
JP 5178132 B2 2013.4.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明記録材を用いて印刷される画像データの送信先である装置の印刷能力を識別する識
別手段と、
　前記識別手段により、前記送信先である装置が前記透明記録材を用いて印刷を行う機能
を有していないと識別された場合、
　前記透明記録材を用いて印刷される画像データを、前記送信先である装置により印刷で
き、複写時に除去される大きさを有する微小ドットの印字により形成される画像データに
変換する変換手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記透明記録材を用いて印刷される画像データに付加されたレベルを判断する判断手段
をさらに有し、
　前記識別手段により、前記送信先である装置が前記透明記録材を用いて印刷を行う機能
を有していないと識別され、前記判断手段により判断されたレベルが前記変換手段による
変換を許可するレベルであれば、
　前記変換手段は、前記透明記録材を用いて印刷される画像データを、前記送信先である
装置により印刷でき、複写時に除去される大きさを有する微小ドットの印字により形成さ
れる画像データに変換することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
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　前記識別手段により、前記送信先である装置が前記透明記録材を用いて印刷を行う機能
を有していないと識別された場合であり、前記透明記録材を用いて印刷される画像データ
に付加されたレベルが前記変換手段による変換処理を許可しない場合、
　前記変換手段による変換処理を行わないで前記透明記録材を用いて印刷される画像デー
タを印刷しないことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記判断手段にて画像データに付加されたレベルを判断する際、前記画像データに含ま
れる文字列に予め登録されている情報からレベルを判断することを特徴とする請求項２に
記載の画像処理装置。
【請求項５】
　透明記録材を用いて印刷される画像データの送信先である装置の印刷能力を識別する識
別ステップと、
　前記識別ステップにより、前記送信先である装置が前記透明記録材を用いて印刷を行う
機能を有していないと識別された場合、
　前記透明記録材を用いて印刷される画像データを、前記送信先である装置により印刷で
き、複写時に除去される大きさを有する微小ドットの印字により形成される画像データに
変換する変換ステップと、
　を有することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項６】
　前記透明記録材を用いて印刷される画像データに付加されたレベルを判断する判断ステ
ップと、
　前記識別ステップにて、前記送信先である装置が前記透明記録材を用いて印刷を行う機
能を有していないと識別され、前記判断ステップにより判断されたレベルが前記変換ステ
ップで実行される変換を許可するレベルであれば、
　前記変換ステップで、前記透明記録材を用いて印刷される画像データを、前記送信先で
ある装置により印刷でき、複写時に除去される大きさを有する微小ドットの印字により形
成される画像データに変換することを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置の制御方
法。
【請求項７】
　前記識別ステップにより、前記送信先である装置が前記透明記録材を用いて印刷を行う
機能を有していないと識別された場合であり、前記透明記録材を用いて印刷される画像デ
ータに付加されたレベルが前記変換ステップによる変換処理を許可しない場合、
　前記変換ステップによる変換処理を行わないで前記透明記録材を用いて印刷される画像
データを印刷しないことを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　前記判断ステップにて画像データに付加されたレベルを判断する際、前記画像データに
含まれる文字列に予め登録されている情報からレベルを判断することを特徴とする請求項
６に記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項９】
　請求項５乃至８に記載の画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるための
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により用紙上に画像を形成するための画像データをデジタル的に
生成、制御する画像処理システム及び画像処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルプリンティング技術はオンデマンド印刷市場や少部数の文書印刷市場において
、近年確実にその利用価値を高めつつある。
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【０００３】
　電子写真技術を用いたフルカラープリンティングは従来のＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、４色のトナ
ーを用いた電子写真印刷によるフルカラー印刷だけではなく、さらに特殊なトナーを用い
た多色の印刷方式も注目を集めている。
【０００４】
　この特殊なトナーの中で、色素を持たず無色透明な画像を付加する特徴を有する透明記
録財である透明トナーがある。
【０００５】
　この透明トナーを画像に重畳することで、画像の光沢度を制御することが可能である。
（例えば特開平１０－０５５０８５）
　また、透明トナーは、無色透明な画像を付加することができるので画質の劣化を抑えな
がらも、画像に付加情報を与えることが可能である。
【０００６】
　この場合の透明トナーの使用例として、
　通常の電子写真印刷を施した紙面上にさらに透明トナーによる像を形成し、印刷した結
果が原本であることを証明するような情報を印字する。
【０００７】
　これにより、通常は目に見えないが紫外線照射によって印字した情報を可視化すること
が可能になり、印刷物が偽造若しくはコピーなどによって複製されたものではないという
ことを示すことが可能になる。
（例えば特開２００３－１１８２７６）
　また、以下の特許文献２では、印刷物を印刷した装置の機体番号を合成するアドオン機
能が開示される。このアドオン機能をイエロートナーに替わって透明トナーにて印字を行
うことで、画像の劣化を防ぎながら画像に情報を付加することを開示している。
（例えば特開２００７－１２７７９０）
　透明トナーにより形成された透明画像部分は用紙と異なる光沢度となるため、この透明
画像部は人の目によって識別可能である。
【０００８】
　しかしながらこのような透明画像部分を有する印刷物は、スキャナの読み取り能力で識
別可能な色みを有していないため透明画像部分は消えてしまうという特性を持つ。
【０００９】
　このような特性を使用すると原本保証が可能となる。
【００１０】
　例えば文書に配布先を特定する文字列やマークなどを透明トナーで付加しておくことで
、この文書のオリジナルは透明トナー部分が人の目では識別可能なため、原本であると認
