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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＧＢ形式の画像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを出力する画像処理装
置であって、
　前記ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する
第１色変換部と、
　前記輝度データに対して、下地除去処理を行う下地除去処理部と、
　下地除去処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加部と、
　ノイズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画
像データに変換する第２色変換部と、
　前記第２色変換部によって変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多値擬似階調
処理を行なう多値擬似階調処理部と、を備え、
　前記ノイズ付加部は、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加を
行ない、輝度データが取り得る最大値および最小値に対してはノイズを付加しないことを
特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　ＲＧＢ形式の画像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを出力する画像処理装
置であって、
　前記ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する
第１色変換部と、
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　前記輝度データの少なくとも一部の領域に対して、平滑化処理を行う平滑化処理部と、
　平滑化処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加部と、
　ノイズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画
像データに変換する第２色変換部と、
　前記第２色変換部によって変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多値擬似階調
処理を行なう多値擬似階調処理部と、を備え、
　前記ノイズ付加部は、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加を
行なうことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像処理装置であって、
　前記多値擬似階調処理部が行なう多値擬似階調処理は、多値誤差拡散処理あるいは多値
ディザ処理のいずれかであることを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　ＲＧＢ形式の画像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを生成する画像処理方
法であって、
　前記ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する
第１色変換ステップと、
　前記輝度データに対して、下地除去処理を行う下地除去ステップと、
　前記下地除去処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加ステップと
、
　ノイズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画
像データに変換する第２色変換ステップと、
　前記第２色変換ステップにおいて変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多値擬
似階調処理を行なう多値擬似階調ステップと、を有し、
　前記ノイズ付加ステップでは、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイ
ズ付加を行ない、輝度データが取り得る最大値および最小値に対してはノイズを付加しな
いことを特徴とする画像処理方法。
【請求項５】
　ＲＧＢ形式の画像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを生成する画像処理方
法であって、
　前記ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する
第１色変換ステップと、
　前記輝度データの少なくとも一部の領域に対して、平滑化処理を行う平滑化ステップと
、
　前記平滑化処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加ステップと、
　ノイズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画
像データに変換する第２色変換ステップと、
　前記第２色変換ステップにおいて変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多値擬
似階調処理を行なう多値擬似階調ステップと、を有し、
　前記ノイズ付加ステップでは、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイ
ズ付加を行なうことを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　ＲＧＢ形式の画像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを生成する画像処理方
法であって、
　前記ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する
第１色変換ステップと、
　前記輝度データの少なくとも一部の領域に対して、平滑化処理を行う平滑化ステップと
、
　前記平滑化処理後の輝度データに対して、下地除去処理を行う下地除去ステップと、
　前記下地除去処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加ステップと
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、
　ノイズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画
像データに変換する第２色変換ステップと、
　前記第２色変換ステップにおいて変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多値擬
似階調処理を行なう多値擬似階調ステップと、を有し、
　前記ノイズ付加ステップでは、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイ
ズ付加を行ない、輝度データが取り得る最大値および最小値に対してはノイズを付加しな
いことを特徴とする画像処理方法。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれか１項に記載の画像処理方法であって、
　前記多値擬似階調ステップにおける多値擬似階調処理は、多値誤差拡散処理あるいは多
値ディザ処理のいずれかであることを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置に係り、特に、ＲＧＢ形式の画像データをＣＭＹＫ形式に変換
し、多値擬似階調処理を施して出力する画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インクジェット方式等のカラー印刷装置では、各インク色についてドットのオン
オフの２値で擬似的な中間調表現を行なっており、この際に階調性を高めるために２値の
誤差拡散処理やディザ法が広く用いられてきた。２値の誤差拡散処理では、２値の出力の
みで自然な中間調を表現するために、１つのドットを処理する度に元の値と処理後の値の
誤差を未処理の周りのドットの処理に反映させ、誤差を拡散しながらドットの２値化処理
を行なう。
【０００３】
　近年では、ドットを複数のサイズで打ち分けたり、同一インク色について濃度の高いイ
ンクと低いインクとを用いたりすることで、ドットを３値以上の多値で表現できるように
なっており、より印刷品質が高められている。
【０００４】
　ドットを多値で表現する場合には、多値誤差拡散処理や多値ディザ法などの多値の擬似
階調処理を施すことで擬似中間調表現が行なわれる。例えば、特許文献１に記載されてい
るように、多値誤差拡散処理では量子化値付近の濃度を出力する際に、擬似輪郭が発生す
るという問題があり、擬似輪郭を防止するために、画像データや量子化閾値にノイズを付
加することが行なわれている。
【特許文献１】特開２０００－２７０２１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　擬似輪郭を防止するために、画像データにノイズを付加する際には、例えば、印刷用の
画像データを構成するＣＭＹＫのそれぞれに対してノイズを付加することも考えられるが
、リソースを削減するために、画像データから輝度成分を抽出して、輝度成分に対してノ
イズを付加することが行なわれている。
【０００６】
　ところで、読み取った原稿を複写印刷する際には、印刷品質を高めるために読み取った
画像データに対して平滑化処理、エッジ強調処理、下地除去処理等が行なわれている。こ
こで、平滑化処理は、複写された原稿の写真領域にモアレが発生することを防ぐために行
ない、エッジ強調処理は、複写された原稿の文字部分を認識しやすくするために行ない、
下地除去処理は、原稿が新聞、再生紙、色付き用紙等の下地濃度が比較的濃い場合に、複
