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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲットデバイスのためのオーバプリントされたグラフィックドキュメントをカラー
マッチングする方法であって、
　それぞれのグラフィックエレメントが少なくとも１つの色を含む複数のグラフィックエ
レメントを含むオーバプリントされたグラフィックドキュメントを取得するステップと、
　それぞれの寄与しているグラフィックエレメントがオーバプリント領域に少なくとも幾
つかの色を与える複数の寄与しているグラフィックエレメントがオーバラップするエリア
に対応する少なくとも１つのオーバプリント領域を識別するために、前記複数のグラフィ
ックエレメントを調べるステップと、
　複数のグラフィックエレメントのタイプからオーバプリントグラフィックエレメントを
選択するステップと、
　対応するオーバプリント領域でペイントする前記オーバプリントグラフィックエレメン
トタイプの少なくとも１つのオーバプリントグラフィックエレメントを作成するステップ
と、
　前記オーバプリント領域における前記複数の寄与しているグラフィックエレメントの意
図される色を表現するため、前記オーバプリントグラフィックエレメントについて少なく
とも１つの色を確定するステップと、
　前記少なくとも１つのオーバプリントグラフィックエレメントを前記オーバプリントさ
れたグラフィックドキュメントに加えることで、修正されたドキュメントを作成するステ



(2) JP 4763688 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

ップとを含み、
　前記オーバプリントグラフィックエレメントについて少なくとも１つの色を確定するス
テップは、オーバプリントの色について、
　前記複数の寄与しているグラフィックエレメントと共に、複数の色の寄与に関するルー
ルに基づいてオーバプリントカラースペースを確定するステップと、
　複数の色の寄与に関するルールに基づいて前記複数の寄与しているグラフィックエレメ
ントからの複数の寄与している色を結合することで、少なくとも１つのオーバプリントの
色素の値を確定するステップとを含み、
　前記複数の色の寄与に関するルールは、
　前記複数の寄与している色が一致する色素を定義する場合に、複数の寄与している色の
寄与を決定するために適用可能な一致する色の寄与に関するルールと、
　前記複数の寄与している色が一致しない色素を定義する場合に、複数の寄与している色
の寄与を決定するために適用可能な一致しない色の寄与に関するルールとを含み、
　前記一致する色の寄与に関するルールは、前記複数の寄与している色に基づいてデバイ
スＮのソースカラースペースを確定するルールであって、画像形成モデルと、寄与してい
るグラフィックエレメントについて指定される設定とに基づいて、寄与している色を結合
するルールを含み、前記Ｎは、ある色に寄与するグラフィックエレメントの数であり、
　前記一致しない色の寄与に関するルールは、
　前記複数の寄与している色に基づいてデバイスＮのソースカラースペースを確定し、一
致しない寄与している色を前記デバイスＮのソースカラースペースに変換し、前記デバイ
スＮのソースカラースペースに一致する寄与している色を保持し、一致する色結合方法を
使用して結果として得られる寄与している色を結合すること、
　前記オーバプリント領域で最後にペイントされた前記寄与しているグラフィックエレメ
ントがワイドギャマットのカラースペースを指定する場合に、前記最後にペイントされた
寄与しているグラフィックエレメントに基づいて、オーバプリントカラースペース及び色
の値を確定すること、
　ターゲットデバイスに基づいてデバイスＮのカラースペースを確定し、ワイドギャマッ
トのカラースペースで指定される一致しない寄与している色を前記デバイスＮのカラース
ペースに変換し、前記ターゲットデバイスがスポット色素を含まない場合に、前記ターゲ
ットデバイスによりペイントされる色を処理するため、寄与しているスポット色素を変換
し、前記ターゲットデバイスによりペイントされる寄与しているスポット色素を保持し、
一致する色結合方法を使用して結果として得られる寄与している色を結合すること、
からなるセットから選択される１以上のルールを含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　ターゲットデバイスのためのオーバプリントされたグラフィックドキュメントをカラー
マッチングする方法であって、
　それぞれのグラフィックエレメントが少なくとも１つの色を含む複数のグラフィックエ
レメントを含むオーバプリントされたグラフィックドキュメントを取得するステップと、
　それぞれの寄与しているグラフィックエレメントがオーバプリント領域に少なくとも幾
つかの色を与える複数の寄与しているグラフィックエレメントがオーバラップするエリア
に対応する少なくとも１つのオーバプリント領域を識別するために、前記複数のグラフィ
ックエレメントを調べるステップと、
　複数のグラフィックエレメントタイプからオーバプリントグラフィックエレメントを選
択するステップと、
　対応するオーバプリント領域でペイントする前記オーバプリントグラフィックエレメン
トタイプの少なくとも１つのオーバプリントグラフィックエレメントを作成するステップ
と、
　前記オーバプリント領域における前記複数の寄与しているグラフィックエレメントの意
図される色を表現するため、前記オーバプリントグラフィックエレメントについて少なく
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とも１つの色を確定するステップと、
　前記少なくとも１つのオーバプリントグラフィックエレメントを前記オーバプリントさ
れたグラフィックエレメントに加えることで、修正されたドキュメントを作成するステッ
プとを含み、
　前記少なくとも１つのオーバプリント領域を識別するため、前記複数のグラフィックエ
レメントを調べる前記ステップは、
　前記複数のグラフィックエレメントに対応する複数のグラフィックエレメントの輪郭を
決定するステップと、
　複数のオーバラップしているグラフィックエレメントの輪郭の交点によりそれぞれ定義
される複数のオーバラップ領域を決定するステップと、
　前記グラフィックエレメントが前記オーバラップ領域を定義する前記複数のオーバラッ
プしているグラフィックエレメントのうちの１つに対応する場合、グラフィックエレメン
トをオーバラップ領域と関連付けするステップと、
　オーバラップ領域に関連されるグラフィックエレメントが前記オーバラップ領域に色を
与えるかを判定するステップと、
　オーバラップ領域に色を与えるグラフィックエレメントと、前記オーバラップ領域と関
連される順序付けされたオーバプリントスタックを関連付けするステップと、先にペイン
トされるグラフィックエレメントは、後にペイントされるグラフィックエレメントより下
のスタックに位置され、
　前記対応するオーバプリントスタックが複数の寄与しているグラフィックエレメントを
含む場合、オーバラップ領域をオーバプリント領域として判断するステップとを含み、
　前記オーバプリントグラフィックエレメントについて少なくとも１つの色を確定するス
テップは、オーバプリントの色について、
　前記複数の寄与しているグラフィックエレメントと共に、複数の色の寄与に関するルー
ルに基づいてオーバプリントカラースペースを確定するステップと、
　複数の色の寄与に関するルールに基づいて前記複数の寄与しているグラフィックエレメ
ントからの複数の寄与している色を結合することで、少なくとも１つのオーバプリントの
色素の値を確定するステップとを含み、
　前記複数の色の寄与に関するルールは、
　前記複数の寄与している色が一致する色素を定義する場合に、複数の寄与している色の
寄与を決定するために適用可能な一致する色の寄与に関するルールと、
　前記複数の寄与している色が一致しない色素を定義する場合に、複数の寄与している色
の寄与を決定するために適用可能な一致しない色の寄与に関するルールとを含み、
　前記一致する色の寄与に関するルールは、前記複数の寄与している色に基づいてデバイ
スＮのソースカラースペースを確定するルールであって、画像形成モデルと、寄与してい
るグラフィックエレメントについて指定される設定とに基づいて、寄与している色を結合
するルールを含み、前記Ｎは、ある色に寄与するグラフィックエレメントの数であり、
　前記一致しない色の寄与に関するルールは、
　前記複数の寄与している色に基づいてデバイスＮのソースカラースペースを確定し、一
致しない寄与している色を前記デバイスＮのソースカラースペースに変換し、前記デバイ
スＮのソースカラースペースに一致する寄与している色を保持し、一致する色結合方法を
使用して結果として得られる寄与している色を結合すること、
　前記オーバプリント領域で最後にペイントされた前記寄与しているグラフィックエレメ
ントがワイドギャマットのカラースペースを指定する場合に、前記最後にペイントされた
寄与しているグラフィックエレメントに基づいて、オーバプリントカラースペース及び色
素の値を確定すること、
　ターゲットデバイスに基づいてデバイスＮのカラースペースを確定し、ワイドギャマッ
トのカラースペースで指定される一致しない寄与している色を前記デバイスＮのカラース
ペースに変換し、前記ターゲットデバイスがスポット色素を含まない場合に、前記ターゲ
ットデバイスによりペイントされる色素を処理するため、寄与しているスポット色素を変
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換し、前記ターゲットデバイスによりペイントされる寄与しているスポット色素を保持し
、一致する色結合方法を使用して結果として得られる寄与している色を結合すること、
