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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロファイ
ルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサイズが
小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロファイ
ルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ優先デ
ータよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択するステップ（ａ）と
、
　前記ステップ（ａ）で選択された前記再構築用データを前記プロファイルセットに基づ
いて作成するステップ（ｂ）と、
　前記ステップ（ｂ）で作成した前記再構築用データを記憶装置に記憶させるステップ（
ｃ）と、
　を有することを特徴とするプロファイルセット保存方法。
【請求項２】
　前記ステップ（ｂ）の前に、前記プロファイルセットを転送するステップ（ｄ１）、ま
たは、前記ステップ（ｃ）の前に、前記ステップ（ｂ）で作成された再構築用データを転
送するステップ（ｄ２）、のいずれかのステップをさらに有し、
　前記ステップ（ｃ）で前記再構築用データを記憶させる前記記憶装置は、前記ステップ
（ｄ１）または前記ステップ（ｄ２）で前記プロファイルセットまたは前記再構築用デー
タを転送した転送先の記憶装置であることを特徴とする請求項１に記載のプロファイルセ
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ット保存方法。
【請求項３】
　前記サイズ優先データは、プリンタプロファイル用測色データ、ＣＭＹＫターゲットプ
ロファイル用測色データおよびＲＧＢソースプロファイルを含むことを特徴とする請求項
１または２に記載のプロファイルセット保存方法。
【請求項４】
　前記再構築速度優先データは、プリンタプロファイル、ＣＭＹＫターゲットプロファイ
ルおよびＲＧＢソースプロファイルを含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載のプロファイルセット保存方法。
【請求項５】
　前記ステップ（ｃ）で前記記憶装置に記憶させた前記再構築用データに基づいて前記プ
ロファイルセットを再構築するステップ（ｅ）をさらに有することを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に記載のプロファイルセット保存方法。
【請求項６】
　画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロファイ
ルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサイズが
小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロファイ
ルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ優先デ
ータよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択可能な再構築用データ
選択手段と、
　前記再構築用データ選択手段で選択された前記再構築用データを前記プロファイルセッ
トに基づいて作成する再構築用データ作成手段と、
　前記再構築用データ作成手段により作成された再構築用データを転送先の記憶装置に記
憶させるために転送する再構築用データ転送手段と、
　を有することを特徴とする色変換処理装置。
【請求項７】
　前記再構築に最低限必要なデータは、プリンタプロファイル用測色データ、ＣＭＹＫタ
ーゲットプロファイル用測色データおよびＲＧＢソースプロファイルであることを特徴と
する請求項６に記載の色変換処理装置。
【請求項８】
　前記再構築速度優先データは、プリンタプロファイル、ＣＭＹＫターゲットプロファイ
ルおよびＲＧＢソースプロファイルであることを特徴とする請求項６または７に記載の色
変換処理装置。
【請求項９】
　前記記憶装置に記憶させた前記再構築用データを受信し、受信した前記再構築用データ
に基づいて前記プロファイルセットを再構築するプロファイルセット再構築手段をさらに
有することを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載の色変換処理装置。
【請求項１０】
　画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロファイ
ルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサイズが
小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロファイ
ルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ優先デ
ータよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択する手順（ａ）と、
　前記手順（ａ）で選択した前記再構築用データを前記プロファイルセットに基づいて作
成し、または、前記プロファイルセットに基づいて作成することを色変換処理装置に要求
して前記色変換処理装置が作成した前記再構築用データを受信する手順（ｂ）と、
　前記手順（ｂ）により作成しまたは受信した前記再構築用データを記憶装置に記憶させ
る手順（ｃ）と、
　をクライアントコンピュータに実行させることを特徴とするプロファイルセット保存プ
ログラム。
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【請求項１１】
　前記手順（ｃ）で前記記憶装置に記憶させた前記再構築用データを前記色変換処理装置
に転送し、転送された前記再構築用データに基づいて前記プロファイルセットを再構築す
ることを前記色変換処理装置に要求するステップ（ｅ）をさらに有することを特徴とする
請求項１０に記載のプロファイルセット保存プログラム。
【請求項１２】
　画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロファイ
ルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサイズが
小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロファイ
ルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ優先デ
ータよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択する手順（ａ）と、
　前記手順（ａ）で選択した前記再構築用データを前記プロファイルセットに基づいて作
成してクライアントコンピュータに転送し、または、前記プロファイルセットに基づいて
作成することを前記クライアントコンピュータに要求する手順（ｂ）と、
　前記手順（ｂ）により転送しまたは前記クライアントコンピュータにより作成された前
記再構築用データを前記クライアントコンピュータの記憶装置に記憶することを要求する
手順（ｃ）と、
　を色変換処理装置に実行させることを特徴とするプロファイルセット保存プログラム。
【請求項１３】
　前記手順（ｃ）により前記記憶装置に記憶された前記再構築用データを受信して前記再
構築用データに基づいて前記プロファイルセットを再構築するステップ（ｅ）をさらに有
することを特徴とする請求項１２に記載のプロファイルセット保存プログラム。
【請求項１４】
　クライアントコンピュータと色変換処理装置とが双方向通信可能に接続されてなるプロ
ファイルセット保存システムであって、
　前記クライアントコンピュータは、