写された原稿の文字をはっきりと読みやすくしたり、インクの消費量を削減したりするた
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めに行なう処理である。
【０００７】
　これらの処理は画像処理であるため、擬似輪郭を防止するためのノイズを付加するタイ
ミングを考慮しなければ、ノイズ付加の効果が薄れたり、画像処理に悪影響を与えたりし
て、期待通りの印刷結果が得られないことになる。
【０００８】
　本発明は、このような状況を鑑みてなされたものであり、印刷品質を高めるための画像
処理と多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加とを行なう場合にお
いて、それぞれの効果を十分得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の態様である画像処理装置は、ＲＧＢ形式の画
像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを出力する画像処理装置であって、前記
ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する第１色
変換部と、前記輝度データに対して、下地除去処理を行う下地除去処理部と、下地除去処
理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加部と、ノイズ成分を付加され
た輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画像データに変換する第２
色変換部と、前記第２色変換部によって変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多
値擬似階調処理を行なう多値擬似階調処理部と、を備え、前記ノイズ付加部は、多値擬似
階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加を行い、輝度データが取り得る最大
値および最小値に対してはノイズを付加しないことを特徴とする。
【００１０】
　本態様では、下地処理後の輝度データに対して、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生
防止のためのノイズ成分を付加するため、ノイズ付加によって下地処理における下地濃度
の精度が低下してしまうことを防ぐことができる。このため、印刷品質を高めるための下
地処理と、多値擬似階調による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加の効果を十分得るこ
とが可能となる。
【００１１】
　また、前記ノイズ付加部は、輝度データが取り得る最大値および最小値に対してはノイ
ズを付加しないので、ノイズ付加により下地が再発生してしまうことを防ぐことができる
。なお、多値擬似階調処理は、多値擬似拡散処理、多値ディザ処理等とすることができる
。
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明の第２の態様である画像処理装置は、ＲＧＢ形式の画
像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを出力する画像処理装置であって、前記
ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する第１色
変換部と、前記輝度データの少なくとも一部の領域に対して、平滑化処理を行う平滑化処
理部と、平滑化処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加部と、ノイ
ズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画像デー
タに変換する第２色変換部と、前記第２色変換部によって変換されたＣＭＹＫ形式の画像
データを用いて多値擬似階調処理を行なう多値擬似階調処理部と、を備え、前記ノイズ付
加部は、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加を行うことを特徴
とする。
【００１３】
　本態様では、平滑化処理後の輝度データに対して、多値擬似階調処理による擬似輪郭発
生防止のためのノイズ成分を付加するため、ノイズ付加の効果が平滑化処理によって失わ
れてしまうことを防ぐことができる。このため、印刷品質を高めるための平滑化処理と、
多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加の効果を十分得ることが可
能となる。なお、多値擬似階調処理は、多値擬似拡散処理、多値ディザ処理等とすること
ができる。
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【００１４】
　上記課題を解決するため、本発明の第３の態様である画像処理方法は、ＲＧＢ形式の画