識できる。
【００１１】
　しかしながら、この文書を複写機でコピーした場合、透明トナー部分は複写物上では消
えてしまうので、原本と区別可能となる。
【００１２】
　この透明トナーを使った原本保証方法では、原稿画像の均一な光沢感は失われてしまう
ものの、色味や階調、解像度をあまり劣化させずに印刷が可能であるというメリットがあ
る。
【特許文献１】特開平１０－０５５０８５
【特許文献２】特開２００３－１１８２７６
【特許文献３】特開２００７－１２７７９０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　透明トナーの使用用途としては上述した原本保証や金属光沢を表現する場合のように部
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分的に使用する場合に加え均一な光沢感を持たせる目的で用紙全面に使用する場合がある
。
【００１４】
　上記用紙全面の均一な光沢感を表現する用途で使用した場合、画像部分に加え画像の載
らない部分にも透明トナーを使用するため、透明トナーは通常のトナーよりも消耗が早い
。
【００１５】
　ここで、原本保証を行うため透明トナーによる印刷物である透明印刷を行う時点で透明
トナーが切れてしまうと、原本保証の印刷を行うためには、透明トナーが補充されるまで
待たなければならない。
【００１６】
　また、透明印刷が可能な印刷装置が何らかの原因で印刷不可能な状態である場合、例え
ば他の透明トナーによる印刷を行う機能を有していない通常の印刷装置に転送されてしま
うと原本保証が実現できない。
【００１７】
　したがって、透明印刷機能を有する印刷装置が印刷可能になるまで待つ必要がある。
【００１８】
　ここで、画像とともに透明印刷の印刷設定がされた状態で保存された文書がある場合に
ついて考える。
【００１９】
　また、その文書の作成者はこの文書が印刷される際には必ず画像に透明トナーを重畳し
て画像形成すべきとの判断のもと透明印刷の設定を行っている可能性がある。
【００２０】
　しかしながらこの文書が、透明印刷機能を有していない印刷装置にて印刷すると、透明
トナーにて印字されるはずの画像が透明で印字されず、この文書を作成したユーザの意図
しない無駄な印刷を行ってしまうという問題が発生する。
【００２１】
　上記課題を解決するために本発明では、透明トナーを使用せずに透明トナーを使用した
印刷物と近似した特性を持つ印刷を行う原本保証方法を提供する。
【００２２】
　更にユーザの意図しない透明トナー印刷や、ユーザ意図に反して透明トナーを使用しな
い印刷が行われてしまうことを、ユーザが面倒な操作をすることなく防止する画像処理方
法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上述した課題を解決するため、本願の画像処理装置は、
　透明記録材を用いて印刷される画像データの送信先である装置の印刷能力を識別する識
別手段と、
　前記識別手段により、前記送信先である装置が前記透明記録材を用いて印刷を行う機能
を有していないと識別された場合、
　前記透明記録材を用いて印刷される画像データをカラーの記録材を用いて印刷物に印刷
する画像データに変換する変換手段を有し、
　前記印刷物がスキャンされると、前記画像データを構成するドットが下地飛ばし処理の
ため除去されることを特徴とする。
　さらに、本願の画像処理装置は、透明記録材を用いて印刷される画像データの送信先で
ある装置の印刷能力を識別する識別手段と、該画像データに付加されたレベルを判断する
判断手段と、前記判断手段により判断されたレベルを満たし、前記画像データを前記送信
先である装置が印刷できる画像データに変換する変換手段とを有することを特徴とする。
　また、本願の画像処理装置は、入力された画像データが透明記録材を用いて印刷を行う
画像データか否か判定する判定手段と、前記判定手段により、前記入力された画像データ
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が透明記録材を用いて印刷を行う画像データであると判定されると該画像データに付加さ
れたレベルを判断する判断手段と、前記入力された画像データを、前記判断手段によって
判断されたレベルを満たし、前記入力された画像データの送信先である装置により印刷で
きる画像データのうち、予め設定された優先モードを用いて選択された画像データへ変換
する変換手段と、前記変換手段にて変換された画像データを出力する出力手段と、を有す
ることを特徴とする。
【００２４】
　また、本願請求項１に記載の画像処理装置は、画像データを印刷する画像処理装置であ
って、受信した画像データが透明記録材により印刷を行うための透明画像データを含むか
どうか識別する識別手段、該識別手段による識別結果、受信が指示された画像データが透
明画像データを含む場合、透明画像データを画像処理装置により印刷できる記録用の画像
データに変換する変換手段、とを有することを特徴とする。
【００２５】
　さらに、本願請求項１に記載の画像処理装置は、画像データを印刷する画像印刷装置で
あって、受信された画像データが透明記録材により印刷を行うための透明画像データを含
むかどうか識別する識別手段、該識別手段による識別結果、受信された画像データが透明
画像データを含む場合、透明画像データを画像印刷装置により印刷できる複数の記録用の
画像データに変換する変換手段、複数の画像データの中からいずれか１つを選択する選択
手段、透明画像データを選択手段にて選択された画像データに変換する変換手段とを有す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本願請求項１に記載の発明によって透明トナーを使用せずに透明トナーを使用した印刷
物と近似した特性を持つ印刷物を得ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　〔システム概要〕
　図１６に、本発明を適用するシステム全体を説明する構成図を示す。
透明画像情報を付加した印刷を行う、又は原稿画像データの登録を行う場合、ユーザ１６
０３は対象の複合機１６０２か、又はそれに接続されている外部コントローラ１６０１へ
原稿画像データを登録する。その際、透明画像情報として別画像データを登録するか、付
加したい文字列、原本保証レベルなどの情報を入力する。
【００２８】
　原稿画像データの登録は外部コントローラ１６０１へ登録は不図示のホストコンピュー
タにインストールされたプリンタドライバを用いて行われる。また、複合機１６０２に原
稿画像を登録する場合は付属のリーダをもちいて登録が行われる。
【００２９】
　これらの詳細は図５、６にて説明する。
【００３０】
　本実施例では、ユーザ１６０３が登録と印刷の双方を行うか、ユーザ１６０３は登録格
納のみを行い別ユーザ１６０４が登録、収納された原稿画像データ並びに透明画像データ
の印刷することが考えられる。
【００３１】
　このとき、印刷は複合機１６０２にて行われるか、又はネットワーク１６０５を介して
接続されている印刷装置１６０６～１６０８のいずれかで行われる。
【００３２】
　ネットワーク１６０５を介して接続されたプリンタ１６０６は、透明画像印刷及び微小
ドットでの印字が不可能だが、スタンプ印字が可能なプリンタである。
【００３３】
　１６０７は、透明画像印刷が不可能だが、微小ドット印字及びスタンプ印字が可能な複