からなるセットから選択される１以上のルールを含む、
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グラフィックドキュメントを有するグラフィックドキュメントのカラーマッ
チングに関する。　
　本出願は、２００４年５月５日に提出された“System　and　Methods　For　Color　ma
tching　Overprinted　Documents”と題された米国特許出願Ｎｏ６０／５６７８１４の利
益を特許請求するものであり、引用により本明細書に盛り込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　グラフィックドキュメントは、グラフィックエレメントを有する。エレメントは、たと
えば、テキスト、アートワーク及び画像情報を記述する場合がある。グラフィックドキュ
メントは、様々なドキュメントクリエーションアプリケーションにより生成することがで
きる。カラーマッチング（色整合）は、グラフィックエレメントがターゲットデバイスで
表示されるとき、ターゲットデバイスにより生成される色は期待される色に一致するよう
に、グラフィックエレメントの色を変換することを示す。
【０００３】
　グラフィックドキュメントは、ドキュメントの異なる部分に寄与する様々なアーチファ
クトにより生成される場合がある。それぞれのアーティストは、（たとえばデバイスに特
化して、またはデバイスとは独立に）異なるカラーモデルを使用して色を定義する場合が
ある。したがって、終了された作業における異なるグラフィックエレメントは、異なるや
り方で色を定義する場合がある。
【０００４】
　グラフィックエレメントは、オーバラップするために定義される場合がある。これは、
（たとえば、イメージ又はアートワークを通したテキストプリントといった）アーティス
トの意図から生じる場合がある。これが生じたとき、アーティストは、オーバラップする
グラフィックエレメントがペイントする順序を決定する。アーティストは、オーバラップ
する領域に先にペイントした別のグラフィックエレメントの一部をグラフィックエレメン
トが不明にすることを判定する場合がある。これは、グラフィックエレメントのオーバプ
リントの属性をディスエーブルにすることで達成される。
【０００５】
　代替的に、アーティストはオーバプリントをイネーブルにし、これにより、オーバラッ
プ領域で先にペイントしたグラフィックエレメントが、グラフィックエレメントがイネー
ブルになるポイントを通してその色の幾つかを表示するのを可能にする。幾つかのグラフ
ィックエレメントがある領域でオーバラップし、最初の１つを除いた全てオーバプリント
をイネーブルにする場合、最初にペイントされたエレメントを含むそれぞれのグラフィッ
クエレメントは、オーバラップ領域でそれらの色の幾つかを示す場合がある。第一のグラ
フィックエレメントのオーバプリント設定は、何れか他のグラフィックエレメントの上に
ないので問題ではない。
【０００６】
　オーバプリントは、アーティストの意図とは独立に生じることがある。プリントのため
のドキュメントの準備は、ドキュメントを変更することができる自動化されたプロセスを
含めて様々なプロセスを含むことができる。トラップ処理は、所定のプリント条件の下で
その品質を改善するために、グラフィックエレメントをドキュメントに追加するプロセス
の一例である。トラッププロセッサは、隣接するグラフィックエレメント又はオーバラッ
プするグラフィックエレメント間の境界に沿って、小さなオーバプリントをイネーブルに
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するグラフィックエレメントを意図的に導入する場合がある。
【０００７】
　オーバプリントの属性の設定の意味は、イメージプロセッサによりサポートされるイメ
ージングモデルにより定義される。Adobe（登録商標）　PostScript　and　Portable　Do
cument　Format　(PDF)　は、ラスタイメージプロセッサによりサポートされるＰＤＬ（P
age　Definition　Language）の一例である。これらのＰＤＬは、階層化されたグラフィ
ックエレメントからの色をどのように表示するかを決定するカラーコントリビューション
ルール（color　contribution　rule）を含む不透明及び透明なモデルを定義する。ラス
タイメージプロセッサ（ＲＩＰ）は、ペイント（彩色）する順序を考慮して、グラフィッ
クエレメントをペイントするためにＰＤＬを画素として解釈する。グラフィックエレメン
トがオーバラップする画素の位置で、ＲＩＰは、オーバラップするグラフィックエレメン
トに対応するそれぞれの画素の色に基づいて、カラーコントリビューションルールを使用
して画素の色を決定する。
【０００８】
　ＲＩＰは、特定のデバイスのためにラスタを生成し、異なるデバイス又はデバイスに独
立に定義される色をピクセルクリエーションの処理の間に特定のデバイスに適したモデル
に変換する。変換は、異なるカラーモデルを相関する情報に基づいている。カラーマッチ
ングは、特定のデバイスで表示される色が幾つかの期待に合致する意図で色を変換する類
似のプロセスである。期待される色は、たとえばリファレンスカラーチャート、測定され
る色値、又は特定のデバイスにより生成される色に基づくことができる。
【０００９】
　イメージプロセッサはオーバプリントのカラーコントリビューションルールを典型的に
盛り込むので、イメージプロセッサにより画素の形成の間又は画素の形成の後にカラーマ
ッチングを実行することは便利である。しかし、カラーマッチングプロセスは、計算的に
集中し、ある状況では、プリントデバイスのためにラスタを生成する間に導入される遅延
が望まれない。さらに、それぞれのグラフィックエレメントと関連される色情報（たとえ
ば、カラープロファイル）を尊重することは、あるラスタイメージプロセッサで可能では
ない場合がある。
【００１０】
　この遅延に対処するための１つのアプローチは、イメージプロセッサにドキュメントを
伝達する前にカラーマッチングを実行することである。このアプローチの従来技術の例で
は、カラーマッチングエンジンは、オーバラップするグラフィックエレメントを無視して
いる。この理由は、オーバラップするグラフィックエレメントの色をマッチングすること
で、イメージプロセッサがオーバラップする領域に望まれない色を生成することになる点
にある。オーバラップしない色は正しいが、色におけるわずかな調整により、カラーマッ
チングが生じない場合よりも著しく異なる色を指示するためのオーバプリント・カラーコ
ントリビューションルールを引き起こす。
【００１１】
　別のアプローチは、カラーコントリビューションルールをカラーマッチングエンジンに
組み込んで、オーバラップ領域に色を与えるオーバラップしているグラフィックエレメン
トのみをカラーマッチングエンジンにより無視するようにすることである。
【００１２】
　オーバプリント・カラーコントリビューションルールをサポートしないイメージプロセ
ッサとの互換性を提供するために使用される別のアプローチは、オーバラップを除くため
にドキュメントを変更することを含む。オーバラップは、グラフィックエレメントを「平
らにする」ことで除くことができる。オーバラップ領域では、オリジナルのグラフィック
エレメントはその領域をクリップし、新たなグラフィックエレメントは、オーバラップ領
域を表すために追加される。新たなグラフィックエレメントの色は、シアン、マゼンダ、
イエロー及びブラックの色素を含む、狭いギャマットのカラーモデルに基づくことができ
る。したがって、ヒストリカル・カラーマッチングツールを使用したフラットにされたド
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キュメントを処理することは、全ての領域で期待される色となる。このアプローチの１つ
の問題点は、アーティストにより生成されるか、プリントプロダクションプロセスにより
追加されるグラフィックエレメントを変更するのを必要とすることである。グラフィック
エレメントレベルで編集することが便利である。これは、グラフィックエレメントが変更
された場合に非常に困難となる。このアプローチの別の問題点は、追加されたグラフィッ
クエレメントについて選択されたカラーモデルは、寄与しているグラフィックエレメント
の色及びターゲットデバイスの忠実度が追加されたグラフィックエレメントを表すために
カラーモデルよりも高い場合、色の忠実度の損失となる。
【００１３】
　別のアプローチは、それぞれオーバラップする領域のトップで新たなグラフィックエレ
メントをペイントするため、ドキュメントを変更することを含む。それぞれ新たなグラフ
ィックエレメントは、オーバラップ領域に色を与える唯一のエレメントであるように、デ
ィスエーブルにされたオーバプリントで追加される。新たなグラフィックエレメントにつ
いて選択された表現は、ラスタである。このアプローチの１つの問題点は、ラスタが常に
オーバラップされたグラフィックエレメントの組み合わせの最良の表現ではないことであ
る。新たなグラフィックエレメントの色及びジオメトリの制度が制限される場合がある。
たとえば、ディスプレイデバイスがラスタデバイスでない場合、ベクタグラフィックエレ
メントをラスタグラフィックエレメントに変換することで、不必要な量子化となる。同様
に、ターゲットラスタディスプレイデバイスが新たなラスタグラフィックエレメントを生
成するときに想定されるよりも非常に高い解像度を有する場合、グラフィックエレメント
の色及びジオメトリがあまりに粗くなる場合がある。さらに、ラスタグラフィックエレメ
ントの色の忠実度は、幾つかの実施の形態で色成分当たり８ビットに制限することができ