像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを生成する画像処理方法であって、前記
ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する第１色
変換ステップと、前記輝度データに対して、下地除去処理を行う下地除去ステップと、前
記下地除去処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加ステップと、ノ
イズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹＫ形式の画像デ
ータに変換する第２色変換ステップと、前記第２色変換ステップにおいて変換されたＣＭ
ＹＫ形式の画像データを用いて多値擬似階調処理を行なう多値擬似階調ステップと、を有
し、前記ノイズ付加ステップでは、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノ
イズ付加を行い、輝度データが取り得る最大値および最小値に対してはノイズを付加しな
いことを特徴とする。
【００１５】
　本態様では、下地処理後の輝度データに対して、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生
防止のためのノイズ成分を付加するため、ノイズ付加によって下地処理における下地濃度
の精度が低下してしまうことを防ぐことができる。このため、印刷品質を高めるための下
地処理と多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加の効果を十分得る
ことが可能となる。
【００１６】
　また、前記ノイズ付加ステップでは、輝度データが取り得る最大値および最小値に対し
てはノイズを付加しないので、ノイズ付加により下地が再発生してしまうことを防ぐこと
ができる。なお、多値擬似階調処理は、多値擬似拡散処理、多値ディザ処理等とすること
ができる。
【００１７】
　上記課題を解決するため、本発明の第４の態様である画像処理方法は、ＲＧＢ形式の画
像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを生成する画像処理方法であって、前記
ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する第１色
変換ステップと、前記輝度データの少なくとも一部の領域に対して、平滑化処理を行う平
滑化ステップと、前記平滑化処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付
加ステップと、ノイズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭ
ＹＫ形式の画像データに変換する第２色変換ステップと、前記第２色変換ステップにおい
て変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多値擬似階調処理を行なう多値擬似階調
ステップと、を有し、前記ノイズ付加ステップでは、多値擬似階調処理による擬似輪郭発
生防止のためのノイズ付加を行うことを特徴とする。
【００１８】
　本態様では、平滑化処理後の輝度データに対して、多値擬似階調処理による擬似輪郭発
生防止のためのノイズ成分を付加するため、ノイズ付加の効果が平滑化処理によって失わ
れてしまうことを防ぐことができる。このため、印刷品質を高めるための平滑化処理と、
多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加の効果を十分得ることが可
能となる。なお、多値擬似階調処理は、多値擬似拡散処理、多値ディザ処理等とすること
ができる。
【００１９】
　上記課題を解決するため、本発明の第５の態様である画像処理方法は、ＲＧＢ形式の画
像データを入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを生成する画像処理方法であって、前記
ＲＧＢ形式の画像データを、輝度データを含む色表現形式の画像データに変換する第１色
変換ステップと、前記輝度データの少なくとも一部の領域に対して、平滑化処理を行う平
滑化ステップと、前記平滑化処理後の輝度データに対して、下地除去処理を行う下地除去
ステップと、前記下地除去処理後の輝度データに対してノイズ成分を付加するノイズ付加
ステップと、ノイズ成分を付加された輝度データを含む色表現形式の画像データをＣＭＹ
Ｋ形式の画像データに変換する第２色変換ステップと、前記第２色変換ステップにおいて
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変換されたＣＭＹＫ形式の画像データを用いて多値擬似階調処理を行なう多値擬似階調ス
テップと、を有し、前記ノイズ付加ステップでは、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生
防止のためのノイズ付加を行い、輝度データが取り得る最大値および最小値に対してはノ
