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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原画像データにＲＩＰ処理を施して第１の解像度でラスターデータを取得し、該取得し
たラスターデータをオーバーサンプリングすることによってスムージング処理を施して前
記第１の解像度より小さい第２の解像度で出力画像データを生成する画像処理方法であっ
て、前記出力画像データに基づいてインクジェットヘッドからのインクドロップを記録媒
体に吐出することによって画像を記録媒体に記録するインクジェット記録装置による前記
記録のために行われる画像処理方法において、
　インクドロップ数に対応する階調数を示す情報を予め複数設定し、
　該設定した複数の階調数を示す情報のうちの一つの選択を受け付け、
　該選択された階調数を示す情報と前記第２の解像度とに基づいて、前記ＲＩＰ処理の前
記第１の解像度を決定することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２】
　前記階調数を示す情報が、前記記録媒体の種類であることを特徴とする請求項１記載の
画像処理方法。
【請求項３】
　前記第１の解像度と前記第２の解像度との関係が、下式を満たすことを特徴とする請求
項１または２記載の画像処理方法。
　前記第２の解像度×前記選択されたインクドロップ数≦前記第１の解像度
【請求項４】
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　前記第１の解像度の候補として予め複数の解像度が設定されており、
　該複数の解像度のうち、前記第２の解像度と前記選択されたインクドロップ数とを掛け
合わせた値に最も近い解像度を前記第１の解像度として決定することを特徴とする請求項
１または２記載の画像処理方法。
【請求項５】
　原画像データにＲＩＰ処理を施して第１の解像度でラスターデータを取得するＲＩＰ処
理部と、該ＲＩＰ処理部により取得されたラスターデータをオーバーサンプリングするこ
とによってスムージング処理を施して前記第１の解像度より小さい第２の解像度で出力画
像データを生成するスムージング処理部とを備えた画像処理装置であって、前記出力画像
データに基づいてインクジェットヘッドからのインクドロップを記録媒体に吐出すること
によって画像を記録媒体に記録するインクジェット記録装置による前記記録のために用い
られる画像処理装置において、
　前記ＲＩＰ処理部が、インクドロップ数に対応する階調数を示す情報が予め複数設定さ
れたものであるとともに、該複数の階調数を示す情報のうちの一つの選択を受け付け、該
選択された階調数を示す情報と前記第２の解像度とに基づいて、前記ＲＩＰ処理の前記第
１の解像度を決定するものであることを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　前記階調数を示す情報が、前記記録媒体の種類であることを特徴とする請求項５記載の
画像処理装置。
【請求項７】
　前記第１の解像度と前記第２の解像度との関係が、下式を満たすことを特徴とする請求
項５または６記載の画像処理装置。
　前記第２の解像度×前記選択されたインクドロップ数≦前記第１の解像度
【請求項８】
　前記ＲＩＰ処理部が、前記第１の解像度の候補として予め複数の解像度が設定されたも
のであるとともに、
　前記複数の解像度のうち、前記第２の解像度と前記選択されたインクドロップ数とを掛
け合わせた値に最も近い解像度を前記第１の解像度として決定するものであることを特徴
とする請求項５または６記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原画像データにＲＩＰ処理を施してラスターデータを取得し、その取得した
ラスターデータをオーバーサンプリングすることによってスムージング処理を施して出力
画像データを生成する画像処理方法および装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンピュータによって文字やイラストなどの図形を含む原画像データを作成し、