　画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロファイ
ルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサイズが
小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロファイ
ルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ優先デ
ータよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択可能な再構築用データ
選択手段と、
　前記再構築用データ選択手段で選択された前記再構築用データを作成することを前記色
変換処理装置に要求し前記色変換処理装置が作成した前記再構築用データを受信する再構
築用データ受信手段と、
　前記再構築用データ受信手段が受信した前記前記再構築用データを記憶する記憶手段と
、を有し、
　前記色変換処理装置は、
　前記クライアントコンピュータの要求に従い前記プロファイルセットに基づいて前記再
構築用データを作成する再構築用データ作成手段と、
　前記再構築用データ作成手段が作成した前記前記再構築用データを前記クライアントコ
ンピュータに転送する第１再構築用データ転送手段と、を有することを特徴とするプロフ
ァイルセット保存システム。
【請求項１５】
　前記クライアントコンピュータは、前記記憶手段に記憶させた前記再構築用データを前
記色変換処理装置に転送して前記再構築用データに基づいて前記プロファイルセットを再
構築することを前記色変換処理装置に要求する第２再構築用データ転送手段をさらに有し
、
　前記色変換処理装置は、前記再構築用データ転送手段から受信した前記再構築用データ
に基づいて前記プロファイルセットを再構築するプロファイルセット再構築手段をさらに
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有することを特徴とする請求項１４に記載のプロファイルセット保存システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロファイルセット保存方法、プロファイルセット保存プログラム、プロフ
ァイルセット保存システムおよび色変換処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パソコン、プリンタおよびデジタルカメラ等のデジタル機器の間でカラー画像を伝達す
る場合、各デジタル機器特有の色空間特性を考慮して画像データの色を調整する必要があ
る。画像データの色の調整には、色変換テーブルを有する色変換プロファイルが使用され
る。これに関連する技術として、画像のオブジェクトタイプ（イメージ、グラフィック、
テキスト）別に専用のプロファイルを作成、パッケージ化し、紙種と関連付けする事によ
り、印刷する紙種および印刷画像のオブジェクトタイプに適したプロファイルを使用して
色変換を行うことを可能とする、プロファイルセットというものがある。
【０００３】
　このプロファイルセットは、画像処理装置の記憶装置（メモリ）に記憶させるため、記
憶装置の故障等で消失した場合の復旧手段として、プロファイルセットをバックアップ、
再構築する方法が提案されている。
【０００４】
　さらに、関連する技術として、作成されたプロファイルと該プロファイルを作成する際
の各種条件とをメモリに記憶させることで該作成されたプロファイルの作成履歴を管理す
るというものがある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１８７３１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記従来技術は、プロファイルをそのままバックアップさせるため、バックア
ップ先の記憶装置（メモリ）の容量削減が困難であるという問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、該記憶装置に記憶さ
せるデータ量の削減をするとともに、プロファイルセットの再構築に要する時間を短縮す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の上記課題は、以下の手段によって解決される。
【０００９】
　（１）画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロ
ファイルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサ
イズが小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロ
ファイルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ
優先データよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択するステップ（
ａ）と、前記ステップ（ａ）で選択された前記再構築用データを前記プロファイルセット
に基づいて作成するステップ（ｂ）と、前記ステップ（ｂ）で作成した前記再構築用デー
タを記憶装置に記憶させるステップ（ｃ）と、を有することを特徴とするプロファイルセ
ット保存方法。
【００１０】
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　（２）前記ステップ（ｂ）の前に、前記プロファイルセットを転送するステップ（ｄ１
）、または、前記ステップ（ｃ）の前に、前記ステップ（ｂ）で作成された再構築用デー
タを転送するステップ（ｄ２）、のいずれかのステップをさらに有し、
　前記ステップ（ｃ）で前記再構築用データを記憶させる前記記憶装置は、前記ステップ
（ｄ１）または前記ステップ（ｄ２）で前記プロファイルセットまたは前記再構築用デー
タを転送した転送先の記憶装置であることを特徴とする上記（１）に記載のプロファイル
セット保存方法。
【００１１】
　（３）前記サイズ優先データは、プリンタプロファイル用測色データ、ＣＭＹＫターゲ
ットプロファイル用測色データおよびＲＧＢソースプロファイルを含むことを特徴とする
上記（１）または（２）に記載のプロファイルセット保存方法。
【００１２】
　（４）前記再構築速度優先データは、プリンタプロファイル、ＣＭＹＫターゲットプロ
ファイルおよびＲＧＢソースプロファイルを含むことを特徴とする上記（１）～（３）の
いずれかに記載のプロファイルセット保存方法。
【００１３】
　（５）前記ステップ（ｃ）で前記記憶装置に記憶させた前記再構築用データに基づいて
前記プロファイルセットを再構築するステップ（ｅ）をさらに有することを特徴とする上
記（１）～（４）のいずれかに記載のプロファイルセット保存方法。
【００１４】
　（６）画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロ
ファイルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサ
イズが小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロ
ファイルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ
優先データよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択可能な再構築用
データ選択手段と、前記再構築用データ選択手段で選択された前記再構築用データを前記
プロファイルセットに基づいて作成する再構築用データ作成手段と、前記再構築用データ
作成手段により作成された再構築用データを転送先の記憶装置に記憶させるために転送す
る再構築用データ転送手段と、を有することを特徴とする色変換処理装置。
【００１５】
　（７）前記再構築に最低限必要なデータは、プリンタプロファイル用測色データ、ＣＭ
ＹＫターゲットプロファイル用測色データおよびＲＧＢソースプロファイルであることを