イズを付加しないことを特徴とする。
【００２０】
　本態様では、下地処理後および平滑化処理後の輝度データに対して、多値擬似階調処理
による擬似輪郭発生防止のためのノイズ成分を付加するため、ノイズ付加によって下地処
理における下地濃度の精度が低下してしまうことおよびノイズ付加の効果が平滑化処理に
よって失われてしまうことを防ぐことができる。このため、印刷品質を高めるための下地
処理および平滑化処理と、多値擬似階調処理による擬似輪郭発生防止のためのノイズ付加
の効果を十分得ることが可能となる。また、輝度データが取り得る最大値および最小値に
対してはノイズを付加しないので、ノイズ付加により下地が再発生してしまうことを防ぐ
ことができる。なお、多値擬似階調処理は、多値擬似拡散処理、多値ディザ処理等とする
ことができる。
【００２１】
　前記画像データの写真領域を判別する写真領域判別ステップをさらに有し、前記平滑化
ステップにおける平滑化処理は、写真領域と判別された領域に対して行なうようにしても
よい。この場合、前記画像データの文字領域を判別する文字領域判別ステップと、文字領
域と判別された領域に対してエッジ強調処理を行なうエッジ強調ステップとをさらに有す
るようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、印刷品質を高めるための画像処理と多値擬似拡散処理による擬似輪郭
防止のためのノイズ付加とを行なう場合において、それぞれの効果を十分得ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施形態では、多値擬似階調
処理として多値誤差拡散処理を用いた場合を例に説明する。図１は、本発明に係る画像処
理装置を含む複写システムの構成を示すブロック図である。本図に示すように、複写シス
テムは、原稿の画像を読み込んでＲＧＢ形式の画像データを出力する画像読取装置１０と
、ＲＧＢ形式の画像信号を入力して、ＣＭＹＫ形式の画像データを出力する画像処理装置
２０と、ＣＭＹＫ形式の画像データに基づいて印刷を実行するインクジェット印刷装置３
０とを備えている。複写システムは、画像読取装置１０で読み取った原稿の画像に基づい
てインクジェット印刷装置３０で印刷を行なうことにより原稿の複写を行なうことができ
る。本発明の画像処理装置２０は、本複写システムのように、原稿を読み取って得られた
画像データに対する画像処理を行なう場合に特に効果的に適用することができるが、例え
ば、ＰＣ等の情報処理装置で生成された画像データに対して画像処理を行なう場合にも適
用することができる。
【００２４】
　画像読取装置１０は、受光素子であるＣＣＤ、光源、原稿台、原稿台カバー、ＣＣＤを
走査させる駆動モータ、ＣＣＤの出力信号をデジタル信号に変換するＡＤコンバータ等を
備えており、原稿台に載置された原稿に光を照射し、その反射光をＣＣＤで読み取ること
により、原稿の画像データを取得する。本実施形態において、出力する画像データは、各
色８ビット（２５６階調）のＲＧＢ形式であるとする。ただし、画像読取装置１０が出力
する画像データの階調は各色８ビットに限られない。
【００２５】
　画像処理装置２０は、画像読取装置１０と所定のプロトコルで通信を行なってＲＧＢ形
式の画像データを受信する入力インタフェース２１と、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備え
たコントローラ２２と、インクジェット印刷装置３０と所定のプロトコルで通信を行なっ
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て、ＣＭＹＫ形式の画像データを出力する出力インタフェース２３とを備えている。
【００２６】
　インクジェット印刷装置３０は、例えば、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの４
色のインクを用いており、多数のノズルを備えた印字ヘッドから印刷用紙に対してインク
滴を吐出することによって印刷を行なうカラー印刷装置である。インクジェット印刷装置
３０は、吐出するインク滴の大きさを制御可能で、各インク色について１ドット当たり３
値以上の多値を表現できる。本実施形態では、大ドット出力、中ドット出力、小ドット出
力、出力なしの４階調で表現できるものとする。このため、画像処理装置２０からインク
ジェット印刷装置３０に出力される画像データは、各インク色の各ドットについて４階調
の値を示したものである。
【００２７】
　図２は、画像処理装置２０の機能構成を示すブロック図である。本図に示すように画像
処理装置２０は、ＲＧＢデータ入力部２１０、ＲＧＢ→ＹＣｂＣｒ変換部２１１、画像補
正部２１２、変倍処理部２１３、下地除去部２１４、ノイズ付加部２１５、ＹＣｂＣｒ→
ＲＧＢ変換部２１６、ガンマ変換部２１７、ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換部２１８、多値誤差拡
