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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　色を変換するための変換データを有する少なくとも１種類の色変換プロファイルを印刷
される用紙の種類に応じて色変換処理に適用するための、当該用紙の種類と関連付けられ
た複数のプロファイルセットを作成する手順（ａ）と、
　前記用紙の種類と関連付けられた複数のプロファイルセットを含み色変換処理時に印刷
ジョブ単位で使用される色設定情報を作成する手順（ｂ）と、
　前記手順（ｂ）において作成された色設定情報を、色変換処理時に当該色設定情報の呼
び出し元となる記憶部に登録するための制御を行う手順（ｃ）と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記手順（ｂ）の前に、
　前記手順（ａ）において作成された複数のプロファイルセットの中から、前記色設定情
報に含めるべき複数のプロファイルセットについてのユーザによる選択を受付ける手順（
ｄ）を前記コンピュータにさらに実行させ、
　前記手順（ｂ）において、前記手順（ｄ）において受付けられた複数のプロファイルセ
ットを含む前記色設定情報が作成されることを特徴とする色変換設定プログラム。
【請求項２】
　前記手順（ａ）において、同一の種類の用紙に対して複数のプロファイルセットが作成
されることを特徴とする請求項１に記載の色変換設定プログラム。
【請求項３】
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　前記手順（ｄ）は、
　前記手順（ａ）において作成された複数のプロファイルセットの中から、ユーザにより
指定された色変換プロファイルと同一の色変換プロファイルを含むプロファイルセットを
抽出する手順（ｄ１）と、
　前記手順（ｄ１）において抽出されたプロファイルセットの中から、前記色設定情報に
含めるべきプロファイルセットについての前記ユーザによる選択を受付ける手順（ｄ２）
と、を有することを特徴とする請求項１または２に記載の色変換設定プログラム。
【請求項４】
　前記手順（ａ）において作成された複数のプロファイルセットは、デバイス間の直接的
な色変換処理に適用される色変換プロファイルであるデバイスリンクプロファイルを含み
、前記デバイスリンクプロファイルには、色を補正する補正処理の設定が可能であり、
　前記手順（ｄ）は、
　前記手順（ａ）において作成された複数のプロファイルセットの中から、ユーザにより
指定されたプロファイルセットと同一の補正処理が設定されているデバイスリンクプロフ
ァイルを含むプロファイルセットを抽出する手順（ｄ１）と、
　前記手順（ｄ１）において抽出されたプロファイルセットの中から、前記色設定情報に
含めるべきプロファイルセットについての前記ユーザによる選択を受付ける手順（ｄ２）
と、を有することを特徴とする請求項１または２に記載の色変換設定プログラム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の色変換設定プログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体。
【請求項６】
　色を変換するための変換データを有する少なくとも１種類の色変換プロファイルを印刷
される用紙の種類に応じて色変換処理に適用するための、当該用紙の種類と関連付けられ
た複数のプロファイルセットを作成するステップ（ａ）と、
　前記用紙の種類と関連付けられた複数のプロファイルセットを含み色変換処理時に印刷
ジョブ単位で使用される色設定情報を作成するステップ（ｂ）と、
　前記ステップ（ｂ）において作成された色設定情報を、色変換処理時に当該色設定情報
の呼び出し元となる記憶部に登録するための制御を行うステップ（ｃ）と、
　を有し、
　前記ステップ（ｂ）の前に、
　前記ステップ（ａ）において作成された複数のプロファイルセットの中から、前記色設
定情報に含めるべき複数のプロファイルセットについてのユーザによる選択を受付けるス
テップ（ｄ）をさらに有し、
　前記ステップ（ｂ）において、前記ステップ（ｄ）において受付けられた複数のプロフ
ァイルセットを含む前記色設定情報が作成されることを特徴とする色変換設定方法。
【請求項７】
　前記ステップ（ａ）において、同一の種類の用紙に対して複数のプロファイルセットが
作成されることを特徴とする請求項６に記載の色変換設定方法。
【請求項８】
　前記ステップ（ｄ）は、
　前記ステップ（ａ）において作成された複数のプロファイルセットの中から、ユーザに
より指定された色変換プロファイルと同一の色変換プロファイルを含むプロファイルセッ
トを抽出するステップ（ｄ１）と、
　前記ステップ（ｄ１）において抽出されたプロファイルセットの中から、前記色設定情
報に含まれるべきプロファイルセットについての前記ユーザによる選択を受付けるステッ
プ（ｄ２）と、を有することを特徴とする請求項６または７に記載の色変換設定方法。
【請求項９】
　前記ステップ（ａ）において作成された複数のプロファイルセットは、デバイス間の直
接的な色変換処理に適用される色変換プロファイルであるデバイスリンクプロファイルを
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含み、前記デバイスリンクプロファイルには、色を補正する補正処理の設定が可能であり
、
　前記ステップ（ｄ）は、
　前記ステップ（ａ）において作成された複数のプロファイルセットの中から、ユーザに
より指定されたプロファイルセットと同一の補正処理が設定されているデバイスリンクプ
ロファイルを含むプロファイルセットを抽出するステップ（ｄ１）と、
　前記ステップ（ｄ１）において抽出されたプロファイルセットの中から、前記色設定情
報に含めるべきプロファイルセットについての前記ユーザによる選択を受付けるステップ
（ｄ２）と、を有することを特徴とする請求項６または７に記載の色変換設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色変換設定プログラムおよび色変換設定方法に関する。本発明は、特に、色
変換プロファイルを使用して色変換処理を実行するための色変換設定プログラムおよび色
変換設定方法に関する。
【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処理機器の間で、カラー画像
を伝達する場合、各デバイスの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。
【０００３】
　これに関連する技術として、画像データの出力における色相調整を容易にする見地から
、下記の特許文献１に示すような画像処理装置が提案されている。特許文献１に開示され
ている画像処理装置は、出力する画像データの色設定情報を調整する色設定調整手段と、
調整された色設定情報をカラープロファイルに保存する色設定保存手段と、を有する。こ
のような構成によれば、ユーザにより行われた色相調整が色設定情報としてカラープロフ
ァイルに保存されるため、他の画像データをアプリケーションから印刷出力する場合、再
度同様の色相調整を行う必要がなくなる。
【０００４】
　しかしながら、色変換プロファイルは、画像が印刷される用紙の種類に応じて設定され
る。したがって、ユーザは、複数種類の用紙を用いた印刷処理を実行する場合には、用紙
