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(57)【要約】
【課題】
　印刷面に網点によるコード情報が印刷された状態で画
素挿入等の画素補正を行なった場合であっても当該網点
によるコード情報を読み取ることができるようにした画
像形成装置および画素制御プログラムを提供する。
【解決手段】
　位置ずれ検出部１０６により位置ずれを検出した際に
位置補正パラメータ設定部１０５が網点画像の印刷指示
を受信していると、網点画素の印刷に用いる印刷色材と
同系色の印刷色材に対する画素補正を禁止し、当該同慶
の印刷色材以外の他の印刷色材による補正を行なう補正
パラメータを設定する。位置補正部１０２ではスクリー
ン処理により２値化された処理対象データを当該補正パ
ラメータに基づいて画素を補正し、出力Ｉ／Ｆ１０３を
介して印刷出力部へ送出される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の印刷色材を用いて印刷される複数の画素が主走査方向に配列された画像データを
構成する画素間に新たな画素を挿入して主走査方向の画像幅を補正する画像補正手段と、
　前記画像データが任意の情報が表される網点を重畳して印刷することが指示された画像
データであるか否かを判断する判断手段と
　を具備し、
　前記画像補正手段は、
　前記判断手段によって前記画像データが前記網点を重畳して印刷することが指示されて
いる画像データであると判断された場合、前記主走査方向に配列された複数の印刷色材を
用いて印刷される各画素列のうち、前記網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷色材に
よる画素列への前記新たな画素の挿入を禁止する禁止手段
　を具備する画像形成装置。
【請求項２】
　複数の印刷色材を用いて印刷される複数の画素が主走査方向に配列された画像データを
構成する画素間に新たな画素を挿入して主走査方向の画像幅を補正する画像補正手段と、
　前記画像データが任意の情報が表される網点を重畳して印刷することが指示された画像
データであるか否かを判断する判断手段と
　を具備し、
　前記画像補正手段は、
　前記判断手段によって前記画像データが前記網点を重畳して印刷することが指示されて
いる画像データであると判断された場合、前記網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷
色材による画素間への前記新たな画素の挿入周期を、前記網点の基本配列周期の整数比で
挿入することで補正する画像形成装置。
【請求項３】
　前記画素補正手段は、
　挿入された前記新たな画素が前記網点となる画素と前記主走査方向で隣接する場合若し
くは包含する場合には、当該網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷色材によって該新
たな画素を配色する配色手段と
　を更に具備する請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記画素補正手段は、
　前記新たな画素を、前記主走査方向で前記網点となる画素に隣接も包含もしない位置に
挿入することで補正する請求項２または３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　任意の情報が表される網点を画像データと重畳して印刷することが指示されているか否
かを判断する判断手段、
　前記判断手段によって前記画像データが前記網点を重畳して印刷することが指示されて
いる画像データであると判断された場合、前記主走査方向に配列された複数の印刷色材を
用いて印刷される各画素列のうち、前記網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷色材に
よる画素列への前記新たな画素の挿入を禁止する禁止手段
　として機能させる画素制御プログラム。
【請求項６】
　コンピュータを、
　任意の情報が表される網点を画像データと重畳して印刷することが指示されているか否
かを判断する判断手段、
　前記判断手段によって前記画像データが前記網点を重畳して印刷することが指示されて
いる画像データであると判断された場合、前記網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷
色材による画素間への前記新たな画素の挿入周期を、前記網点の基本配列周期の整数比で
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挿入して主走査方向の画像幅を補正する画像補正手段、