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合機である。
【００３４】
　１６０８・１６０２は透明画像印刷・微小ドット印字・スタンプ印字が可能な複合機で
ある。
【００３５】
　［画像処理フロー］
　図１に本実施例における画像処理のフローを示す。
【００３６】
　画像データの入力部１０１は、本実施例では画素単位でイメージスキャナにて読み取っ
た画像を一旦ページ単位で蓄積して色変換部１０２に出力する。
【００３７】
　色変換部１０２はイメージスキャナの色空間であるＲ、Ｇ、Ｂの画像信号を印刷出力の
ための色空間であるＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋに画素単位で変換する。
【００３８】
　生成されたＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋは階調補正部１０３で正規の階調特性が得られるような階調
補正を施され、次に１０４の中間調処理部でいわゆるディザ処理などの画像形成のための
疑似中間調処理が施される。
【００３９】
　透明パターン指定部１０５では図３に示すユーザインターフェースで透明トナー（透明
記録材）の出力パターンを指定する部分である。
【００４０】
　ここでは透明トナーを用いて原本性保証のためのパターンを画像に重ねて印刷する用途
を想定している。
【００４１】
　ユーザは、透明トナーを用いる画像として、例えば「マル秘」、「Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔ
ｉａｌ」といった文字列の印刷、印刷を行った時の日付や画像登録ユーザ情報等の書き込
み等、いくつかの選択肢から所望のものを選択する。
【００４２】
　あるいはユーザは、書き込む文字列をキーボードなどで直接指定する、別途登録されて
いるパターンを合成する、といった指定の方法が考えられる。
【００４３】
　図３にこの場合におけるユーザインターフェースの表示画面の一例を示す。
【００４４】
　図３の表示は本実施例の装置のタッチパネル式液晶操作部や、あるいはネットワークな
どを介したリモート操作画面上、あるいはプリンタドライバ画面上に表示されるものとす
る。登録ユーザがこれを使用して透明トナーパターン指定を行う。
【００４５】
　設定可能な項目は３０１～３０６、３０８、３０９となっており、３０１～３０４は□
のチェックボックスで出力する／しないを設定するようになっている。
【００４６】
　図３では３０１と３０３を「する」に設定しているように示してある。
【００４７】
　３０１はあらかじめ決められた文字列を出力する場合でプルダウンメニューの中から「
Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌ」、「マル秘」、「コピー禁止」、などの文字列が選択できる
ようになっている。
【００４８】
　３０２は任意の文字列を指定するもので、右端の入力ボタンを押すとソフトキーボード
が表示され任意の文字列が入力可能となり、入力した文字列がテキストボックスに表示さ
れるようになっている。
【００４９】
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　３０３は操作した日付の出力を指示する操作部でありあり、日付は装置に内蔵された時
計により自動的に表示されるようになっている。
【００５０】
　３０４はこのユーザインターフェースを使用している透明パターン画像登録ユーザのユ
ーザＩＤを出力させる場合で、これも装置にログインしたときにＩＤコードが自動的に表
示される。
【００５１】
　３０５、３０６は透明パターンの出力の形式を指定するもので、ここでは文字列のサイ
ズと傾きがプルダウンメニューで指定できるようになっている。
【００５２】
　３０８は合成する画像を指定するもので、右端の入力ボタンを押すと登録されている画
像のリストか、ファイルツリーが表示され任意の画像を指定可能となり、選択した画像名
が表示されるようになっている。
【００５３】
　以上で設定した項目に従って左側の３０７のプレビュー画面上で実際に用紙上に出力さ
れる結果が予め確認できるようになっている。
【００５４】
　また、３０９により合成方法を指定することが可能であり、図３では自動判別モードを
選択している画面を示している。合成方法レベルの詳細については後述する。
【００５５】
　以上が図１透明トナーパターン指定部１０５の動作の詳細であり図１の説明に戻る。
【００５６】
　このようにして指定された情報は１０６の透明トナー画像生成部に送られる。
【００５７】
　１０６は指定された情報に従って透明トナーにより形成すべき画像パターンをビットマ
ップ形式で画素単位に生成する。
【００５８】
　透明トナーを用いる画像の画像信号は所定のライン遅延部１１０を通って、Ｃ、Ｍ、Ｙ
、Ｋ４色の画像信号とともに画像形成部１１２へ送られる。
【００５９】
　そして最終的には用紙上にＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋのフルカラー画像と透明トナー画像を合成し
て印刷することによって最終的な出力画像を得ることになる。
【００６０】
　［全体装置構成］
　図２に、図１の構成を含む全体の装置概観図を示す。
【００６１】
　図２において、２０１はイメージスキャナ部であり、原稿を読み取り、デジタル信号処
理を行う部分である。
【００６２】
　また、２０２は、プリンタ部であり、イメージスキャナ２０１によって読み取られた原
稿画像データに対応した画像を用紙にフルカラーでプリント出力する部分である。
【００６３】
　イメージスキャナ２０１において、２００は鏡面圧板であり、原稿台ガラス（以下プラ
テン）２０３上の原稿２０４は、ランプ２０５で照射される。
【００６４】
　この照射光の反射光は、ミラー２０６、２０７、２０８に導かれ、レンズ２０９によっ
て３ラインの個体撮像素子センサ（以下ＣＣＤ）２１０上に像を結ぶ。
【００６５】
　結果、フルカラー情報としてのレッド（Ｒ）、グリーン（Ｇ）、ブルー（Ｂ）の３つの
画像信号が信号処理部２１１に送られる。
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【００６６】
　なお、２０５、２０６は速度ｖで、２０７、２０８は速度１／２ｖでラインセンサの電
気的走査（主走査）方向に対して垂直方向に機械的に動くことによって、原稿全面を走査
（副走査）する。
【００６７】
　ここで、原稿２０４は、主走査及び副走査ともに６００ｄｐｉ（ｄｏｔｓ／ｉｎｃｈ）
の解像度で読み取られる。読み取られた画像信号は原稿１ページ分の単位で２１１の内部
のデータ蓄積手段に蓄積される。
【００６８】
　信号処理部２１１に入力されたスキャン画像信号は、図５で後述する透明画像情報と供
に、不図示の画像記憶手段（ハードディスク）に蓄積される。
【００６９】
　信号処理部２１１の内部には、図１に示した画像データ入力部１０１～画像形成部１１
２がある。
【００７０】
　したがって画像記憶手段に蓄積されたスキャン画像信号は、画像データ入力部１０１に
入力され、色変換部１０２を経て画素単位で電気的に処理され、マゼンタ（Ｍ）シアン（
Ｃ）イエロ（Ｙ）ブラック（Ｂｋ）の各成分に分解される。
【００７１】