の種類を考慮して、色変換プロファイルを個別に設定する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２５９１３７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、上述した課題に鑑みてなされたものである。したがって、本発明の目的は、
複数種類の用紙を用いた印刷処理を実行する場合であっても、ユーザが、所望の色変換プ
ロファイルを容易に設定することができる色変換設定プログラムおよび色変換設定方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。
【０００８】
　（１）色を変換するための変換データを有する少なくとも１種類の色変換プロファイル
を印刷される用紙の種類に応じて色変換処理に適用するための、当該用紙の種類と関連付
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けられた複数のプロファイルセットを作成する手順（ａ）と、前記用紙の種類と関連付け
られた複数のプロファイルセットを含み色変換処理時に印刷ジョブ単位で使用される色設
定情報を作成する手順（ｂ）と、前記手順（ｂ）において作成された色設定情報を、色変
換処理時に当該色設定情報の呼び出し元となる記憶部に登録するための制御を行う手順（
ｃ）と、をコンピュータに実行させ、前記手順（ｂ）の前に、前記手順（ａ）において作
成された複数のプロファイルセットの中から、前記色設定情報に含めるべき複数のプロフ
ァイルセットについてのユーザによる選択を受付ける手順（ｄ）を前記コンピュータにさ
らに実行させ、前記手順（ｂ）において、前記手順（ｄ）において受付けられた複数のプ
ロファイルセットを含む前記色設定情報が作成されることを特徴とする色変換設定プログ
ラム。
【０００９】
　（２）前記手順（ａ）において、同一の種類の用紙に対して複数のプロファイルセット
が作成されることを特徴とする上記（１）に記載の色変換設定プログラム。
【００１０】
　（３）前記手順（ｄ）は、前記手順（ａ）において作成された複数のプロファイルセッ
トの中から、ユーザにより指定された色変換プロファイルと同一の色変換プロファイルを
含むプロファイルセットを抽出する手順（ｄ１）と、前記手順（ｄ１）において抽出され
たプロファイルセットの中から、前記色設定情報に含めるべきプロファイルセットについ
ての前記ユーザによる選択を受付ける手順（ｄ２）と、を有することを特徴とする上記（
１）または（２）に記載の色変換設定プログラム。
【００１２】
　（４）前記手順（ａ）において作成された複数のプロファイルセットは、デバイス間の
直接的な色変換処理に適用される色変換プロファイルであるデバイスリンクプロファイル
を含み、前記デバイスリンクプロファイルには、色を補正する補正処理の設定が可能であ
り、前記手順（ｄ）は、前記手順（ａ）において作成された複数のプロファイルセットの
中から、ユーザにより指定されたプロファイルセットと同一の補正処理が設定されている
デバイスリンクプロファイルを含むプロファイルセットを抽出する手順（ｄ１）と、前記
手順（ｄ１）において抽出されたプロファイルセットの中から、前記色設定情報に含める
べきプロファイルセットについての前記ユーザによる選択を受付ける手順（ｄ２）と、を
有することを特徴とする上記（１）または（２）に記載の色変換設定プログラム。
【００１４】
　（５）上記（１）～（４）のいずれか一つに記載の色変換設定プログラムを記録したコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【００１５】
　（６）色を変換するための変換データを有する少なくとも１種類の色変換プロファイル
を印刷される用紙の種類に応じて色変換処理に適用するための、当該用紙の種類と関連付
けられた複数のプロファイルセットを作成するステップ（ａ）と、前記用紙の種類と関連
付けられた複数のプロファイルセットを含み色変換処理時に印刷ジョブ単位で使用される
色設定情報を作成するステップ（ｂ）と、前記ステップ（ｂ）において作成された色設定
情報を、色変換処理時に当該色設定情報の呼び出し元となる記憶部に登録するための制御
を行うステップ（ｃ）と、を有し、前記ステップ（ｂ）の前に、前記ステップ（ａ）にお
いて作成された複数のプロファイルセットの中から、前記色設定情報に含めるべき複数の
プロファイルセットについてのユーザによる選択を受付けるステップ（ｄ）をさらに有し
、前記ステップ（ｂ）において、前記ステップ（ｄ）において受付けられた複数のプロフ
ァイルセットを含む前記色設定情報が作成されることを特徴とする色変換設定方法。
【００１６】
　（７）前記ステップ（ａ）において、同一の種類の用紙に対して複数のプロファイルセ
ットが作成されることを特徴とする上記（６）に記載の色変換設定方法。
【００１７】
　（８）前記ステップ（ｄ）は、前記ステップ（ａ）において作成された複数のプロファ
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イルセットの中から、ユーザにより指定された色変換プロファイルと同一の色変換プロフ
ァイルを含むプロファイルセットを抽出するステップ（ｄ１）と、前記ステップ（ｄ１）
において抽出されたプロファイルセットの中から、前記色設定情報に含まれるべきプロフ
ァイルセットについての前記ユーザによる選択を受付けるステップ（ｄ２）と、を有する
ことを特徴とする上記（６）または（７）に記載の色変換設定方法。
【００１９】
　（９）前記ステップ（ａ）において作成された複数のプロファイルセットは、デバイス
間の直接的な色変換処理に適用される色変換プロファイルであるデバイスリンクプロファ
イルを含み、前記デバイスリンクプロファイルには、色を補正する補正処理の設定が可能
であり、前記ステップ（ｄ）は、前記ステップ（ａ）において作成された複数のプロファ
イルセットの中から、ユーザにより指定されたプロファイルセットと同一の補正処理が設
定されているデバイスリンクプロファイルを含むプロファイルセットを抽出するステップ
（ｄ１）と、前記ステップ（ｄ１）において抽出されたプロファイルセットの中から、前
記色設定情報に含めるべきプロファイルセットについての前記ユーザによる選択を受付け
るステップ（ｄ２）と、を有することを特徴とする上記（６）または（７）に記載の色変
換設定方法。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、用紙の種類と関連付けられた複数のプロファイルセットを含み色変換
処理時に印刷ジョブ単位で使用される色設定情報が記憶部に登録されるため、複数種類の
用紙を用いた印刷処理を実行する場合であっても、ユーザは、記憶部に登録されている複
数の色設定情報の中から一の色設定情報を指定することにより、所望の色変換プロファイ
ルを容易に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態にかかる印刷システムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示されるクライアントＰＣの構成を示すブロック図である。
【図３】図２に示されるクライアントＰＣの記憶部の内容を説明するための図である。
【図４】図１に示される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５】図４に示されるプリンタコントローラにおけるＲＩＰ部の動作を概念的に示すブ
ロック図である。