散部２１９、ＣＭＹＫデータ出力部２２０を備えている。これらの機能部は、図１に示し
た入力インタフェース２１、コントローラ２２、出力インタフェース２３の各部が、単体
で、もしくは協同的に処理を行なうことで、ソフトウェア的あるいはハードウェア的に実
現することができる。なお、ＹＣｂＣｒ形式は、色をＹ（輝度）とＣｂＣｒ（色差）で表
現する形式である。
【００２８】
　ＲＧＢデータ入力部２１０は、画像読取装置１０が出力する各色８ビットＲＧＢ形式の
画像データを入力するための処理を行なう。また、ＲＧＢデータ入力部２１０は、図示し
ないＰＣ等の情報処理装置、デジタルカメラ等から画像データを入力するようにしてもよ
い。
【００２９】
　ＲＧＢ→ＹＣｂＣｒ変換部２１１は、ＲＧＢ形式の画像データをＹＣｂＣｒ形式に変換
する処理を行ない、輝度（Ｙ）データと色差（ＣｂＣｒ）データとに分離する。なお、Ｒ
ＧＢ形式からＹＣｂＣｒ形式への変換は、例えば、「数１」に従って行なうことができる
。ただし、他の方法を用いてＹＣｂＣｒ形式に変換してもよい。また、Ｙ（輝度）が取得
できれば他の色表現形式であってもよい。
【数１】

　画像補正部２１２は、読み取った画像データを複写印刷する際の印刷結果を向上させる
ための画像補正処理を行なう。画像補正処理は、輝度（Ｙ）データに対して行なう。具体
的には、入力した画像データから文字領域と写真領域とを判定し、写真領域に含まれる輝
度データに対してモアレの発生を防ぐために平滑化処理を行ない、文字領域に含まれる輝
度データに対して文字を認識しやすくするためにエッジ強調処理を行なう。このため、画
像補正部２１２は、文字領域／写真領域判定部２２１、平滑化部２２２、エッジ強調部２
２３を備えている。
【００３０】
　文字領域／写真領域判定部２２１は、輝度データに基づいて、原稿の画像データにおけ
る文字領域と写真領域とを判定する。文字領域と写真領域との判定アルゴリズムは従来の
技術を用いることができる。例えば、濃度差が大きく、縦棒、横棒等の文字構成要素が多
く含まれる領域を文字領域と判定し、濃度変化が滑らかで大きい領域を写真領域と判定す
ることができる。平滑化部２２２は、写真領域と判定された領域の輝度データを平滑化す
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る。平滑化は従来の技術を用いることができ、例えば、各画素の輝度値について周辺画素
との加重平均を算出することにより行なうことができる。エッジ強調部２２３は、文字領
域と判定された領域の輝度データのエッジ強調を行なう。エッジ強調は従来の技術を用い
ることができ、例えば、ラプラシアンフィルタを用いることで行なうことができる。ただ
し、原稿の種類等に応じて、領域の判定を行なわずに、一律に平滑化処理、エッジ強調処
理等を行なうようにしてもよい。
【００３１】
　変倍処理部２１３は、ユーザから変倍複写の指示を受け付けることができ、変倍複写が
指示された場合に指定された倍率で変倍処理を行なう。変倍処理は、例えば、画像補整後
下地除去前に行なう場合には、一旦ＲＧＢ形式に変換して、ＲＧＢデータを用いて変倍を
行ない、変倍後の画像データを再度ＹＣｂＣｒ形式に変換する。ただし、変倍処理は他の
タイミングで行なうようにしてもよい。
【００３２】
　下地除去部２１４は、輝度データに基づいて原稿の下地色を除去する処理を行なう。下
地除去処理は、原稿が新聞、再生紙、色付き用紙等の下地濃度が比較的濃い場合に、複写
された原稿の文字をはっきりと読みやすくしたり、インクの消費量を削減したりするため
に広く行なわれている処理である。下地除去処理は従来の技術を用いて行なうことができ
る。例えば、輝度データに基づいてヒストグラムを作成し、その形状から下地濃度を推定
し、下地濃度に対応する輝度データ領域を除去することで行なうことができる。
【００３３】
　ノイズ付加部２１５は、輝度データに対してノイズを付加する処理を行なう。輝度デー
タに対してノイズを付加することによって、多値誤差拡散処理による擬似輪郭の発生を防
ぐことができる。ノイズの付加は、例えば、所定値内でランダムに発生する正負のノイズ
値を輝度データに加えることで行なうことができる。
【００３４】
　本実施形態では、輝度データに対してノイズを付加することにより、ＣＭＹＫデータそ
れぞれに対してノイズを付加する場合と比較して画像処理装置２０のリソース使用量を削
減することができる。さらに、本実施形態では、ノイズ付加後に下地除去処理を行なうの
ではなく、下地除去後の輝度データに対してノイズを付加するようにしている。これによ
り、ノイズ付加によって下地除去処理における下地推定が不正確になることを防いでいる
。また、平滑化処理後の輝度データに対してノイズを付加することで、平滑化処理によっ
てノイズ付加の効果が失われることを防いでいる。
【００３５】
　なお、下地除去処理後の輝度データに対してノイズを付加する際には、付加されたノイ
ズによる下地色の再発生等を防ぐために輝度値２５５および輝度値０のデータに対しては
ノイズ付加を行なわないようにする。
【００３６】