　その後、各成分に分解された画像信号は、図１で示したように階調補正部１０３、中間
処理部１０４を経て画像形成部１１２へ送られ、プリンタ部２０２へ送出される。
【００７２】
　また、信号処理部２１１の内部には図１で示した透明画像データを生成する透明トナー
パターン指定部１０５～マスク処理部１１１及び画像形成部１１２もある。
【００７３】
　したがって信号処理部では透明画像データ（ＣＬ）も画素単位で生成され、同じくプリ
ンタ部２０２へ送出される。
【００７４】
　ここでの処理の詳細は図１を用いて説明した通りである。
【００７５】
　送出されたＭ、Ｃ、Ｙ、Ｂｋ、ＣＬの画像信号はレーザードライバー２１２に送られる
。レーザードライバー２１２は、送られてきた画像信号に応じ半導体レーザー２１３を変
調駆動する。
【００７６】
　レーザー光は、ポリゴンミラー２１４、ｆ－θレンズ２１５、ミラー２１６を介し、感
光ドラム２１７上を走査する。読み取りと同様に主走査及び副走査ともに６００ｄｐｉ（
ｄｏｔｓ／ｉｎｃｈ）の解像度で画像データが書き込まれる。
【００７７】
　２１８は回転現像器であり、マゼンタ現像部２１９、シアン現像部２２０、イエロ現像
部２２１、ブラック現像部２２２、クリア（透明）現像部２２３より構成される。
【００７８】
　この５つの現像部が交互に感光ドラム２１７に接し、感光ドラム上に形成された静電現
像を各色のトナーで現像する。
【００７９】
　２２４は転写ドラムであり、用紙カセット２２５または２２６より供給される用紙をこ
の転写ドラム２２４に巻き付け、感光ドラム上に現像された像を用紙に転写する。
【００８０】
　この様にして、Ｍ，Ｃ，Ｙ，Ｂｋ及びクリア（透明）の５色が順次転写された後、用紙
は定着ユニット２２７を通過して、トナーが用紙に定着され排紙される。
【００８１】
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　図４に、以上の装置で得られる出力画像の一例を示す。
【００８２】
　４０１は元となる原稿画像、４０２は４０１を画像読み取り部で読み取り、各種画像処
理を行い、透明トナー層による印刷を用紙上に重畳して出力したものである。透明トナー
を用いる画像である透明画像は前述のユーザインターフェース部で「コピー禁止」及び操
作日付を選択して設定したものとしている。
【００８３】
　４０２に重畳されている指定文字列は実際には透明トナーを用いて印字されているので
画像として視認することはできない。
【００８４】
　しかし、その光沢性を利用して出力画像を照明にかざして斜めから観察するといった手
段を使うことにより、透明トナーにより形成された文字列を認識することが可能となる。
【００８５】
　［透明画像情報］
　図５に、透明画像についての情報である透明画像情報のデータ構造を説明する図を示す
。５０２～５０６に対して各１ビットが割り当てられる。
【００８６】
　図５において、５０１は透明画像を付加するために必要な情報のデータ構造体を表とし
て示したものである。
【００８７】
　５０２は透明印刷を行うか否かを示す属性である。透明印刷を行う場合、「１」がたち
、行わない場合、「０」がたつ。
【００８８】
　この情報が「しない」に指定されていた場合、５０３以下の詳細情報は不要である。
【００８９】
　５０３は全面透明印刷を行うか否かを示す属性である。全面透明印刷を行う場合、つま
り、この属性が「する」に指定されていた場合、５０４以下の情報は排他となり不要であ
る。
【００９０】
　５０４は部分的に透明画像を付加する場合に、「１」がたち、原稿画像の各画素に対応
する後述の像域情報に従いビット部分に透明画像を付加する。
【００９１】
　５０５は文字列を透明トナーで印字する場合に「する」に設定される。ここで文字列情
報として、文字列の内容５０６、サイズ５０７、フォント５０８、傾き５０９等の情報が
含まれる。
【００９２】
　５１０は透明トナーを用いて付加する画像を別途指定する場合に「する」に設定される
。
【００９３】
　ここで画像情報としては、画像を特定するＩＤ５１１が同時に設定されている必要があ
る。
【００９４】
　ＩＤ５１１の替わりにファイルへのパスなどでも構わない。
【００９５】
　５１２は原稿画像データ中の像域情報などの付加情報に、既に透明トナー画像用の画像
が埋め込まれていることを表す。
【００９６】
　ここで像域情報とは、原稿画像中の各画素について「文字画素」か「非文字画素」か、
「カラー画素」か「モノクロ画素」かなどの輝度・濃度・色差などとは異なる付加情報の
ことである。
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【００９７】
　図５に示しているのは、上記像域情報に透明画像情報を６ｂｉｔ目に追加する実施イメ
ージである。
【００９８】
　５１３は原本保証レベルを表す。
【００９９】
　原本保証レベルとは、透明トナーを用いて透明画像を有する印刷物を得る方法に替わり
透明画像の代替画像を作成して代替印刷物を得る場合、どの代替印刷方法が許可されるか
を示したものである。
【０１００】
　図の例では
０：透明画像付加、微小ドット（地紋）印字、スタンプ印字、又は合成無しでの印刷も許
可。
１：透明画像付加、微小ドット（地紋）印字、又はスタンプ印字も許可。
２：透明画像付加、又は微小ドット（地紋）印字も許可。
３：透明画像付加以外許可しない。
４：自動判定
という５段階が設定可能としている。
【０１０１】
　このレベル規定をどのように分けるかはシステム依存である。
【０１０２】
　原本保証レベルの決定方法についての詳細は後述する。
【０１０３】
　［透明画像データ作成方法］
　図６（ａ）～（ｃ）に、図５に示した透明画像情報から透明画像データを作成する方法
を説明する図を示す。入力装置６０１～６２１は図１６に示す複合機１６０２や不図示の
ホストコンピュータに付属した原稿読み取り装置・リモートコンピュータ・ローカルユー
ザインターフェース等、画像その他情報の入力装置を示す。
【０１０４】
　透明画像情報６０４～６２４は図５に示した透明画像情報を示す。
【０１０５】
　最初に、透明画像情報に文字列情報を登録した文書について図６（ａ）を用いて説明す
る。
【０１０６】
　文字列情報を図３に示したユーザインターフェース上から登録することで、画像登録ユ
ーザが別の合成用画像を作成せずに自動で合成画像が作成される。
【０１０７】
　図６（ａ）が示しているのは、ＹＭＣＫの４プレーンの画像と像域情報で構成された画
像データ６０２を入力装置６０１の入力装置から入力した例である。
【０１０８】
　今回はＹＭＣＫ４プレーンの画像を例に挙げるが、ＲＧＢや２値画像など他のデータで
も同様である。
【０１０９】
　ここで、６０２に含まれるＹＭＣＫプレーンと像域情報から６０３の原稿画像データを
生成する。
【０１１０】
　６０４は透明画像情報であり、文字列指定が設定されている場合、フォントラスタライ
ズ機能６０５により、記憶領域６０６上に透明画像データを生成する。
【０１１１】
　次に、透明画像として画像データを登録した文書について図６（ｂ）を用いて説明する
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。
【０１１２】
　画像データを図３に示したユーザンターフェース上から登録することで、画像登録ユー
ザが自由な透明画像データを作成することができる。