【図６】図１に示されるプリンタの構成を示すブロック図である。
【図７】図６に示されるプリンタにおける印刷部の構成を模式的に示す図である。
【図８】図１に示されるクライアントＰＣにおいて実行される設定処理を説明するための
フローチャートである。
【図９】図１に示される印刷システムの動作を説明するための図である。
【図１０】図１に示されるクライアントＰＣにおいて実行される印刷処理を説明するため
のフローチャートである。
【図１１】図８のステップＳ１０４に示されるカラーコンフィギュレーション作成処理を
説明するためのフローチャートである。
【図１２】図１１のステップＳ３０３に示される第１プロファイルセット表示処理を説明
するためのフローチャートである。
【図１３】図１１のステップＳ３０４に示される第２プロファイルセット表示処理を説明
するためのフローチャートである。
【図１４】図１に示されるプリンタコントローラにおいて実行される画像データ作成処理
を説明するためのフローチャートである。
【図１５】印刷データの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
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【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる印刷システムの全体構成を示すブロック図である
。図１に示されるとおり、本実施形態の印刷システムは、クライアントＰＣ１と、プリン
タコントローラ２と、プリンタ３とを備えている。
【００２８】
　クライアント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
信可能に接続されている。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等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、あ
るいはＬＡＮ同士を専用線で接続したＷＡＮ等からなる。プリンタコントローラ２とプリ
ンタ３とはそれぞれ、たとえば、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等の専用インタフェース用バスを介して接続されている
。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
いてもよい。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。
【００２９】
　図２は、図１に示されるクライアントＰＣの構成を示すブロック図である。
【００３０】
　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１
６を介して相互に接続されている。
【００３１】
　制御部１１はＣＰＵであり、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
を行う。記憶部１２は、予め各種プログラムや各種データを格納しておくＲＯＭ、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、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等からなる。
【００３２】
　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、マウス等の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。
【００３３】
　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（登録商標）、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、ＩＥ
ＥＥ１２８４等のパラレルインタフェース、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ＩＥＥＥ
８０２.１１、ＨｏｍｅＲＦ、ＩｒＤＡ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。
【００３４】
　図３は、図２に示されるクライアントＰＣの記憶部の内容を説明するための図である。
図３に示されるとおり、クライアントＰＣ１の記憶部１２には、オペレーティングシステ
ムと、文書ファイルを作成するための文書作成アプリケーションと、文書ファイルをプリ
ンタコントローラ２が解釈可能なページ記述言語（ＰＤＬ：Ｐａｇｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔ
ｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）で記述された印刷データに変換するためのプリンタドライバ
と、色変換プロファイル、プロファイルセット、およびカラーコンフィギュレーションを
作成するためのプロファイル作成／管理アプリケーションと、がインストールされている
。なお、本明細書では、ＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ）
の文書ファイルも、ＰＤＬで記述された印刷データの一つとして扱う。
【００３５】
　図４は、図１に示されるプリンタコントローラ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部２３、データ解析部２
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４、ネットワークインタフェース２５、および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取りするためのバス２７を介して相互に接続されている。なお、プ
リンタコントローラ２の上記各部のうち、クライアント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。
【００３７】
　ＲＩＰ部２３は、クライアント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５は、図４に示されるプリンタコントローラにおけるＲＩＰ部の動作を概念的に示す
ブロック図である。図５に示されるとおり、ＲＩＰ部２３は、ラスタライズ部、ＣＭＭ（
Ｃｏｌｏｒ　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（Ｐ
ＤＬ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６は、図１に示されるプリンタ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取りす
るためのバス３７を介して相互に接続されている。なお、プリンタ３の上記各部のうち、
クライアント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：自動原稿搬送装置）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イメージ
センサやＣＭＯＳイメージセンサ等の受光素子でスキャン（走査）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７は、図６に示されるプリンタにおける印刷部の構成を模式的に示す図である。
【００４５】