特徴とする上記（６）に記載の色変換処理装置。
【００１６】
　（８）前記再構築速度優先データは、プリンタプロファイル、ＣＭＹＫターゲットプロ
ファイルおよびＲＧＢソースプロファイルであることを特徴とする上記（６）または（７
）に記載の色変換処理装置。
【００１７】
　（９）前記記憶装置に記憶させた前記再構築用データを受信し、受信した前記再構築用
データに基づいて前記プロファイルセットを再構築するプロファイルセット再構築手段を
さらに有することを特徴とする上記（６）～（８）のいずれかに記載の色変換処理装置。
【００１８】
　（１０）画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプ
ロファイルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットより
サイズが小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プ
ロファイルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイ
ズ優先データよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択する手順（ａ
）と、前記手順（ａ）で選択した前記再構築用データを前記プロファイルセットに基づい
て作成し、または、前記プロファイルセットに基づいて作成することを色変換処理装置に
要求して前記色変換処理装置が作成した前記再構築用データを受信する手順（ｂ）と、前



(6) JP 5505366 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

記手順（ｂ）により作成しまたは受信した前記再構築用データを記憶装置に記憶させる手
順（ｃ）と、をクライアントコンピュータに実行させることを特徴とするプロファイルセ
ット保存プログラム。
【００１９】
　（１１）前記手順（ｃ）で前記記憶装置に記憶させた前記再構築用データを前記色変換
処理装置に転送し、転送された前記再構築用データに基づいて前記プロファイルセットを
再構築することを前記色変換処理装置に要求するステップ（ｅ）をさらに有することを特
徴とする上記（１０）に記載のプロファイルセット保存プログラム。
【００２０】
　（１２）画像の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプ
ロファイルセットの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットより
サイズが小さいサイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プ
ロファイルセットの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイ
ズ優先データよりサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択する手順（ａ
）と、前記手順（ａ）で選択した前記再構築用データを前記プロファイルセットに基づい
て作成してクライアントコンピュータに転送し、または、前記プロファイルセットに基づ
いて作成することを前記クライアントコンピュータに要求する手順（ｂ）と、前記手順（
ｂ）により転送しまたは前記クライアントコンピュータにより作成された前記再構築用デ
ータを前記クライアントコンピュータの記憶装置に記憶することを要求する手順（ｃ）と
、を色変換処理装置に実行させることを特徴とするプロファイルセット保存プログラム。
【００２１】
　（１３）前記手順（ｃ）により前記記憶装置に記憶された前記再構築用データを受信し
て前記再構築用データに基づいて前記プロファイルセットを再構築するステップ（ｅ）を
さらに有することを特徴とする上記（１２）に記載のプロファイルセット保存プログラム
。
【００２２】
　（１４）クライアントコンピュータと色変換処理装置とが双方向通信可能に接続されて
なるプロファイルセット保存システムであって、前記クライアントコンピュータは、画像
の色を変換するための少なくとも一種類の色変換プロファイルを有するプロファイルセッ
トの再構築が可能な再構築用データとして、前記プロファイルセットよりサイズが小さい
サイズ優先データ、または、前記サイズ優先データより短い時間で前記プロファイルセッ
トの再構築が可能で前記プロファイルセットよりサイズが小さく前記サイズ優先データよ
りサイズが大きい再構築速度優先データ、のいずれかを選択可能な再構築用データ選択手
段と、前記再構築用データ選択手段で選択された前記再構築用データを作成することを前
記色変換処理装置に要求し前記色変換処理装置が作成した前記再構築用データを受信する
再構築用データ受信手段と、前記再構築用データ受信手段が受信した前記前記再構築用デ
ータを記憶する記憶手段と、を有し、前記色変換処理装置は、前記クライアントコンピュ
ータの要求に従い前記プロファイルセットに基づいて前記再構築用データを作成する再構
築用データ作成手段と、前記再構築用データ作成手段が作成した前記前記再構築用データ
を前記クライアントコンピュータに転送する第１再構築用データ転送手段と、を有するこ
とを特徴とするプロファイルセット保存システム。
【００２３】
　（１５）前記クライアントコンピュータは、前記記憶手段に記憶させた前記再構築用デ
ータを前記色変換処理装置に転送して前記再構築用データに基づいて前記プロファイルセ
ットを再構築することを前記色変換処理装置に要求する第２再構築用データ転送手段をさ
らに有し、前記色変換処理装置は、前記再構築用データ転送手段から受信した前記再構築
用データに基づいて前記プロファイルセットを再構築するプロファイルセット再構築手段
をさらに有することを特徴とする上記（１４）に記載のプロファイルセット保存システム
。
【発明の効果】
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【００２４】
　本発明は、プロファイルセットから該プロファイルセットの再構築可能なデータ(以下
、「再構築用データ」と称する)を抽出し、これによりプロファイルセットのバックアッ
プをとるとともに、サイズ削減および再構築速度の観点から抽出する再構築用データを最
適化する。これにより、記憶装置に記憶させるデータ量の削減と、プロファイルセットの
再構築に要する時間の短縮とを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係るプリンタコントローラ、プリンタ、クライアントＰＣ、
を有する印刷システムのブロック図である。
【図２】図１に示すＰＣの構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示すプリンタコントローラの構成を示すブロック図である。
【図４】図３に示すプリンタコントローラのＲＩＰ部の動作を概念的に示すブロック図で
ある。
【図５】図１に示すプリンタ３の構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態に係る印刷システムの機能ブロック図である。
【図７】再構築用データのサイズ優先データの詳細を示す説明図である。
【図８】再構築用データの再構築速度優先データの詳細を示す説明図である。
【図９Ａ】プロファイルセットのバックアップの処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図９Ｂ】プロファイルセットのバックアップの処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１０】プロファイルセットのバックアップおよび再構築のいずれかを選択するための
ＧＵＩを示す図である。
【図１１】バックアップ方式としてサイズ優先および再構築速度優先のいずれかを選択す
るためのＧＵＩを示す図である。
【図１２Ａ】プロファイルセットの再構築の処理を説明するためのフローチャートである
。
【図１２Ｂ】プロファイルセットの再構築の処理を説明するためのフローチャートである