る。別の問題点は、ラスタの生成は、計算上に集中するプロセスである点にある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　オリジナルドキュメントの統一性を保持するオーバラップ領域の正しい扱いでカラーマ
ッチングされたドキュメントを生成することができるカラーマッチングソリューションの
必要が存在する。理想的に、かかるソリューションは、色整合されたドキュメントの便利
の編集を可能にする。また、不要な複雑さを追加することなしに、オリジナルドキュメン
トの精度及び忠実度を保持することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　以下の実施の形態及びその態様は、範囲を制限することなしに、例示的であることが意
図されるシステム、ツール及び方法と共に記載及び例示される。様々な実施の形態では、
他の実施の形態が他の改善に向けられる、１以上の先に記載された問題が低減又は除去さ
れる。
【００１６】
　本発明は、オーバプリントされたグラフィックドキュメントをカラーマッチングするた
めのシステム及び方法を提供する。好適な実施の形態は、Adobe（登録商標）Portable　D
ocument　Format　（PDF）又は　PostScript（登録商標）仕様に準拠したドキュメントに
基づいている。本発明の１実施の形態に係るシステムは、プリプレスワークフローシステ
ムで配置される処理エレメントを含んでおり、この処理エレメントは、以下を有している
。
【００１７】
　１．オーバプリントエンジン；このオーバプリントエンジンは、ａ）グラフィックエレ
メントアナリシスエンジンと、ｂ）オーバプリントグラフィックエレメントジェネレータ
とを更に有する。
【００１８】
　ａ）グラフィックエレメントアナリシスエンジン（graphic　element　analysis）は、
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オーバプリント領域を決定するためにドキュメントにおけるグラフィックエレメントを調
べる。オーバプリント領域は、グラフィックエレメントがオーバラップする領域として決
定され、領域で後にペイントするグラフィックエレメントは、オーバプリントするために
定義され、領域でペイントする１を超えるグラフィックエレメントは、カラーコントリビ
ューションルールに従って領域に色を与える。
【００１９】
　ｂ）オーバプリントグラフィックエレメントジェネレータ（Overprint　graphic　elem
ent　generator）は、カラーコントリビューションルールに従って寄与しているグラフィ
ックエレメントから決定された色で、対応するオーバプリント領域の上にペイントするた
めにオーバプリントグラフィックエレメントを追加することで、修正されたドキュメント
を生成する。寄与された色を結合するためのカラースペース及び方法と同様に、オーバプ
リント領域を表現するために選択されたグラフィックエレメントのタイプは、複雑度を低
減しつつ、幾何学的な精度、色の精度及び色の忠実度を維持するのを狙いとする原理に基
づく場合がある。
【００２０】
　２．カラーマッチャー（Color　Matcher）は、ターゲットデバイスに適切なカラーマッ
チングされたドキュメントを生成するために修正されたドキュメントでグラフィックエレ
メントの色を変換する。色は、期待に合致するために色を調整する情報を変換することに
基づいてターゲットデバイスと一致する、カラースペースに変換される。グラフィックエ
レメントは、その色がターゲットカラースペースで既に定義されておらず、カラーマッチ
ングされる場合がある。
【００２１】
　代替的な実施の形態は、グラフィックドキュメント・ソフトウェアアプリケーションか
らアクセスすることができるソフトウェアプラグインモジュールを提供し、グラフィック
ドキュメントをプリント又は見る機能は、プリント又はディスプレイデバイスのためにイ
メージデータを生成する前にカラーマッチングを必要とする。更なる実施の形態は、ラス
タイメージプロセッサで組み込むことができる。たとえば、グラフィックエレメントディ
スプレイのリストを生成するためにドキュメントを解釈するラスタイメージプロセッサの
一部は、レンダリングの前にディスプレイリストを修正することができる。
【００２２】
　レンダリングの前のカラーマッチングの１つの利点は、カラーマッチングがリソースに
集中するアクティビティであることである。ドキュメントをネイティブデバイスフォーマ
ット（たとえばラスタ）に変換する間に、遅延を導入することが望まれないことがある。
さらに、オーバプリントグラフィックエレメントを有するカラーマッチングされたグラフ
ィックドキュメントを提供することで、オリジナルのグラフィックエレメントが保持され
、オーバプリントグラフィックエレメントが識別可能であるので、カラーマッチングされ
たグラフィックドキュメントを便利に編集可能にする。
【００２３】
　先に記載された例示的な態様及び実施の形態に加えて、本発明の例示的な実現の更なる
態様及び実施の形態並びに特徴は、図面を参照し、以下の詳細な説明により明らかとなる
であろう。例示的な実施の形態は、図面を参照して例示される。本明細書で開示された実
施の形態及び図面は、限定的よりはむしろ例示的であると考えられる。図面は、本発明の
限定するものではない実施の形態を例示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下の記載を通して、特定の詳細は、本発明の更に全体的な理解を提供するために述べ
られる。しかし、本発明は、これら特定なしに実施することができる。他の例では、公知
のエレメントは、本発明の不要な曖昧さを回避するために詳細には図示又は記載されない
。これに応じて、明細書及び図面は、限定的な意味よりはむしろ例示であると考えられる
。
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【００２５】
　図１は、本発明の１実施の形態に係るカラーマッチングシステム１００のコンポーネン
トを例示するブロック図である。システム１００は、ドキュメント１０１がターゲットデ
バイス１２６でレンダリングされ、プリントされる前に、ドキュメント１０１について動
作する。ドキュメント１０１は、ページ記述言語（ＰＤＬ）で定義されたベクタグラフィ
ックエレメントを有するグラフィックドキュメントである。例示的なＰＤＬは、Adobe（
登録商標）PostScript（登録商標）及びAdobe（登録商標）PDFを含む。ターゲットデバイ
ス１２６は、インクジェットプリンタ、プリンティングプレスのプレートを生成するプレ
ートセッター、別のタイプのカラープリンタ又はコンピュータモニタのようなラスタディ
スプレイデバイスである。ターゲットデバイス１２６は、ドキュメント１０１で定義され
るグラフィックエレメントの色を変換することに基づいて測定及び使用される色再生特性
を有する。色を変換する目的は、ドキュメント１０１を作成したアーティストの色の計画
に整合すること、又は、幾つかの他の期待に整合することである。
【００２６】
　色再生の特性は、様々な手段により得ることができ、様々な変換方法を通して利用する
ことができる。たとえば、慎重に選択されたカラーパッチのセットを含むテストドキュメ
ントは、ターゲットデバイス１２６によりカラーマッチングなしにペイントされる。テス
トパッチカラーは、モデルの独立な変数に対応する色成分の値のセットによるカラースペ
ースモデルを使用して定義される。様々なカラースペースモデルを定義することができる
。ＰＤＬ仕様は、サポートされるカラースペースを定義する。カラースペースは、様々な
やり方で分類することができる。１つの方法は、デバイスに依存することである。別の方
法は、ギャマット幅に依存することである。より広いギャマットは、より狭いギャマット
よりも更に多様な色の定義を可能にする。
【００２７】
　デバイスに依存するカラースペースの例として、コンピュータディスプレイは、ディス
プレイの加法的な原色（赤、緑及び青）発光素子に対応する色成分によりデバイスＲＧＢ
カラースペースモデルを使用する場合がある。カラーコンポーネント値は、カラースペー
スモデルにより定義された幾つかのレンジを通して変動する。典型的に、ゼロから百パー
セントの値のレンジは、典型的に寄与がないことを表し、百パーセントは、典型的に最大
の寄与を表す。
【００２８】
　デバイスＣＭＹＫのカラースペースモデルは、シアン、マゼンダ、イエロー及びブラッ
クの色素でマークするマーキングデバイスについて使用することができる。これらの色素
は、所定の入射光の波長を吸収することで色を再現する減法的な原色成分である。デバイ
スＮのカラースペースモデルは、異なる色成分の数Ｎでマークするマーキングデバイスに
ついて使用することができる。ＣＭＹＫマーキングデバイスにより生成される色のギャマ
ットは、典型的に、ＲＧＢコンピュータディスプレイデバイスにより生成されるギャマッ
トと同様に広くない。オレンジ及び緑のような更なる原色のマーキングカラーコンポーネ
ントを追加することで、マーキングデバイスのギャマットは、コンピュータディスプレイ
デバイスにとって利用可能な色のレンジに近くなるように広くすることができる。デバイ
スＮのカラースペースモデルは、これら広いデバイスに依存するギャマットを表現するた
めに有効である。
【００２９】
　他のカラースペースモデルは、デバイスに独立であることが意図される。ＣＩＥ（Comm
ission　Internationale　d’Eclairage）は、３つの色成分の値の観点でカラースペース
を定義し、２つの色成分は色度を決定し、１つの色成分は光度を決定する。ラボのカラー
スペースは、ＣＩＥケースのカラースペースの例である。デバイスに独立なカラースペー
スモデルは、典型的に広いギャマットを有する。
【００３０】
　デバイスの色出力は、分光器又は他の光測定装置を使用して測定することができる。そ