　印刷部３５は、用紙等の記録媒体を供給する給紙ユニット５０、記録媒体に画像を形成
する画像形成ユニット４０、および用紙が排出される排紙ユニット６０を有している。ま
た、印刷部３５は、用紙の表裏を反転させるための反転機構部７０を備えている。
【００４６】
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　印刷部３５の画像形成ユニット４０は、矢印方向に回転する感光体ドラム４１、帯電装
置４２、露光装置４３、現像装置４４、中間転写ベルト４５、清掃装置４６、および定着
装置４７を有している。感光体ドラム４１の表面が帯電装置４２により一様に帯電された
後、露光装置４３よりレーザを照射することにより、感光体ドラム４１の表面に静電潜像
が作成される。静電潜像は感光体ドラム４１の回転に伴い、トナーが感光体ドラム４１上
の静電潜像に付着して静電潜像が顕像化される。現像装置４４は、シアン（Ｃ）、マゼン
タ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、ブラック（Ｋ）の各色の現像ローラ４８を有しており、顕像
化された各色のトナー画像は、転写部４９まで搬送されて順次中間転写ベルト４５上に転
移されて重ね合わされ、重ね合わされたカラーの画像が、給紙ユニット５０から搬送され
てきた用紙に転写される。用紙上のトナー画像は、定着装置４７で定着されて、排紙ユニ
ット６０に排出される。
【００４７】
　給紙ユニット５０は、複数の給紙トレイ５１～５４を備えている。給紙トレイ５１～５
３には、異なる種類の用紙が備えられる。給紙トレイ５１～５３には、たとえば、コート
紙、普通紙、および再生紙がそれぞれ備えられる。給紙トレイ５４は手差し給紙トレイで
ある。一方、排紙ユニット６０は、複数の排紙トレイ６１～６４を備えている。排紙ユニ
ット６０は、搬送されてきた用紙に対してパンチ穴開け処理、ステープル綴じ処理等のフ
ィニッシング処理を施す後処理部を備えていてもよい。
【００４８】
　なお、クライアントＰＣ１、プリンタコントローラ２、およびプリンタ３は、それぞれ
上述した構成要素以外の構成要素を含んでいてもよく、あるいは、上述した構成要素のう
ちの一部が含まれていなくてもよい。
【００４９】
　以上のとおり構成される本実施形態の印刷システムでは、複数種類の用紙を用いる印刷
処理において用紙単位の適切な色変換処理を実行するために、印刷ジョブ単位の色設定情
報であるカラーコンフィギュレーションが使用される。以下、図８～図１５を参照して、
本実施形態の印刷システムの動作について説明する。
【００５０】
　まず、図８～図１０を参照して、本実施形態のクライアントＰＣ１の動作について説明
する。
【００５１】
　図８は、図１に示されるクライアントＰＣにおいて実行される設定処理を説明するため
のフローチャートである。なお、図８のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、
クライアントＰＣ１の記憶部１２にプログラムとして記憶されており、制御部１１によっ
て実行される。
【００５２】
　図８に示されるとおり、本実施形態の設定処理では、まず、プロファイル作成／管理ア
プリケーションが起動される（ステップＳ１０１）。本実施形態では、ユーザ操作により
プロファイル作成／管理アプリケーションが起動され、表示部１３にＧＵＩ画面が表示さ
れる。
【００５３】
　次に、色変換プロファイルが作成される（ステップＳ１０２）。本実施形態では、ユー
ザ操作により、ＲＧＢソースプロファイル、ＣＭＹＫターゲットプロファイル、ＣＭＹＫ
デスティネーションプロファイル、ＲＧＢ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイル、およ
びＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルが作成される。ここで、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
であり、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る。ＣＭＹＫデスティネーションプロファイルは、Ｒ
ＧＢソースプロファイルまたはＣＭＹＫターゲットプロファイルを使用して処理された画
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。ＲＧＢ－ＣＭＹＫデバイ
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スリンクプロファイルは、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する
。ＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルは、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、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する。ＲＧＢ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルおよびＣ
ＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルは、テキストオブジェクト（Ｔｅｘｔ）、
図形オブジェクト（Ｇｒａｐｈｉｃ）、および写真オブジェクト（Ｉｍａｇｅ）毎にそれ
ぞれ作成される。なお、上記９種類の色変換プロファイル自体は、色変換テーブルを有す
る一般的な色変換プロファイルであるため、詳細な説明は省略する。また、色変換プロフ
ァイルは、ユーザ操作により作成されることなく、予め作成されている色変換プロファイ
ルがユーザ操作により選択されてもよい。
【００５４】
　次に、プロファイルセットが作成される（ステップＳ１０３）。本実施形態では、ステ
ップＳ１０２に示す処理で作成された９種類の色変換プロファイルが、ユーザ操作により
指定される用紙の種類（たとえば、コート紙）と関連付けられ、プロファイルセットが作
成される。作成されたプロファイルセットは、記憶部１２に記憶される。ステップＳ１０
２およびステップＳ１０３に示す処理が複数回繰り返されることにより、複数のプロファ
イルセットが作成される。
【００５５】
　図９は、図１に示される印刷システムの動作を説明するための図である。図９に示され
るとおり、本実施形態の設定処理では、まず、９種類の色変換プロファイルが作成される
。そして、９種類の色変換プロファイルがまとめられ、用紙の種類（たとえば、コート紙
）と関連付けられたプロファイルセットが作成される。図９では、普通紙と関連付けられ
たプロファイルセット１、コート紙と関連付けられたプロファイルセット２、および再生
紙と関連付けられたプロファイルセット３が作成される。
【００５６】
　なお、プロファイルセットは、同一の種類の用紙に対しても複数作成される。たとえば
、コート紙に関連付けられたプロファイルセット１として、プロファイルセット１ａとプ
ロファイルセット１ｂとが作成され得る。プロファイルセット１ａとプロファイルセット
１ｂとは、異なる色変換テーブルを有する色変換プロファイルを含む。たとえば、プロフ
ァイルセット１ａおよびプロファイルセット１ｂは、「ｓＲＧＢ」という名称のＲＧＢソ
ースプロファイルおよび「ＡｄｏｂｅＲＧＢ」という名称のＲＧＢソースプロファイルを
それぞれ含み、ＲＧＢソースプロファイル「ｓＲＧＢ」と、ＲＧＢソースプロファイル「