。
【図１３】プロファイルセットのバックアップ時におけるＰＣ１とプリンタコントローラ
２との間の再構築用データの送受信についての説明図である。
【図１４】プロファイルセットのバックアップ時におけるＰＣ１とプリンタコントローラ
２との間のプロファイルセットの送受信についての説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係るプロファイルセット保存方法、プロフ
ァイルセット保存プログラム、プロファイルセット保存システムおよび色変換処理装置に
ついて詳細に説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の実施形態に係るプリンタコントローラ２（色変換処理装置）、プリン
タ３、クライアントＰＣ（クライアントコンピュータ、以下、「ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａl 
 Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）」と称する）１、を有する印刷システム（プロファイルセット保存
システム）のブロック図である。
【００２８】
　ＰＣ１とプリンタコントローラ２とは、ネットワーク４を介して相互に通信可能に接続
される。ネットワーク４は、イーサネット（登録商標）、トークンリング、ＦＤＤＩなど
の規格によりコンピュータやネットワーク機器同士を接続したＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、あるいは、ＬＡＮ同士を専用線で接続したＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）からなりうる。プリンタコントローラ２とプリンタ３とはそ
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れぞれ、たとえば、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅ
ｒｉａｌ　Ｂｕｓ）といった専用インタフェース用バスを介して接続される。ただし、プ
リンタコントローラ２とプリンタ３とはネットワーク４を介して接続されてもよい。プリ
ンタコントローラ２とプリンタ３とでＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐ
ｈｅｒａl）が構成される。
【００２９】
　なお、ネットワーク４に接続される機器の種類および台数は、図１に示す例に限定され
ない。
【００３０】
　図２は、図１に示されるＰＣ１の構成を示すブロック図である。
【００３１】
　クライアントＰＣ１は、制御部１１、記憶部１２、表示部１３、入力部１４およびネッ
トワークインタフェース１５を備えており、これらは信号をやり取りするためのバス１６
を介して相互に接続される。
【００３２】
　制御部１１はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を有し、プ
ログラムにしたがって上記各部の制御や各種の演算処理を行なう。記憶部１２は、たとえ
ば、あらかじめ各種プログラムや各種データを格納しておくＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、作業領域として一時的にプログラムやデータを記憶するＲＡＭ（Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、オペレーティングシステムを含む各種プログ
ラムや各種データを格納するハードディスクを有する。
【００３３】
　表示部１３は、たとえば液晶ディスプレイであり、各種の情報を表示する。入力部１４
は、たとえばマウスといったポインティングデバイスやキーボードを含み、各種の入力を
行うために使用される。
【００３４】
　ネットワークインタフェース１５は、外部機器と通信するためのインタフェースであり
、イーサネット、トークンリング、ＦＤＤＩ等の規格によるネットワークインタフェース
、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４等のシリアルインタフェース、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ＩＥＥＥ１２８４等のパラレルイ
ンタフェース、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＨｏｍｅＲＦ
（Ｈｏｍｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔ
ａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）等の無線通信インタフェース、電話回線に接続するための
電話回線インタフェース等を利用することができる。
【００３５】
　図３は、図１に示すプリンタコントローラ２の構成を示すブロック図である。
【００３６】
　プリンタコントローラ２は、制御部２１、記憶部２２、ＲＩＰ（Ｒａｓｔｅｒ　Ｉｍａ
ｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）部２３、データ解析部２４、ネットワークインタフェース２
５、プリンタインタフェース２６を備えており、これらは信号をやりとりするためのバス
２７を介して相互に接続される。なお、プリンタコントローラ２の上記各部のうち、ＰＣ
１の上記各部と同様の機能を有する部分については、説明の重複を回避するためその説明
を省略する。
【００３７】
　ＲＩＰ部２３は、ＰＣ１から受信した印刷データをビットマップ形式の画像データに展
開するラスタライズ処理を実行する。データ解析部２４は、印刷データの処理方法を解析
する。プリンタインタフェース２６は、ローカル接続されたプリンタ３と通信するための
インタフェースである。
【００３８】
　図４は、図３に示すプリンタコントローラ２のＲＩＰ部２３の動作を概念的に示すブロ
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ック図である。図４に示すように、ＲＩＰ部２３は、ラスタライズ部、ＣＭＭ（Ｃｏｌｏ
ｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏｄｕｌｅ）、濃度補正部およびスクリーン処理部を備え
る。クライアントＰＣ１から受信された印刷ジョブに含まれる印刷データ（ＰＤＬ（Ｐａ
ｇｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）データ）は、ラスタライズ部におい
てラスタライズ処理されることにより、ビットマップ形式の画像データが生成される。ラ
スタライズ部において生成された画像データに対して、印刷ジョブで指定された色変換プ
ロファイルを使用してＣＭＭにより色変換処理が実行される。色変換された画像データは
、濃度補正処理およびスクリーン処理が順次に実行され、その結果生成された画像データ
がプリンタ３に送信される。
【００３９】
　図５は、図１に示すプリンタ３の構成を示すブロック図である。
【００４０】
　プリンタ３は、制御部３１、記憶部３２、操作パネル部３３、画像読取部３４、印刷部
３５およびコントローラインタフェース３６を備えており、これらは信号をやりとりする
ためのバス３７を介して相互に接続される。なお、プリンタ３の上記各部のうち、ＰＣ１
の上記各部と同様の機能を有する部分については、説明の重複を避けるためその説明を省
略する。
【００４１】
　記憶部３２には、プリンタコントローラ２から受信したビットマップ形式の画像データ
に基づいて行なわれる印刷処理のプログラムが格納されている。操作パネル部３３は、タ
ッチパネル、テンキー、スタートボタン、ストップボタン等を備えており、各種情報の表
示および各種指示の入力に使用される。
【００４２】
　画像読取部３４は、原稿台の所定の読取位置にセットされた原稿、またはＡＤＦ（Ａｕ
ｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）により所定の読取位置に搬送された原稿に対し
て蛍光ランプ等の光源から光を照射し、その反射光をＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌ
ｅｄ　Ｄｅｖｅｉｃｅ）イメージセンサやＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅ
ｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサ等の受光素子でスキ
ャン（走査）しながら受光することで原稿画像のデジタルデータを生成する。
【００４３】
　印刷部３５は、電子写真式プロセス等の周知の作像プロセスを用いて、プリンタコント
ローラ２から受信した画像データに基づく画像を用紙等の記録媒体に印刷する。コントロ
ーラインタフェース３６は、ローカル接続されたプリンタコントローラ２と通信するため
のインタフェースである。
【００４４】
　図６は、本発明の実施形態に係る印刷システムの機能ブロック図である。本図は、プロ
ファイルセットの保存および再構築を実現するための各機能を示す機能ブロック図であり
、これらの機能は図２および図３に示すＰＣ１およびプリンタコントローラ２の各構成要
素により実現することができる。
【００４５】
　ＰＣ１は、バックアップ／再構築指示部１０１、再構築用データ取得処理部１０２、再
構築用データ転送部１０３、記憶部１０４から構成される。
【００４６】
　プリンタコントローラ２は、再構築用データ抽出部２０１、再構築用データ転送部２０
２、再構築用データ取得処理部２０３、プロファイルセット再構築部２０４、記憶部２０
５から構成される。
【００４７】
　ＰＣ１のバックアップ／再構築指示部１０１は、プロファイルセットのバックアップ（
以下、単に「バックアップ」と称する）およびプロファイルセットの再構築（以下、単に
「再構築」と称する）のいずれを行なうかの指示をプリンタコントローラ２に対して行な
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う。
【００４８】
　さらに、バックアップ／再構築指示部１０１は、プロファイルセットから該プロファイ
ルセットの再構築が可能なデータ（以下、「再構築用データ」と称する）を抽出（例えば
、算出）し、抽出した再構築用データをＰＣ１へ転送するようプリンタコントローラ２に
対し指示を行なう。
【００４９】
　ここで、バックアップする再構築用データとして、データのサイズを小さくすることを
優先させたサイズ優先データと、プロファイルセットの再構築に要する時間が短くするこ
とを優先させた再構築速度優先データとのいずれかを選択できるよう、２つのバックアッ
プ方式を選択することができる。すなわち、バックアップ／再構築指示部１０１は、サイ
ズ優先データおよび再構築速度優先データのいずれかの再構築用データを選択し、選択し
た再構築用データのプロファイルセットからの抽出と抽出した再構築用データのＰＣ１へ
の転送をプリンタコントローラ２に対し指示する。
【００５０】
　再構築用データはプロファイルセットよりデータサイズを小さくすることができるため
、再構築用データの形式でバックアップを行なうことによりプロファイルセット自体をバ
ックアップするよりも記憶部（記憶装置）１０４に記憶させるデータ量を削減することが
できる。また、再構築用データとしてサイズ優先データおよび再構築速度優先データのい
ずれかを選択することで、サイズ削減を優先するか、再構築速度を優先するかを選択可能
となるため、状況に応じて再構築用データを最適化することができる。
【００５１】
　再構築用データ取得処理部１０２は、バックアップの際、プリンタコントローラ２から
転送される再構築用データを受信し、記憶部１０４に記憶させる処理を行なう。
【００５２】
　再構築用データ転送部１０３は、再構築の際、ＰＣ１の記憶部１０４に記憶させた再構
築用データをプリンタコントローラ２へ転送する。
【００５３】
　記憶部１０４にはプリンタコントローラ２から転送される再構築用データが記憶される
。
【００５４】
　さらに、記憶部１０４には、バックアップおよび再構築を行なうための動作をＰＣ１に
実行させるためのプログラム（プロファイルセット保存プログラム）が記憶されることが
できる。
【００５５】
　プリンタコントローラ２（または、ＭＦＰ）の外部の装置であるＰＣ１の記憶部１２に
再構築用データを記憶させることでバックアップを行なうことにより、ＭＦＰの記憶部（
例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ））が破損して新しいＨＤＤと交換し
た場合に速やかにプロファイルセットを復旧させることができる。
【００５６】
　また、ＭＦＰの外部（例えば、ＰＣ１の記憶部１０４）またはＭＦＰの内部（例えば、
プリンタコントローラ２の記憶部２０５）に再構築用データを記憶することでバックアッ
プを行なうことにより、同機種のＭＦＰを追加導入した場合、そのＭＦＰ用にプロファイ
ルセットを作成しなくても、バックアップした再構築用データを利用できるため、既存の
ＭＦＰと同じプロファイルセットを速やかに登録し使用することができる。
【００５７】
　プリンタコントローラ２の再構築用データ抽出部２０１は、ＰＣ１のバックアップ／再
構築指示部１０１により指示されたバックアップ方式に従い、サイズ優先データおよび再
構築速度優先データのいずれかの再構築用データをプロファイルセットから抽出する。
【００５８】
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　再構築用データ転送部２０２は、再構築用データ抽出部２０１により抽出された再構築
用データをＰＣ１に転送する。
【００５９】
　再構築用データ取得処理部２０３は、再構築のとき、ＰＣ１から転送される再構築用デ
ータを受信し、記憶部２０５に記憶させる処理を行なう。
【００６０】
　プロファイルセット再構築部２０４は、再構築用データ取得処理部２０３により受信さ
れた再構築用データに基づいてプロファイルセットを再構築（例えば、算出）する。
【００６１】
　記憶部２０５にはＰＣ１から転送される再構築用データやプロファイルセットが記憶さ
れる。
【００６２】
　さらに、記憶部２０５には、バックアップおよび再構築を行なうための動作をプリンタ
コントローラ２に実行させるためのプログラム（プロファイルセット保存プログラム）が
記憶されることができる。
【００６３】
　図７は、再構築用データのサイズ優先データの詳細を示す説明図である。図８は、再構
築用データの再構築速度優先データの詳細を示す説明図である。
【００６４】
　図７に示すように、プロファイルセットは用紙ごとに作成される。すなわち、例えば、
普通紙、コート紙、カスタム紙についてそれぞれ用紙に適するプロファイルセットが作成
される。
【００６５】
　各プロファイルセットは、測色データ、プリンタプロファイル、ＣＭＹＫターゲットプ
ロファイル、ＲＧＢソースプロファイル、３つのＣＭＹＫデバイスリンクプロファイル（
以下、「ＣＭＹＫ　ＤＬＰ」と称する）、３つのＲＧＢデバイスリンクプロファイル（以
下、「ＲＧＢ　ＤＬＰ」と称する）により構成される。測色データは複数種類存在するこ
とがあり、たとえば、プリンタプロファイルを生成する際に使用したプリンタファイル用
測色データ、ＣＭＹＫターゲットプロファイルを生成する際に使用したＣＭＹＫターゲッ
トプロファイル用測色データといった２種類が存在することがある。プリンタプロファイ
ルはプリンタや用紙の特性を記述したファイルであり、用紙設定データ、プリンタプロフ
ァイル用ＵＣＲ／ＧＣＲ設定に関するデータを抽出するための情報を含む。ＣＭＹＫター
ゲットプロファイルはＣＭＹＫ形式の画像データの色変換処理に使用される色変換プロフ
ァイルであり、ＣＭＹＫターゲット用のＵＣＲ／ＧＣＲ設定に関するデータを抽出する為
の情報を含む。ＲＧＢソースプロファイルはＲＧＢ形式の画像データの色変換処理に使用