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れぞれの色測定は、属性のセットを有しており、それぞれの属性は可能な値のレンジをも
つ。測定された値は、カラーマッチングされたデバイスの期待される結果に比較される。
差異に基づいて、グラフィックエレメントについて定義されたカラーコンポーネント値を
変換するために情報が生成される。変換された色がターゲットデバイス１２６でペイント
されるとき、測定された結果は、期待される結果と一致する。変換情報は、（広いギャマ
ットの）デバイスに独立な色空間と、デバイスの（狭いギャマットの）ネイティブな色空
間との間で色成分の値をマッピングするために使用することができる。典型的に、アーテ
ィストのコンピュータディスプレイ及びターゲットデバイスは、色の仕様又は再現の間に
導入されるデバイスに依存するエラーを低減するために測定される。変換情報は、様々な
形式をとることができる。変換情報の１例は、International　Color　Consortium（登録
商標）により記載されるＩＣＣプロファイルである。ＩＣＣプロファイルは、色空間とデ
バイスに独立なコネクションスペースとの間で色の値が変換されるのを可能にする情報を
提供する。以下で簡単にために使用される用語プロファイルは、サポーテンィング方法に
より使用される色変換情報で交換可能であることが理解される。
【００３１】
　アーティストがターゲットデバイスに気づいていないが、ディスプレイ及び／又はマー
キングデバイスの定義を含むドキュメントクリエーションアプリケーションでの色設定を
規定することがある。これらのソースデバイスは、ドキュメントクリエーションの間にア
ーティストにとって利用可能なカラースペース及びカラーギャマットを定義する。ソース
デバイスのコンテクストで生成されるグラフィックエレメントは、対応するカラースペー
スにより定義される色成分の値を含む。ソースデバイスのカラースペースに関する情報又
はプロファイルは、ドキュメント１０１で利用可能ではない場合があり、ドキュメント１
０１に独立に伝達される場合がある。情報が処理エレメントにとって利用可能ではない場
合、情報に関する仮説をなすべき必要がある場合がある。
【００３２】
　図１に例示されるように、ドキュメント１０１はＰＤＬフォーマットを有し、他のワー
クフローシステムの処理エレメントは、それを既に処理している場合がある。たとえば、
ドキュメント１０１は、PostScript（登録商標）フォーマットドキュメントとして作成さ
れる場合があり、ワークフローシステムは、それをＰＤＦフォーマットドキュメント（又
はＰＤＦページ毎のドキュメントのセット）に変換し、グラフィックエレメントを修正し
（又はテキスト補正、フォント置換、及び画像圧縮）、及びグラフィックエレメントを追
加する（たとえば隣接するグラフィックエレメント又はオーバラップするグラフィックエ
レメントのプリントされた品質を改善するためにエレメントをトラップする）。
【００３３】
　代替的に、ドキュメント１０１は、ＰＤＬを解釈することで生成されるディスプレイリ
ストフォーマットを有することができる。ディスプレイリストフォーマットは、グラフィ
ックエレメントのペインティング順序リストを含み、それぞれのグラフィックエレメント
は、ＰＤＬにより定義されるグラフィック属性（たとえば、エレメントタイプ、幾何学的
形状、カラースペース、カラーコンポーネント値）のセットに関連する。図１は、システ
ム１００により生成される他のドキュメントを示している。これらのドキュメントは、Ｐ
ＤＬであるか、実施の形態に依存するディスプレイリストフォーマットである。上述され
た記述は、ワークフローシステムの実施の形態の例を説明する。他の実施の形態も可能で
ある。例として、本発明は、プリンティングデバイスへの出力を直接生成するドキュメン
トクリエーションアプリケーションのプリンティング機能に適用される。代替的に、本発
明は、コンピュータディスプレイの出力を生成するプレビュー機能に適用することができ
る。
【００３４】
　説明の残りを通して、以下の実施の形態は、特に断りがない限り、説明を簡略化するた
めに使用される。ドキュメント１０１は、ＰＤＬフォーマットにおける１ページのグラフ
ィックドキュメントである。意図するところは、６つのプロセス（たとえばHexachrome（
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登録商標））の色素及び１以上のスポットの色素で達成される、広いデバイスのカラーギ
ャマットを有するプリンティングプレスのためのプレートを生成するため、コンピュータ
化されたプリンティングワークフローシステムを通してドキュメント１０１を処理するこ
とである。用語「色素“colorant”」は、ターゲットデバイスのカラースペースモデルの
減法的な色成分を示し、簡単さのために以下で使用され、全てのカラースペースのモデル
において適用される更に一般的な用語の色成分と交換可能であることを理解されたい。同
様にして、用語「プロセス色素“process　colorant”」は、減法の原色の色素を示し、
簡単さのために以下で使用され、更に一般的な用語の原色成分又はデバイスに独立な色成
分と交換可能である。
【００３５】
　オーバプリントエンジン１１０は、出力として修正されたドキュメント１０２を生成す
るため、入力としてドキュメント１０１及び色情報１１６を取得する。修正されたドキュ
メント１０２は、オーバプリントされたグラフィックドキュメント１０１のグラフィック
エレメントを有するドキュメントであり、新たなオーバプリントグラフィックエレメント
は、それらがオーバラップする領域においてオーバプリントするために定義される、寄与
しているグラフィックエレメントの結合された色を表すために追加される。それぞれのオ
ーバプリントグラフィックエレメントは、オーバラップ領域に色を与える全てのグラフィ
ックエレメントの後に表示するために定義される。それぞれのオーバプリントグラフィッ
クエレメントは、オーバラップする領域でグラフィックエレメントに寄与する部分を不明
にするやり方で表示するために定義される。
【００３６】
　オーバプリントエンジン１１０は、この実施の形態で２つのコンポーネントを有する。
グラフィックエレメントアナリシスエンジン１１２は、色情報１１６と共に、ドキュメン
ト１０１でグラフィックエレメントを調べ、１を超えるオーバラップするグラフィックエ
レメントが色を与えるオーバラップ領域として定義される、オーバプリント領域を識別す
る。オーバプリントエンジン１１０は、それぞれオーバプリント領域に関する情報を生成
し、オーバプリント領域の情報とのグラフィックエレメントの関連付けを可能にするため
にドキュメント１０１を修正する。オーバプリントグラフィックエレメントのジェネレー
タ１１４は、グラフィックエレメントアナリシスエンジン１１２及び色情報１１６からの
情報に基づいて、それぞれのオーバプリント領域に対応する新たなオーバプリントグラフ
ィックエレメントを生成する。この実施の形態は、２ステップの方法を記述する。他の実
施の形態は、他の実施の形態は、シングルステップ方法を記述することができ、オーバプ
リントグラフィックエレメントは、それぞれのオーバプリント領域が識別されたときに生
成される。
【００３７】
　カラーマッチャー（color　matcher）１２２は、入力として修正されたドキュメント１
０２及び色情報１１６を取得し、出力としてカラーマッチングされたドキュメント１０３
を生成する。カラーマッチングされたドキュメント１０３は、ターゲットデバイス１２６
のプロファイルと適合するために修正された全てのグラフィックエレメントのカラースペ
ース及び色素の値をもつ、修正されたドキュメント１０２のグラフィックエレメントの全
てを有する。カラースペースは、ターゲットデバイス１２６によりペイントされた色素に
対応する。マーキングデバイスの実施の形態では、色素は、プロセス及び任意にスポット
の色素を含む。スポットの色素は、プロセス色素でシミュレートするのが困難であるか、
他の固有な特性を有する固有の色に対応する。たとえば、マーケティングキャンペインに
おいて、特定の色は、広く多様なディスプレイコンテクストにおける一貫した外観を有す
る必要がある。スポットの色素は、この一貫性を提供することができる。
【００３８】
　レンダラー（rendarer）１２４は、入力としてカラーマッチングされたドキュメント１
０３を取得し、ターゲットデバイス１２６のためのイメージラスタデータを生成する。イ
メージラスタデータは、多数の色素のチャネルのそれぞれについて、個別のラスタデータ
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を有する。それぞれの色素のチャネルは、ターゲットデバイス１２６によりペイントされ
たプロセス又はスポットの色素のうちの１つに対応する。ターゲットデバイス１２６がラ
スタイメージングデバイス以外にはないことを理解されたい。ターゲットデバイス１２６
は、異なる形式の画像データを利用し、レンダラー１２４の代わりに処理エレメントを必
要とし、ドキュメントをＰＤＬからネイティブなデバイスフォーマットに変換する。
【００３９】
　本発明の所定の実現は、プロセッサに本発明の方法を実行させるソフトウェア命令を実
行するコンピュータプロセッサを有する。たとえば、オーバプリントエンジン１１０及び
カラーマッチャー１２２は、１以上のコンピュータシステムで実行され、コンピュータシ
ステムに、先に記載された方法を実行するために動作させるソフトウェアを提供すること
で実現することができる。プログラムプロダクトは、コンピュータプロセッサにより実行
されたとき、コンピュータプロセッサに本発明の方法を実行させる命令を含むコンピュー
タ読み取り可能な信号のセットを保持するメディアを有する場合がある。プログラムプロ