ＡｄｏｂｅＲＧＢ」とは、互いに異なる色変換テーブルを有する。
【００５７】
　また、本明細書では、重量が異なる同一の種類の用紙も異なる種類の用紙として扱い、
たとえば、重量の異なる２種類の普通紙（厚紙と薄紙）に対しても、異なるプロファイル
セットが作成され得る。
【００５８】
　次に、カラーコンフィギュレーションが作成される（ステップＳ１０４）。本実施形態
では、ステップＳ１０３に示す処理で作成された複数のプロファイルセットの中から、ユ
ーザ操作により少なくとも一つのプロファイルセットが選択されることにより、カラーコ
ンフィギュレーションが作成される。たとえば、図９では、普通紙と関連付けられたプロ
ファイルセット１と、コート紙と関連付けられたプロファイルセット２の２つのプロファ
イルセットを含むカラーコンフィギュレーションが作成される。カラーコンフィギュレー
ションには、印刷ジョブ単位の色変換設定が含まれ得る。ステップＳ１０４に示されるカ
ラーコンフィギュレーション作成処理の詳細については後述する。
【００５９】
　次に、カラーコンフィギュレーションが登録される（ステップＳ１０５）。本実施形態
では、ステップＳ１０４に示す処理で作成されたカラーコンフィギュレーションが、プリ
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ンタコントローラ２の記憶部２２に登録される。このとき、カラーコンフィギュレーショ
ンには、名称（たとえば、ＪＡＰＡＮＣＯＬＯＲ）が付与される。
【００６０】
　以上のとおり、図８に示されるフローチャートの処理によれば、用紙の種類と関連付け
られた複数のプロファイルセットが作成され、複数のプロファイルセットがまとめられて
カラーコンフィギュレーションが作成される。作成されたカラーコンフィギュレーション
は、プリンタコントローラ２の記憶部２２に登録される。そして、上記処理が複数回繰り
返されることにより、複数のカラーコンフィギュレーションが作成され、プリンタコント
ローラ２の記憶部２２には、複数のカラーコンフィギュレーションが登録される。
【００６１】
　次に、図１０を参照して、カラーコンフィギュレーションを使用した印刷処理について
説明する。
【００６２】
　図１０は、図１に示されるクライアントＰＣにおいて実行される印刷処理を説明するた
めのフローチャートである。なお、図１０のフローチャートにより示されるアルゴリズム
は、クライアントＰＣ１の記憶部１２にプログラムとして記憶されており、制御部１１に
よって実行される。
【００６３】
　図１０に示されるとおり、本実施形態の印刷処理では、まず、プリンタドライバが起動
される（ステップＳ２０１）。たとえば、文書作成アプリケーションにおけるユーザ操作
による印刷指示に応じてプリンタドライバが起動され、表示部１３に印刷設定画面が表示
される。
【００６４】
　次に、印刷設定が受け付けられる（ステップＳ２０２）。本実施形態では、色変換処理
に使用されるカラーコンフィギュレーションの名称と、印刷原稿のページ毎の用紙の種類
とが受付けられる。たとえば、プリンタコントローラ２の記憶部２２に登録されている複
数のカラーコンフィギュレーションの一覧が印刷設定画面に表示され、ユーザ操作により
一のカラーコンフィギュレーションが選択されることによって、カラーコンフィギュレー
ションが指定される。図９では、カラーコンフィギュレーションの指定とともに、１ペー
ジ目の画像が印刷される用紙の種類として「コート紙」が指定され、２ページ目以降の画
像が印刷される用紙の種類として「普通紙」が指定される。
【００６５】
　次に、印刷ジョブが送信される（ステップＳ２０３）。本実施形態では、カラーコンフ
ィギュレーション設定情報、ページ単位設定情報、および用紙種類設定情報を含む印刷ジ
ョブが、プリンタコントローラ２に送信される。印刷ジョブを受信したプリンタコントロ
ーラ２では、上記カラーコンフィギュレーション設定情報により特定されるカラーコンフ
ィギュレーションが呼び出され、カラーコンフィギュレーション内の色変換プロファイル
を使用して、ページ単位で適切な色変換処理が実行される。たとえば、第１ページの画像
データに対しては、コート紙に関連付けられたプロファイルセット１に含まれる色変換プ
ロファイルを使用して色変換処理が実行される。また、２ページ目以降の画像データに対
しては、普通紙に関連付けられたプロファイルセット２に含まれる色変換プロファイルを
使用して色変換処理が実行される。
【００６６】
　以上のとおり、図１０に示されるフローチャートの処理によれば、ユーザによりカラー
コンフィギュレーションとページ単位の用紙の種類とが指定され、印刷処理が実行される
。このような構成によれば、ユーザは、複数種類の用紙を用いた印刷処理を実行する場合
であっても、プリンタコントローラ２に登録されている複数のカラーコンフィギュレーシ
ョンの中から一のカラーコンフィギュレーションを指定することにより、用紙の種類毎に
色変換プロファイルを個別に設定することなく、所望の色変換プロファイルを容易に設定
することができる。
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【００６７】
　次に、図１１を参照して、図８のステップＳ１０４に示されるカラーコンフィギュレー
ション作成処理について詳細に説明する。
【００６８】
　図１１は、図８のステップＳ１０４に示されるカラーコンフィギュレーション作成処理
を説明するためのフローチャートである。図１１に示されるとおり、本実施形態のカラー
コンフィギュレーション作成処理では、まず、カラーコンフィギュレーションを作成する
上でのユーザ設定が受付けられる（ステップＳ３０１）。本実施形態では、カラーコンフ
ィギュレーションに含めるべき複数のプロファイルセットを選択する際の基準についての
ユーザによる設定が受付けられる。
【００６９】
　次に、プロファイルセットの色変換設定を揃えるか否かが判断される（ステップＳ３０
２）。本実施形態では、ステップＳ３０１に示す処理で受付けられたユーザ設定にしたが
って、プロファイルセットに含まれるＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルに
おける色の補正処理（ベタ保持処理および中間にごり除去処理）についての設定を揃える
か否かが判断される。
【００７０】
　プロファイルセットの色変換設定を揃えないと判断される場合（ステップＳ３０２：Ｎ
Ｏ）、同一の色変換テーブルを有するＲＧＢソースプロファイルおよびＣＭＹＫターゲッ
トプロファイルを含むプロファイルセットの一覧を表示する第１プロファイルセット表示
処理が実行される（ステップＳ３０３）。ステップＳ３０３に示される第１プロファイル
セット表示処理についての詳細な説明は後述する。
【００７１】
　一方、プロファイルセットの色変換設定を揃えると判断される場合（ステップＳ３０２
：ＹＥＳ）、同一の色変換設定が設定されているＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロ
ファイルを含むプロファイルセットの一覧を表示する第２プロファイルセット表示処理が
実行される（ステップＳ３０４）。ステップＳ３０４に示される第２プロファイルセット
表示処理についての詳細な説明は後述する。
【００７２】
　そして、プロファイルセットの一覧から、ユーザ操作によるプロファイルセットの選択
が受付けられる（ステップＳ３０５）。本実施形態では、ステップＳ３０３またはＳ３０
