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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｘｙ色度図上の所定の白色点の色度値と該ｘｙ色度図上のＲ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する
３点の色度値とにより、測色値を表わす測色データを３原色Ｒ，Ｇ，Ｂの各値の組合せを
表わすＲＧＢデータに変換するためのパラメータを算出するパラメータ算出過程と、
　前記パラメータ算出過程により算出されたパラメータに従って、前記測色データを前記
ＲＧＢデータに変換するＲＧＢ変換過程、および該ＲＧＢデータ生成過程により得られた
ＲＧＢデータにより表わされる３原色Ｒ，Ｇ，Ｂの各値を対数変数することにより、Ｃ，
Ｍ，Ｙの各値の組合せを表わすＣＭＹデータに固定変換するＣＭＹデータ生成過程からな
る第１変換過程と、
　前記第１変換過程で得られたＣＭＹ色データをデバイス依存の色データに変換する第２
変換過程とを有し、
　前記パラメータ算出過程は、前記測色データを得る測色系で再現可能な全色の集合に対
応する、ｘｙ色度図上の色再現域の、Ｒ，Ｇ，Ｂの３原色の主波長を表わす３点それぞれ
と、該ｘｙ色度図上の所定の白色点とを結ぶ、該ｘｙ色度図上の３本の直線それぞれの上
に位置する、前記色再現域を包含する三角形の各頂点を、Ｒ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する３
点とするものであることを特徴とする色処理方法。
【請求項２】
　前記第２変換過程は、前記第１変換過程で得られたＣＭＹデータを、Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋの
各値の組合せであるＣＭＹＫデータに変換する過程であることを特徴とする請求項１記載
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の色処理方法。
【請求項３】
　ｘｙ色度図上の所定の白色点の色度値と該ｘｙ色度図上のＲ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する
３点の色度値とにより、測色値を表わす測色データを３原色Ｒ，Ｇ，Ｂの各値の組合せを
表わすＲＧＢデータに変換するためのパラメータを算出するパラメータ算出部と、
　前記パラメータ算出部より算出されたパラメータに従って、前記測色データを前記ＲＧ
Ｂデータに変換するＲＧＢ変換部、および該ＲＧＢ変換部により得られたＲＧＢデータに
より表わされる３原色Ｒ，Ｇ，Ｂの各値を対数変数することにより、Ｃ，Ｍ，Ｙの各値の
組合せを表わすＣＭＹデータに固定変換するＣＭＹデータ生成部からなる第１変換部と、
　前記第１変換部で得られたＣＭＹデータをデバイス依存の色データに変換する第２変換
部とを備え、
　前記パラメータ算出部は、前記測色データを得る測色系で再現可能な全色の集合に対応
する、ｘｙ色度図上の色再現域の、Ｒ，Ｇ，Ｂの３原色の主波長を表わす３点それぞれと
、該ｘｙ色度図上の所定の白色点とを結ぶ、該ｘｙ色度図上の３本の直線それぞれの上に
位置する、前記色再現域を包含する三角形の各頂点を、Ｒ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する３点
とするものであることを特徴とする色処理装置。
【請求項４】
　コンピュータ内で実行されることにより、該コンピュータを、
　ｘｙ色度図上の所定の白色点の色度値と該ｘｙ色度図上のＲ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する
３点の色度値とにより、測色値を表わす測色データを３原色Ｒ，Ｇ，Ｂの各値の組合せを
表わすＲＧＢデータに変換するためのパラメータを算出するパラメータ算出部と、
　前記パラメータ算出部より算出されたパラメータに従って、前記測色データを前記ＲＧ
Ｂデータに変換するＲＧＢ変換部、および該ＲＧＢ変換部により得られたＲＧＢデータに
より表わされる３原色Ｒ，Ｇ，Ｂの各値を対数変数することにより、Ｃ，Ｍ，Ｙの各値の
組合せを表わすＣＭＹデータに固定変換するＣＭＹデータ生成部からなる第１変換部と、
　前記第１変換部で得られたＣＭＹデータをデバイス依存の色データに変換する第２変換
部とを有し、
　前記パラメータ算出部が、前記測色データを得る測色系で再現可能な全色の集合に対応