【０１１３】
　この場合においても図６（ａ）と同様に原稿画像データ６１３を生成する。
【０１１４】
　図６（ａ）との違いは、透明画像情報６１４において透明画像用に画像が指定されてお
り、その画像ＩＤが示す画像を参照して６１５記憶領域上に透明画像データを生成する。
【０１１５】
　次に、図示しない外部コントローラ等から既に画像データに透明画像版が含まれた状態
で外部ホストコンピュータから登録された文書について図６（ｃ）を用いて説明する。
【０１１６】
　この場合においても図６（ａ）と同様に原稿画像データ６２３を生成する。
【０１１７】
　図６（ａ）との違いは、像域情報６２４中の６ｂｉｔ目に透明画像データを形成するか
否かの２値画像が埋め込まれていることである。すなわち、２値のビットマップになって
おり、「０」では透明トナーを用いた記録を行う。「１」では透明トナーを用いた記録を
行わない。
【０１１８】
　この情報を元に記憶領域６２５上に透明画像データを生成する。
【０１１９】
　［透明画像印刷方法］
　図７に透明画像データを用いて透明画像を原稿画像に付加した印刷物を得る方法を示す
。
【０１２０】
　また図８～１０には、透明画像データから透明画像の代替画像を作成して代替印刷物を
得る微小ドット印字及び地紋印字の方法と、スタンプ印字の方法を示す。
【０１２１】
　図７に、透明画像データを用いて透明画像を原稿画像に付加する方法を示す。
【０１２２】
　入力装置６０１～６２１の操作部から印刷指示が行われると、原稿画像データ７０１と
透明画像データ７０２を合成し同一用紙上に透明トナーを用いた印刷を行い、７０４に示
すように透明な文字が付加された原稿を印刷する。
【０１２３】
　この原稿を複合機等で複写すると、７０４に示す透明な文字は複合機のスキャナ部で読
み取れないので、複写印刷物７０６には７０４に示されるような透明な文字は複写されず
原本保証が可能である。
【０１２４】
　図８に、透明画像データを用いて微小ドットイメージデータを作成し、透明画像の代替
物を印刷する方法を示す。
【０１２５】
　微小ドットとは複写時にスキャナで読み取ることで、有意な情報を構成するドットでは
なく下地と認識され、下地飛ばし処理により除去される程度の大きさを有するドットのこ
とである。この大きさはおよそ約８４×１０－３ｍｍ程度である。
【０１２６】
　透明画像データ８０２と二値マトリクス（微小ドット）８０３をＡＮＤ合成機能で合成
し、微小ドットイメージデータ８０５を生成する。
【０１２７】
　次に、色空間変換処理によりカラー微小ドットイメージデータ８０７に変換する。本実
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施例ではカラー処理の説明をしているが、モノクロのみの処理では上記色空間変換をせず
に微小ドットイメージデータ８０５をそのまま用いる。
【０１２８】
　次に原稿画像データ８０１と、カラー微小ドットイメージデータ８０７を合成処理によ
り同一用紙上に合成し、印刷して、８０９に示すようにカラー微小ドット文字が合成され
た印字を行う。
【０１２９】
　この印刷物を複合機等で複写すると、複写印刷物８１１には８０９に示されるようなカ
ラー微小ドット文字が下地とばし処理により除去され複写されないため、原本保証が可能
である。
【０１３０】
　また、原稿画像８０１と、カラー微小ドットイメージ８０７の合成後データは、透明印
刷機能を持たない他の画像処理装置に転送し処理することも可能である。
【０１３１】
　図９に、透明画像データを用いて地紋画像データを作成し、透明画像の代替物を印刷す
る方法を示す。
【０１３２】
　地紋機能は、前記微小ドットと、複写後にドットとして再現される大ドットを合成し、
印刷を行う機能である。その後、この印刷物を複写しようとした場合、前述した下地飛ば
し処理により微小ドットが除去され、複写後に大ドットで打たれたパターンのみ浮き出る
。
【０１３３】
　透明画像データ９０２と二値マトリクス（大ドット）９０３をＡＮＤ合成機能で合成し
、大ドットイメージデータ９１２を生成する。
【０１３４】
　次に、色空間変換処理によりカラー大ドットイメージデータ９１４に変換する。
【０１３５】
　また、透明画像データ９０２を反転機能により反転画像データ９０７を生成し、二値マ
トリクス（微小ドット）９０６をＡＮＤ合成機能で合成し、９０９に示す微小ドットイメ
ージデータを生成する。
【０１３６】
　次に、色空間変換処理によりカラー微小ドットイメージデータ９１１に変換する。
【０１３７】
　本実施例ではカラー処理の説明をしているが、モノクロのみの処理では上記色空間変換
をせずに実施する。
【０１３８】
　次にカラー微小ドット画像データ９１１とカラー大ドットイメージデータ９１４を合成
機能により合成し、微小ドット・大ドット画像データ９１６を記憶領域上に生成する。
【０１３９】
　そして原稿画像データ９０１と、微小ドット・大ドット画像データ９１６を合成処理に
より同一用紙上に合成し、印刷して、９１８に示すように地紋が合成された印字を行う。
【０１４０】
　この印刷物を複合機等で複写すると、複写印刷物９２０には９１８に示されるようなカ
ラー微小ドット背景は複写されず、潜像部の大ドット文字が複写されることで原本保証が
可能である。
【０１４１】
　ただし、この地紋印字を行う場合、背景部にも微小ドット・大ドットが打たれるため透
明画像を付加したものと比較して画像中にドットが目立つ。したがって、透明画像の高画
質を保つことが難しい。
【０１４２】
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　したがって、透明印刷の代替手段としては、微小ドット印字の方が原本保証かつ高画質
という透明印刷の特徴を引き継ぐ事が可能であるので、この地紋印字は微小ドット印刷が
何らかの理由で使用できない場合、用いられる。
【０１４３】
　また、原稿画像データ９０１と、微小ドット・大ドット画像データ９１６の合成後デー
タは、透明印刷機能を有していない他の画像処理装置に転送し処理することも可能である
。
【０１４４】
　図１０に、透明画像データを用いてスタンプ画像を作成し代替印刷を行う方法を示す。
【０１４５】
　原稿画像データ１００１と、透明画像データ１００２を同一用紙上に合成し、印刷して
、１００４に示すように透明トナーで形成する予定であった画像を通常トナー（色素のあ
るトナー）またはインキ等で印字する。
【０１４６】
　これをスタンプ印字と呼ぶ。この印刷物を複合機等で複写すると、複写印刷物１００６
にはスタンプ文字が複写され、原本保証の目的では使用不可能である。
【０１４７】
　その上、スタンプ印字を行う場合、透明画像を付加したものと比較して高画質が期待さ
れず、高画質、原本保証を目的とした透明画像印刷の代替手段としては、好ましくない。
【０１４８】
　また、原稿画像データ１００１と、透明画像データ１００２の合成後データは、透明印
刷機能を持たない他の画像処理装置に転送し処理することも可能である。
【０１４９】
　なお、透明画像を付加しない領域の画像の彩度を下げ、透明画像を付加する予定であっ
た画像の彩度を引き立たせることで、スタンプと同様の効果を有する印刷が可能になる。
この方法をスタンプ印字の替わりに用いても構わない。
【０１５０】
　［原本保証レベル］
　図５で示した、原本保証レベルについて以下に実施の形態を記載する。
【０１５１】