４に示す処理で表示されたプロファイルセットの一覧から、カラーコンフィギュレーショ
ンに含めるべきプロファイルセットについてのユーザによる選択が受付けられる。その結
果、用紙の種類に関連付けられた所望のプロファイルセットを含むカラーコンフィギュレ
ーションが作成される。このとき、代替色使用およびスポットカラー等の印刷ジョブ単位
の色変換設定が設定され得る。
【００７３】
　以上のとおり、図１１に示されるフローチャートの処理によれば、まず、ユーザ設定に
したがって、プロファイルセットの一覧がＧＵＩ画面に表示される。そして、ＧＵＩ画面
に表示される複数のプロファイルセットの一覧の中から、ユーザが所望のプロファイルセ
ットを選択することにより、カラーコンフィギュレーションが作成される。
【００７４】
　図１２は、図１１のステップＳ３０３に示される第１プロファイルセット表示処理を説
明するためのフローチャートである。
【００７５】
　図１２に示されるとおり、本実施形態の第１プロファイルセット表示処理では、まず、
ＲＧＢソースプロファイルおよびＣＭＹＫターゲットプロファイルの名称が受付けられる
（ステップＳ４０１）。本実施形態では、ユーザ操作により入力されたＲＧＢソースプロ
ファイルおよびＣＭＹＫターゲットプロファイルの名称が受付けられる。たとえば、ソー
スプロファイルの名称として「ｓＲＧＢ」が受付けられ、ＣＭＹＫターゲットプロファイ
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ルの名称として「ＪａｐａｎＣｏｌｏｒ」が受付けられる。
【００７６】
　次に、複数のプロファイルセットの中から一のプロファイルセットが選択され、選択さ
れたプロファイルセットから、ＲＧＢソースプロファイルおよびＣＭＹＫターゲットプロ
ファイルが抽出される（ステップＳ４０２）。本実施形態では、図８に示されるフローチ
ャートの処理で作成された複数のプロファイルセットの中から一のプロファイルセットが
選択され、選択されたプロファイルセットに含まれるＲＧＢソースプロファイルおよびＣ
ＭＹＫターゲットプロファイルが抽出される。
【００７７】
　次に、抽出されたＲＧＢソースプロファイルが、指定されたＲＧＢソースプロファイル
と同じであるか否かが判断される（ステップＳ４０３）。本実施形態では、たとえば、ス
テップＳ４０２に示す処理で抽出されたＲＧＢソースプロファイルの名称が、ステップＳ
４０１に示す処理で受付けられたＲＧＢソースプロファイルの名称「ｓＲＧＢ」と同じで
あるか否かが判断される。なお、名称が同じＲＧＢソースプロファイルは、同一の色変換
テーブルを有する。
【００７８】
　抽出されたＲＧＢソースプロファイルが、指定されたＲＧＢソースプロファイルと同じ
でないと判断される場合（ステップＳ４０３：ＮＯ）、ステップＳ４０６以下の処理に移
行する。一方、抽出されたＲＧＢソースプロファイルが、指定されたＲＧＢソースプロフ
ァイルと同じであると判断される場合（ステップＳ４０３：ＹＥＳ）、抽出されたＣＭＹ
Ｋターゲットプロファイルが、指定されたＣＭＹＫターゲットプロファイルと同じである
か否かが判断される（ステップＳ４０４）。本実施形態では、たとえば、ステップＳ４０
２に示す処理で抽出されたＣＭＹＫターゲットプロファイルの名称が、ステップＳ４０１
に示す処理で受付けられたＣＭＹＫターゲットプロファイルの名称「ＪａｐａｎＣｏｌｏ
ｒ」と同じであるか否かが判断される。なお、名称が同じＣＭＹＫターゲットプロファイ
ルは、同一の色変換テーブルを有する。
【００７９】
　抽出されたＣＭＹＫターゲットプロファイルが、指定されたＣＭＹＫターゲットプロフ
ァイルと同じでないと判断される場合（ステップＳ４０４：ＮＯ）、ステップＳ４０６以
下の処理に移行する。一方、抽出されたＣＭＹＫターゲットプロファイルが、指定された
ＣＭＹＫターゲットプロファイルと同じであると判断される場合（ステップＳ４０４：Ｙ
ＥＳ）、プロファイルセットがＧＵＩ画面に表示される（ステップＳ４０５）。本実施形
態では、ステップＳ４０２に示す処理で選択された一のプロファイルセットが、カラーコ
ンフィギュレーションに含まれるプロファイルセットの候補として、ＧＵＩ画面に表示さ
れる。
【００８０】
　次に、すべてのプロファイルセットに対して確認が終了したか否かが判断される（ステ
ップＳ４０６）。すべてのプロファイルセットに対して確認が終了していないと判断され
る場合（ステップＳ４０６：ＮＯ）、すべてのプロファイルセットに対して確認が終了す
るまで、ステップＳ４０２以下の処理が繰り返される。一方、すべてのプロファイルセッ
トに対して確認が終了したと判断される場合（ステップＳ４０６：ＹＥＳ）、処理が終了
される。
【００８１】
　以上のとおり、図１２に示されるフローチャートの処理によれば、複数のプロファイル
セットの中から、ユーザにより指定されたＲＧＢソースプロファイルおよびＣＭＹＫター
ゲットプロファイルを含むプロファイルセットが抽出され、プロファイルセットの一覧が
ＧＵＩ画面に表示される。したがって、プロファイルセットの一覧から所望のプロファイ
ルセットを選択することにより、ユーザは、同一の色変換テーブルを有するＲＧＢソース
プロファイルおよびＣＭＹＫターゲットプロファイルを含むプロファイルセットからなる
カラーコンフィギュレーションを容易に作成することができる。
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【００８２】
　次に、図１３を参照して、図１１のステップＳ３０４に示される第２プロファイルセッ
ト表示処理について説明する。
【００８３】
　図１３は、図１１のステップＳ３０４に示される第２プロファイルセット表示処理を説
明するためのフローチャートである。図１３に示されるとおり、本実施形態の第２プロフ
ァイルセット表示処理では、まず、一のプロファイルセットの名称が受付けられる（ステ
ップＳ５０１）。本実施形態では、ＧＵＩ画面を通じてユーザ操作により入力された一の
プロファイルセットの名称が受付けられる。
【００８４】
　次に、複数のプロファイルセットの中から一のプロファイルセットが選択され、選択さ
れたプロファイルセットのデバイスリンクプロファイルの色変換設定が抽出される（ステ
ップＳ５０２）。本実施形態では、図８に示されるフローチャートの処理で作成された複
数のプロファイルセットの中から一のプロファイルセットが選択され、プロファイルセッ
トに含まれるＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルのベタ保持処理および中間
にごり除去処理についての設定（ＯＮ／ＯＦＦ）が抽出される。
【００８５】
　次に、ユーザにより指定されたプロファイルセットに含まれるデバイスリンクプロファ
イルの色変換設定がオブジェクト別に設定されているか否かが判断される（ステップＳ５
０３）。本実施形態では、ステップＳ５０１に示す処理で名称が受付けられたプロファイ
ルセットに含まれる３種類のデバイスリンクプロファイルのベタ保持処理および中間にご
り除去処理についての設定（ＯＮ／ＯＦＦ）が互いに同じであるか否かが判断される。具
体的には、３種類のデバイスリンクプロファイルの色変換設定を揃えるか否かについての
設定（ＯＮ／ＯＦＦ）を判定することにより、３種類のデバイスリンクプロファイルの色
変換設定がオブジェクト別に設定されているか否かが判断される。
【００８６】
　デバイスリンクプロファイルの色変換設定がオブジェクト別に設定されていると判断さ
れる場合（ステップＳ５０３：ＹＥＳ）、ベタ保持処理についての設定が同じであるか否