その原画像データをＰＤＬ形式（ページ記述言語）でコンピュータから出力し、そのＰＤ
Ｌ形式の原画像データにＲＩＰ処理を施してＣ（シアン）成分、Ｍ（マゼンダ）成分、Ｙ
（イエロー）成分、Ｋ（ブラック）成分のラスターデータを作成し、そのラスターデータ
に基づいてインクジェット記録装置によりカラー画像を形成する画像形成方法が提案され
ている。
【０００３】
　ここで、たとえば、上記のようにして作成されたラスターデータに基づいて「Ａ」とい
う文字を形成した場合、図８（Ａ）に示すように、ドットの大きさ（解像度）によって、
文字のエッジ部分にがたつきが発生する。
【０００４】
　そこで、多階調表現可能なインクジェット記録装置の場合、たとえば、ラスターデータ
に対し、オーバーサンプリング法などによってスムージング処理を施すことによって、中
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間濃度のデータを生成することで、上記のようながたつきを目立たなくする方法が提案さ
れている。オーバーサンプリング法とは、高解像度のラスターデータをｎ×ｎの画素集合
に分け、各画素集合の平均濃度値を１画素の濃度値として出力画像データを生成する方法
である。
【０００５】
　具体的には、たとえば、１画素毎に、インクの吐出回数を０から７ドロップの範囲で切
り替えることにより、１画素当たり８階調（８値）の表現可能なインクジェット記録装置
の場合、上記オーバーサンプリング法を用いて上記濃度値を算出し、その濃度値に基づい
て８階調の画素値を生成し、その８階調の画素値に基づいてインクドロップ数を８段階変
化させてドットを形成することによって文字のエッジ部分に中間濃度のドットを配置する
ことによりがたつきを目立たなくすることができる（図８（Ｂ）参照）。
【０００６】
　ここで、たとえば、出力解像度が３００×３００ｄｐｉ、出力階調が８階調のインクジ
ェット記録装置に入力される出力画像データを上記のようなオーバーサンプリングを行っ
て生成する場合、従来は、たとえば、９００×９００ｄｐｉの解像度のラスターデータが
得られるように原画像データにＲＩＰ処理を施し、その９００×９００ｄｐｉのラスター
データを３×３の画素集合に分けてオーバーサンプリングを行うことによって出力画像デ
ータを生成するようにしていた。
【特許文献１】特開平１１－６９１６３号公報
【特許文献２】特開平１０－３３６４５４号公報
【特許文献３】特開平５－２３３７９２号公報
【特許文献４】特開平９－１４９２４２号公報
【特許文献５】特開２００１－１０５６６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、たとえば、上記のようにインクドロップ数を８段階変化させるようにし
ても、印刷用紙の種類によっては、その印刷用紙のインクの裏抜け、インキの保持能力ま
たはインクのにじみの程度によってドットの濃度を８段階で表現することができない場合
があり、たとえば、印刷用紙が５段階（白のドットも含む）の濃度のドットしか表現でき
ないような場合にまで、８段階（白のドットも含む）の濃度のドットを表現可能なラスタ
ーデータを生成してもそのデータ量が無駄に多いことになる。
【０００８】
　具体的には、たとえば、印刷用紙が５段階（白のドットも含む）の濃度のドットしか表
現できないような場合、そのデータ量としては、３００×３００ｄｐｉの解像度の出力画
像データを得る場合、３００×３００×４（ドロップ）＝３６００００で十分である。な
お、このデータ量とは、単位面積あたりの階調数を意味する。ここでは、一例として、１
平方インチ当たりの階調数の場合の説明を行っている。
【０００９】
　つまり、６００×６００ｄｐｉの解像度で２階調のラスターデータが得られるようにＲ
ＩＰ処理を行えば十分であり、従来のように９００×９００ｄｐｉでＲＩＰ処理を行った
のでは、そのＲＩＰ処理の時間が無駄に長くなり、また、データ量も大きくなるため、そ
の後のラスターデータのデータ処理の処理時間も無駄に長くなってしまう。
【００１０】
　本発明は、上記のように原画像データにＲＩＰ処理を施してラスターデータを取得し、
その取得したラスターデータをオーバーサンプリングすることによってスムージング処理