　として機能させる画素制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置および画素制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、複数の感光体を有する電子写真方式のカラー画像形成装置に関し、特
に各色の主走査方向の画像幅の差を補正することを可能とする技術が公開されている。
【０００３】
　特許文献２には、コードエリア内における表面上の複数の位置の座標を符号化した二次
元の位置コードを印刷することを可能とする技術が公開されている。
【０００４】
　特許文献３には、記述した文字等の情報を読み取ることができる電子ペンであって、こ
の電子ペンによって文書の原本性保証、改ざん防止、筆跡入力などをより確実なものとす
ることを可能とした技術が公開されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－００５２４５号公報
【特許文献２】特表２００３－５００７７７号公報
【特許文献３】特開２００４－０３０２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、印刷面に網点によるコード情報が印刷された状態で画素挿入等の画素補正を
行なった場合であっても当該網点によるコード情報を読み取ることができるようにした画
像形成装置および画素制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明は、複数の印刷色材を用いて印刷される複数
の画素が主走査方向に配列された画像データを構成する画素間に新たな画素を挿入して主
走査方向の画像幅を補正する画像補正手段と、前記画像データが任意の情報が表される網
点を重畳して印刷することが指示された画像データであるか否かを判断する判断手段とを
具備し、前記画像補正手段は、前記判断手段によって前記画像データが前記網点を重畳し
て印刷することが指示されている画像データであると判断された場合、前記主走査方向に
配列された複数の印刷色材を用いて印刷される各画素列のうち、前記網点の印刷に用いる
印刷色材と同系の印刷色材による画素列への前記新たな画素の挿入を禁止する禁止手段を
具備する。
【０００８】
　また、請求項２の発明は、複数の印刷色材を用いて印刷される複数の画素が主走査方向
に配列された画像データを構成する画素間に新たな画素を挿入して主走査方向の画像幅を
補正する画像補正手段と、前記画像データが任意の情報が表される網点を重畳して印刷す
ることが指示された画像データであるか否かを判断する判断手段とを具備し、前記画像補
正手段は、前記判断手段によって前記画像データが前記網点を重畳して印刷することが指
示されている画像データであると判断された場合、前記網点の印刷に用いる印刷色材と同
系の印刷色材による画素間への前記新たな画素の挿入周期を、前記網点の基本配列周期の
整数比で挿入することで補正する。
【０００９】
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　また、請求項３の発明は、請求項２の発明において、前記画素補正手段は、挿入された
前記新たな画素が前記網点となる画素と前記主走査方向で隣接する場合若しくは包含する
場合には、当該網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷色材によって該新たな画素を配
色する配色手段とを更に具備する。
【００１０】
　また、請求項４の発明は、請求項２または３の発明において、前記画素補正手段は、前
記新たな画素を、前記主走査方向で前記網点となる画素に隣接も包含もしない位置に挿入
することで補正する。
【００１１】
　また、請求項５の発明は、コンピュータを、任意の情報が表される網点を画像データと
重畳して印刷することが指示されているか否かを判断する判断手段、前記判断手段によっ
て前記画像データが前記網点を重畳して印刷することが指示されている画像データである
と判断された場合、前記主走査方向に配列された複数の印刷色材を用いて印刷される各画
素列のうち、前記網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷色材による画素列への前記新
たな画素の挿入を禁止する禁止手段として機能させる。
【００１２】
　また、請求項６の発明は、コンピュータを、任意の情報が表される網点を画像データと
重畳して印刷することが指示されているか否かを判断する判断手段、前記判断手段によっ
て前記画像データが前記網点を重畳して印刷することが指示されている画像データである
と判断された場合、前記網点の印刷に用いる印刷色材と同系の印刷色材による画素間への
前記新たな画素の挿入周期を、前記網点の基本配列周期の整数比で挿入して主走査方向の