かが判断される（ステップＳ５０４）。本実施形態では、たとえば、ステップＳ５０２に
示す処理で選択されたプロファイルセットに含まれるテキストオブジェクト用のＣＭＹＫ
－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルのベタ保持処理の設定が、ステップＳ５０１に示
す処理で名称が受付けられたプロファイルセットに含まれるテキストオブジェクト用のＣ
ＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルのベタ保持処理の設定と同じであるか否か
が判断される。なお、ベタ保持処理がＯＮに設定されている場合、たとえば、ＣＭＹＫ形
式の画像データにおけるＣ０％、Ｍ０％、Ｙ０％、およびＫ１００％の黒色の文字オブジ
ェクトが、Ｋ単色のベタ部に維持されたまま色変換処理が実行される。
【００８７】
　ベタ保持処理についての設定が同じでないと判断される場合（ステップＳ５０４：ＮＯ
）、ステップＳ５１０以下の処理に移行する。一方、ベタ保持処理についての設定が同じ
であると判断される場合（ステップＳ５０４：ＹＥＳ）、中間にごり除去処理についての
設定が同じであるか否かが判断される（ステップＳ５０５）。本実施形態では、たとえば
、ステップＳ５０２に示す処理で選択されたプロファイルセットに含まれるテキストオブ
ジェクト用のＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルの中間にごり除去処理につ
いての設定が、ステップＳ５０１に示す処理で名称が受付けられたプロファイルセットに
含まれるテキストオブジェクト用のＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルの中
間にごり除去処理についての設定と同じであるか否かが判断される。なお、中間にごり除
去処理がＯＮに設定されている場合、たとえば、ＣＭＹＫ画像データにおけるＣ７０％、
Ｍ０％、Ｙ０％、Ｋ０％のＣ単色のオブジェクトが、Ｃ単色に維持されたまま色変換処理
が実行される。
【００８８】
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　中間にごり除去処理についての設定が同じでないと判断される場合（ステップＳ５０５
：ＮＯ）、ステップＳ５１０以下の処理に移行する。一方、中間にごり除去処理について
の設定が同じであると判断される場合（ステップＳ５０５：ＹＥＳ）、３種類のデバイス
リンクプロファイルに対して比較が終了したか否かが判断される（ステップＳ５０６）。
本実施形態では、オブジェクト別に作成された３種類のＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリン
クプロファイルに対して、色変換設定の比較が終了したか否かが判断される。
【００８９】
　３種類のデバイスリンクプロファイルに対して比較が終了していないと判断される場合
（ステップＳ５０６：ＮＯ）、３種類のＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイル
に対して色変換設定の比較が終了するまで、ステップＳ５０４以下の処理が繰り返される
。
【００９０】
　一方、３種類のデバイスリンクプロファイルに対して比較が終了したと判断される場合
（ステップＳ５０６：ＹＥＳ）、プロファイルセットがＧＵＩ画面に表示される（ステッ
プＳ５０７）。本実施形態では、ステップＳ５０２に示す処理で選択された一のプロファ
イルセットが、カラーコンフィギュレーションに含まれるプロファイルセットの候補とし
て、ＧＵＩ画面に表示される。
【００９１】
　一方、ステップＳ５０３に示す処理で、デバイスリンクプロファイルの色変換設定がオ
ブジェクト別に設定されていないと判断される場合（ステップＳ５０３：ＮＯ）、ベタ保
持処理についての設定が同じであるか否かが判断される（ステップＳ５０８）。ベタ保持
処理についての設定が同じでないと判断される場合（ステップＳ５０８：ＮＯ）、ステッ
プＳ５１０以下の処理に移行する。一方、ベタ保持処理についての設定が同じであると判
断される場合（ステップＳ５０８：ＹＥＳ）、中間にごり除去処理についての設定が同じ
であるか否かが判断される（ステップＳ５０９）。
【００９２】
　中間にごり除去処理についての設定が同じでないと判断される場合（ステップＳ５０９
：ＮＯ）、ステップＳ５１０以下の処理に移行する。一方、中間にごり除去処理について
の設定が同じであると判断される場合（ステップＳ５０９：ＹＥＳ）、プロファイルセッ
トがＧＵＩ画面に表示される（ステップＳ５０７）。
【００９３】
　そして、すべてのプロファイルセットに対して確認が終了したか否かが判断される（ス
テップＳ５１０）。すべてのプロファイルセットに対して確認が終了していないと判断さ
れる場合（ステップＳ５１０：ＮＯ）、すべてのプロファイルセットに対して確認が終了
するまで、ステップＳ５０２以下の処理が繰り返される。一方、すべてのプロファイルセ
ットに対して確認が終了したと判断される場合（ステップＳ５１０：ＹＥＳ）、処理が終
了される。
【００９４】
　以上のとおり、図１３に示されるフローチャートの処理によれば、複数のプロファイル
セットの中から、ユーザにより指定されたプロファイルセットと同一の色変換設定が設定
されているＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルを含むプロファイルセットが
抽出され、プロファイルセットの一覧がＧＵＩ画面に表示される。したがって、プロファ
イルセットの一覧から所望のプロファイルセットを選択することにより、ユーザは、オブ
ジェクト別に、または、すべてのオブジェクトに対して同一の色変換設定が設定されてい
るＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルを含むプロファイルセットからなるカ
ラーコンフィギュレーションを容易に作成することができる。
【００９５】
　なお、上述した実施形態では、ユーザにより一のプロファイルセットが指定され、指定
されたプロファイルセットのデバイスリンクプロファイルと色変換設定が同一のデバイス
リンクプロファイルを含むプロファイルセットがＧＵＩ画面に表示された。しかしながら
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、色変換設定が同一のデバイスリンクプロファイルを含むプロファイルセットの選択方法
は、上記実施形態に限定されるものではなく、たとえば、ユーザにより色変換設定（たと
えば、ベタ保持処理：ＯＦＦ、中間にごり除去処理：ＯＮ）が直接的に指定され、指定さ
れた色変換設定のデバイスリンクプロファイルを含むプロファイルセットの一覧がＧＵＩ
画面に表示されてもよい。
【００９６】
　また、本実施形態とは異なり、ＣＭＹＫ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルとＲＧ
Ｂ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルの両方のベタ保持処理の設定が揃えられたプロ
ファイルセットの一覧がＧＵＩ画面に表示されてもよい。さらに、上記第１および第２プ
ロファイルセット表示処理を組み合わせ、同一の色変換テーブルを有するＲＧＢソースプ
ロファイルおよびＣＭＹＫターゲットプロファイルを含み、かつ、色変換設定が同一のデ