する、ｘｙ色度図上の色再現域の、Ｒ，Ｇ，Ｂの３原色の主波長を表わす３点それぞれと
、該ｘｙ色度図上の所定の白色点とを結ぶ、該ｘｙ色度図上の３本の直線それぞれの上に
位置する、前記色再現域を包含する三角形の各頂点を、Ｒ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する３点
とするものである色処理装置として動作させる色処理プログラムが記憶されてなることを
特徴とする色処理プログラム記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばＸＹＺ値，Ｌ*ａ*ｂ*値等の測色値を表わす測定データに、例えば印刷
システムやプリンタ等により高品質な画像を得ることができるように色処理を施す色処理
方法、色処理装置、およびコンピュータをそのような色処理装置として動作させるための
色処理プログラムが記憶された色処理プログラム記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、画像を表わす画像データに印刷用に高品質の色処理を施す装置として、Ｃ，Ｍ，Ｙ
，Ｋの各濃度値の組合せを表わすＣＭＹデータを入力して、Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋの各濃度値の
組合せを表わすＣＭＹＫデータを出力する装置が知られている（例えば特開平９－８３８
２４号公報参照）。
【０００３】
この装置はＣＭＹデータを入力して色処理を行なう装置であり、近年でも様々な改良点の
提案はあるものの、基本的にはある程度確立された技術であり、そのような装置を操作し
て高品質の色処理を行う（この色処理を「セットアップ」と称する）ことのできる熟練者
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もかなり存在する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、近年、カラーマネージメント技術が普及するにつれ、ＣＭＹデータ以外の色デ
ータも高品質に色処理する必要性が高まっていている。例えば、ＩＣＣプロファイルによ
るカラーマネージメントが広まりつつあるが、この場合、色処理装置への入力データはＸ
ＹＺ値やＬ*ａ*ｂ*値等の測色値を表わす測定データであり、これを、印刷に用いるには
、そのような測定データをＣＭＹＫデータに色変換する装置が必要となるが、これを高品
質に処理することのできる色処理技術は未だ確定されていない。また、高品質の色処理を
行なうには、熟練者の技能が欠かせないが、そのような熟練者は長年、ＣＭＹデータを入
力してこのＣＭＹデータに基づいてセットアップすることには熟達しているものの、測色
データを基にして高品質なセットアップを行なう技能は今のところ持ち合わせていない。
【０００５】
このように、測色データを基にして高品質な色処理を行なう必要性は益々高まってきてい
るにもかかわらず、これを実現する処理系が確立されていないのが現状である。
【０００６】
本発明は、上記事情に鑑み、測色データを基に高品質な色処理を行なうことのできる色処
理方法、色処理装置、および、コンピュータを、測色データを基に高品質な色処理を行な
うことのできる色処理装置として動作させる色処理プログラムが記憶されてなる色処理プ
ログラム記憶媒体を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明の色処理方法は、測色値を表わす測色データをＣ，Ｍ，Ｙの各
値の組合せを表わすＣＭＹデータに固定変換する第１変換過程と、
第１変換過程で得られたＣＭＹデータをデバイス依存の色データに変換する第２変換過程
とを有することを特徴とする。
【０００８】
ここで、上記の「固定変換」は、画像ごとに適応的に行なう変換ではなく、画像の種類等
とは無関係に固定的に行なう変換をいう。
【０００９】
上記本発明の色処理方法において、上記第１変換過程は、測色データを３原色Ｒ，Ｇ，Ｂ
の各値の組合せを表わすＲＧＢデータに変換するＲＧＢデータ生成過程と、そのＲＧＢ色
データ生成過程により得られたＲＧＢデータにより表わされる３原色Ｒ，Ｇ，Ｂの各値を
対数変数することにより、Ｃ，Ｍ，Ｙの各値の組合せを表わすＣＭＹデータを生成するＣ
ＭＹデータ生成過程とからなることが好ましい。この場合に、ｘｙ色度図上の所定の白色