画像幅を補正する画像補正手段、として機能させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の請求項１によれば、印刷面に網点によるコード情報が印刷された状態で画素挿
入等の画素補正を行なう処理を行なった場合であっても当該網点によるコード情報を読み
取ることができるようになるという効果を奏する。
【００１４】
　また、請求項２によれば、印刷面に網点によるコード情報が印刷された状態で画素挿入
等の画素補正を行なう処理を行なった場合であっても網点の位置関係は変わることがなく
なり、当該網点によるコード情報を正常に読み取ることが可能となるという効果を奏する
。
【００１５】
　また、請求項３によれば、挿入された画素分だけ網点が大きくなり、画素補正を行なっ
た場合であっても網点によるコード情報を読み取ることができるようになるという効果を
奏する。
【００１６】
　また、請求項４によれば、挿入された画素分だけ網点の間隔が広がるのみであって、網
点の配列構成は変わらないことから、画素補正を行なった場合であっても網点によるコー
ド情報を読み取ることができるようになるという効果を奏する。
【００１７】
　また、請求項５によれば、印刷面に網点によるコード情報が印刷された状態で画素挿入
等の画素補正を行なう処理を行なった場合であっても当該網点によるコード情報を読み取
ることができるようになるという効果を奏する。
【００１８】
　また、請求項６によれば、印刷面に網点によるコード情報が印刷された状態で画素挿入
等の画素補正を行なう処理を行なった場合であっても網点の位置関係は変わることがなく
なり、当該網点によるコード情報を正常に読み取ることが可能となるという効果を奏する
。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１】本発明の実施の形態における画像形成装置および画素制御プログラムを適用した
画像形成装置を構成する画像処理部の一例を示す図。
【図２】網点画像の一例を示す図。
【図３】画像幅を補正した補正後の状態を示す図。
【図４】本発明の実施の形態における画像形成装置により行なわれる処理の流れを示すフ
ローチャート。
【図５】１ライン分の画素に対して新たな画素を追加する補正を行なう前と新たな画素を
追加した補正を行なった後の状態を示す図。
【図６】網点画像を示す図。
【図７】網点の画素に隣接も包含もしない位置に新たな画素を追加した例を示す図。
【図８】網点の画素に隣接若しくは包含する位置に新たな画素を追加した例を示す図。
【図９】本発明の実施の形態における画像形成装置により行なわれる処理の流れを示すフ
ローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係わる画像形成装置および画素制御プログラムの一実施例を添付図面を
参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００２１】
　図１は、本発明の実施の形態における画像形成装置および画素制御プログラムを適用し
た画像形成装置を構成する画像処理部の一例である。
【００２２】
　画像形成装置は、入力部、画像処理部、印刷出力部により構成され、入力部は通信回線
を介して接続された処理要求端末から処理要求が入力されるほか、ユーザがユーザインタ
ーフェースを操作することにより記憶部に記憶する処理対象データの処理要求が入力され
る。
【００２３】
　入力部により入力された処理要求には、処理対象データが指定されており、さらに、複
数の点画像（ドット）を用いて任意の情報を表す網点画像（「ウォーターマーク」ともい
う）の印刷指示をも指定することができる。
【００２４】
　入力部で入力されたこれらの情報は、画像処理部へと送出される。このとき画像処理部
では、入力部から受信した処理対象データの画像処理を行ない、画像処理後の処理対象デ
ータを印刷出力部へと送出する。
【００２５】
　印刷出力部は、電荷を帯電させた像担持体の感光体（ドラム）に露光装置から露光する
ことにより処理対象データに基づく潜像を形成し、当該潜像に、シアン色（Ｃ）、マゼン
タ色（Ｍ）、イエロー色（Ｙ）、ブラック色（Ｋ）の４つの印刷色材を付着させる。そし
て、感光体を回転させることで中間転写体であるベルトに印刷色材を移し、印刷媒体であ
る印刷用紙に中間転写体上にある印刷色材を転写することで印刷出力を行なう。
【００２６】
　このときの露光装置から露光させる光の移動方向を「主走査方向」とし、感光体の移動
方向であって主走査方向と直交する方向を「副走査方向」と称する。
【００２７】
　入力部からの情報を受信する画像処理部１００は、図１に示すように、スクリーン処理
部１０１、位置補正部１０２、出力Ｉ／Ｆ部１０３、スクリーンパラメータ設定部１０４
、位置補正パラメータ設定部１０５、位置ずれ検出部１０６を具備して構成される。
【００２８】