を施して出力画像データを生成する画像処理方法および装置において、より効率的にＲＩ
Ｐ処理およびＲＩＰ処理後のデータ処理を行うことができる画像処理方法および装置を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本発明の画像処理方法は、原画像データにＲＩＰ処理を施して第１の解像度でラスター
データを取得し、その取得したラスターデータをオーバーサンプリングすることによって
スムージング処理を施して前記第１の解像度より小さい第２の解像度で出力画像データを
生成する画像処理方法であって、出力画像データに基づいてインクジェットヘッドからの
インクドロップを記録媒体に吐出することによって画像を記録媒体に記録するインクジェ
ット記録装置による記録のために行われる画像処理方法において、ラスターデータにスム
ージング処理を施すためのＲＩＰ処理の第１の解像度を、予め選択されたインクドロップ
数に対応する階調数を示す情報と、前記第２の解像度とに応じて決定することを特徴とす
る。
【００１２】
　また、上記本発明の画像処理方法においては、階調数を示す情報を記録媒体の種類とす
ることができる。
【００１３】
　本発明の画像処理装置は、原画像データにＲＩＰ処理を施して第１の解像度でラスター
データを取得するＲＩＰ処理部と、そのＲＩＰ処理部により取得されたラスターデータを
オーバーサンプリングすることによってスムージング処理を施して第１の解像度より小さ
い第２の解像度で出力画像データを生成するスムージング処理部とを備えた画像処理装置
であって、出力画像データに基づいてインクジェットヘッドからのインクドロップを記録
媒体に吐出することによって画像を記録媒体に記録するインクジェット記録装置による記
録のために用いられる画像処理装置において、ＲＩＰ処理部が、ラスターデータにスムー
ジング処理を施すためのＲＩＰ処理の第１の解像度を、予め選択されたインクドロップ数
に対応する階調数を示す情報と、第２の解像度とに応じて決定するものであることを特徴
とする。
【００１４】
　また、上記本発明の画像処理装置においては、階調数を示す情報を記録媒体の種類とす
ることができる。
【００１５】
　ここで、上記「階調数を示す情報」とは、階調数そのものであってもよいし、たとえば
、インクドロップ数など間接的に階調数を示すものでもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の画像処理方法および装置によれば、予め選択されたインクドロップ数に対応す
る階調数を示す情報（たとえば、記録媒体で表現可能なインクドロップ数に対応する階調
数）と、第２の解像度とに応じて、ＲＩＰ処理における第１の解像度を変化させるように
したので、たとえば、上記階調を示す情報と上記第２の解像度とにより求められるデータ
量（単位面積あたりの階調数）が少ない場合には、ＲＩＰ処理における第１の解像度を落
とすことができ、記録媒体における画像の表現に必要なデータの処理のみを行うようにす
ることができる。このため、従来技術のように、記録媒体における画像の表現に不必要な
データの処理の負担が大きくなってしまうことがなく、より効率的にＲＩＰ処理およびＲ
ＩＰ処理後のデータ処理を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の画像処理方法および装置の一実施形態を用いたインクジ
ェット記録システムについて詳細に説明する。図１は、本インクジェット記録システムの
概略構成を示すブロック図である。
【００１８】
　本インクジェット記録システムは、図１に示すように、文字や写真、イラストなどを含
む原画像データを作成可能なアプリケーションがインストールされ、原画像データをＰＤ
Ｌ形式（ページ記述言語）で出力するコンピュータ１０と、コンピュータ１０から出力さ
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れた原画像データを受け付け、その原画像データにＲＩＰ処理を施してＲ成分、Ｇ成分、
Ｂ成分のラスターデータをそれぞれ生成するＲＩＰ処理部２０と、ＲＩＰ処理部２０にお
いて生成されたＲ成分、Ｇ成分、Ｂ成分のラスターデータをＣ成分、Ｍ成分、Ｙ成分およ