点の色度値とそのｘｙ色度図上のＲ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する３点の色度値とにより、測
色データをＲＧＢデータに変換するパラメータを算出するパラメータ算出過程を有し、上
記ＲＧＢデータ生成過程は、パラメータ算出過程により算出されたパラメータに従って、
測色データをＲＧＢデータに変換するものであることが好ましく、上記パラメータ算出過
程は、測色データを得る測色系で再現可能な全色の集合に対応する、ｘｙ色度図上の色再
現域の、Ｒ，Ｇ，Ｂの３原色の主波長を表わす３点それぞれと、ｘｙ色度図上の所定の白
色点とを結ぶ、ｘｙ色度図上の３本の直線それぞれの上に位置する、上記色再現域を包含
する三角形の各頂点をＲ，Ｇ，Ｂ３原色に対応する３点とするものであることが好ましい
。
【００１０】
ここで、上記の「測色系」は、色処理を行なう前の画像が記録される。例えばカラーリバ
ーサルフィルム等の画像記録媒体の特性や、その画像記録媒体から画像ないし色を読み取
って測色値としての画像データないし色データを得る画像入力装置の特性等、色処理の対
象となる測色データを得るために影響のある一切を含めた概念をいう。この場合画像入力
装置自体の特性からすると十分に広い色再現域の測色データを得ることができる場合、そ
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の画像入力装置で測色データに変換される画像が記録される画像記録媒体（例えばカラー
リバーサルフイルム）の特性により、上記のｘｙ色度図上の色再現域が規定されることに
なる。
【００１１】
尚、上記本発明の色処理方法において、上記第２変換過程は、典型的な一例として、上記
第１変換過程で得られたＣＭＹデータを、Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋの各値の組合せであるＣＭＹＫ
データに変換する過程である。
【００１２】
また、上記目的を達成する本発明の色処理装置は、測色値を表わす測色データをＣ，Ｍ，
Ｙの各値の組合せを表わすＣＭＹ色データに固定変換する第１変換部と、
前記第１変換部で得られたＣＭＹデータを、デバイス依存の色データに変換する第２変換
部とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
さらに、上記目的を達成する本発明の色処理プログラム記憶媒体は、コンピュータ内で実
行されることにより、そのコンピュータを、測色値を表わす測色データをＣ，Ｍ，Ｙの各
値の組合せを表わすＣＭＹデータに固定変換する第１変換部と、
上記第１変換部で得られたＣＭＹデータを、デバイス依存の色データに変換する第２変換
部とを有する色処理装置として動作させる色処理プログラムが記憶されてなることを特徴
とする。
【００１４】
尚、本発明の処理装置には、上述の本発明の色処理方法の全ての態様のうちのいずれかの
態様を実現する装置が全て包含され、本発明の色処理プログラム記憶媒体に記憶された色
処理プログラムには、コンピュータを、上述の本発明の色処理方法の全ての態様のうちの
いずれかの態様を実現する装置として動作させるプログラム全てが包含される。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１６】
図１は、本発明の一実施形態が適用された画像入力－色変換－画像出力システムの全体構
成図である。
【００１７】
ここには、画像入力装置１０が示されており、その画像入力装置１０では、リバーサルフ
イルム上に記録された原稿画像１１が読み取られてＸＹＺの測色値で表わされた測色画像
データが生成される。その画像入力装置１０で生成されたＸＹＺの測色画像データはパー
ソナルコンピュータ２０に入力され、そのパーソナルコンピュータ２０では、画像入力装
置１０で得られた測色画像データが、後述する印刷システム３０に適した、ＣＭＹＫの各
網％を表わす印刷用画像データに変換される。この印刷用画像データは、印刷システム３
０に送られ、その印刷システム３０では、最終的に印刷が行なわれて、印刷画像３１が形
成される。
【００１８】
ここで、この図１に示すシステムにおける、本発明の一実施形態としての特徴は、パーソ
ナルコンピュータ２０の内部で実行される処理内容にあり、以下、先ずこのパーソナルコ
ンピュータ２０について説明する。
【００１９】
図２は、図１に１つのブロックで示すパーソナルコンピュータ２０の外観斜視図、図３は