　画像処理部１００では、入力部からの情報であって印刷処理対象である処理対象データ
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をスクリーン処理部１０１で受信し、網点画像の印刷指示を位置補正パラメータ設定部１
０５で受信する。
【００２９】
　この網点画像の一例を図２に示す。
【００３０】
　図２（ａ）には、処理対象データの一例である問診表の帳票画像と、基本配列周期にし
たがって配置された網点画像とが合成されて印刷された図であって、図２（ｂ）には、図
２（ａ）に示す網点画像の一部を拡大した図である。
【００３１】
　入力部において網点画像の印刷指示が行なわれている場合には、画像処理部１００にお
いて図２（ａ）に示すような文書が作成されることとなる。
【００３２】
　続いて、図１に示す位置ずれ検出部１０６は、中間転写体上に移された各印刷色材にお
ける主走査方向の長さ（画像幅）の違いを位置ずれとして検出する。
【００３３】
　この位置ずれ検出部１０６によって印刷色材ごとの画像幅が異なる位置ずれが検出され
ると、位置ずれが発生したことおよび位置ずれ量を位置補正パラメータ設定部１０５へ通
知する。
【００３４】
　位置補正パラメータ設定部１０５では、位置ずれ検出部１０６からこれらの情報を受信
すると、これらの情報を元に補正近似関数等を求めることによって位置ずれを補正する補
正パラメータを設定する。すなわち、この位置補正パラメータ設定部１０５では、各印刷
色材の主走査方向における画像幅（以下、単に「画像幅」という）を同一とするために「
追加」若しくは「削除」が必要な画素数からなる補正量および新たな画素を追加する補正
画素位置や削除する補正画素位置などを補正パラメータ（補正情報）として設定する。
【００３５】
　この位置補正パラメータ設定部１０５では、さらに、入力部により網点画像の印刷指示
を受信しているかを判断し、網点画像の印刷指示を受信していると判断する場合には、予
め設定された網点画像の印刷に用いる印刷色材と同系色の印刷色材（シアン、マゼンタ、
イエロー、ブラックのいずれかの印刷色材）における補正量を「ゼロ」と設定する。
【００３６】
　すなわち、網点画像を黒色や灰色などで印刷する場合、処理対象データの印刷に用い、
網点画像の印刷に用いる印刷色材と同系色であるブラック色の印刷色材における画素の補
正を禁止する設定を行なう。
【００３７】
　さらに、この位置補正パラメータ設定部１０５では、画素の補正が禁止された印刷色材
以外の他の印刷色材、上記の例ではシアン、マゼンタ、イエローの各印刷色材の画像幅が
同一となるように補正量を設定する。
【００３８】
　なお、同系色とは、例えばＣＩＥ　Ｌａｂ色空間における色差が一定範囲内の印刷色材
同士を示す。もちろん、これに限定されることなく、網点画像の印刷に用いられる印刷色
材と彩度および色相が同一であって明度のみが異なっておりその明度が一定範囲内のもの
からなる印刷色材としてもよい。
【００３９】
　このようにして、位置補正パラメータ設定部１０５により補正量等からなる補正パラメ
ータが設定されると、スクリーンパラメータ設定部１０４に対して設定した補正パラメー
タの補正量を通知し、位置補正部１０２に補正パラメータの補正画素位置を通知する。
【００４０】
　スクリーンパラメータ設定部１０４では、通知された補正量を元に、スクリーンパラメ
ータを設定する。このスクリーンパラメータは、スクリーン処理部１０１におけるスクリ
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ーン処理に用いる設定情報である。
【００４１】
　スクリーンパラメータ設定部１０４によりスクリーンパラメータが設定されると、スク
リーン処理部１０１へとその設定したスクリーンパラメータを通知する。
【００４２】
　スクリーン処理部１０１では、入力部から受信した処理対象データが「多値」からなる
場合には「２値」へと変換して２値となった処理対象データの各画素をスクリーンパラメ
ータ設定部１０４により設定されたスクリーンパラメータを用いて階調表現するスクリー
ン処理を行なう。
【００４３】
　そして、スクリーン処理後の処理対象データを位置補正部１０２へと送出する。もちろ
ん、受信した処理対象データが多値ではなく２値からなるデータである場合には当該スク
リーン処理を行なわずに位置補正部１０２へと送出する。
【００４４】
　位置補正部１０２では、スクリーン処理後の２値化された処理対象データを受信すると
、当該処理対象データを位置補正パラメータ設定部１０５から受信した補正パラメータの
補正画素位置の情報に基づいて位置ずれの補正を行なうことにより、網点画像と同系色以
外の他の印刷色材の画像幅を同一とする補正を行なう。
【００４５】
　すなわち、位置補正部１０２では、網点画像の印刷指示が行なわれている場合であって