　５１３は原本保証レベルを表す。
【０１５２】
　図の例では
０：透明画像付加、微小ドット（地紋）印字、スタンプ印字、又は合成無しでの印刷も許
可。
１：透明画像付加、微小ドット（地紋）印字、又はスタンプ印字も許可。
２：透明画像付加、又は微小ドット（地紋）印字も許可。
３：透明画像付加以外許可しない。
４：自動判定
という５段階が設定可能としている。
【０１５３】
　画像登録ユーザが透明画像データの登録を行う際文書蓄積システム上に保存する印刷属
性が付加されたデータ、あるいは印刷指示を行う際作成する印刷データに原本保証レベル
の情報も付加する。この原本保証レベルは以下のように設定される。
【０１５４】
　レベル３の場合
　透明画像データの印刷指示を行う際、透明トナーを用いないで印刷されることが望まれ
ない場合に、原本保証レベル３を設定する。
【０１５５】
　例えば取引先への配布原稿等、原本保証が必須なものを高画質で印刷したい場合、この
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レベルが選択され、印刷時には必ず透明印刷がされる。透明印刷が不可能な場合はジョブ
がホールドまたはキャンセルされる。
【０１５６】
　レベル２の場合
　透明画像データの印刷指示を行う際、透明トナーを用いて透明な画像で印刷する必要は
ないが、印刷物を更に複写した時に、複写後に一切の情報が残らない画像を印刷したい場
合に、原本保証レベル２を設定する。
【０１５７】
　例えば優待券等にあるマーク・画像を付加して原本保証をしたい場合、原本保証が必須
であるが、透明な画像で印刷する必要はない。このような場合に、このレベルが選択され
る。
【０１５８】
　これにより、上記文書印刷時には必ず透明印刷か、微小ドットによる合成印字がされる
。これらの印刷方法が不可能な場合はジョブがホールドまたはキャンセルされる。
【０１５９】
　なお、微小ドット作成と同様の技術で地紋作成も行うことができ、地紋印字でも原本保
証が可能である。しかし前述したように地紋印字を行うと背景部分にもドットが印刷され
るため、透明印刷・微小ドット印字と比較して画像中にドットが目立つため、高画質を保
つことが難しい。
【０１６０】
　したがって透明印刷の代替手段としては地紋印字より微小ドット印字の方が原本保証か
つ高画質という目的を果たす事が可能であるので、微小ドット印字が地紋印字刷よりも優
先的に選択されるべきである。しかし、機器の機能上等何らかの理由で微小ドット印字が
できない場合は地紋印字が選択されても構わない。
【０１６１】
　また、地紋印字は複写後には原稿上では目立っていなかった文字や図形等が際立ち、コ
ピー抑止効果が透明印刷や微小ドット印字よりも高い。
【０１６２】
　このためコピー抑止効果を上げたい場合は、地紋印字が選択されても構わない。
【０１６３】
　これにより、上記文書印刷時には必ず透明印刷か、微小ドット印字か、地紋印字がされ
る。これらの印刷方法が不可能な場合はジョブがホールド又はキャンセルされる。
【０１６４】
　レベル１の場合
　原本保証をする必要はない、あるいは印刷装置の機能上等何らかの理由で透明画像印刷
や微小ドット印字等を使用できないが、透明画像データが全く反映されないことを防ぎた
い場合、原本保証レベル１を設定する。
【０１６５】
　これにより、上記文書印刷時には必ず透明印刷か、微小ドットによる合成印字か、地紋
印字がされるか、スタンプ合成印字される。これらの印刷方法が不可能な場合はジョブが
ホールド又はキャンセルされる。
【０１６６】
　レベル０の場合
　透明画像データを特に残す必要がない場合は、原本保証レベル０を設定する。
【０１６７】
　この場合透明画像データは印刷されず、原稿画像データのみ印刷される。
【０１６８】
　レベル４の場合
　画像登録ユーザが手間のかかる設定をしたくない場合は、合成情報を自動で判断する原
本保証レベル４を設定する。
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【０１６９】
　［処理フロー］
　図１１に、図５及び図６に示した透明画像情報の登録を説明するフロー図を示す。Ｓ１
１０１は登録フローの開始を示す。
【０１７０】
　画像登録ユーザは、透明画像登録を行う際、まずＳ１１０２にて原稿画像データを登録
する。登録方法は図６で説明したように、入力装置により原稿を読み取ったり入力するこ
とで行われる。
【０１７１】
　次にＳ１１０３にて、図３に示したユーザインターフェースの画面上で透明画像情報の
登録を行うが、文字列情報を使用するか画像を使用するかを上記画面上で決定する。
【０１７２】
　文字列データを登録した場合はＳ１１０５へ進み、画像を指定した場合はＳ１１０４へ
進む。Ｓ１１０６にて、上記フローで指定した透明画像情報に保証レベルを設定し、Ｓ１
１０７にて登録フローが終了する。
【０１７３】
　ここで、図示はしていないが透明画像データは予め登録していても、上記フロー中に登
録しても構わない。また、上記フローでは文字列情報の登録と、画像を使用する場合を排
他としているが、画像と文字列を同時に透明印刷するという実施の形態も考えられる。
【０１７４】
　［実施例１］
　図１６の複合機１６０２や外部コントローラ１６０１から透明画像情報を付加した画像
の印刷データを複合機１６０６～１６０８に送信して、送信先で印刷を行うフローを図１
７に示す。
【０１７５】
　図１１に示したように、画像登録ユーザ１６０３が、複合機１６０２や外部コントロー
ラ１６０１にて画像データを登録する。
【０１７６】
　その後、Ｓ１７０１にて画像登録ユーザから印刷ジョブ若しくはコピージョブが投入さ
れると、Ｓ１７０２にてデータ送信側である複合機１６０２が有する識別手段によって、
ネットワークで接続された複合機１６０６～１６０８の印刷能力を識別する。
【０１７７】
　その後、識別結果が複合機１６０６のような「透明印刷機能あり」の場合にはＳ１７０
３へ進み、透明画像データを複合機１６０６～１６０７へ送信し印刷を行う。
【０１７８】
　しかし、識別結果が「透明印刷機能なし」の場合にはＳ１７０４へ進む。この場合、送
信側の複合機は画像データを送信先の装置が印刷可能な記録用の画像データに変換し、Ｓ
１７０５にて複合機１６０６～１６０７に送信する。画像データを受け取った受信側の複
合機はＳ１７０６にて画像データを印刷する。
【０１７９】
　送信先の装置により印刷できる記録材用の画像データとは、透明画像データが有する情
報を保持したまま、送信先の装置により印刷できる記録材用の画像データのことである。
この記録材用の画像データとは例えば、微小ドット印字や地紋印字、スタンプ印字で作成
される画像データがあげられる。
【０１８０】
　次に、透明トナーを用いた画像の印刷データを透明印刷機能のない装置に送信する場合
、印刷データを受け取った受信側の装置が透明画像データを含む印刷データを他の画像デ
ータに変換して印刷するフローを図１８に示す。
【０１８１】
　図１１に示したように、１６０２にて画像登録ユーザ１６０３が画像データを登録する
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。
【０１８２】
　その後、Ｓ１８０１にてデータ受信側である複合機１６０６～１６０７は画像データを
受信する。データを受けた複合機１６０６～１６０７は、Ｓ１８０２において識別手段に