びＫ成分のラスターデータに変換するＲＧＢ－ＣＭＹＫ変換部３０と、ＲＧＢ－ＣＭＹＫ
変換部３０において変換されたＣ成分、Ｍ成分、Ｙ成分およびＫ成分のラスターデータを
それぞれオーバーサンプリングすることによってスムージング処理を施してそれぞれの出
力画像データを生成するスムージング処理部５０と、スムージング処理部５０において生
成された各出力画像データにスクリーニング処理を施してスクリーニング処理済出力画像
データを生成するスクリーニング処理部５０と、スクリーニング処理部５０において生成
された各スクリーニング処理済出力画像データに基づいて画像を記録するインクジェット
記録装置６０とを備えている。
【００１９】
　次に、本インクジェット記録システムの作用について説明する。
【００２０】
　まず、コンピュータ１０において、文字や写真、イラストなどを含む原画像データがア
プリケーションによって作成される。そして、コンピュータ１０のアプリケーションにお
いて原画像データを表す画像を記録する印刷用紙の種類が選択されるとともに、印刷指示
がなされる。
【００２１】
　コンピュータ１０は、印刷指示に応じて原画像データをＰＤＬ形式で出力するとともに
、印刷用紙の種類の情報をＲＩＰ処理部２０に出力する。
【００２２】
　ここで、ＲＩＰ処理部２０には、図２に示すような印刷用紙の種類とＲＩＰ処理におけ
る解像度との対応関係が予め設定されており、ＲＩＰ処理部２０は、図２に示す対応関係
と入力された印刷用紙の種類とに基づいてＲＩＰ処理における解像度を取得し、その解像
度に基づいてＰＤＬ形式の原画像データに対してＲＩＰ処理を施し、ラスターデータを生
成する。なお、上述したように印刷用紙の種類によって、インクの保持能力やにじみの程
度が異なり、表現可能なドットの濃度（たとえば、階調数に対応）が異なる。そして、Ｒ
ＩＰ処理に必要な解像度は、後述するように表現可能なドット濃度に関連するものである
。したがって、上記のように印刷用紙の種類に応じてＲＩＰ処理の解像度を変化させるよ
うにしている。
【００２３】
　たとえば、印刷用紙の種類が、ＨＣ用紙（文字）である場合には、ＲＩＰ処理の解像度
として６００×６００ｄｐｉを取得し、この解像度となるように原画像データに対してＲ
ＩＰ処理を施す。また、たとえば、印刷用紙の種類が、ＨＣ用紙（写真）である場合には
、ＲＩＰ処理の解像度として６００×９００ｄｐｉを取得し、この解像度となるように原
画像データに対してＲＩＰ処理を施す。また、たとえば、印刷用紙の種類が、インクジェ
ット用ハガキである場合には、ＲＩＰ処理の解像度として６００×１２００ｄｐｉを取得
し、この解像度となるように原画像データに対してＲＩＰ処理を施す。なお、ＲＩＰ処理
に必要な解像度の決め方については、後で詳述する。
【００２４】
　そして、ＲＩＰ処理部２０は、上記のようにして原画像データにＲＩＰ処理を施すこと
によってＲ成分、Ｇ成分、Ｂ成分のラスターデータをそれぞれ生成する。なお、Ｒ成分、
Ｇ成分、Ｂ成分のラスターデータの各画素データは、たとえば、８ｂｉｔで表されるデー
タである。
【００２５】
　そして、ＲＩＰ処理部２０で生成されたＲ成分、Ｇ成分、Ｂ成分のラスターデータはＲ
ＧＢ－ＣＭＹＫ変換部３０に出力され、ＲＧＢ－ＣＭＹＫ変換部３０において、Ｃ成分、
Ｍ成分、Ｙ成分、Ｋ成分のラスターデータに変換される。なお、Ｃ成分、Ｍ成分、Ｙ成分
、Ｋ成分のラスターデータの各画素データも、たとえば、８ｂｉｔで表されるデータであ
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る。
【００２６】
　そして、ＲＧＭ－ＣＭＹＫ変換部３０において生成されたＣ成分、Ｍ成分、Ｙ成分、Ｋ
成分のラスターデータは、スムージング処理部４０に出力され、スムージング処理部４０
において、各ラスターデータはオーバーサンプリングされ、３００×３００ｄｐｉの出力
画像データが生成される。
【００２７】
　ここで、オーバーサンプリングとは、高解像度の入力画像をｎ×ｎの画素集合に分け、
各画素集合の平均濃度値を１画素の濃度値として出力画像データを生成する処理である。
たとえば、９００×９００ｄｐｉのラスターデータ（文字データについては実質０と２５