補正パラメータを受信すると、網点画像を印刷する印刷色材と同系の印刷色材による画素
の補正を禁止し、当該補正パラメータにより指定された網点画像を印刷する印刷色材以外
の他の印刷色材の補正量により、その他の印刷色材による画像幅が同一となるように補正
する。
【００４６】
　この補正処理を、処理対象データを構成する主走査方向の各ライン数だけ繰り返し行な
う。
【００４７】
　図３には、処理対象データの主走査方向１ライン分の描画に用いるシアン色、マゼンタ
色、イエロー色、ブラック色の各印刷色材の画像幅を示している。
【００４８】
　図３には、網点画像の印刷に黒色の印刷色材を用いるとした場合において、その黒色の
印刷色材と同系色であるブラック色の画素を新たに追加する補正および既存の画素を削除
する補正のいずれをも禁止し、そのブロック色以外の他のシアン色、マゼンタ色、イエロ
ー色の各印刷色材の画像幅を同一に補正した例を示している。
【００４９】
　この図３に示すように、シアン色、マゼンタ色、イエロー色の各印刷色材の画像幅を同
一にするために、図３では、イエロー色の印刷色材に２つの画素を新たに追加している。
【００５０】
　そして、この位置補正部１０２によって画像幅が補正されると、位置補正部１０２は、
出力Ｉ／Ｆ部１０３に対して補正後の処理対象データを送出する。
【００５１】
　出力Ｉ／Ｆ部１０３では、印刷出力部での出力形式へ変換後、作業領域である記憶部へ
と記憶し、印刷出力部に対して作業領域へ出力形式の処理対象データを記憶したことを通
知する。
【００５２】
　これにより、印刷出力部は、記憶部の作業領域に記憶された処理対象データを順次、印
刷出力する。
【００５３】
　図４は、本発明の実施の形態における画像形成装置により行なわれる処理の流れを示す
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フローチャートである。
【００５４】
　図４において、印刷指示が行なわれると処理が開始され、印刷処理の対象データである
電子文書の画像が描画される（レンダリング）（４０１）。
【００５５】
　このとき、印刷指示に網点画像（ウォーターマーク）による印刷を行なうことが指定さ
れているかを判断し（４０２）、網点画像の印刷が指定されている場合（４０２でＹＥＳ
）には、網点画像として埋め込む任意の情報と、網点画像のレイアウト情報との読み込み
を行なう（４０３）。
【００５６】
　そして、読み込んだこれらの情報を元に、網点画像を描画する（４０４）。
【００５７】
　続いて、このようにして描画した網点画像と電子文書とを合成し（４０５）、合成後の
画像をページメモリへと格納する（４０６）。
【００５８】
　そして、網点画像を印刷出力する際に用いる印刷色材（上記の例では「黒色」）と同系
色の印刷色材（網点画像を黒色にて印刷出力する場合には「ブラック色」）による画素挿
入を禁止する補正パラメータを設定する（４０７）。さらに、他の印刷色材の画像幅が等
しくなるように画素補正するために挿入する画素量を決定した補正パラメータを設定する
（４０８）。
【００５９】
　この補正パラメータを用いて位置ずれを補正した印刷出力を行なう（４０９）。
【００６０】
　それに対して、網点画像の印刷出力が指示されていない場合（４０２でＮＯ）には、印
刷出力に用いるシアン色、マゼンタ色、イエロー色、ブラック色の各印刷色材の補正量等
の補正パラメータを設定して（４１０）、電子文書の画像をページメモリに格納する（４
１１）。
【００６１】
　そして、ページメモリに格納された電子文書の画像を、各印刷色材の補正量と補正パラ
メータを元に印刷出力する（４０９）。
【実施例２】
【００６２】
　上記の実施例１では、処理対象データの各ラインに対して、そのライン毎の印刷出力に
用いる複数の印刷色材のうち網点画像の印刷に用いる印刷色材以外の他の印刷色材の画像
幅を同一とする補正を行なっているが、実施例２では、各ラインの画像幅を同一とする補
正を行なう場合について説明する。
【００６３】
　実施例２における全体構成は、実施例１の説明に用いた図１と同様であり、このため図
１を用いて実施例２について説明する。
【００６４】
　図１の画像処理部１００では、入力部からの情報であって印刷処理対象である処理対象
データをスクリーン処理部１０１で受信し、網点画像の印刷指示を位置補正パラメータ設
定部１０５で受信する。
【００６５】
　このとき、位置ずれ検出部１０６によって処理対象データの画素単位で欠落しているこ
とによる位置ずれを検出すると、位置ずれが発生したことおよび欠落した画素数からなる
位置ずれ量および位置ずれが発生した主走査方向の画素位置を位置補正パラメータ設定部
１０５へ通知する。
【００６６】
　位置補正パラメータ設定部１０５では、入力部から網点画像の印刷指示がされている場