ダクトは、広く多様な形式である場合がある。プログラムプロダクトは、たとえば、フロ
プティカルディスク、ハードディスクドライブを含む磁気記憶媒体、ＣＤ　ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄを含む光データ記憶媒体、ＲＯＭ、フラッシュＲＡＭ等を含む電子データ記憶媒体、デ
ジタル又はアナログ通信リンクのような伝送タイプのメディアのような、物理メディアを
含む場合がある。命令は、メディアで任意に圧縮及び／又は暗号化される場合がある。
【００４０】
　［オーバプリントの例］　
　図２は、オーバプリント及びカラーマッチングのために処理される前に例示的なドキュ
メント１０１の一部を例示する図である。ドキュメント１０１は、グラフィックエレメン
ト２０１－２０９及びオーバラップ領域２１０－２２５を含む。なお、全ての個別のオー
バラップ領域が固有に識別されないことに留意されたい。領域２１０－２２５の組み合わ
せは、オーバラップ領域を形成する。たとえば、領域２１５，２１６、及び２１９－２２
１は、グラフィックエレメント２０１をオーバラップするグラフィックエレメント２０４
に基づいて個別のオーバラップ領域を形成する。グラフィックエレメントの参照符号は、
相対的なペイント順序を意味する（たとえば、グラフィックエレメント２０１が最初にペ
イントし、グラフィックエレメント２０９が最後にペイントする）。
【００４１】
　グラフィックエレメント２０１－２０９に関する選択された情報は、図３Ａで提供され
る。それぞれのグラフィックエレメントは、アイデンティティ３０２により示されるよう
に、固有の識別子が割り当てられる。それぞれのグラフィックエレメントの相対的なペイ
ンティングオーダ３０４、タイプ３０６、カラースペース３０８及び色素の値３１０も示
されている。
【００４２】
　例として、グラフィックエレメント２０１は、フィルドパスタイプである。フィルドパ
スタイプのグラフィックエレメントは、１以上のパスセクションを有するクローズドパス
により境界付けされた一定のフィルカラーを有する。この例では、グラフィックエレメン
ト２０１は、１０％の色素の値によりマゼンダの色素を定義するセパレーション（separa
tion:　single　colorant）カラースペースにより定義されるフィルカラーによる１つの
閉じた矩形のパスセクションにより境界設定される。更に一般的に、パスは、フィル及び
ストロークの属性の両者を定義させることができる。異なるストローク及びフィルカラー
を定義することができる。ストロークは、ストロークの半分がストロークカラーにおける
パスのいずれかのサイドでペイントされるような幅を有する。
【００４３】
　グラフィックエレメント２０２は、マスクされた画像タイプである。マスクされた画像
は、マスクを有する画像（２次元の画素アレイ）である。マスクは、イメージピクセルと
対応する画素を有する。それぞれのマスクピクセルは、対応するイメージピクセルのペイ
ントがイネーブルにされたかを判定する。マスクされた画像２０２のそれぞれのイメージ
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ピクセルは、それが表現する画像に従って変化するそれぞれの画素の色素の値をもつ変化
するデバイスＣＭＹＫカラースペースで定義される。幾つかの実施の形態では、画素の色
素の値は、画素当たり、色素当たり８ビットに制限される。これは、他のグラフィックエ
レメントタイプで利用可能なよりも低い色の精度を提供する。
【００４４】
　イメージマスクのグラフィックエレメントのマスクデータの代替的な形式は、イメージ
ピクセルがイネーブル（又はディスエーブル）にされる色素の値のレンジを示すマスク表
現を提供することである。カラーマッチングがグラフィックエレメントをオーバプリント
したとき、表現のフォーマットから位置的な（画素）フォーマットにマスクを変換するこ
とは有利である。たとえば、マスク表現によりイネーブル（又はディスエーブル）にされ
た補正されないイメージピクセルは、色補正の後に、ディスエーブル（又はイネーブル）
になり、予期しないマスキング動作となる場合がある。
【００４５】
　グラフィックエレメント２０３は、シェーディングタイプである。シェーディングタイ
プのグラフィックエレメントは、幾何学的な情報に基づく機能に従って定義されたレンジ
にわたり変動する色素の値を有する。リニア及びラジアルのジオメトリは、その例である
。シェーディング２０３は、グラフィックエレメントの中央から生じる半径に沿って、ゼ
ロから百パーセントまで変化する色度の値をもつラボのカラースペースで定義された色を
有する。
【００４６】
　グラフィックエレメント２０６は、ストローク（stroked）及びフィルド（filled）テ
キストタイプである。テキストタイプは、テキスト文字のフィルエリアに対応するパスを
定義するパスタイプに類似する。テキストタイプは、更に正確なパスがデバイスの解像度
のレンジにわたり生成されるのを可能にする更なる幾何学的な情報を提供する。テキスト
２０６は、ストローク及びフィルドの両者であるが、ストローク及びフィルの両者に色素
の値は同じである。これは、そのディメンジョンがテキストフィル及びストロークエリア
の結合により決定される一様な色のペイントされたテキスト文字を生じる。
【００４７】
　グラフィックエレメント２０７は、その目的がシェーディンググラフィックエレメント
をシミュレートすることであるフィルドパスのグラフィックエレメントの集合である。か
かるエレメントは、たとえば、ドキュメントクリエーションツールがシェーディングタイ
プのサポートクリエーションではないときに作成されるが、シェーディングタイプをエミ
ュレートすることが望まれる。フィルドパスグラフィックエレメントは、それぞれ隣接す
るグラフィックエレメント間で小さな量だけ変動するそれらの色と互いに隣接して配置さ
れる。グラフィックエレメントアナリシスエンジン１１２は、関連するグラフィックエレ
メントのコレクションを、ブレンドと呼ばれる擬似のグラフィックエレメントタイプとし
て認識する。図２に示されるブレンドグラフィックエレメント２０７のアウトラインは、
（垂直に配置され、ブレンド２０７の幅である共通の幅を有する）構成のパスフィルエリ
アの結合に対応するエリアのアウトラインである。
【００４８】
　オーバラップ領域２１０－２１５に関する選択された情報は、図３Ｂに示される。領域
は、参照符号３１２により示される。２以上のリファレンスの加算（“＋”）として識別
されるオーバラップ領域は、参照された領域の結合である領域を定義する。
【００４９】
　エレメントスタック３１４は、オーバラップ領域を定義するためにオーバラップするグ
ラフィックエレメントの識別子の逆のペイント順序（たとえば、一番上が最初）のセット
を識別する。エレメントスタック３１４におけるグラフィックエレメントのカラーコント
リビューションのため、全てのオーバラップ領域がオーバプリント領域又は固有のオーバ
プリント領域ではない。グラフィックエレメントがある領域に色を与えるかは、以下に記
載されるカラーコントリビューションルールのセットにより決定される。
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【００５０】
　コメント３１６は、関心のあるオーバラップ領域に関する更なる情報を提供する。たと
えば、グラフィックエレメント２０１がその領域に色を与えず、グラフィックエレメント
２０１及び２０３のみがその領域を定義するので、領域２１４は、オーバプリント領域で
はない。同様に、グラフィックエレメント２０１がその領域に色を与えず、グラフィック
エレメント２０１及び２０２がその領域を定義するため、領域２２２は、オーバプリント
領域ではない。異なるカラースペースで定義される色をもつグラフィックエレメントがど
のようにオーバラップ領域に色を与えるかを判定するため、本発明に係る方法について以
下を参照されたい。
【００５１】
　領域２１６及び２１７のコメントは、オーバプリント領域のいずれも固有ではないこと
を示している。先のように、グラフィックエレメント２０１は、グラフィックエレメント
２０３によりオーバラップされた領域において色を与えない。しかし、グラフィックエレ
メント２０４は、オーバラップ領域２１６におけるグラフィックエレメント２０３をオー
バラップする。グラフィックエレメント２０３は色を与え、このグラフィックエレメント
２０３はグラフィックエレメント２０４によりオーバラップされるので、領域２１６は、
オーバプリント領域の一部である。領域２１７のコメントは、その構成するグラフィック
エレメント（２０３及び２０４）からの色の寄与が領域２１６に等価であることを示して
いる。したがって、新たなオーバプリント領域（２１６＋２１７）は、オーバプリントし
ているグラフィックエレメント２０３及び２０４に対応する、領域２１６及び２１７の結
合として定義される。
【００５２】
　オーバプリントエレメントのアイデンティティ３１８は、オーバプリント領域である例
示的なオーバラップ領域を示している。エントリは、オーバプリントグラフィックエレメ
ントのジェネレータ１１４により生成されたオーバプリントグラフィックエレメントを規
定する。なお、簡単さのため、全ての潜在的なオーバプリント領域が図３Ｂに示されてい
ない。たとえば、グラフィックエレメント２０４及び２０１のオーバラップにより定義さ
れる領域は、オーバラップエリア２１５，２１６、及び２１９－２２１をカバーするオー
バプリント領域である。
【００５３】
　図４は、オーバプリントエンジン１１０によるドキュメント１０１の処理に対応する、
修正されたドキュメント１０２の一部を例示する図である。例示される修正されたドキュ
メント１０２の部分は、図２に例示されたドキュメント１０１の部分に対応する。図にお