５の２値データ）をオーバーサンプリングして３００×３００ｄｐｉの出力画像データを
生成する場合には、図３（Ａ）に示すように、９００×９００ｄｐｉのラスターデータを
３画素×３画素の画素集合Ｐに分け、各画素集合Ｐ毎に濃度値の平均値を算出し（図３（
Ｂ））、上記平均値を１画素の濃度値として３００×３００ｄｐｉの出力画像データを取
得する（図３（Ｃ））。なお、本実施形態では、ＲＩＰ処理後のラスターデータの解像度
は６００×６００ｄｐｉ、６００×９００ｄｐｉまたは６００×１２００ｄｐｉであるの
で、画素集合の分け方が、それぞれ２画素×２画素、２画素×３画素、または２画素×４
画素ということになる。その後の方法は上記と同様である。
【００２８】
　そして、上記のようにして各成分について生成された出力画像データは、スクリーニン
グ処理部５０に出力される。そして、スクリーニング処理部５０において、各成分の出力
画像データに対し、予め選択された階調数を考慮してスクリーニング処理が施される。上
記スクリーニング処理としては、たとえば、網点処理や誤差拡散処理などが施される。な
お、上記予め選択された階調数とは、印刷用紙で表現可能な最大濃度に対応するインクド
ロップ数に対応する階調数である。本実施形態においては、印刷用紙の種類と上記階調数
との対応関係が予め設定されており、コンピュータ１０において選択された印刷用紙の種
類に応じて階調数が決定される。
【００２９】
　そして、上記スクリーニング処理は、各ドットが上記階調数の濃度で表現されるように
、に施される。たとえば、決定された階調数が８階調の場合、各スクリーニング処理済出
力画像データの各画素データは３ビットのデータに変換される。
【００３０】
　そして、上記のようにして生成された各成分のスクリーニング処理済出力画像データは
インクジェット記録装置６０に出力され、各成分のスクリーニング処理済画像出力データ
に基づいて、各成分の記録ヘッドからインクが吐出され、印刷用紙に画像が記録される。
たとえば、上記スクリーニング処理済出力画像データが８階調を表すデータの場合、記録
ヘッドから、０から７ドロップの８階調のドット濃度で印刷用紙に吐出されることで画像
が記録される。なお、インクジェット記録装置における画像の記録の作用については後で
詳述する。
【００３１】
　ここで、以下に、上記ＲＩＰ処理に必要な解像度の決め方について説明する。
【００３２】
　上述したように、印刷用紙はその種類によってインクの保持能力やにじみの程度や裏抜
け度合いなどが異なり、表現可能なドットの最大濃度が異なる。一般的にインクジェット
記録装置の印刷画像は、インクの保持能力に優れ、にじみ、裏抜けの少ない印刷用紙に、
多量のインクドロップ数にて印刷する場合が最も濃度が高く、階調が高いので、高画質な
印刷物を得られる。たとえば、８階調で最高の印刷画像を得られるインクジェット記録装
置の場合、厚紙のマット紙などでは０～７ドロップの８階調で画像を印刷する。この場合
、３００×３００ｄｐｉで出力画像データを取得するような場合には、各ドロップ数を最
大７ドロップの濃度で表現しようとする場合、そのデータ量は、１平方インチの場合、３
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００×３００×７＝６３００００だけ必要となる。オーバーサンプリング法では、このデ
ータ量と等価なデータ量を生成するための解像度設定が必要となる。
【００３３】
　しかし、印刷用紙によっては、たとえば、４ドロップの濃度での表現が最適であり、そ
れ以上のインクドロップ数のインクを吐出してもにじみや裏抜けなどで最適な画像となら
ない場合がある。この場合、３００×３００ｄｐｉで出力画像データを取得するような場
合には、各ドロップ数を最大４ドロップの濃度で表現しようとする場合、そのデータ量は
、１平方インチの場合、３００×３００×４＝３６００００だけ必要となる。オーバーサ
ンプリング法では、このデータ量と等価なデータ量を生成するための解像度設定が必要と
なる。つまり、ｎ階調の場合、上記最大のドロップ数は、ｎ－１なので、本実施形態では
、一例として、上記データ量を、出力画像データの解像度と上記最大のドロップ数とから
求めている。
【００３４】