、そのパーソナルコンピュータ２０のハードウェア構成図である。
【００２０】
このパーソナルコンピュータ２０は、外観構成上、本体装置２１、その本体装置２１から
の指示に応じて表示画面２２ａ上に画像を表示する画像表示装置２２、本体装置２１に、
キー操作に応じた各種の情報を入力するキーボード２３、および、表示画面２２ａ上の任
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意の位置を指定することにより、その指定時にその位置に表示されていた、例えばアイコ
ン等に応じた指示を入力するマウス２４を備えている。この本体装置２１は、外観上、フ
ロッピィディスクを装填するためのフロッピィディスク装填口２１ａ、およびＣＤ－ＲＯ
Ｍを装填するためのＣＤ－ＲＯＭ装填口２１ｂを有する。
【００２１】
本体装置２１の内部には、図３に示すように、各種プログラムを実行するＣＰＵ２１１、
ハードディスク装置２１３に格納されたプログラムが読み出されＣＰＵ２１１での実行の
ために展開される主メモリ２１２、各種プログラムやデータ等が保存されたハードディス
ク装置２１３、フロッピィディスク１００が装填されその装填されたフロッピィディスク
１００をアクセスするＦＤドライブ２１４、ＣＤ－ＲＯＭ１１０が装填され、その装填さ
れたＣＤ－ＲＯＭ１１０をアクセスするＣＤ－ＲＯＭドライブ２１５、画像入力装置１０
（図１参照）と接続され、画像入力装置１０から測色画像データを受け取る入力インタフ
ェース２１６、印刷システム３０に向けて印刷用画像データを送る出力インタフェース２
１７が内蔵されており、これらの各種要素と、さらに図２にも示す画像表示装置２２、キ
ーボード２３、マウス２４は、バス２５を介して相互に接続されている。
【００２２】
ここで、ＣＤ－ＲＯＭ１１０には、このパーソナルコンピュータ２０を色処理装置として
動作させるための色処理プログラムが記憶されており、そのＣＤ－ＲＯＭ１１０はＣＤ－
ＲＯＭドライブ２１５に装填され、そのＣＤ－ＲＯＭ１１０に記憶された色処理プログラ
ムがこのパーソナルコンピュータ２０にアップロードされてハードディスク装置２１３に
記憶される。
【００２３】
図４は、本発明の色処理プログラム記憶媒体の一実施形態を示した図である。この色処理
プログラム記憶媒体は、図３に示すＣＤ－ＲＯＭ１１０、ハードディスク装置２１３内の
ハードディスク等の記憶媒体を代表させて示したものである。
【００２４】
この色処理プログラム記憶媒体３００には、第１変換部３２０と第２変換部３３０とパラ
メータ算出部３４０とから構成される色処理プログラム３１０が記憶されている。この色
処理プログラム３１０のうちの第１変換部３１０は、ＲＧＢデータ生成部３２１とＣＭＹ
データ生成部３２２とで構成されている。この色処理プログラム３１０の各部の作用につ
いては後述する。
【００２５】
この図４に示す色処理プログラム記憶媒体３００に記憶された色処理プログラム３１０が
図３に示すＣＤ－ＲＯＭ１１０に記憶されているときは、そのＣＤ－ＲＯＭ１１０が本発
明の色処理プログラム記憶媒体の一例に相当し、そのＣＤ－ＲＯＭ１１０に格納された色
処理プログラムがパーソナルコンピュータ２０にローディングされてハードディスク装置
２１３に格納されたときは、その色処理プログラムが格納された状態にあるハードディス
クが本発明の色処理プログラム記憶媒体の一例に相当し、さらに、そのハードディスク内
の色処理プログラムが図３に示すフロッピィディスク１００にダウンロードされると、そ
の色処理プログラムを記憶した状態にあるフロッピィディスクも本発明の色処理プログラ
ム記憶媒体の一例に相当する。
【００２６】
図５は、本発明の色処理装置の一実施形態の機能ブロック図である。
【００２７】
この図５に示す色処理装置４１０は、パーソナルコンピュータ２０に、図４に示す色処理
プログラム３１０がローディングされ、そのパーソナルコンピュータ２０内でその色処理
プログラム３１０が実行されることにより実現される。
【００２８】
この図５に示す色処理装置４１０は、第１変換部４２０と第２変換部４３０とパラメータ
算出部４４０とから構成されており、そのうち第１変換部４２０はさらに、ＲＧＢデータ
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生成部４２１とＣＭＹデータ生成部４２２とから構成されている。
【００２９】
この図５に示す色処理装置４１０におけるＲＧＢデータ生成部４２１とＣＭＹデータ生成