　ＹＣｂＣｒ→ＲＧＢ変換部２１８は、ＹＣｂＣｒ形式の画像データをＲＧＢ形式に変換
する処理を行なう。この際、画像補正部２１２により画像補正が施され、下地除去部２１
４により下地が除去され、ノイズ付加部２１５によりノイズが付加された輝度データを用
いてＲＧＢ形式に変換する。なお、ＹＣｂＣｒ形式からＲＧＢ形式への変換は、例えば、
「数２」に従って行なうことができる。ただし、他の方法を用いてＲＧＢ形式に変換して
もよい。
【数２】

　ガンマ変換部２１７は、ＲＧＢ形式の画像データをインクジェット印刷装置３０の出力
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特性等に合わせたガンマ変換処理を行なう。
【００３７】
　ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換部２１８は、ＲＧＢ形式の画像データを各色８ビットのＣＭＹＫ
形式の画像データに変換する処理を行なう。ＲＧＢ形式からＣＭＹＫ形式への変換は、例
えば、あらかじめＲＧＢの代表値とＣＭＹＫ値との対応関係が記録されたルックアップテ
ーブルを用いて行なうことができる。
【００３８】
　多値誤差拡散部２１９は、各色８ビットで表現されたＣＭＹＫ形式の画像データを、各
色について大ドット出力、中ドット出力、小ドット出力、出力なしの４階調で中間調を擬
似的に表現するために、多値誤差拡散処理を行なう。多値誤差拡散処理は、従来の技術を
用いることができる。概要を説明すると、４階調の多値誤差拡散処理では、ドット出力と
して大ドット出力、中ドット出力、小ドット出力、出力なしを区分する４つの量子化値を
定め（例えば、大ドットは２５５、中ドットは１７０、小ドットは８５、出力なしは０な
ど）、３つの区間に量子化閾値をそれぞれ定める（量子化閾値は、例えば、各区間の中間
値とすることができる）。そして、最初の注目画素の各ＣＭＹＫ値に基づいてドット出力
の割り当てを定める（例えば、注目画素のＣＭＹＫ値が大ドットと中ドットの区間にある
場合、その区間の量子化閾値と比較し、大ドットか中ドットかが決定される）。その後、
この画素のＣＭＹＫ値と決定された量子化値との誤差を周辺画素のＣＭＹＫ値に重みをつ
けて拡散させて次の注目画素のドット出力の割り当てを定めるという処理を、画素をずら
して繰り返すことで多値誤差拡散処理を行なうことができる。
【００３９】
　ＣＭＹＫデータ出力部２２０は、多値誤差拡散処理が施されドットごとにＣＭＹＫの多
値で表わされた画像データをインクジェット印刷装置３０に出力するための処理を行なう
。また、ＣＭＹＫデータ出力部２２０は、画像データをファイルに保存したり、インクジ
ェット印刷装置３０以外の装置に出力したりしてもよい。
【００４０】
　次に、本実施形態における画像処理装置２０の動作について、図３のフローチャートを
参照して説明する。
【００４１】
　画像処理装置２０は、まず、画像読取装置１０で読み取られたＲＧＢ形式の画像データ
をＲＧＢデータ入力部２１０が入力する（Ｓ１０１）。そして、入力したＲＧＢ形式の画
像データをＲＧＢ→ＹＣｂＣｒ変換部２１１が輝度（Ｙ）データと色差（ＣｂＣｒ）デー
タとに分離する（Ｓ１０２）。
【００４２】
　次いで、分離された輝度データを用いて、文字領域／写真領域判定部２２１が画像デー
タ中の文字領域と、写真領域とを判定する（Ｓ１０３）。写真領域と判定された領域に対
しては、平滑化部２２２が輝度データに対して平滑化処理を行ない（Ｓ１０４）、文字領
域と判定された領域に対してはエッジ強調部２２３が輝度データに対してエッジ強調処理
を行なう（Ｓ１０５）。
【００４３】
　平滑化、エッジ強調が施された輝度データを用いて下地除去部２１４が下地除去処理を
行なう（Ｓ１０６）。下地除去処理は、例えば、図４のフローチャートに示す手順に従っ
て行なうことができる。すなわち、輝度データを用いて、輝度値の分布を示すヒストグラ
ムを作成する（Ｓ１０６１）。そして、所定の基準にしたがって、下地濃度を推定する（
Ｓ１０６２）。下地濃度の推定は従来技術を用いることができる。例えば、簡易な手法で
は、ヒストグラムの最も輝度が高い側の極大値を下地濃度として推定することができる。
下地濃度が推定されると、推定された下地濃度以下の輝度値を有する画素を最高輝度値に
変換することで、下地の画素を除去することができる（Ｓ１０６３）。
【００４４】
　下地除去処理（Ｓ１０６）を終えると、ノイズ付加部２１５が、輝度データに対してノ
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イズを付加する（Ｓ１０７）。このように、本実施形態では、下地除去後の輝度データに
対してノイズを付加するようにしている。なお、上述のように、付加されたノイズによる
下地色の再発生等を防ぐために、輝度データの取り得る最大値および最小値である輝度値
２５５および輝度値０のデータに対してはノイズ付加を行なわないようにする。
【００４５】
　そして、ＹＣｂＣｒ→ＲＧＢ変換部２１６が、ノイズが付加された輝度（Ｙ）データと