　すなわち、スムージング処理後の出力画像データのデータ量は３００×３００×４＝３
６００００で十分（３００×３００ｄｐｉの解像度で印刷用紙の種類に対応する所定のド
ロップ数の濃度が表現できる出力画像データを生成するために十分なデータ量）というこ
とになる。したがって、スムージング処理前のラスターデータ、つまりＲＩＰ処理後のラ
スターデータのデータ量が３６００００以上あれば十分であるので、ＲＩＰ処理は３６０
０００＝６００×６００ｄｐｉの解像度で行えばよいことになる。詳述すれば、スムージ
ング処理に必要な文字データについては、実質２階調なので、６００×６００×１（ドロ
ップ）＝３６００００のデータ量があれば、文字領域に対応するスムージングの実現には
十分である。したがって、オーバーサンプリングに必要となる高解像度なラスターデータ
の解像度は、出力画像データの解像度（たとえば、３００×３００ｄｐｉ）と出力階調数
（たとえば、４ドロップ）とにより決定される。
【００３５】
　逆をいうとＲＩＰ処理を６００×６００ｄｐｉより高い解像度、たとえば、９００×９
００ｄｐｉの解像度で行ってもデータ量が増えるだけで、画像の濃度表現は変わらないこ
とになる。
【００３６】
　なお、図４に、印刷用紙の種類と、その印刷用紙が表現可能な最大濃度のインクドロッ
プ数と、そのインクドロップ数の濃度で各ドットを表現した場合のデータ量と、そのデー
タ量に対応するＲＩＰ処理の解像度との関係を示す図を示す。出力画像データの解像度は
、３００×３００ｄｐｉである。
【００３７】
　図４に示すように、たとえば、印刷用紙の種類としてＨＣ用紙（文字）が選択された場
合には、ＨＣ用紙（文字）が表現可能なインクドロップ数は４ドロップであるので、出力
画像データに必要なデータ量は３００×３００×４＝３６００００となる。したがって、
スムージング処理前に、６００×６００ｄｐｉのデータ（データ量６００×６００×１＝
３６００００）があれば、文字部分のスムージングが実現され、かつ印刷用紙の種類に対
応するドロップ濃度が表現できる出力画像データを生成するのに十分であるので、ＲＩＰ
処理は３６００００＝６００×６００ｄｐｉの解像度で行えばよいことになる。上記のよ
うにＲＩＰ処理の解像度は、印刷用紙が表現可能なインクドロップ数と、出力画像データ
の解像度とから決定される。
【００３８】
　また、たとえば、印刷用紙の種類としてＨＣ用紙（写真）が選択された場合には、ＨＣ
用紙（写真）が表現可能なインクドロップ数は５ドロップであるので、出力画像データに
必要なデータ量は３００×３００×５＝４５００００となる。したがって、ＲＩＰ処理後
のラスターデータのデータ量が４５００００以上であればよいので、ＲＩＰ処理は、たと
えば、５４００００＝６００×９００ｄｐｉの解像度で行えばよいことになる。
【００３９】
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　また、たとえば、印刷用紙の種類としてＨＣマットが選択された場合には、ＨＣマット
が表現可能なインクドロップ数は６ドロップであるので、出力画像データに必要なデータ
量は３００×３００×６＝５４００００となる。したがって、ＲＩＰ処理後のラスターデ
ータのデータ量が５４００００以上であればよいので、ＲＩＰ処理は、たとえば、５４０
０００＝６００×９００ｄｐｉの解像度で行えばよいことになる。
【００４０】
　また、たとえば、印刷用紙の種類としてインクジェット用ハガキが選択された場合には
、インクジェット用ハガキが表現可能なインクドロップ数は７ドロップであるので、出力
画像データに必要なデータ量は３００×３００×７＝６３００００（ｄｐｉ）となる。し
たがって、ＲＩＰ処理後のラスターデータのデータ量が６３００００以上であればよいの
で、ＲＩＰ処理は、たとえば、７２００００＝６００×１２００ｄｐｉの解像度で行えば
よいことになる。
【００４１】
　なお、図４において印刷用紙の種類が空欄の部分にその他の印刷用紙の種類を入れても
よい。
【００４２】
　また、上記説明においては、３００×３００ｄｐｉの解像度の出力画像データを取得す
る場合について説明したが、これに限らず、たとえば、スムージング処理によって３００