部４２２とからなる第１変換部４２０、第２変換部４３０、およびパラメータ算出部４４
０は、それぞれ、図４に示すソフトウエア部品としての、ＲＧＢデータ生成部３２１とＣ
ＭＹデータ生成部３２２とからなる第１変換部３２０、第２変換部３３０、およびパラメ
ータ算出部３４０と、各部の機能を実現するために必要な、パーソナルコンピュータ２０
のハードウエアやＯＳ（オペレーションシステム）等との組合せから構成されている。
【００３０】
図６は、本発明の色処理方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【００３１】
以下、この図６のフローチャートの説明を行なっていく中で、図４の色処理プログラムお
よび図５の色処理装置の説明を行なう。
【００３２】
図６に示すフローチャートには、実際に色変換処理を行なうときに実行される第１変換過
程（ステップａ）と第２変換過程（ステップｂ）、および色変換処理を行なう前の準備の
過程であるパラメータ算出過程（ステップｃ）が示されており、このうちの第１変換過程
（ステップａ）は、さらにＲＧＢデータ生成過程（ステップａ１）とＣＭＹデータ生成過
程（ステップａ２）とで成り立っている。
【００３３】
第１変換過程（ステップａ）のＲＧＢデータ生成過程（ステップａ１）では、図１に示す
画像入力装置１０で得られた測色画像データにより表わされるＸＹＺ値が、以下の（１）
式に従ってＲＧＢ値に変換される。
【００３４】
尚、測色値を表わす表色系の典型例としてはＸＹＺ以外にも例えばＬ*ａ*ｂ*等も存在す
るが、それらは一意にＸＹＺに変換可能なものであり、ここではＸＹＺを取り扱うものと
して説明する。
【００３５】
【数１】

【００３６】
ここで、マトリックス（Ａij）の各要素Ａij（ｉ，ｊ＝１，２，３）は、パラメータ算出
過程（ステップｃ）で求められたものであり、以下では、先ず、パラメータ算出過程（ス
テップｃ）について説明する。
【００３７】
図７～図９は、ｘｙ色度図を示す図である。
【００３８】
図７には、実在する色の全域を囲った全色領域７００の中に、色再現域７１０が示されて
いる。ここでいう色再現域７１０は、原稿画像１１（図１参照）が記録されるリバーサル
フイルムと同一特性のリバーサルフイルム上に色として表現し得る最大限の、多数（例え
ば７２９色）の色パッチからなるカラーチャートを作成し、それを画像入力装置１０で読
み取って得たＸＹＺの測色データから求めた、ｘｙ色度図上の多数の点（７２９点）を囲
った領域である。
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【００３９】
ここでＸＹＺの測色データと、ｘｙ色度図上の座標点（ｘ，ｙ）は、以下の関係にある。
【００４０】
ｘ＝Ｘ／（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）
ｙ＝Ｙ／（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）　　　　　　　　……（２）
尚、ｚ色度値は、
ｚ＝１－ｘ－ｙ＝Ｚ／（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）　　……（３）
で表わされる。ｚ色度値は図７～図１０のｘｙ色度図の表記においては不要であるが、後
の計算に必要となる。
【００４１】
次に、図８に示すように、このｘｙ色度図上に所定の白色点を定める。この実施形態では
、ＣＩＥの補助標準の光Ｄ50の色度値を表わす以下の点（ｘw，ｙw）を白色点７２０とす
る。
【００４２】
（ｘw，ｙw）＝（０．３４５７，０．３５８６）　　　……（４）
次に、このｘｙ色度図上に、上記の白色点７２０と、上記の色再現域７１０の原色に相当
する各座標点７１１，７１２，７１３（色再現域７１０の略三角形の各頂点）それぞれと
を結ぶ３本の直線７２１，７２２，７２３を考え、図９に示すように、それら３本の直線
上に各頂点を持つととも色再現域７１０を包含する三角形７３０を考える。この三角形は
、色再現域７１０を包含し、かつ面積が最小となるように設定することが望ましい。
【００４３】
この実施形態では、このようにして設定した三角形７３０の各頂点を、それぞれＧ，Ｂ，
Ｒの各原色の色度値を表わす各原色点７３１，７３２，７３３点とする。
【００４４】
このようにして定めた白色点７２０と３つの原色点７３１，７３２，７３３とから、以下
のようにして、（１）式に示す変換式のマトリックス（Ａij）の各要素Ａijを求める（「