、ＹＣｂＣｒ変換処理（Ｓ１０２）で分離された色差（ＣｂＣｒ）データとを用いてＲＧ
Ｂ変換を行なう（Ｓ１０８）。
【００４６】
　なお、ユーザによって変倍が指示されている場合には、例えば、図５に示すように、下
地除去処理（Ｓ１０６）とノイズ付加処理（Ｓ１０７）の間に変倍処理を行なうことがで
きる。すなわち、下地除去処理（Ｓ１０６）後の輝度データと、ＹＣｂＣｒ変換処理（Ｓ
１０２）で分離された色差（ＣｂＣｒ）データとを用いてＲＧＢ変換を行ない（Ｓ２０１
）、ＲＧＢ形式の画像データに対して、指示された倍率の変倍処理を行なう（Ｓ２０２）
。その後、ＲＧＢ形式の画像データを再度ＹＣｂＣｒ形式に変換し（Ｓ２０３）、輝度デ
ータに対してノイズ付加を行なう（Ｓ１０７）。そして、ＹＣｂＣｒ→ＲＧＢ変換部２１
６が、ノイズが付加された輝度（Ｙ）データと、ＹＣｂＣｒ変換処理（Ｓ２０３）で分離
された色差（ＣｂＣｒ）データとを用いてＲＧＢ変換を行なう（Ｓ１０８）ようにすれば
よい。
【００４７】
　ＲＧＢ変換を行なうと、ガンマ変換部２１７が、ＲＧＢ形式に変換された画像データに
対して、インクジェット印刷装置３０の出力特性等に合わせたガンマ変換処理を施す（Ｓ
１０９）。次いで、ガンマ変換処理後の各色８ビットのＲＧＢ形式の画像データをＲＧＢ
→ＣＭＹＫ変換部２１８が各色８ビットのＣＭＹＫ形式に変換する（Ｓ１１０）。
【００４８】
　そして、多値誤差拡散部２１９が、各色８ビットのＣＭＹＫ形式の画像データを、ＣＭ
ＹＫ各色４階調で中間調表示するために、多値誤差拡散処理を行なう（Ｓ１１１）。本実
施形態において、各色８ビットのＣＭＹＫ形式の画像データは、処理Ｓ１０７で輝度デー
タに対してノイズが付加されているため、多値誤差拡散処理による擬似輪郭の発生を防ぐ
ことができる。
【００４９】
　多値誤差拡散処理により、各ドットがインク色ごとに４階調で表わされたＣＭＹＫデー
タをＣＭＹＫデータ出力部２２０がインクジェット印刷装置３０に出力することで（Ｓ１
１２）、画像読取装置１０で読み取った原稿の複写印刷が行なわれる。
【００５０】
　なお、上記の実施形態は、ドットサイズを複数の大きさに制御することにより多値表現
を行なっていたが、本発明は、同一色について濃度の高いインクと低いインクとを用いる
ことで多値表現を行なうシステムにおいて多値誤差拡散処理を行なう場合にも適用するこ
とができる。この場合も、平滑化処理、下地処理の後であって、多値誤差拡散処理の前に
輝度データに対してノイズを付加すればよい。
　また、上記の実施形態では、多値擬似階調処理として多値誤差拡散処理を用いた場合を
例に説明したが、本発明は、多値のディザ法処理を用いた場合についても同様に適用する
ことができる。多値のディザ法処理（例えば、ＦＭスクリーンの多値ディザ処理等）では
、ディザマトリックスと呼ばれる閾値テーブルが複数存在し、グラデーション入力画像に
対して、多値のディザ法処理を施すと、多値誤差拡散処理と同様に閾値付近で同じ値を示
す領域が疑似輪郭として発生する。このような場合にも、本発明は効果的に適用すること
ができる。この場合、図２における多値誤差拡散部２１９に代えて多値ディザ処理部を設
け、図３における処理（Ｓ１１１）の多値誤差拡散ステップを、多値のディザ処理ステッ
プに置き換えればよい。
【図面の簡単な説明】
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【００５１】
【図１】画像処理装置を含む複写システムの構成を示すブロック図である。
【図２】画像処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】画像処理装置の動作について説明するフローチャートである。
【図４】下地除去処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】変倍処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５２】
１０…画像読取装置
２０…画像処理装置
２１…入力インタフェース
２２…コントローラ
２３…出力インタフェース
３０…インクジェット印刷装置
２１０…ＲＧＢデータ入力部
２１１…ＲＧＢ→ＹＣｂＣｒ変換部
２１２…画像補正部
２１３…変倍処理部
２１４…下地除去部
２１５…ノイズ付加部
２１６…ＹＣｂＣｒ→ＲＧＢ変換部
２１７…ガンマ変換部
２１８…ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換部
２１９…多値誤差拡散部
２２０…ＣＭＹＫデータ出力部
２２１…写真領域判定部
２２２…平滑化部
２２３…エッジ強調部
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【図２】
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【図５】
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