される色変換プロファイルである。ＣＭＹＫ　ＤＬＰはＣＭＹＫ形式の画像データの色変
換処理に使用される色変換プロファイルであり、入力デバイスおよび出力デバイス間の直
接的な色変換処理を可能とし、この直接的な色変換処理に適用されたレンダリングインテ
ント、中間にごり除去、ベタ保持の各設定データを抽出する情報を含む。ＲＧＢ　ＤＬＰ
はＲＧＢ形式の画像データの色変換処理に使用される色変換プロファイルであり、入力デ
バイスおよび出力デバイス間の直接的な色変換処理を可能とし、この直接的な色変換処理
に適用されたレンダリングインテント、中間にごり除去、ベタ保持の各設定データを抽出
する情報を含む。
【００６６】
　再構築用データは、これらのプロファイルセットのバックアップのために作成され、プ
ロファイルセットごとに各プロファイルセットに基づいて作成される。すなわち、再構築
用データは、プロファイルセットから該プロファイルセットの再構築が可能なデータを抽
出して作成される。
【００６７】
　再構築データに基づいて再構築されたプロファイルセットは、元のプロファイルセット
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（すなわち、再構築データの抽出元のプロファイルセット）と完全に一致させることがで
きる。
【００６８】
　本実施形態は、次の条件を満たすプロファイルセットに対し適用することができる。す
なわち、（１）プリンタプロファイルおよびＣＭＹＫターゲットプロファイルは測色デー
タから生成されたものであることと、（２）ＣＭＹＫ　ＤＬＰおよびＲＧＢ　ＤＬＰは（
１）のプリンタプロファイルおよびＣＭＹＫターゲットプロファイルを元に生成されたも
のであることである。
【００６９】
　本実施形態においては、プロファイルセットから抽出するサイズ優先データは、プリン
タプロファイルの生成に使用した測色データ、ＣＭＹＫターゲットプロファイルの生成に
使用した測色データ、ＲＧＢソースプロファイル、用紙設定データ、プリンタプロファイ
ル用のＵＣＲ／ＧＣＲ設定データ、ＣＭＹＫターゲット用のＵＣＲ／ＧＣＲ設定データ、
各デバイスリンクプロファイル用のレンダリングインデント、中間にごり除去、及びベタ
保持に関する設定データとすることができる。このようなサイズ優先データの場合、用紙
ごとの各サイズ優先データのサイズは１用紙当たり約４００ｋＢとすることができる。本
実施形態に従ったプロファイルセットのデータのサイズは１用紙当たり約１０ＭＢである
ので、４％程度にサイズの削減をすることができる。
【００７０】
　ここで、サイズ優先データはプロファイルセットの再構築に必要なデータのみから構成
することができる。そうすることで、サイズ優先データのサイズを最も小さくすることが
できる。ここで、再構築に必要なデータは、ＭＦＰに要求される印刷品質によって変える
ことができる。すなわち、サイズ優先データは、測色データのみで構成してもよいし、プ
リンタプロファイル用測色データとターゲットプロファイル用測色データとＲＧＢソース
プロファイルとで構成してもよい。
【００７１】
　図８に示すように、プロファイルセットから抽出する再構築速度優先データは、プリン
タプロファイル、ＣＭＹＫターゲットプロファイル、ＲＧＢソースプロファイル、用紙設
定データ、各デバイスリンクプロファイル用のレンダリングインデント、中間にごり除去
及びベタ保持に関する設定データ、とすることができる。この場合、用紙ごとの各サイズ
優先データのサイズは１用紙当たり約３ＭＢに削減することができる。再構築用データの
サイズとしてはサイズ優先データより大きいが、サイズ優先データと比較して再構築に要
する計算量を削減できるため、再構築の時間を短縮できる。
【００７２】
　一例を挙げると、演算資産としてクロック周波数３．４ＧＨｚのＰｅｎｔｉｕｍ　４プ
ロセッサ、１ＧＢのメモリを使用した場合、サイズ優先データに基づいて再構築を実行す
るとプロファイルセット１個当たり再構築時間に約２分を要したのに対し、再構築速度優
先データに基づいて再構築を実行すると１０秒で完了した結果が得られた。
【００７３】
　ここで、再構築速度優先データに含ませるデータについても、ＭＦＰに要求される印刷
品質によって変えることができる。例えば、再構築速度優先データは、プリンタプロファ
イルとＣＭＹＫターゲットプロファイルとＲＧＢソースプロファイルとから構成してもよ
い。
【００７４】
　図９Ａ、図９Ｂは、プロファイルセットのバックアップの処理を説明するためのフロー
チャートである。本フローチャートは、ＰＣ１により実行されるプログラムにより実施す
ることができる。
【００７５】
　ＰＣ１はプロファイルセットのバックアップおよび再構築のいずれかを選択するための
ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示し、ユーザはバッ
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クアップを開始するためにＧＵＩからプロファイルセットのバックアップを選択する（Ｓ
９００）。
【００７６】
　図１０は、プロファイルセットのバックアップおよび再構築のいずれかを選択するため
のＧＵＩを示す図である。ＧＵＩにはプロファイルセットのバックアップとプロファイル
セットの再構築のボタンが表示され、プロファイルセットのバックアップのボタンを押す
ことでプロファイルセットのバックアップを選択することができる。
【００７７】
　ＰＣ１は、ＧＵＩでバックアップのための再構築用データとしてサイズ優先データおよ
び再構築速度優先データのいずれかをユーザに選択させる（Ｓ９０１）。
【００７８】
　図１１は、バックアップ方式としてサイズ優先および再構築速度優先のいずれかを選択
するためのＧＵＩを示す図である。本図のＧＵＩは、図１０のＧＵＩにおいてプロファイ
ルセットのバックアップのボタンが押されたときに表示される。
【００７９】
　ＧＵＩにはバックアップ方式としてサイズ優先および再構築速度優先のいずれかを選択
するためのラジオボタンが表示され、サイズ優先の方のラジオボタンを押すと、バックア
ップ方式としてサイズ優先が選択され、再構築用データとしてサイズ優先データが選択さ
れることになる。一方、再構築速度優先の方のラジオボタンを押すと、バックアップ方式
として再構築速度優先が選択され、再構築用データとして再構築優先データが選択される
。
【００８０】
　ＰＣ１は、バックアップのための再構築用データのＰＣ１内の保存場所をユーザに選択
させる（Ｓ９０２）。
【００８１】
　図１１のＧＵＩには、さらに、バックアップのための再構築用データのＰＣ１内の保存
場所を指定するための参照ボタンが表示される。参照ボタンが押されることで一般的なフ
ォルダ選択ダイアログによる保存先選択画面（図示せず）が表示され、保存先選択画面で
保存先を選択し、選択した保存先が図１１のＧＵＩ画面に反映されるようにしてもよい。
【００８２】
　ＰＣ１は、図１１のＧＵＩの開始ボタンが押されることでバックアップを開始する（Ｓ
９０３）。
【００８３】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されず、かつ、他社製のプリ
ンタプロファイルを使用しない場合（Ｓ９０４、ＮＯ）、プリンタコントローラ２に、プ
リンタコントローラ２内に記憶されたプロファイルセットからプリンタプロファイル用測
色データ、用紙設定データ、プリンタプロファイル用ＵＣＲ／ＧＣＲ設定データを抽出し
ＰＣ１へ転送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリンタコントローラ２か
ら転送されたこれらデータを記憶する（Ｓ９０５）。
【００８４】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されているか、または、他社
製のプリンタプロファイルを使用する場合は（Ｓ９０４、ＹＥＳ）、プリンタコントロー
ラ２に、プリンタコントローラ２内に記憶されたプリンタプロファイルのデータをＰＣ１