色彩工学の基礎」池田光男著、（株）朝倉書店１２５～１３０ページ参照）。
【００４５】
ここでは、白色点７２０のｘｙｚ色度値（ｘ，ｙ，ｚ）を（ｘw，ｙw，ｚw）、原色点７
３１，７３２，７３３のｘｙｚ色度値を、それぞれ（ｘG，ｙG，ｚG），（ｘB，ｙB，ｚB

），（ｘR，ｙR，ｚR）で表わす。
【００４６】
（１）式は、
Ｒ＝Ａ11Ｘ＋Ａ12Ｙ＋Ａ13Ｚ
Ｇ＝Ａ21Ｘ＋Ａ22Ｙ＋Ａ23Ｚ
Ｂ＝Ａ31Ｘ＋Ａ32Ｙ＋Ａ33Ｚ　　　　　……（５）
と表わすことができ、
（ａ）白色点（ｘw，ｙw，ｚw）に関し、
Ａ11ｘw＋Ａ12ｙw＋Ａ13ｚw＝１
Ａ21ｘw＋Ａ22ｙw＋Ａ23ｚw＝１
Ａ31ｘw＋Ａ32ｙw＋Ａ33ｚw＝１　　　……（６）
（ｂ）Ｇの原色点（ｘG，ｙG，ｚG）に関し、
Ａ11ｘG＋Ａ12ｙG＋Ａ13ｚG＝０
Ａ31ｘG＋Ａ32ｙG＋Ａ33ｚG＝０　　　……（７）
（ｃ）Ｂの原色点（ｘB，ｙB，ｚB）に関し、
Ａ11ｘB＋Ａ12ｙB＋Ａ13ｚB＝０
Ａ21ｘB＋Ａ22ｙB＋Ａ23ｚB＝０　　　……（８）
（ｄ）Ｒの原色点（ｘR，ｙR，ｚR）に関し、
Ａ21ｘR＋Ａ22ｙR＋Ａ23ｚR＝０
Ａ31ｘR＋Ａ32ｙR＋Ａ33ｚR＝０　　　……（９）
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がそれぞれ成立する。
【００４７】
これら（６）～（９）式中には、例えばＡ11，Ａ12，Ａ13を含む式に着目すると、以下の
３本の式
Ａ11ｘw＋Ａ12ｙw＋Ａ13ｚw＝１
Ａ11ｘG＋Ａ12ｙG＋Ａ13ｚG＝０
Ａ11ｘB＋Ａ12ｙB＋Ａ13ｚB＝０
が存在し、これら３本の式の連立方程式を解くことにより、Ａ11，Ａ12，Ａ13を求めるこ
とができる。またこれと同様にして、Ａ21，Ａ22，Ａ23を含む式も３本存在し、Ａ31，Ａ

32，Ａ33を含む式も３本存在し、それらの連立方程式を解くことにより、（１）式のマト
リックス（Ａij）の全ての要素Ａij（ｉ，ｊ＝１，２，３）を求めることができる。本実
施形態ではこれらの要素Ａijが、本発明にいうパラメータに相当する。
【００４８】
尚、ここでは、かなり厳密に白色点や原色点を定めたが、このような厳密なステップを経
ることなく、ある程度経験的に各点を定め、それらの点の座標に基づいて（１）式のマト
リックスの各要素を求めてもよい。ただしその場合は、上記のようにして厳密に求めた場
合と比べ、最終的な色処理の精度が低下し、あるいは色処理の精度を低下させないために
オペレータにその分余計な負担を負わせる結果となる可能性がある。
【００４９】
図６のステップｃのパラメータ算出過程では、以上のようにして、パラメータ（上記の例
では（１）式のマトリックス（Ａij）の各要素Ａij）が算出される。この算出されたパラ
メータは、実際の画像（図１に示す原稿画像１１）の色変換処理のために保存される。
【００５０】
図４に示す色処理プログラム３１０、図５に示す色処理装置４１０では、それぞれ、パラ
メータ算出部３４０、パラメータ算出部４４０が、図６のパラメータ算出過程（ステップ
ｃ）の処理を担っている。
【００５１】
次に、実際の画像の色変換処理について説明する。画像入力装置１０（図１参照）による
、カラーリバーサルフイルム上にて記録された原稿画像１１の読み取りにより原稿画像の
各点の測色データ（ＸＹＺ値）が得られる。
【００５２】
この測色データ（ＸＹＺ）は、図６に示す第１変換過程（ステップａ）のＲＧＢデータ生
成過程（ステップａ１）において、前述の（１）式に従ってＲＧＢデータに変換され、次
いで第１変換過程（ステップａ）のＣＭＹデータ生成過程（ステップａ２）において、Ｒ
ＧＢデータ生成過程（ステップａ１）で求めたＲＧＢデータから、下記（１０）式
Ｃ＝－ｌｏｇＲ
Ｍ＝－ｌｏｇＧ
Ｙ＝－ｌｏｇＢ　　　　　　　……（１０）
によりＣＭＹデータが求められる。
【００５３】
図４に示す色処理プログラム３１０、図５に示す色処理装置４１０では、それぞれ、第１
変換部３２０のＲＧＢデータ生成部３２１、第１変換部４２０のＲＧＢデータ生成部４２
１が図６の第１変換過程（ステップａ）のＲＧＢデータ生成過程（ステップａ１）の処理
を担っている。また、図４に示す色処理プログラム３１０では、第１変換部３２０のＣＭ
Ｙデータ生成部３２２が、また図５に示す色処理装置４１０では第１変換部４２０のＣＭ
Ｙデータ生成部４２２が、図６の第１変換過程（ステップａ）のＣＭＹデータ生成過程（
ステップａ２）の処理を担っている。