けるパターンは、新たなオーバプリントグラフィックエレメント４０１－４１２がコント
リビューティンググラフィックエレメントによりペイントされた色を突き出すため、結合
された色でペイントする。ドキュメント１０１がカラーマッチングされていない場合、そ
の視覚的な外観及び修正されたドキュメント１０２は、実質的に同じである。
【００５４】
　しかし、カラーマッチングが生じたとき、ドキュメント１０１におけるコントリビュー
ティンググラフィックエレメントの色は、オーバプリントに定義されるグラフィックエレ
メントの色素の値がゼロからある非ゼロの値に調節されるように変換される。不透明なイ
メージングモデルと関連されるようなカラーコントリビューションルールは、変換された
グラフィックエレメントがオーバラップ領域において色を与え、望まれない結果を生じる
やり方で変化する。修正されたドキュメント１０２で定義されるようなカラーマッチング
の前に結合された色をもつオーバプリントグラフィックエレメントを作成することで、カ
ラーマッチングされたドキュメントは、オーバプリントされない領域と同様にオーバプリ
ント領域でドキュメント１０１の意図された色に更に密に類似する色を生成する。
【００５５】
　図５は、図４で示されるオーバプリントグラフィックエレメントに関する例示的な情報
を説明する図である。図５における行は、それぞれオーバプリントエレメントアイデンテ
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ィティ５０２について提供される。列は、それぞれコントリビューティング（グラフィッ
ク）エレメントのアイデンティティ５１２について提供されている。それぞれの行及び列
の交点は、対応するオーバプリントグラフィックエレメント（行）に対する、コントリビ
ューティンググラフィックエレメント（列）により与えられる色素の値に関する情報を含
んでいる。それぞれのオーバプリントグラフィックエレメントについて、更なる情報が提
供される。５０４を表現するためのエレメントタイプは、コントリビューティンググラフ
ィックエレメントのタイプに基づいて、最良にオーバプリント領域を表現するために選択
されるグラフィックエレメントのタイプを識別する。カラースペース５０８は、オーバプ
リントグラフィックエレメントの色を表現するために選択されたカラースペースモデルを
識別する。色素５１０は、オーバプリントグラフィックエレメントによりペイントされる
色素を識別する。グラフィックエレメントの表現及びカラーコントリビューションを選択
するための方法の詳細は、以下に説明される。
【００５６】
　［例示的な方法］　
　図６Ａは、図１で例示される処理エレメントに対応するオーバプリントされたグラフィ
ックドキュメントをカラーマッチングするための例示的な方法を例示するフローチャート
ダイアグラムである。本方法は、ドキュメント１０１を取得することで、ブロック６０１
で開始する。つぎに、グラフィックエレメントアナリシスエンジン１１２は、オーバプリ
ント領域を識別する。つぎに、ブロック６３０で、オーバプリントグラフィックエレメン
トジェネレータ１１４は、識別されるそれぞれオーバプリント領域について、新たなオー
バプリントグラフィックエレメントを形成する。オーバプリントグラフィックエレメント
ジェネレータ１１４は、修正されたドキュメント１０２で、これら新たなグラフィックエ
レメントを保存する。
【００５７】
　つぎに、ブロック６５０で、カラーマッチャー１２２は、ターゲットデバイス１２６の
ために色を変換するため、たとえばワークフローシステムから供給されるか、又は修正さ
れたドキュメント１０２若しくは他のエンティティから供給される場合がある色情報１１
６を使用する。色情報１１６は、たとえば、以下のうちの１以上を有する。　
・ターゲットカラースペースは、デバイスＣＭＹＫ又はデバイスＮのようなカラースペー
ス、及びそのカラースペースを含む色素のセットを識別する。プロセスの色素が識別され
る。ターゲットカラースペースにより定義される残りの色素は、ターゲットデバイスによ
りペイントされるために利用可能なスポット色素である。
・スポット色素のレシピは、ターゲットデバイスによりペイントされない特定のスポット
色素をシミュレートするときに使用されるべきプロセスの色素の組み合わせを識別する。
・ターゲットカラープロファイルは、ターゲットデバイスでマッチングカラーを達成する
ため、デバイスに独立なコネクションスペースで定義される色の値をどのように修正する
かを識別する。
・ソースカラースペースは、１以上のカラースペース及びそれぞれのカラースペースを有
する色素のセットを識別する。
・ソースカラープロファイルは、デバイスに独立なコネクションスペースにおけるマッチ
ングカラーを達成するため、ソースデバイスに対応するソースカラースペースで定義され
る色の値をどのように修正すべきかをそれぞれ識別する。
【００５８】
　カラーマッチャー１２２は、そのフォーマットにある場合に修正されたドキュメント１
０２のＰＤＬを解釈し、色情報１１６に基づいて修正されたドキュメント１０２における
それぞれのグラフィックエレメントのカラースペース及び色素の値を調節する。カラーマ
ッチングは、１実施の形態によれば、以下に記載されるように行われる。他のカラーマッ
チング方法も可能である。ソースカラースペースで定義される色は、ソースカラープロフ
ァイルを使用して、デバイスに独立なコネクションスペースにはじめに変換される。次い
で、ターゲットカラープロファイルを使用してターゲットカラースペースに変換される。
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デバイスに独立なコネクションスペースにおける色は、ターゲットカラースペースに変換
される必要がある。ターゲットカラースペースに既にある色は、変換される必要がない。
スポットの色素は、スポット色素のレシピに基づく色素の値をもつソースカラースペース
に変換され、次いで、ソースカラープロファイルに基づくデバイスに独立なスペースに変
換される。次いで、シミュレートされたスポット色素の値は、ターゲットカラープロファ
イルに基づいてターゲットカラースペースに変換される。
【００５９】
　つぎに、ブロック５１で、カラーマッチャー１２２は、色整合されたドキュメント１０
３として変化を保存する。カラーマッチングされたドキュメント１０３は、ＰＤＬ又はデ
ィスプレイリストのような適切なフォーマットを有する。次いで、本方法は、ブロック６
５２で終了する。
【００６０】
　［オーバプリント領域の分析］
　図６Ｂは、オーバプリント領域を識別するための例示的な方法を説明するフローチャー
トである。本方法は、ブロック６１１で開始し、ブロック６１２に進み、必要であれば、
ドキュメント１０１のＰＤＬは、ディスプレイリストフォーマットに解釈される。つぎに
、ブロック６１３は、ディスプレイリストにおける最初のエレメントを取得し、ブロック
６１４で、これがシングルエレメントであるか、又はブレンドのようなコンポジットグラ
フィックエレメントのコンポーネントであるかを判定する。
【００６１】
　１実施の形態では、コンポジットエレメントは、パイプラン化されたグラフィックエレ
メントプロセッサアーキテクチャを使用することで識別される。以前のプロセッサは、一
連のシングルエレメントから構成されるコンポジットグラフィックエレメントを識別し、
シングルエレメントの代わりに後続するプロセッサにコンポジットグラフィックエレメン
トを放出する。シングルエレメントは、コンポジットエレメントの一部であるとして識別
されず、プロセッサにより放出される。同様に、シングルグラフィックエレメントは、同
じ視覚的な外観を生成する１を超えるグラフィックエレメントに分離される。ロジックを
決定するオーバプリント領域は、これら複雑度を低減するプロセスを利用する後続するプ
ロセスで存在することができる。したがって、グラフィックエレメントアナリシスエンジ
ン１１２は、一連のパイプライン化されたプロセスを含む。
【００６２】
　グラフィックエレメントがシングルエレメントである場合、本方法は、ブロック６１５
に進み、固有のエレメント識別子が形成され、対応するグラフィックエレメントと関連付
けされる。１実施の形態では、グラフィックエレメントアナリシスエンジン１１２は、オ
ーバプリントグラフィックエレメントジェネレータ１１４に修正されたディスプレイリス
トを提供し、この情報は、ドキュメント１０１のディスプレイリストにおけるグラフィッ
クエレメントの更なる特性として関連付けされる。他の実施の形態では、グラフィックア
ナリシスエンジン１１２は、オーバプリントグラフィックエレメントジェネレータ１１４
に修正されたＰＤＬを提供し、情報は、ＰＤＬのマークされたコンテンツ機能を使用して
関連付けすることができる。
【００６３】
　グラフィックエレメントがコンポジットエレメントのコンポーネントである場合、本方
法はブロック６１６に進み、コンポジットエレメントと先に関連付けされる同じエレメン
ト識別子は、コンポーネントエレメントと関連付けされる。
【００６４】
　ブロック６１５又はブロック６１６の後、本方法はブロック６１７に進み、（最後のコ
ンポーネントが識別された後、またはインクリメンタル的なやり方で）シングルエレメン
ト又はコンポジットエレメントについて、近似的なアウトラインが形成される。近似的な
アウトラインは、対応するグラフィックエレメント識別子と関連付けされ、オーバラップ
領域を決定するために後に使用される。近似的なアウトラインは、以下のように生成する
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ことができる。
・パスグラフィックエレメント（Path　Graphic　Element）：パスがフィルされたのみで
ある場合、アウトラインは、パスにより通過されるエリア（たとえばフィルエリア）の内