×６００ｄｐｉの解像度の出力画像データを取得するようにしてもよい。その場合には、
たとえば、図５に示すような、印刷用紙の種類とＲＩＰ処理の解像度との対応関係をＲＩ
Ｐ処理部２０に予め設定しておけばよい。３００×６００ｄｐｉの解像度の出力画像デー
タを取得する場合における、印刷用紙の種類と、その印刷用紙が表現可能な濃度のインク
ドロップ数と、そのインクドロップ数の濃度で各ドットを表現した場合のデータ量と、そ
のデータ量に対応するＲＩＰ処理の解像度との関係を示す図を図６に示す。
【００４３】
　図６に示すように、たとえば、印刷用紙の種類としてＨＣ用紙が選択された場合には、
ＨＣ用紙が表現可能なインクドロップ数は４ドロップであるので、出力画像データに必要
なデータ量は３００×６００×４＝７２００００（ｄｐｉ）となる。したがって、ＲＩＰ
処理は７２００００＝６００×１２００ｄｐｉの解像度で行えばよいことになる。
【００４４】
　また、たとえば、印刷用紙の種類として高品位紙１が選択された場合には、高品位紙１
が表現可能なインクドロップ数は５ドロップであるので、出力画像データに必要なデータ
量は３００×６００×５＝９０００００（ｄｐｉ）となる。したがって、ＲＩＰ処理後の
ラスターデータのデータ量が９０００００以上であればよいので、ＲＩＰ処理は、たとえ
ば、１０８００００＝９００×１２００ｄｐｉの解像度で行えばよいことになる。
【００４５】
　なお、図６において印刷用紙の種類が空欄の部分にその他の印刷用紙の種類を入れても
よい。
【００４６】
　なお、上記実施形態においては、ラスターデータ全体に対してオーバーサンプリング処
理を施すようにしたが、たとえば、ラスターデータにおける文字領域を判別し、その文字
領域にのみオーバーサンプリング処理を施すようにしてもよい。また、オーバーサンプリ
ング処理を施す前に、文字領域のラスターデータに対し、２値化処理を施し、その２値化
処理の施された文字領域のラスターデータに対してオーバーサンプリング処理を施すよう
にしてもよい。
【００４７】
　次に、本インクジェット記録システムにおけるインクジェット記録装置６０について簡
単に説明する。
【００４８】
　インクジェット記録装置６０は、スクリーニング処理部５０から出力された各スクリー



(9) JP 4546385 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

ニング処理済出力画像データに基づいて制御信号を生成する制御部７０と、制御部７０か
らの制御信号に基づいて印刷用紙にインクを吐出して画像を記録するインクジェットヘッ
ドユニット６１と、印刷用紙が載置される給紙部６２と、給紙部６２から繰り出された印
刷用紙をインクジェットヘッドユニット６１まで搬送するベルト搬送部６３と、両面印刷
時に印作用紙を搬送するための両面用ベルト搬送部６４と、両面印刷時に片面印刷の施さ
れた印刷用紙が一旦排紙される両面用スタックトレー６５と、ベルト搬送部６３により搬
送されるとともにインクジェットヘッドユニット６１により画像が記録された印刷用紙が
排紙される排紙部６６と、所定の印刷条件を入力可能なタッチパネル６７とを備えている
。
【００４９】
　インクヘッドジェットユニット６１は、Ｙ成分、Ｍ成分、Ｃ成分およびＫ成分のスクリ
ーニング処理済出力画像データに対応した記録ヘッド６１Ａ～６１Ｄを備えている。
【００５０】
　ベルト搬送部６３は、ベルトに多数の穴を開けた無端ベルトにより形成され、不図示の
吸引ファンにより空気を穴から吸引することにより発生する負圧で印刷用紙をベルトに吸
着させ、印刷用紙を矢印Ａ方向に搬送するものである。
【００５１】
　両面用ベルト搬送部６４は、ベルト搬送部６３と同様に、ベルトに多数の穴を空けた無
端ベルトにより形成されており、片面印刷の施された印刷用紙を両面用スタックトレー６
５まで搬送し、両面用スタックトレー６５に排紙するものである。
【００５２】
　両面用スタックトレー６５は、両面用ベルト搬送部６４により搬送された片面印刷済印
刷用紙が一旦載置されるものであるとともに、該載置された片面印刷済印刷用紙を載置さ
れた順で繰り出すことにより、印刷用紙の裏側に印刷が施されるようベルト搬送部６３に
片面印刷済印刷用紙を排紙するものである。