【００５４】
図６のフローチャートの第２変換過程（ステップｂ）は、オペレータの技を利用した、画
像ごとに高精度の色変換処理を施してＣＭＹＫデータを得る過程である。
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【００５５】
第１変換過程（ステップａ）で、上述のようにして測色データがＣＭＹデータに変換され
ており、したがってこの第２変換過程（ステップｂ）ではＣＭＹデータに基づく色処理を
行なうことができ、オペレータがこれまで慣れ親しんできた手法を駆使して高精度な色変
換処理を行なうことができる。
【００５６】
図４に示す色処理プログラムを構成する第２変換部３３０、図５に示すを色処理装置を構
成する第２変換部４３０には、ＣＭＹデータからＣＭＹＫデータに色変換するためのアル
ゴリズムが構築されており、オペレータによりそのアルゴリズムを規定する各種のパラメ
ータが調整され、その調整後のパラメータに従ってＣＭＹデータからＣＭＹＫデータへの
色変換処理が行なわれる。
【００５７】
この第２変換部（第２変換過程）の基本的なアルゴリズムは従来公知であるが、ここでは
、最近のアルゴリズムの一例を紹介する（特願平１１－３５３００６号参照）。
【００５８】
図１０は、図５に示す色処理装置４１０の第２変換部４３０の一例である色処理部のブロ
ック構成図である。ここではＣＭＹデータを相互に区別するため、第１変換部４２０で求
められて第２変換部４３０に伝えられるＣＭＹデータを色データＣＭＹ0と称する。
【００５９】
色処理部５２０に入力された色データＣＭＹ0は、先ず、レンジ設定部５２１に入力され
る。
【００６０】
このレンジ設定部５２１は、原稿画像上のハイライト部分における色素濃度の指定値およ
びシャドウ部分の色素濃度の指定値によってレンジ幅が指定され、そのレンジ幅に応じた
正規化を色データＣＭＹ0に施して、正規化された色データＣＭＹ1を出力する。
【００６１】
レンジ設定部５２１から出力された色データＣＭＹ1は、階調変換部５２２と、Ｋ版生成
部５２５に入力される。
【００６２】
階調変換部５２２には、トーンカーブのハイライト部の修正係数、シャドウ部の修正係数
、およびミッド部の修正係数によって修正されたＣ，Ｍ，Ｙ３色それぞれのトーンカーブ
が設定され、階調変換部５２２では、それらのトーンカーブを用いられて色データＣＭＹ

1が階調変換され色データＣＭＹ2が求められる。
【００６３】
階調変換部５２２によって求められた色データＣＭＹ2は、ＵＣＲ演算を行うＵＣＲ部５
２３に入力されて、オペレータにより設定されたパラメータ値に応じて、色データＣＭＹ

2から差し引かれるグレー成分値ＣＭＹuが求められる。求められたグレー成分値ＣＭＹu

は、階調変換部５２２から出力された色データＣＭＹ2から減算され、色データＣＭＹ3が
生成される。
【００６４】
グレー成分が差し引かれた色データＣＭＹ3は、グレーバランス部５２４に入力され、色
データＣＭＹ3のグレーバランスが、印刷用インクの発色特性に基づいた、網％値のグレ
ーバランスに修正される。そして、その色データＣＭＹ3のグレーバランスが修正される
ことにより、その色データＣＭＹ3が、Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ４色それぞれの網％値のうちのＣ
，Ｍ，Ｙ３色分の網％値に変換されて出力される。
【００６５】
一方、レンジ設定部５２１から出力された色データＣＭＹ1が入力されたＫ版生成部５２
５では、色データＣＭＹ1が表す色素濃度値Ｃ1，Ｍ1，Ｙ1のうちの最小値が求められ、こ
れにより、色データＣＭＹ1が表す色のグレー成分値Ｋaが求められる。そして、Ｋ版生成
部５２５によって求められたグレー成分値ＫaがＫ版カーブ部２６に入力され、グレー成
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分のうちＫ版で置き換える割合をグレー成分値Ｋaの関数として表すＫ版カーブが用いら
れて、グレー成分値ＫaがＫ版用の網％値に変換される。
【００６６】
さらに、この図１０に示す色処理部５２０には、カラーコレクション演算を行うカラーコ
レクション部５２７が備えられており、このカラーコレクション部５２７には、Ｒ，Ｙ，
Ｇ，Ｃ，Ｂ，Ｍの各色方向についての色変化量を調整するためのカラーコレクション係数
がＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋ４色の各分版毎に設定されており、このカラーコレクション部５２７に