部を識別する。パスがストロークされたのみである場合、アウトラインは、パスにより通
過されるストロークされたエリアを識別する。パスが同じ色素の値でストローク及びフィ
ルされた場合、アウトラインは、先に記載されたエリアの結合を定義する。パスが異なる
色素の値でストローク及びフィルされた場合、グラフィックエレメントアナリシスエンジ
ン１１２は、エレメントを視覚的に等価な、パスグラフィックエレメントのストローク及
びフィルされた部分を表す個別のグラフィックエレメントに変換する。
・テキストグラフィックエレメント（Text　Graphic　Element）：アウトラインは、パス
グラフィックエレメントについて使用されるものに類似したやり方で生成される。しかし
、計算上のオーバヘッドを低減するため、テキストパスのアウトラインは、グラフィック
エレメントの特性に基づいて近似として生成される場合がある。近似は、オーバラップ領
域を決定するために十分である。
・シェーディンググラフィックエレメント（Shading　Graphic　Element）：アウトライ
ンは、フィルドパスグラフィックエレメントのために使用されるものに類似のやり方で生
成される。
・イメージグラフィックエレメント（Image　Graphic　Element）：アウトラインは、画
素の全てによりカバーされるエリアを識別する、グラフィックエレメントについて定義さ
れるジオメトリに基づいて、生成される。
・イメージマスクグラフィックエレメント（Image　Mask　Graphic　Element）：アウト
ラインは、グラフィックエレメントについて定義されるイメージジオメトリ及びマスクデ
ータに基づいて生成され、マスクのペイントイネーブル部分（paint-enable　portion）
によりカバーされるエリアを識別する。
・マスクイメージグラフィックエレメント（Masked　Image　Graphic　Element）：アウ
トラインは、イメージマスクグラフィックエレメントについて使用されるものに類似のや
り方で生成される。
・コンポジットグラフィックエレメント（Composite　Graphic　Element）：アウトライ
ンは、コンポーネントグラフィックエレメントのアウトラインの結合として生成される。
【００６５】
　アウトラインを作成した後、本方法は、ブロック６１８に進み、更なるグラフィックエ
レメントのテストが実行される。ディスプレイリストに更なるグラフィックエレメントが
存在する場合、本方法は、次のグラフィックエレメントを調べるため、ブロック６１３に
進む。さもなければ、更なるグラフィックエレメントが存在しない場合、本方法はブロッ
ク６１９に進む。
【００６６】
　ブロック６１９は、グラフィックエレメントのアウトラインジオメトリを比較すること
で全てのオーバラップ領域を識別する。２以上のアウトラインがオーバラップするかを判
定するための方法は、当該技術分野で公知である。概念的に、検査されるべき組み合わせ
の数を低減するための方法が存在するが、２以上のグラフィックエレメントの全ての組み
合わせが検査される。識別されるそれぞれオーバラップ領域について、領域を形成するグ
ラフィックエレメントの集合は、（たとえば、エレメントは上で最後にペイントされる）
逆のペイント順序で領域と関連付けされる。
【００６７】
　つぎに、ブロック６２０で、カラーコントリビューションについてそれぞれオーバラッ
プ領域を検査するプロセスは、最初のオーバラップ領域で開始し始める。ブロック６２１
で、領域と関連される最上位のグラフィックエレメントが最初に検査される。
【００６８】
　つぎに、ブロック６２２で、本方法は、グラフィックエレメントがオーバラップ領域に
色を与えるかを判定する。以下に記載されるような、カラーコントリビューションルール
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のセットは、テストとして使用される。グラフィックエレメントが色を与えない場合、本
方法は、ブロック６２１に進み、オーバラップ領域と関連される次のグラフィックエレメ
ントを取得する。さもなければ、本方法は、ブロック６２３に進む。
【００６９】
　カラーマッチングされたドキュメントの複雑度は、様々な手段により低減することがで
きる。例として、オーバラップ領域でペイントするが、色を与えないグラフィックエレメ
ント（たとえば、他のエレメントにより完全に塞がれたエレメント）は、オリジナルドキ
ュメントに関する情報が結果として失われるが、複雑度を低減するためにドキュメントか
ら除かれる。
別の例として、（たとえば、スポット色素により）ターゲットデバイスによりネイティブ
にプリントされる色を定義するグラフィックエレメントは、オーバプリントグラフィック
エレメントの複雑度を低減するか、又はそのクリエーション（たとえば、２つのみのオー
バラップするエレメント）を防止するため、このステップで無視される。
【００７０】
　ブロック６２３で、グラフィックエレメント識別子は、オーバラップ領域に関連される
、スタックのトップに追加される。つぎに、ブロック６２４で、本方法は、更なるグラフ
ィックエレメントがオーバラップ領域と関連付けされるかを判定する。更なるグラフィッ
クエレメントが存在する場合、本方法は、ブロック６２１に進み、次のグラフィックエレ
メントが調べられる。オーバラップ領域に対応する更なるグラフィックエレメントが存在
しない場合、本方法はブロック６２５に進む。
【００７１】
　ブロック６２５に進み、本方法は、オーバラップ領域のグラフィックエレメントのスタ
ックはオーバプリント領域であるかを調べ、その場合、それが固有のオーバプリント領域
であるかを調べる。スタックが唯一の色を与えているグラフィックエレメントを含む場合
、オーバプリント領域ではない。スタックが色を与える１を超えるエレメントを含む場合
、それらグラフィックエレメントのスタックが整合するかを判定するため、前に生成され
たオーバプリント領域に対して検査される。整合が発見されない場合、オーバラップ領域
はオーバプリント領域であると断定され、本方法は、ブロック６２７に進む。さもなけれ
ば、本方法はブロック６２６に進み、そのジオメトリが他のスーパーセットである領域が
保持される。
【００７２】
　ブロック６２７に進み、本方法は、更なるオーバラップ領域が検査されるべきとして残
されているかを判定する。残されている場合、本方法はブロック６２０に進み、次のオー
バラップ領域を調べる。さもなければ、本方法はブロック６２８に進み、終了する。
【００７３】
　［オーバプリントグラフィックエレメントジェネレーション］
　図６Ｃは、オーバプリント領域に対応するオーバプリントグラフィックエレメントを含
む修正されたドキュメントを作成するための例示的な方法を説明するフローチャートであ
る。本方法は、ブロック６３１で開始する。本方法はブロック６３２に進み、修正された
ディスプレイリストにおける最初のグラフィックエレメントが調べられる。グラフィック
エレメントは、シングル又はコンポジットグラフィックエレメントのいずれかとすること
ができる。
【００７４】
　本方法はブロック６３３に進み、現在のグラフィックエレメントの識別子がそのスタッ
クにおけるトップエレメントとしてその識別子を有するオーバプリント領域に対応するか
を決定する。スタックにおけるトップエレメントではない場合、グラフィックエレメント
情報がキャッシュされ、本方法はブロック６３２に進み、修正されたディスプレイリスト
における次のグラフィックエレメントを調べる。現在のグラフィックエレメントがスタッ
クにおけるトップエレメントである場合、スタックにおける全てのエレメントがキャッシ
ュされ、本方法はブロック６３４に進む。
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【００７５】
　多数のスタックが存在し、現在のグラフィックエレメントがスタックのトップにある場
合、本方法は順にスタックを処理する。１実施の形態では、順序は、スタックを比較する
ことに基づいている。たとえば、スタックは、相対的な順序を判定するためにペアで連続
的に比較される。比較されている２つのスタックについて、それらのエレメントは、ペイ
ントする順序でエレメント毎に調べられる。最初の異なるエレメントが発見されたとき、
後のペインティングエレメントを有するスタックが他のスタックの後に順序付けされる。
さらに、あるスタックが他のスタックと同じエレメントを有するが、更なるエレメントを
有する場合、長いスタックは短いスタックの後に順序付けされる。
【００７６】
　ブロック６３４に進み、本方法は、オーバプリント領域を表すために使用されるべきグ
ラフィックエレメントタイプを決定する。タイプは、スタックで識別されたグラフィック
エレメントの１つと対応するために選択されるか、又は、異なるタイプからなるように選
択される。最良の表現を選択する詳細は、以下に説明される。スタックにおけるグラフィ
ックエレメントの１つがオーバプリント領域を表すために選択されたと仮定すると、本方
法は、オーバプリント領域をペイントする根拠として、そのグラフィックエレメントを使
用することを進める。
【００７７】
　つぎにブロック６３５で、本方法は、オーバプリント領域と関連付けされたグラフィッ
クエレメントのスタックが１を超えるイメージ又はマスクされたイメージを含むかを判定
する。含まない場合、本方法はブロック６３７に進む。さもなければ、本方法はブロック
６３６に進み、それらの画素が一致するように、必要であれば、グラフィックエレメント
が修正される。これは、１以上の画素アレンジメントについて新たな座標系を確立するこ
と、及び／又はそれぞれの画像について画素数の変更を必要とする場合がある。画像のア
ウトラインが再生成される必要もある。
【００７８】
　ブロック６３７に進み、本方法は、スタックで識別された残りのエレメントに基づいて