て、受信したデータが透明印刷データを含むか否かを識別する。その後、識別結果が「透
明印刷データなし」の場合、Ｓ１８０３へ進みそのまま受信した画像データを印刷する。
【０１８３】
　識別結果が「透明印刷データあり」の場合、Ｓ１８０４へ進み、透明画像データを印刷
可能な他の画像データに変換してＳ１８０５にて印刷する。
【０１８４】
　受信側の画像印刷装置により印刷できる画像データとは、透明画像データが有する情報
を保持したまま、画像印刷装置により印刷できる記録材用の画像データである。この記録
材用の画像データとは例えば、微小ドット印字や地紋印字、スタンプ印字で作成される画
像データがあげられる。
【０１８５】
　［実施例２］
　本実施例は、画像登録ユーザから印刷ジョブ若しくはコピージョブを投入され、そのジ
ョブをネットワーク上で接続された装置にて出力する際について述べている。また、この
際原本保証レベルを考慮する。
【０１８６】
　図１２に、印刷フローを説明するフロー図を示す。Ｓ１２０１は印刷フローの開始を示
す。
【０１８７】
　本発明の画像処理システムにおいて画像登録ユーザ１６０３から印刷ジョブ若しくはコ
ピージョブが投入されると、複合機１６０２が有する識別手段、Ｓ１２０２にて印刷開始
される文書の原本保証レベルが４かどうかの判断を行う。
【０１８８】
　レベル４の場合はＳ１２０３の自動レベル判断のフローに遷移する。自動レベル判断フ
ローへ遷移する場合についての詳細は実施例２以降で述べる。
【０１８９】
　ここで原本保証レベルが０～４のいずれかであると判断されると、Ｓ１２０４にて送信
側の装置（複合機１６０２）が画像データ送信先の印刷装置１６０６～１６０８の印刷機
能を調査する。
【０１９０】
　次に、Ｓ１２０５にて保証レベルと画像データ送信先の印刷装置の印刷機能を比較し、
保証レベルで指定されている合成方法による印刷が不可能である場合、Ｓ１２１７にて印
刷が中断される。
【０１９１】
　例えば、保証レベルが３の「透明画像付加以外許可しない。」であるにも関わらず、印
刷装置が透明印刷機能を有していない場合は印刷が中断される。
【０１９２】
　Ｓ１２０５にて印刷可能と判断された場合においても、原本保証レベルで指定されてい
る合成方法のうち、印刷が不可能な機能については候補から削除する。例えば、原本保証
レベルがスタンプ印刷まで可能なレベル１だとしても送信先の装置が透明印刷機能を有し
ていないと判断された場合は、印刷方法の候補から透明トナー印刷を削除し、印刷方法の
候補を微小ドット、地紋、スタンプとする。
【０１９３】
　ここで、この印刷方法の選択枠を含むデータを送信側の複合機１６０２にてデータを作
成し、このデータを画像データとともに送信先の装置１６０２～１６０８のいずれかへ送
信する。
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【０１９４】
　次に、このデータを受け取った受信側の装置ではＳ１２０６にて合成方法選択の優先モ
ードを参照し、上記合成方法の候補から優先モードに従った合成方法を選択する。
【０１９５】
　この優先モードは、予め受信装置の管理者によって設定される。優先モードの種類には
画質優先、コスト優先、コピー抑止力優先などのモードが考えられる。
【０１９６】
　例えば画質優先モードに設定されている場合は、透明印刷機能を有している印刷装置に
おいては、原本保証レベルが何であっても必ず高画質が期待できる透明トナー画像印刷を
行う。
【０１９７】
　透明画像は通常のＣＭＹＫ４色の画像形成に比べ更に透明画像けいせいシーケンスが追
加されている。したがって通常のＣＭＹＫ４色の画像を形成する場合に比べ、高い課金と
なり可能性がある。
【０１９８】
　よって、コスト優先モードに設定されている場合は、透明画像付加以外も許可する原本
保証レベルの文書の場合に、他の手段の合成出力が選択される。例えば微小ドット印刷ま
でが可能な装置では、透明印刷ではなく微小ドット印字が選択される。
【０１９９】
　コピー抑止力が選択されている場合は、地紋印刷が選択肢に含まれている場合、必ず地
紋印字が選択される。
【０２００】
　次にＳ１２０７において、上記選択された合成方法に従い該当する合成方法のフローへ
と遷移する。
【０２０１】
　Ｓ１２０８、Ｓ１２０９は図７に示した透明画像合成、Ｓ１２１０、Ｓ１２１１は図８
に示した微小ドット合成、Ｓ１２１４は図１０に示したスタンプ合成、Ｓ１２１５は合成
しないフローを示す。
【０２０２】
　上記合成が終了したら、Ｓ１２１６にて画像データを印刷する。
【０２０３】
　又は、画像の変換を画像の送信側で行っても良い。この場合、Ｓ１２０６の前段階で送
信先の装置へ画像データ及び印刷方法の選択枠を含むデータを送信するのではなく、送信
側で合成方法までを選択し、合成を行う。この合成が終了したら、合成が終了した画像デ
ータを送信先の装置１６０６～１６０８のいずれかへ送信する。
【０２０４】
　この合成後の画像データを受け取ったプリンタ又は複合機１６０６～１６０８はＳ１２
１６にて印刷装置上で印刷する。
【０２０５】
　ここで、上記フローの各種判断順番は、本実施例であげている順番に限らない。例えば
、Ｓ１２０４の能力問い合わせはＳ１２０２の保証レベル判断の前に行っても問題ない。
【０２０６】
　また、合成方法のフローはシステムに依存して、今回図示しない方法を組み込むことが
予想される。
【０２０７】
　［実施例３］
　原本保証レベルが自動判断であるレベル４の場合について説明する。
【０２０８】
　画像を登録するユーザが手間のかかる設定をしたくない場合は、原本保証レベルの設定
を自動であるレベル４にする。
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【０２０９】
　本実施例では透明画像データ中の文字列・イメージ認識等のデータ内容を判断基準に用
いて、原本保証レベルの自動判定を行う。
【０２１０】
　図１３に、文字列・イメージ認識により、原本保証レベルの自動判定を説明するフロー
図を示す。Ｓ１３０１はフローの開始を示す。
【０２１１】
　Ｓ１３０２にて透明画像データが文字列か画像を指定されているかを判断する。Ｓ１３
０３にて透明画像データが画像指定の場合、選択されている透明画像データからイメージ
認識などの認識処理により、文字列やイメージの特徴を抜き出す。文字列情報の場合は、
透明画像データ中に登録されている文字列を抜き出し、Ｓ１３０５のフローへ遷移する。
【０２１２】
　次にＳ１３０４にて、原稿画像データからイメージ認識などの認識処理により、文字列
やイメージの特徴を抜き出す。
【０２１３】
　次にＳ１３０５にて上記文字列やイメージ特徴から、原本保証レベルを自動判別する。
【０２１４】
　ここでは、Ｓ１３０６のような文字列やイメージ特徴と、原本保証レベルのマップが登
録されたデータベースに問い合わせる形式で、原本保証レベルを取得する。
【０２１５】
　このデータベースは、機器の管理者によってリモートコンピュータ、ローカルユーザイ
ンターフェースから登録されたり、サーバ上で構築されるなど様々な実施の形態が考えら
れる。
【０２１６】
　登録されているデータは禁則文字、例えば文書の作成者、ＩＤ等の個人情報や「コピー
禁止」「Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌ」等の文字列が挙げられる。このような文字の中で例