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合であって、位置ずれ検出部１０６から受信した情報を元に、処理対象データの主走査方
向の各ラインにおける画素補正位置を、網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等間
隔）となるように特定する。
【００６７】
　図５には、１ライン分の処理対象データを示しており、図５（ａ）には位置ずれが発生
した状態を示しており、図５（ｂ）には網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等間
隔）となるように画素を追加することにより補正した状態を示している。
【００６８】
　図５（ｂ）は、１ライン分の画素のうち最左端の第１画素から８番目の第８画素を追加
し、さらに最左端の第１画素から１６番目の第１６画素を追加し、さらに最左端の第１画
素から２４番目の第２４画素を追加し、さらに最左端の第１画素から３２番目の第３２画
素を追加する補正を行なった状態を示している。
【００６９】
　これは、網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等間隔）、図５（ｂ）に示す例で
は８倍、となるように画素を追加している。
【００７０】
　この補正処理を各ラインに対して適用したものを図７および図８に示す。
【００７１】
　図７および図８は、図６で示している補正前の網点画像に対して、上記に示すような、
処理対象データの主走査方向の各ラインを網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等
間隔）となるように補正した図である。
【００７２】
　図７において、図７（ａ）には、網点を表す黒色が配色された画素とは隣接せずまた包
含しない位置を画素補正位置と特定した例を示している。
【００７３】
　この図７（ａ）では、画素補正位置を各ラインの最左端から６番目の画素および１４番
目の画素とし、７画素分の間隔を空けて等間隔に新たな画素を追加した例である。
【００７４】
　さらに、図７（ｂ）には、網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等間隔）となる
ように新たな画素を追加する補正を行なうことによって黒色に配色された網点の画素の間
隔に新たな画素が追加され、主走査方向において隣接する画素と同色を配色した例を示し
ている。
【００７５】
　また、図８において、図８（ａ）には、網点を表す黒色が配色された画素と隣接若しく
は包含する位置を画素補正位置と特定した例を示している。
【００７６】
　この図８（ａ）では、画素補正位置を各ラインの最左端から３番目の画素および１１番
目の画素および１９番目の画素とし、７画素分の間隔を空けて等間隔に新たな画素を追加
した例である。
【００７７】
　さらに、図８（ｂ）には、網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等間隔）となる
ように新たな画素を追加する補正を行なうことによって、黒色に配色された網点の画素と
隣接若しくは包含する位置に新たな画素が追加され、網点の画素に配色された黒色で追加
した新たな画素を配色した例を示している。
【００７８】
　この図７および図８のように画素を追加するために、図１に示す位置補正パラメータ設
定部１０５では、網点画像の基本配列周期の整数倍となるように補正することで各ライン
の画素数が同一となるかを判断し、各ラインの画素数が同一となると判断された場合に、
新たな画素を追加する画素補正位置等の補正パラメータを設定する。
【００７９】
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　さらに、位置補正パラメータ設定部１０５では、追加した新たな画素に網点となる画素
が隣接若しくは包含するかを判断し、追加した新たな画素が網点の画素と隣接若しくは包
含する場合には追加した新たな画素を網点と同色により配色することを補正パラメータと
して設定する。
【００８０】
　それに対して、網点画素と隣接も包含もしない場合には主走査方向に隣接する画素と同
色により配色することを補正パラメータとして設定する。もちろん、主走査方向に隣接す
る画素が無色である場合には追加した新たな画素を配色する必要はないことから配色の設
定を行なわないとするか、「無色」と設定する。
【００８１】
　このようにして位置補正パラメータ設定部１０５によって補正パラメータが設定される
と、スクリーンパラメータ設定部１０４は、この補正パラメータに基づいてスクリーンパ
ラメータを設定し、スクリーン処理部１０１では、このスクリーンパラメータを用いてス
クリーン処理を行なう。