へ転送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリンタコントローラ２から転送
されたデータを記憶する（Ｓ９０５）。
【００８５】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されておらず、かつ、他社製
のＣＭＹＫターゲットプロファイルを使用しない場合は（Ｓ９０７、ＮＯ）、プリンタコ
ントローラ２に、プリンタコントローラ２内に記憶されたプロファイルセットからＣＭＹ
Ｋターゲット用測色データ、ＣＭＹＫターゲット用ＵＣＲ／ＧＣＲ設定に関するデータを
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抽出しＰＣ１へ転送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリンタコントロー
ラ２から転送されたこれらデータを記憶する（Ｓ９０８）。
【００８６】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されているか、または、他社
製のＣＭＹＫターゲットプロファイルを使用する場合は（Ｓ９０７、ＹＥＳ）、プリンタ
コントローラ２に、プリンタコントローラ２内に記憶されたＣＭＹＫターゲットプロファ
イルをＰＣ１へ転送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリンタコントロー
ラ２から転送されたＣＭＹＫターゲットプロファイル（すなわち、再構築速度優先データ
）を記憶する（Ｓ９０９）。
【００８７】
　ＰＣ１は、プリンタコントローラ２にＲＧＢソースプロファイルを要求し、ＰＣ１の要
求によりＲＧＢソースプロファイルがプリンタコントローラ２からＰＣ１に転送される。
ＰＣ１は、記憶部１０４に、ＲＧＢソースプロファイルを記憶する（Ｓ９１０）。
【００８８】
　ＰＣ１は、他社製ＣＭＹＫ　ＤＬＰが使用されない場合は（Ｓ９１１、ＮＯ）、プリン
タコントローラ２に、プリンタコントローラ２内に記憶されたプロファイルセットからＣ
ＭＹＫ　ＤＬＰのレンダリングインテント、中間にごり除去設定、及びベタ保持設定に関
するデータを抽出しＰＣ１へ転送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリン
タコントローラ２から転送されたこれらデータを記憶する（Ｓ９１２）。
【００８９】
　ＰＣ１は、他社製ＣＭＹＫ　ＤＬＰが使用される場合は（Ｓ９１１、ＹＥＳ）、プリン
タコントローラ２に、プリンタコントローラ２内に記憶されたＣＭＹＫ　ＤＬＰをＰＣ１
へ転送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリンタコントローラ２から転送
されたＣＭＹＫ　ＤＬＰを記憶する（Ｓ９１３）。
【００９０】
　ＰＣ１は、ステップＳ９１１～Ｓ９１３を、プロファイルセットのイメージ、グラフィ
ック、テキストのすべてのバックアップが終了するまで繰り返す（Ｓ９１４）。
【００９１】
　ＰＣ１は、他社製ＲＧＢ　ＤＬＰが使用されない場合は（Ｓ９１５、ＮＯ）、プリンタ
コントローラ２に、プリンタコントローラ２内に記憶されたプロファイルセットからＲＧ
Ｂ　ＤＬＰのレンダリングインテント、中間にごり除去設定、及びベタ保持設定に関する
データを抽出しＰＣ１へ転送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリンタコ
ントローラ２から転送されたこれらデータを記憶する（Ｓ９１６）。
【００９２】
　ＰＣ１は、他社製ＲＧＢ　ＤＬＰが使用される場合は（Ｓ９１５、ＹＥＳ）、プリンタ
コントローラ２に、プリンタコントローラ２内に記憶されたＲＧＢ　ＤＬＰをＰＣ１へ転
送するよう要求する。ＰＣ１は、記憶部１０４に、プリンタコントローラ２から転送され
たＲＧＢ　ＤＬＰを記憶する（Ｓ９１７）。
【００９３】
　ＰＣ１は、ステップＳ９１５～Ｓ９１７を、プロファイルセットのイメージ、グラフィ
ック、テキストのすべてのバックアップが終了するまで繰り返す（Ｓ９１４）。
【００９４】
　ＰＣ１は、すべての用紙のプロファイルセットのバックアップが終了するまでステップ
Ｓ９０４～Ｓ９１８を繰り返す（Ｓ９１９）。
【００９５】
　図１２Ａ、図１２Ｂは、プロファイルセットの再構築の処理を説明するためのフローチ
ャートである。本フローチャートは、ＰＣ１により実行されるプログラムにより実施する
ことができる。なお、再構築の処理において、上述したバックアップの処理と同様となる
説明は、重複説明を回避するため省略する。
【００９６】
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　ＰＣ１はプロファイルセットのバックアップおよび再構築のいずれかを選択するための
ＧＵＩを表示し、ユーザは再構築を開始するためにＧＵＩからプロファイルセットの再構
築を選択する（Ｓ１２００）。
【００９７】
　ＰＣ１は、プロファイルセットの再構築に用いる再構築用データを、ＰＣ１内の保存場
所からユーザに選択させる（Ｓ１２０１）。
【００９８】
　ＰＣ１は、ステップＳ１２０１で選択された再構築用データをプリンタコントローラ２
に転送し（Ｓ１２０２）、プリンタコントローラ２においてプロファイルセットの再構築
が開始される（Ｓ１２０３）。
【００９９】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されておらず、かつ、他社製
のプリンタプロファイルを使用しない場合（Ｓ１２０４、ＮＯ）、プリンタコントローラ
２に対しプリンタプロファイル用測色データ、用紙設定データ、プリンタプロファイル用
ＵＣＲ／ＧＣＲ設定を転送する。プリンタコントローラ２においては、ＰＣ１から転送さ
れたこれらデータに基づいてプリンタプロファイルが再構築される（Ｓ１２０５）。
【０１００】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されているか、または、他社
製のプリンタプロファイルを使用する場合は（Ｓ１２０４、ＹＥＳ）、プリンタコントロ
ーラ２に対しプリンタプロファイルのデータを転送する（Ｓ１２０６）。
【０１０１】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されておらず、かつ、他社製
のＣＭＹＫターゲットプロファイルを使用しない場合は（Ｓ１２０７、ＮＯ）、プリンタ
コントローラ２に対しＣＭＹＫターゲット用測色データ、ＣＭＹＫターゲット用ＵＣＲ／
ＧＣＲ設定に関するデータを転送する。プリンタコントローラ２においては、ＰＣ１から
転送されたこれらデータに基づいてＣＭＹＫターゲットプロファイルが再構築される（Ｓ
１２０８）。
【０１０２】
　ＰＣ１は、バックアップ方式として再構築速度優先が選択されているか、または、他社
製のＣＭＹＫターゲットプロファイルを使用する場合は（Ｓ１２０７、ＹＥＳ）、プリン
タコントローラ２に対しＣＭＹＫターゲットプロファイル（すなわち、再構築速度優先デ
ータ）を転送する（Ｓ１２０９）。
【０１０３】
　ＰＣ１は、プリンタコントローラ２に対しＲＧＢソースプロファイル（すなわち、サイ
ズ優先データまたは再構築速度優先データ）を転送する（Ｓ１２１０）。
【０１０４】
　ＰＣ１は、他社製ＣＭＹＫ　ＤＬＰが使用されない場合は（Ｓ１２１１、ＮＯ）、プリ
ンタコントローラ２に対しレンダリングインテント、中間にごり除去設定、及びベタ保持
設定に関するデータを転送する。プリンタコントローラ２においては、再構築もしくはＰ
Ｃ１から転送されたプリンタプロファイル（Ｓ１２０４～Ｓ１２０６）、再構築もしくは
ＰＣ１から転送されたＣＭＹＫターゲットプロファイル（Ｓ１２０７～Ｓ１２０９）、Ｐ
Ｃ１から転送されたレンダリングインテント、中間にごり除去設定、及びベタ保持設定に
関するデータ（すなわち、サイズ優先データまたは再構築速度優先データ）に基づいてＣ
ＭＹＫ　ＤＬＰが再構築される（Ｓ１２１２）。
【０１０５】
　ＰＣ１は、他社製ＣＭＹＫ　ＤＬＰが使用される場合は（Ｓ１２１１、ＹＥＳ）、プリ