【００５３】
　次に、インクジェット記録装置６０の作用について説明する。
【００５４】
　給紙部６２に載置された印刷用紙が、ベルト搬送部６３に送り出され、ベルト搬送部６
３は、印刷用紙を所定の一定の搬送速度で矢印Ａ方向に搬送し、インクジェットヘッドユ
ニット６１付近まで搬送する。そして、ベルト搬送部６３により搬送された印刷用紙に記
録ヘッド６１Ａ～６１Ｄから制御部７０から出力された制御信号に基づいてインクが吐出
されて画像が記録される。そして、片面印刷を行う場合には、上記のようにして画像が記
録された印刷用紙は排紙部６６に排紙される。また、両面印刷を行う場合には、上記のよ
うにして画像が記録された片面印刷済印刷用紙は、ローラ対６８に狭持され、搬送路６９
に送り出される。搬送路６９に送り出された片面印刷済印刷用紙はさらにローラ対７０に
狭持され、両面用ベルト搬送部６４に搬送される。両面用ベルト搬送部６４は片面印刷済
印刷用紙を矢印Ｂ方向に搬送するが、このとき片面印刷済印刷用紙は画像が記録された面
を下向きにして搬送される。そして、片面印刷済印刷用紙は画像が記録された面を下に向
けたまま両面用スタックトレー６５に排出される。そして、両面用スタックトレー６５に
排出された片面印刷済印刷用紙は、両面用スタックトレー６５の底面側から不図示のピッ
クアップローラにより再度両面用ベルト搬送部６４に繰り出され、再び上記片面印刷時と
同様の処理によって印刷用紙の裏面に画像が記録される。ただし、裏面印刷時には、おも
て面に記録された画像と画像の向きを同じにする必要があるため、１８０°回転させる処
理の施されたスクリーニング処理済出力画像データに基づいて画像の記録が行われる
　なお、上記実施形態においては、印刷指示および印刷用紙の種類の選択をコンピュータ
１０において行うようにしたが、インクジェット記録装置６０のタッチパネル６７におい
て行うようにし、印刷用紙の種類の情報をインクジェット記録装置６０からＲＩＰ処理部
２０に出力するようにしてもよい。
【００５５】
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　また、上記実施形態においては、印刷用紙の種類を選択し、その印刷用紙の種類に応じ
た解像度でＲＩＰ処理を行うようにしたが、印刷用紙の種類を選択するのではなく、印刷
用紙で表現可能な濃度のインクドロップ数や階調数を直接選択するようにしてもよい。ま
た、作業者が任意にインクドロップ数や階調数を選択するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の画像処理装置の一実施形態を用いたインクジェット記録システムの概略
構成を示すブロック図
【図２】ＲＩＰ処理の解像度と印刷用紙の種類との対応関係を示す図
【図３】オーバーサンプリングを説明するための図
【図４】印刷用紙の種類と、印刷用紙が表現可能な濃度のインクドロップ数と、インクド
ロップ数の濃度で各ドットを表現した場合のデータ量と、データ量に対応するＲＩＰ処理
の解像度との関係を示す図
【図５】ＲＩＰ処理の解像度と印刷用紙の種類との対応関係を示す図
【図６】印刷用紙の種類と、印刷用紙が表現可能な濃度のインクドロップ数と、インクド
ロップ数の濃度で各ドットを表現した場合のデータ量と、データ量に対応するＲＩＰ処理
の解像度との関係を示す図
【図７】インクジェット記録装置の概略構成図
【図８】スムージング処理を施さなかった場合における文字のエッジ部分を示す図（Ａ）
、スムージング処理を施した場合における文字のエッジ部分を示す図（Ｂ）
【符号の説明】
【００５７】
　　１０　　コンピュータ
　　２０　　ＲＩＰ処理部
　　３０　　ＲＧＢ－ＣＭＹＫ変換部
　　４０　　スムージング処理部
　　５０　　スクリーニング処理部
　　６０　　インクジェット記録装置
　　６１　　インクジェットヘッドユニット
　　６２　　給紙部
　　６３　　ベルト搬送部
　　６４　　両面用ベルト搬送部
　　６５　　両面用スタックトレー
　　６６　　排紙部
　　６７　　タッチパネル
　　６８　　ローラ対
　　６９　　搬送路
　　７０　　制御部
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