【００８２】
　また、位置補正部１０２では、スクリーン処理部１０１によりスクリーン処理が行われ
、２値化された処理対象データを位置補正パラメータ設定部１０５により設定された補正
パラメータに基づいて補正する。
【００８３】
　すなわち、位置補正部１０２では、網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等間隔
）となるように新たな画素を追加し、追加した画素が網点の画素と隣接若しくは包含する
場合には追加した新たな画素に網点の画素と同色を配色し、網点の画素と隣接も包含もし
ない場合には追加した新たな画素を隣接する画素と同色にて配色する補正を行なう。
【００８４】
　そして、位置補正部１０２は、補正後の処理対象データを出力Ｉ／Ｆ部へと送出し、出
力Ｉ／Ｆ部１０３では、印刷出力部での出力形式へ変換後、作業領域である記憶部へと記
憶する。さらに、印刷出力部に対して作業領域へ出力形式の処理対象データを記憶したこ
とを通知する。
【００８５】
　これにより、印刷出力部は、記憶部の作業領域に記憶された処理対象データを順次、印
刷出力する。
【００８６】
　図９は、本発明の実施の形態における画像形成装置により行なわれる処理の流れを示す
フローチャートである。
【００８７】
　図９において、印刷指示が行なわれると処理が開始され、印刷処理の対象データである
電子文書の画像が描画される（レンダリング）（９０１）。
【００８８】
　このとき、印刷指示に網点画像（ウォーターマーク）による印刷を行なうことが指定さ
れているかを判断し（９０２）、網点画像の印刷が指定されている場合（９０２でＹＥＳ
）には、網点画像として埋め込む任意の情報と、網点画像のレイアウト情報との読み込み
を行なう（９０３）。
【００８９】
　そして、読み込んだこれらの情報を元に、網点画像を描画する（９０４）。
【００９０】
　続いて、このようにして描画した網点画像と電子文書とを合成し（９０５）、合成後の
画像をページメモリへと格納する（９０６）。
【００９１】
　そして、網点画像の基本配列周期の整数倍（整数比、等間隔）となるように新たな画素
を追加する補正を行なう補正パラメータを設定し（９０７）、この補正パラメータに基づ
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かを判断する（９０８）。
【００９２】
　この判断処理によって、新たな画素が網点となる画素と隣接若しくは包含すると判断す
る場合（９０８でＹＥＳ）には、網点の印刷に用いる印刷色材と同色の印刷色材を隣接若
しくは包含する画素に配色する補正パラメータを設定する（９０９）。
【００９３】
　この補正パラメータを用いて位置ずれを補正した印刷出力を行なう（９１０）。
【００９４】
　それに対して、網点画像の印刷出力が指示されていない場合（９０２でＮＯ）には、印
刷出力に用いるシアン色、マゼンタ色、イエロー色、ブラック色の各印刷色材の補正量等
の補正パラメータを設定して（９１１）、電子文書の画像をページメモリに格納する（９
１２）。
【００９５】
　そして、ページメモリに格納された電子文書の画像を、各印刷色材の補正量と補正パラ
メータを元に印刷出力する（９１０）。
【００９６】
　以上に示す実施の形態は、本発明の実施の一形態であって、これらの実施例に限定する
ことなく、その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施できるものである。
【００９７】
　なお、本発明は、通信機能を備えた画像形成装置で上述の動作を実行させ、あるいは上
述の手段を構成させるためのプログラムを格納した記録媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ等）から該プログラムを画像形成装置にインストールし、これを実行させることによ
り、上述の処理を実行する画像形成装置を構成することも可能である。
【００９８】
　また、プログラムを供給するための媒体は、通信媒体（通信回線、通信システムのよう
に一時的または流動的にプログラムを保持する媒体）でもよい。例えば、通信ネットワー
クの電子掲示板（ＢＢＳ：Bulletin Board Service）に該プログラムを掲示し、これを通
信回線を介して配信するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００９９】
　　１００　　　画像処理部
　　１０１　　　スクリーン処理部
　　１０２　　　位置補正部
　　１０３　　　出力Ｉ／Ｆ部
　　１０４　　　スクリーンパラメータ設定部
　　１０５　　　位置補正パラメータ設定部
　　１０６　　　位置ずれ検出部
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