包含原稿の上記読み取り画像
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データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合には、上記写真包含原稿
の上記記憶色対応データに対して上記遷移色変換値を上記再現画像データとして得て、上
記原画像が文字および線画の一方または両方からなる原稿である文字線画原稿である場合
には、上記文字線画原稿の上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるもの
が含まれていても上記文字線画原稿の上記記憶色対応データに対して上記忠実色変換値を
上記再現画像データとして得るように行うことを可能とする構成である。
【０１６５】
　それゆえ、写真包含原稿の記憶色対応データが記憶色に見えるように再現された方がよ
い確率が高いことと、文字線画原稿の記憶色対応データが忠実色に見えるように再現され
た方がよい確率が高いこととに略合致した色変換処理を行うことができるという効果を奏
する。
【０１６６】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記色変換処理を、上記遷移色変換値
をルックアップテーブル法により得るように行う構成である。
【０１６７】
　それゆえ、色変換処理を容易に行うことができるという効果を奏する。
【０１６８】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記色変換処理を、上記読み取り画像
データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合に、上記記憶色対応デー
タに対して上記再現画像データを得るときに、上記色遷移領域内での上記忠実色変換値と
上記記憶色変換値とからの色遷移の度合いを変化させるパラメータに従って上記遷移色変
換値を求めるように行う構成である。
【０１６９】
　それゆえ、遷移色変換値を状況に応じて変化させることができるという効果を奏する。
【０１７０】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記色変換処理を、上記第１のカラー
画像データが上記記憶色対応データと判定されるものが含まれていて上記記憶色対応デー
タに対して上記第２のカラー画像データとして上記記憶色変換値が得られればよいことが
予め決定している記憶色再現指定データである場合に、上記記憶色再現指定データである
ことを認識することができるものについて上記記憶色再現指定データの上記記憶色対応デ
ータに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像データとして得るとともに、上記
パラメータを上記記憶色再現指定データの上記記憶色対応データ用のものとすることによ
って上記第２のカラー画像データを得るように行うことを可能とする構成である。
【０１７１】
　それゆえ、遷移色で再現すべき画像についても、記憶色で再現すべき画像についても同
様の処理を適用することができて色変換処理が簡便になるという効果を奏する。
【０１７２】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記パラメータは、上記原画像が原稿
である場合に、原稿に含まれる予め定められた画像種別ごとに定められている構成である
。
【０１７３】
　それゆえ、色遷移の度合いを画像種別ごとに変化させることができるという効果を奏す
る。
【０１７４】
　さらに本発明の画像処理方法は、以上のように、上記パラメータが任意に設定可能であ
る構成である。
【０１７５】
　それゆえ、色遷移の度合いを自由に設定することができ、所望の遷移色変換値を得るこ
とができるという効果を奏する。
【０１７６】
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　また、本発明のプログラムは、前記いずれかの画像処理方法をコンピュータに実行させ
る構成である。
【０１７７】
　それゆえ、前記の画像処理方法をコンピュータが実行することができるので、該画像処
理方法を汎用的なものとすることができるという効果を奏する。
【０１７８】
　また、本発明の記録媒体は、前記プログラムをコンピュータで読み取り可能に記録した
構成である。
【０１７９】
　それゆえ、前記プログラムを容易にコンピュータに提供することができるという効果を
奏する。
【０１８０】
　また、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記色変換処理手段は、上記色変換処
理を、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場合
に、上記記憶色対応データに対して、上記原画像と略同じ色を表す再現画像を得るために
上記読み取り画像データを上記再現画像データに変換するための忠実色変換値と、上記読
み取り画像データを記憶色変換処理するための記憶色変換値とから所定の範囲まで色遷移
した領域であることを示す色遷移領域内にある色変換値である遷移色変換値を上記再現画
像データとして得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記読み取り画像データに対
して上記忠実色変換値を上記再現画像データとして得るように行う構成である。
【０１８１】
　それゆえ、再現画像と該原画像とを比較してもしなくても再現画像は自然に見える。
【０１８２】
　この結果、記憶色を割り当てることのできる視認物を原画像として読み取られ色変換処
理を経て得られる再現画像が、該原画像との比較の有無に関わらず自然に見えるように色
変換処理を行うことができるという効果を奏する。
【０１８３】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記色変換処理手段は、上記色変換
処理を、上記第１のカラー画像データが、上記記憶色対応データと判定されるものが含ま
れていて上記記憶色対応データに対して上記第２のカラー画像データとして上記記憶色変
換値が得られればよいことが予め決定している記憶色再現指定データである場合に、上記
記憶色再現指定データであることを認識することができるものについて上記記憶色再現指
定データの上記記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像デー
タとして得るとともに、上記記憶色対応データ以外の上記記憶色再現指定データに対して
上記忠実色変換値を上記第２のカラー画像データとして得るように行うことが可能である
構成である。
【０１８４】
　それゆえ、一般に記憶色再現指定データであることが分かるものについては、記憶色対
応データを好ましい色である記憶色に変換することができるという効果を奏する。