バイスリンクプロファイルを含むプロファイルセットの一覧をＧＵＩ画面に表示させ、こ
れらの一覧から、カラーコンフィギュレーションが作成されてもよい。
【００９７】
　次に、図１４および図１５を参照して、図１に示されるプリンタコントローラ２の動作
について説明する。
【００９８】
　図１４は、図１に示されるプリンタコントローラにおいて実行される画像データ作成処
理を説明するためのフローチャートである。なお、図１４のフローチャートにより示され
るアルゴリズムは、プリンタコントローラ２の記憶部２２にプログラムとして記憶されて
おり、制御部２１によって実行される。
【００９９】
　図１４に示されるとおり、本実施形態の画像データ作成処理では、まず、印刷ジョブが
受信される（ステップＳ６０１）。本実施形態では、クライアントＰＣ１から送信された
印刷ジョブが受信される。
【０１００】
　次に、カラーコンフィギュレーション設定が検出される（ステップＳ６０２）。本実施
形態では、印刷データが解析され、ユーザにより指定されたカラーコンフィギュレーショ
ンの名称が検出される。
【０１０１】
　次に、ページ単位設定および用紙種類設定が検出される（ステップＳ６０３，Ｓ６０４
）。本実施形態では、印刷データが解析され、ページ単位設定情報および用紙種類設定情
報が検出される。
【０１０２】
　図１５は、印刷データの一例を示す図である。図１５に示されるとおり、印刷データを
解析することにより、ユーザにより指定されたカラーコンフィギュレーションの名称とし
て「ＪＡＰＡＮＣＯＬＯＲ」が検出される。また、１ページ目を「コート紙」で出力し、
２～１０ページ目を「普通紙」で出力するという印刷設定が検出される。
【０１０３】
　次に、指定されたカラーコンフィギュレーション内の色変換プロファイルが、ページ単
位設定における用紙の種類の指定にしたがってＣＭＭにロードされる（ステップＳ６０５
）。本実施形態では、まず、ステップＳ６０２に示す処理で取得された名称のカラーコン
フィギュレーションが呼び出される。そして、カラーコンフィギュレーションに含まれる
プロファイルセットの色変換プロファイルが、ステップＳ６０３およびステップＳ６０４
に示す処理で検出されたページ単位の用紙の種類の指定にしたがって、ＣＭＭにロードさ
れる。
【０１０４】
　そして、ＣＭＭにロードされた色変換プロファイルを使用して、色変換処理が実行され
る（ステップＳ６０６）。たとえば、１ページ目の画像データに対しては、予めコート紙
と関連付けられているプロファイルセットに含まれる色変換プロファイルを使用して色変
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換処理が実行され、２ページ目以降の画像データに対しては、予め普通紙と関連付けられ
ているプロファイルセットに含まれる色変換プロファイルを使用して色変換処理が実行さ
れる。色変換処理が実行された画像データは、プリンタ３に送出される。
【０１０５】
　次に、すべてのページの色変換処理が終了したか否かが判断される（ステップＳ６０７
）。すべてのページの色変換処理が終了していないと判断される場合（ステップＳ６０７
：ＮＯ）、すべてのページの色変換処理が終了するまで、ステップＳ６０５以下の処理が
繰り返される。一方、すべてのページの色変換処理が終了したと判断される場合（ステッ
プＳ６０７：ＹＥＳ）、処理が終了される。
【０１０６】
　以上のとおり、図１４に示されるフローチャートの処理によれば、ユーザにより指定さ
れたカラーコンフィギュレーションに含まれる色変換プロファイルが使用され、ページ単
位で適切な色変換処理が実行される。その結果、複数種類の用紙を用いた印刷処理におい
て、ページ毎に適切な色変換処理が実行され、望ましい印刷結果が得られる。
【０１０７】
　そして、本実施形態の印刷システムによれば、複数種類の用紙を用いた印刷処理を実行
する場合であっても、ユーザは、記憶部に登録されている複数のカラーコンフィギュレー
ションの中から一のカラーコンフィギュレーションを指定することにより、所望の色変換
プロファイルを容易に設定することができる。
【０１０８】
　また、本実施形態の印刷システムによれば、カラーコンフィギュレーションを作成する
際、ユーザにより指定される基準にしたがってプロファイルセットが抽出されるため、共
通の色変換特性を有するプロファイルセットを含むカラーコンフィギュレーションを、ユ
ーザが容易に作成することができる。
【０１０９】
　本発明は、上記した実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲内におい
て、種々改変することができる。
【０１１０】
　たとえば、上記実施形態では、９種類の色変換プロファイルを含むプロファイルセット
が作成された。しかしながら、プロファイルセットに含まれる色変換プロファイルの数は
、９種類に限定されるものでなく、たとえば、ＲＧＢ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファ
イルのみが含まれてもよく、あるいは、ＲＧＢソースプロファイルとデスティネーション
プロファイルの２つのみが含まれてもよい。
【０１１１】
　また、上記実施形態では、デバイスリンクプロファイルにおけるベタ保持処理および中
間にごり除去処理の設定に基づいて、カラーコンフィユレーションに含まれるプロファイ
ルセットの候補が抽出された。しかしながら、色変換設定は、上記実施形態に限定される
ものではなく、用紙を着色して出力する用紙シミュレーション処理等の設定が考慮されて
もよい。
【０１１２】
　また、上記実施形態では、色変換処理装置としてプリンタコントローラが例示されてい
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ
　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）にも適用可能である。
【０１１３】
　本実施形態にかかる印刷システムにおける各種処理を行う手段および方法は、専用のハ
ードウエア回路、またはプログラムされたコンピュータのいずれによっても実現すること
が可能である。上記プログラムは、たとえば、フレキシブルディスクおよびＣＤ－ＲＯＭ
等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体によって提供されてもよいし、インターネット
等のネットワークを介してオンラインで提供されてもよい。この場合、コンピュータ読み
取り可能な記録媒体に記録されたプログラムは、通常、ハードディスク等の記憶部に転送
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れてもよいし、印刷システムにおける装置の一機能としてその装置のソフトウエアに組み
込まれてもよい。
【符号の説明】
【０１１４】
１　クライアントＰＣ、
１１，２１，３１　制御部、
１２，２２，３２　記憶部、
１３　表示部、
１４　入力部、
１５，２５　ネットワークインタフェース、
１６，２７，３７　バス、
２　プリンタコントローラ、
２３　ＲＩＰ部、
２４　データ解析部、
２６　プリンタインタフェース、
３　プリンタ、
３３　操作パネル部、
３４　画像読取部、
３５　印刷部、
３６　コントローラインタフェース、
４　ネットワーク。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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