は階調変換部５２２によって求められた色データＣＭＹ2が入力され、このカラーコレク
ション部５２７によって、色データＣＭＹ2とカラーコレクション係数とに応じた色変化
量に相当する、Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ４色それぞれの網％値の修正量を表す色修正データ△ＣＭ
ＹＫが求められる。この色修正信号△ＣＭＹＫのうちのＣ，Ｍ，Ｙ３色分は、グレーバラ
ンス部５２４から出力された網％値に加算されて、色変換後の色を再現するＣ，Ｍ，Ｙ３
色分の網％値ＣＭＹ4が生成される。一方、色修正データ△ＣＭＹＫのうちの黒色分は、
Ｋ版カーブ部５２６から出力されたＫ版用の網％値に加算されて、色変換後の色を再現す
るＫ版用の網％値Ｋ4が生成される。
【００６７】
このように生成されたＣ，Ｍ，Ｙ３色分の網％値ＣＭＹ4およびＫ版用の網％値Ｋ4は、そ
れぞれ、％－％変換部５２８，５２９に入力され、網％値の微量修正が施されて、印刷用
の網％値ＣＭＹP，ＫPが出力される。
【００６８】
このように出力された網％値ＣＭＹP，ＫPが印刷用画像データとして印刷システム３０（
図１参照）に送られる。印刷システム３０では送られてきた印刷用画像データに従って印
刷用の分版が作成され印刷されることによって、好適な色が印刷物上に再現される。
【００６９】
図１０に示す色処理部５２０（図５に示す第２変換部４３０）には、多数の様々なパラメ
ータが設定され、設定されたパラメータに応じた色変換処理が行なわれるが、それらのパ
ラメータの設定にはオペレータの技能が深くかかわっている。この色処理部５２０（第２
変換部４３０）は、従来から馴染みのあるＣＭＹデータからＣＭＹＫデータへの変換を行
なうものであり、オペレータのこれまでの経験を生かし高精度な色変換処理を行なうこと
ができる。
【００７０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、測色データが一旦ＣＭＹデータに変換され、その
ＣＭＹデータについて色処理が行なわれるため、従来から蓄積されてきた高精度な処理を
行なうための資産、すなわち、従来からの色処理の装置、色処理の手法、オペレータの技
能等を生かすことができ、高精度の色処理が行なわれる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態が適用された画像入力－色変換－画像出力システムの全体構
成図である。
【図２】パーソナルコンピュータの外観斜視図である。
【図３】パーソナルコンピュータのハードウェア構成図である。
【図４】本発明の色処理プログラム記憶媒体の一実施形態を示した図である。
【図５】本発明の色処理装置の一実施形態の機能ブロック図である。
【図６】本発明の色処理方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図７】ｘｙ色度図を示す図である。
【図８】ｘｙ色度図を示す図である。
【図９】ｘｙ色度図を示す図である。
【図１０】図５に示す色処理装置の第２変換部の一例である色処理部のブロック構成図で
ある。
【符号の説明】
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１０　　画像入力装置
１１　　原稿画像
２０　　パーソナルコンピュータ
２１　　本体装置
３０　　印刷システム
３１　　印刷画像
３００　　色処理プログラム記憶媒体
３１０　　色処理プログラム
３２０　　第１変換部
３２１　　ＲＧＢデータ生成部
３２２　　ＣＭＹデータ生成部
３３０　　第２変換部
３４０　　パラメータ算出部
４１０　　色処理装置
４２０　　第１変換部
４２１　　ＲＧＢデータ生成部
４２２　　ＣＭＹデータ生成部
４３０　　第２変換部
４４０　　パラメータ算出部
５２０　　色処理部
５２１　　レンジ設定部
５２２　　階調変換部
５２３　　ＵＣＲ部
５２４　　グレーバランス部
５２５　　Ｋ版生成部
５２６　　Ｋ版カーブ部
５２７　　カラーコレクション部
５２８，５２９　　％－％変換部
７００　　全色領域
７１０　　色再現域
７１１，７１２，７１３　　座標点
７２０　　白色点
７２１，７２２，７２３　　直線
７３０　　三角形
７３１，７３２，７３３　　原色点
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