【０１８５】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記色変換処理手段は、上記色変換
処理を、上記第１のカラー画像データが上記第２のカラー画像データとして上記忠実色変
換値に固定された色変換値が得られればよいことが予め決定している変換値固定データで
ある場合に、上記変換値固定データであることを認識することができるものについて上記
変換値固定データの全てに対して、上記固定された色変換値を上記第２のカラー画像デー
タとして得るように行うことが可能である構成である。
【０１８６】
　それゆえ、強制的に忠実色再現のみを行うことができるという効果を奏する。
【０１８７】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記色変換処理手段は、上記色変換
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処理を、上記原画像が少なくとも写真を含む原稿である写真包含原稿であって上記写真包
含原稿の上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場
合には、上記写真包含原稿の上記記憶色対応データに対して上記遷移色変換値を上記再現
画像データとして得て、上記原画像が文字および線画の一方または両方からなる原稿であ
る文字線画原稿である場合には、上記文字線画原稿の上記読み取り画像データに記憶色対
応データと判定されるものが含まれていても上記文字線画原稿の上記記憶色対応データに
対して上記忠実色変換値を上記再現画像データとして得るように行うことが可能である構
成である。
【０１８８】
　それゆえ、写真包含原稿の記憶色対応データが記憶色に見えるように再現された方がよ
い確率が高いことと、文字線画原稿の記憶色対応データが忠実色に見えるように再現され
た方がよい確率が高いこととに略合致した色変換処理を行うことができるという効果を奏
する。
【０１８９】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記色変換処理手段は、上記色変換
処理を、上記遷移色変換値をルックアップテーブル法により得るように行う構成である。
【０１９０】
　それゆえ、色変換処理を容易に行うことができるという効果を奏する。
【０１９１】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記色変換処理手段は、上記色変換
処理を、上記読み取り画像データに記憶色対応データと判定されるものが含まれている場
合に、上記記憶色対応データに対して上記再現画像データを得るときに、上記色遷移領域
内での上記忠実色変換値と上記記憶色変換値とからの色遷移の度合いを変化させるパラメ
ータに従って上記遷移色変換値を求めるように行う構成である。
【０１９２】
　それゆえ、遷移色変換値を状況に応じて変化させることができるという効果を奏する。
【０１９３】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記色変換処理手段は、上記色変換
処理を、上記第１のカラー画像データが上記記憶色対応データと判定されるものが含まれ
ていて上記記憶色対応データに対して上記第２のカラー画像データとして上記記憶色変換
値が得られればよいことが予め決定している記憶色再現指定データである場合に、上記記
憶色再現指定データであることを認識することができるものについて上記記憶色再現指定
データの上記記憶色対応データに対して上記記憶色変換値を上記第２のカラー画像データ
として得るとともに、上記パラメータを上記記憶色再現指定データの上記記憶色対応デー
タ用のものとすることによって上記第２のカラー画像データを得るように行うことが可能
である構成である。
【０１９４】
　それゆえ、遷移色で再現すべき画像についても、記憶色で再現すべき画像についても同
様の処理を適用することができて色変換処理が簡便になるという効果を奏する。
【０１９５】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記パラメータは、上記原画像が原
稿である場合に、原稿に含まれる予め定められた画像種別ごとに定められている構成であ
る。
【０１９６】
　それゆえ、色遷移の度合いを画像種別ごとに変化させることができるという効果を奏す
る。
【０１９７】
　さらに、本発明の画像処理装置は、以上のように、上記パラメータが任意に設定可能で
ある構成である。
【０１９８】
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　それゆえ、色遷移の度合いを自由に設定することができ、所望の遷移色変換値を得るこ
とができるという効果を奏する。
【０１９９】
　また、本発明の画像形成装置は、前記いずれかの画像処理装置を備えている構成である
。
【０２００】
　それゆえ、前記の画像処理装置による画像処理結果に従って画像形成を行うことができ
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態における第１実施例の色変換部の構成を示すブロック図
である。
【図２】　図１の色変換部による色変換処理を説明するフローチャートである。
【図３】　色遷移領域を説明するＣＭＹ空間図である。
【図４】　本発明の一実施の形態における第２実施例の色変換部の構成を示すブロック図
である。
【図５】　図４の色変換部による色変換処理を説明するフローチャートである。
【図６】　本発明の一実施の形態における第３実施例の色変換部の構成を示すブロック図
である。
【図７】　図６の色変換部による色変換処理を説明するフローチャートである。
【図８】　本発明の一実施の形態における第４実施例の色変換部による色変換処理を説明
するフローチャートである。
【図９】　本発明の一実施の形態における第５実施例の色変換部の構成を示すブロック図
である。
【図１０】　図９の色変換部による色変換処理を説明するフローチャートである。
【図１１】　図９の色変換部に比率を設定するための操作パネルの構成を示す平面図であ
る。
【図１２】　図９の色変換部に比率を設定するための操作パネルの別の構成を示す平面図
である。
【図１３】　本発明の一実施の形態における画像形成装置の構成を示すブロック図である
。
【図１４】　本発明の一実施の形態における画像形成装置の別の構成を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
　１　　　　カラー画像形成装置（画像形成装置）
　３　　　　カラー画像処理装置（画像処理装置）
　１０　　　色変換部（色変換処理手段）
　１０ａ～１０ｄ
　　　　　　色変換部（色変換処理手段）
　２１　　　カラー画像形成装置（画像形成装置）
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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