ンタコントローラ２に対しＣＭＹＫ　ＤＬＰを転送する（Ｓ１２１３）。
【０１０６】
　ＰＣ１は、ステップＳ１２１１～Ｓ１２１３を、プロファイルセットのイメージ、グラ
フィック、テキストのすべての再構築が終了するまで繰り返す（Ｓ１２１４）。
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【０１０７】
　ＰＣ１は、他社製ＲＧＢ　ＤＬＰが使用されない場合は（Ｓ１２１５、ＮＯ）、プリン
タコントローラ２に対しレンダリングインテントを転送する。プリンタコントローラ２に
おいては、再構築もしくはＰＣ１から転送されたプリンタプロファイル（Ｓ１２０４～Ｓ
１２０６）、ＰＣ１から転送されたＲＧＢソースプロファイル（Ｓ１２１０）、レンダリ
ングインテント（すなわち、サイズ優先データまたは再構築速度優先データ）に基づいて
ＲＧＢ　ＤＬＰが再構築される（Ｓ１２１６）。
【０１０８】
　ＰＣ１は、他社製ＲＧＢ　ＤＬＰが使用される場合は（Ｓ１２１５、ＹＥＳ）、プリン
タコントローラ２に対しＲＧＢ　ＤＬＰを転送する（Ｓ１２１７）。
【０１０９】
　ＰＣ１は、ステップＳ１２１５～Ｓ１２１７を、プロファイルセットのイメージ、グラ
フィック、テキストのすべてのバックアップが終了するまで繰り返す（Ｓ１２１８）。
【０１１０】
　プリンタコントローラ２において、９種類のプロファイルからプロファイルセットが生
成される（Ｓ１２１９）。
【０１１１】
　ＰＣ１は、すべての用紙のプロファイルセットの再構築が終了するまでステップＳ１２
０２～Ｓ１２１９を繰り返す（Ｓ１２２０）。
【０１１２】
　図１３は、プロファイルセットのバックアップ時におけるＰＣ１とプリンタコントロー
ラ２との間の再構築用データの送受信についての説明図である。本図においては、プリン
タコントローラ２を、ＭＦＰ５の一部として図示している。
【０１１３】
　図１３のＡは、ＰＣ１がプリンタコントローラ２に対し再構築用データの作成を要求し
、プリンタコントローラ２が作成した再構築用データをＰＣ１が受信（ダウンロード）す
る方式が示されている。この場合は、図９Ａ、図９Ｂのフローチャートにおいて説明した
ように、バックアップを行なうための動作をＰＣ１に実行させるためのプログラムを用い
てバックアップを実施することができる。
【０１１４】
　図１３のＢは、プリンタコントローラ２が再構築用データを作成し、作成した再構築用
データをＰＣ１に送信（アップロード）する方式が示されている。この場合、バックアッ
プを行なうための動作をプリンタコントローラ２に実行させるためのプログラムを用いて
バックアップを実施することができる。
【０１１５】
　図１４は、プロファイルセットのバックアップ時におけるＰＣ１とプリンタコントロー
ラ２との間のプロファイルセットの送受信についての説明図である。本図においては、図
１３と同様に、プリンタコントローラ２を、ＭＦＰ５の一部として図示している。
【０１１６】
　図１４のＡは、ＰＣ１がプリンタコントローラ２に対しプロファイルセットの転送を要
求し、ＰＣ１が受信（ダウンロード）したプロファイルセットに基づいてＰＣ１が再構築
用データを作成し保存する方式が示されている。この場合、バックアップを行なうための
動作をＰＣ１に実行させるためのプログラムを用いてバックアップを実施することができ
る。
【０１１７】
　図１４のＢは、プリンタコントローラ２がプロファイルセットをＰＣ１に送信（アップ
ロード）し、プリンタコントローラ２から送信されたプロファイルセットに基づいてＰＣ
１が再構築用データを作成し保存する方式が示されている。この場合、バックアップを行
なうための動作をプリンタコントローラ２に実行させるためのプログラムを用いてバック
アップを実施することができる。
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　以上、本発明の実施形態に係るプロファイルセット保存方法、プロファイルセット保存
プログラム、プロファイルセット保存システムおよび色変換処理装置について説明したが
、本実施形態は以下の効果を奏する。
【０１１９】
　プロファイルセットから再構築用データを抽出しこれによりプロファイルセットのバッ
クアップをとるとともに、サイズ削減および再構築速度いずれかを優先することにより抽
出する再構築用データを最適化する。これにより、記憶装置に記憶させるデータ量の削減
と、プロファイルセットの再構築に要する時間の短縮とを実現することができる。
【０１２０】
　バックアップ先の記憶装置にプロファイルセットから抽出した再構築用データを転送す
ることでデータ転送時間を削減することにより、バックアップに要する時間の短縮を実現
することができる。
【０１２１】
　バックアップを、プリンタコントローラとは別にＭＦＰ外の装置に再構築用データを記
憶することで行なうことにより、ＭＦＰのＨＤＤ等が破損して新しいＨＤＤ等と交換した
場合に速やかにプロファイルセットを復旧させることができる。
【０１２２】
　再構築用データでプロファイルセットのバックアップをとることで、同機種のＭＦＰを
追加導入した場合、そのＭＦＰ用にプロファイルセットを作成しなくても、バックアップ
した再構築用データを利用できるため、既存のＭＦＰと同じプロファイルセットを速やか
に登録し使用することができる。
【０１２３】
　以上、本発明について、実施形態により説明したが、本発明は上述した実施形態に限定
されるものではない。
【０１２４】
　例えば、実施形態においては、プログラムを用いてプロファイルセットのバックアップ
および再構築をしているが、プログラムの一部または全部をハードウェアに置き換えても
よい。
【０１２５】
　また、実施形態におけるステップＳ９０４～Ｓ９１８の順番は限定されない。例えば、
これらのステップは並列に行なってもよい。ステップＳ１２０２～Ｓ１２１８も同様であ
る。
【０１２６】
　バックアップ用の再構築用データの保存場所はＭＦＰの外に限定されずＭＦＰ内部であ
ってもよい。
【０１２７】
　プロファイルセットの一の部分をサイズ優先データ、他の部分を再構築速度優先データ
としてプロファイルセットのバックアップを行なってもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
　　１　　ＰＣ、
　　２　　プリンタコントローラ、
　　３　　プリンタ、
　　４　　ネットワーク、
　　５　　ＭＦＰ。



(18) JP 5505366 B2 2014.5.28

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(19) JP 5505366 B2 2014.5.28

【図６】 【図７】

【図８】 【図９Ａ】



(20) JP 5505366 B2 2014.5.28

【図９Ｂ】 【図１０】

【図１１】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】



(21) JP 5505366 B2 2014.5.28

【図１３】 【図１４】



(22) JP 5505366 B2 2014.5.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－１８７３１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３００５５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１４７９９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３１８５２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　１／４６　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　１／６０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