えば、個人情報はレベル３、「コピー禁止」「Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌ」等の文字列は
レベル２、それ以外はレベル１又はレベル０といったように登録した文字によって原本保
証レベルを登録しておく。
【０２１７】
　原本保証レベルは文字列毎に与えられるため、１つの透明画像デ－タに原本保証レベル
が複数与えられることもある。
【０２１８】
　次に、Ｓ１３０７にて上記取得された原本保証レベルから、最も厳しい条件（厳しい条
件とはここでは０～４のうち数字の大きいものを示す）のレベルを抽出する。
【０２１９】
　以上の方法で原本保証レベルが決定された後は、実施例１に示した図１２のフローにお
けるＳ１２０４へ進み、画像の合成、印刷が行われる。
【０２２０】
　［実施例４］
　実施例３と同様に原本保証レベルの自動判定を行う方法を説明するが、本実施例では透
明画像データと合成する原稿画像データの画像濃度から、原本保証レベルの自動判定を行
う。
【０２２１】
　原稿データ濃度によって透明印刷が適する場合と適さない場合がある。図１４に画像濃
度から、原本保証レベルの自動判定を説明するフロー図を示す。Ｓ１４０１はフローの開
始を示す。
【０２２２】
　Ｓ１４０２にて原稿画像データのヒストグラムから、原稿濃度判定を行う。
【０２２３】



(19) JP 5178132 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

　次にＳ１４０３にて上記判定された濃度から、予め決められた閾値をもとに「ベタ画像
」「高濃度」「低濃度」などの濃度レベルを判断する。それぞれの閾値は任意に設定され
る。
【０２２４】
　「高濃度」の場合、微小ドットを埋め込むことで画質劣化が発生しやすいため、Ｓ１４
０４へ進み透明画像付加以外許可しないレベル３を選択する。
【０２２５】
　「低濃度」の場合、微小ドットによる画質劣化が発生しにくいため、Ｓ１４０５へ進み
微小ドット印字も許可するレベル２を選択する。
【０２２６】
　「高濃度」よりさらに濃度の濃い「ベタ画像」と判断された場合は、Ｓ１４０６へ進み
透明画像を載せても目立たず、微小ドットは見えない可能性が高いため、スタンプのよう
に文字列を上書きする合成方法のみを選択する。つまりレベル１の中でもスタンプ印字、
又は合成なしでの印字のみ許可する。
【０２２７】
　上記判断方法は一例であり、上記と異なる濃度レベルの分け方、濃度レベルによる別の
判断方法も当然考えられる。
【０２２８】
　以上の方法で原本保証レベルが決定された後は、実施例１に示した図１２のフローにお
けるＳ１２０４へ進み、画像の合成、印刷が行われる。
【０２２９】
　しかし、ベタ画像と判断された場合は、Ｓ１２０４へ進んだ後Ｓ１２０６によって、他
の印刷方法が選択可能となった場合でも常にスタンプ印字又は合成無しでの印字を選択す
るよう制御する必要がある。
【０２３０】
　［実施例５］
　本実施例では実施例３で示した文字列・イメージ認識により原本保証レベルを判定する
方法と、実施例４で示した画像濃度より原本保証レベル判定する方法の２つを用いて原本
保証レベルを判定する。
【０２３１】
　図１５に、文字列・イメージ認識・画像濃度判定により、原本保証レベルの自動判定を
説明するフロー図を示す。
【０２３２】
　Ｓ１５０１はフローの開始を示す。
【０２３３】
　複合機１６０２の操作部からの設定により、図１３に示した文字列・イメージ認識によ
るレベル判定か、図１４に示した画像濃度判定によるレベル判定か、更には両方使うかの
設定をする。
【０２３４】
　Ｓ１５０２にて上記判定方法を読み出し、文字列・イメージ認識による判定の場合はＳ
１５０３へ進み、画像濃度判定の場合はＳ１５０４へ進み、両方使用する場合はＳ１５０
５に遷移する。
【０２３５】
　両方使用する場合であるＳ１５０５の場合、Ｓ１５０５の文字列・イメージ判定にて判
定された結果と、Ｓ１５０６の画像濃度判定にて判定された結果を比較する。
【０２３６】
　そしてＳ１５０７にて最も厳しい条件（厳しい条件とはここでは０～４のうち数字の大
きいものを示す）のレベルを抽出し、Ｓ１５０８にて判定を終了する。
【０２３７】
　ここではレベル判断方法の一例をあげたが、原稿のカラーモード、解像度、ベクトルデ
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実施の方法も考えられる。
【０２３８】
　以上の方法で原本保証レベルが決定された後は、実施例１に示した図１２のフローにお
けるＳ１２０４へ進み、画像の合成、印刷が行われる。
【０２３９】
　［本発明の他の実施形態］
　前述した実施形態の機能を実現するように前述した実施形態の構成を動作させるプログ
ラムを記憶媒体に記憶させ、該記憶媒体に記憶されたプログラムをコードとして読み出し
、コンピュータにおいて実行する処理方法も上述の実施形態の範疇に含まれる。また、前
述のプログラムが記憶された記憶媒体はもちろんそのプログラム自体も上述の実施形態に
含まれる。
【０２４０】
　かかる記憶媒体としてはたとえばフロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、
光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、不揮発性メモリカード、ＲＯ
Ｍを用いることができる。
【０２４１】
　また前述の記憶媒体に記憶されたプログラム単体で処理を実行しているものに限らず、
他のソフトウエア、拡張ボードの機能と共同して、ＯＳ上で動作し前述の実施形態の動作
を実行するものも前述した実施形態の範疇に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０２４２】
【図１】第１の実施例における画像処理のフロー
【図２】全体の装置概観図
【図３】透明パターン指定部１０５を示すユーザインターフェース
【図４】出力画像の一例
【図５】透明画像情報
【図６】（ａ）はＹＭＣＫの４プレーンの画像と像域情報で構成された画像データ６０２
を入力装置６０１の入力装置から入力した例。（ｂ）は透明画像として画像データを登録
した文書。（ｃ）は既に画像データに透明画像版が含まれた状態で外部ホストコンピュー
タから登録された文書
【図７】透明画像データを用いて透明画像を原稿画像に付加した印刷物を得る方法
【図８】透明画像データから透明画像の代替画像を作成して代替印刷物を得る微小ドット
印字の方法
【図９】透明画像データから透明画像の代替画像を作成して代替印刷物を得る地紋印字の
方法
【図１０】透明画像データから透明画像の代替画像を作成して代替印刷物を得るスタンプ
印字の方法
【図１１】図５及び図６に示した透明画像情報の登録を説明するフロー図
【図１２】印刷フローを説明するフロー図
【図１３】文字列・イメージ認識により、原本保証レベルの自動判定を説明するフロー図
【図１４】画像濃度から、原本保証レベルの自動判定を説明するフロー図
【図１５】文字列・イメージ認識・画像濃度判定により、原本保証レベルの自動判定を説
明するフロー図
【図１６】本発明を適用するシステム全体を説明する構成図
【図１７】実施例１における印刷フロー図
【図１８】実施例１における印刷フロー図
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