、クリッピングパスを生成する。グラフィックエレメントアナリシスエンジン１１２によ
り生成される近似的なアウトラインは、クリッピングパスを生成するために使用される。
それぞれのグラフィックエレメントのクリッピングパスは、それらの交点のジオメトリを
定義する新たなクリッピングパスを形成するために結合される。
【００７９】
　ブロック６３８で、新たなクリッピングパスは、ブロック６３４で決定されたペインテ
ィンググラフィックエレメントの表現をクリップするために使用される。これは、オーバ
プリント領域でのみペイントするように、定義されるオーバプリントグラフィックエレメ
ントとなる。つぎに、ブロック６３９で、スタックにおけるそれぞれのエレメントからの
寄与している色素の値が結合される。色素の値は、たとえば以下に記載されるように結合
される場合がある。寄与しているグラフィックエレメントのいずれもオーバプリント領域
を表現するために選択されない場合、全ての寄与しているグラフィックエレメントからの
アウトラインは、そのエリアが少なくともクリッピングパスにより囲まれたエリアをカバ
ーする代表的なグラフィックエレメントで使用されるべきクリッピングパスを形成するた
めに使用される。
【００８０】
　ブロック６４０で、本方法は、関連されるスタックで最上位のグラフィックエレメント
の後にペイントするように、修正されたディスプレイリストに新たなオーバプリントグラ
フィックエレメントを追加する。つぎに、ブロック６３３で、本方法は、他のオーバプリ
ント領域がそのスタックのトップで現在のエレメントを有するかを判定する。有する場合
、本方法はブロック６３４に進む。さもなければ、本方法は、ブロック６４１に進む。
【００８１】
　ブロック６４１で、本方法は、更なるエレメントが検査されるべきディスプレイリスト
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で利用可能であるかを判定する。利用可能である場合、本方法はブロック６３２に進む。
さもなければ、本方法は、ブロック６４２に進み、修正されたディスプレイリストは、Ｐ
ＤＬフォーマットに変換され、修正されたドキュメント１０２として保存される。
【００８２】
　［オーバプリントグラフィックエレメントカラー］
　カラーコントリビューションルールは、グラフィックエレメントがオーバプリント領域
に色を与えるか否かを判定するために確立することができる。寄与しているグラフィック
エレメントからの色を結合するための方法を確立することができる。カラーコントリビュ
ーションルールのセットの目的は、アーティストの意図と合理的な複雑度のレベルとが密
に類似する結合された色を提供することである。結合する方法は、グラフィックエレメン
トが特定のカラースペースを定義すること、又は、グラフィックエレメントが共通のカラ
ースペースを定義すること若しくは少なくとも一致する色素のセットを定義することを必
要とする場合がある。たとえば、デバイスに依存するカラースペース及びデバイスに独立
なカラースペースからの色素は、加法的な色素及び減法的な色素であるように一致しない
。しかし、ソースデバイスＣＭＹＫカラースペースで定義された色素は、減法的なデバイ
スＮ又はセパレーションカラースペースで定義された色素と一致する。
【００８３】
　ＰＤＬ仕様により定義された１つのルールのセットは、一致する減法的なカラースペー
スにより定義された色に基づいており、不透明な画像形成モデルを使用してペイントされ
る。例として、オーバプリントの設定がイネーブルにされることなしに、グラフィックエ
レメントがペイントに設定される１つのルールは、その前でペイントされるグラフィック
エレメントを、それらがオーバラップするエリアで不明瞭にする。
【００８４】
　ここで言い換えられるセットにおける他のルールは、オーバラップ領域で先にペイント
しているグラフィックエレメントが、オーバプリントに定義され、オーバラップ領域で後
にペイントされる、グラフィックエレメントによりペイントされていない色素についてオ
ーバラップ領域で色を与えることを指示している。たとえば、シアン及びマゼンダをペイ
ントしている第一のグラフィックエレメントは、マゼンダ及びイエローをペイントしてい
る第二のグラフィックエレメントによりオーバラップされる。オーバラップ領域の色の寄
与は、第一のグラフィックエレメントからのシアンの色素の値及び第二のグラフィックエ
レメントからのマゼンダ及びイエローの色素の値を含む。言い換えれば、後にペイントさ
れるグラフィックエレメントからの色素の値が優位になる。更なるルールは、イメージタ
イプからではなく、色素についてゼロ値を定義するグラフィックエレメントは、先のペイ
ントしているグラフィックエレメントがオーバプリント領域にその色素を与えるのを防ぐ
ことを指示する。逆に、ＣＭＹＫ色素を定義する画像は、先のペイントしているグラフィ
ックエレメントがオーバプリント領域でそれらの色素を与えるのを防ぐ。
【００８５】
　透明な画像形成モデルに固有なルールを含む、他のオーバプリントカラーコントリビュ
ーションのルールのセットが可能である。透明な画像形成モデルでは、オーバラップ領域
における先のペイントされたグラフィックエレメントのカラーコントリビューションは、
後にペイントされたグラフィックエレメントの透明度の程度の関数である。グラフィック
エレメントは、それらの透明性を規定する透明度の属性を有する場合がある。
【００８６】
　寄与しているグラフィックエレメントが一致するソースカラースペースを定義するケー
スについて、デバイスＮのカラースペースは、グラフィックエレメントから寄与された色
素を表現するために便利にも使用される。Ｎの値は、全ての寄与するグラフィックエレメ
ントにより、集合的にペイントされる色素の数により決定される。
【００８７】
　たとえば、オーバプリントグラフィックエレメント４０１は、値２０７－２０６を含む
オーバプリント領域スタックと関連付けされる。グラフィックエレメント２０７は、マゼ
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ンダ、イエロー及びブラックの色素を含むデバイス３ソースカラースペースで定義される
。グラフィックエレメント２０６は、非ゼロのシアンの色素を含むデバイスＣＭＹＫソー
スカラースペースで定義される。結合されたデバイス４ソースカラースペースは、グラフ
ィックエレメント２０６により寄与されるシアンの色素、及びグラフィックエレメント２
０７により寄与されるマゼンダ、イエロー及びブラックの色素で選択される。
【００８８】
　寄与しているグラフィックエレメントのソースカラースペースが他の寄与しているグラ
フィックエレメントのカラースペースと一致しない場合、一致する色にグラフィックエレ
メントの色を変換することが適切である場合がある。ルール及び結合する方法の更なるセ
ットは、一致しない色素をオーバプリント領域でどのように結合すべきかを判定するため
に定義することができる。１つの可能性のあるルールのセットは、表１に記載されている
。これらのルールのセットの目的は、たとえば、複雑度のレベルを保持又は低減しつつ、
色の忠実度及びアーティストの意図との一貫性を保持又は増加することにある場合がある
。なお、広いギャマットのカラースペースは、たとえば、ＤｅｖｉｃｅＲＧＢ、ＣａｌＲ
ＧＢ、ＤｅｖｉｃｅＧｒａｙ、ＣａｌＧｒａｙ、Ｌａｂ、及びＩＣＣＢａｓｅｄを含む。
狭いギャマットのカラースペースの例は、ＤｅｖｉｃｅＣＭＹＫ、Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　ＤｅｖｉｃｅＮを含む。減法的なカラースペースは、少なくとも減法的な色素
を定義する。減法的な色素は、プロセス色素又はスポット色素を有する場合がある。
【００８９】
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【表１】

　ルール＃１の例として、図３及び図５を参照して、オーバプリントグラフィックエレメ
ント４０６は、値２０４－２０３を含むオーバプリント領域スタックで関連される。グラ
フィックエレメント２０４は、シアン、グリーン及びレッドの色素を定義するデバイス３
ソースカラースペースで定義される。グラフィックエレメント２０３は、（ソースデバイ
スに独立な）ラボのカラースペースで定義される。デバイスＣＭＹＫソースカラースペー
スを仮定すると、グラフィックエレメント２０４は、デバイスＣＭＹＫの幾つかの色素を
ペイントする。したがって、グラフィックエレメント２０３の色は、デバイスＣＭＹＫソ
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ースカラースペースに変換される。グラフィックエレメント２０４は既にシアンを与えて
いるので、ルールセットは、グラフィックエレメント２０３がマゼンダ、イエロー及びブ
ラックを与えることを判定することができる。したがって、オーバプリントグラフィック
エレメント４０６は、シアン、グリーン及びレッド（２０３により制御される）、並びに
マゼンダ、イエロー及びブラック（２０４により制御される）を定義するデバイス６カラ
ースペースにより定義される。
【００９０】
　ルール＃２の例として、グラフィックエレメント２０３及び２０４のペイント順序を逆
転することを考え、グラフィックエレメント２０４はレッドのスポット色素をペイントし
ない。そのケースでは、そのプロセス色素がグラフィックエレメント２０３の広いギャマ
ットの色によりペイントされたと想定されるので、グラフィックエレメント２０３は変化
せず、グラフィックエレメント２０４は色を与えない。
【００９１】
　ルール＃３の例として、図３及び図５を参照して、オーバプリントグラフィックエレメ
ント４０４は、値２０９－２０３を含むオーバプリント領域のスタックで関連付けされる
。グラフィックエレメント２０９は、ピンクの色素を定義するセパレーションソースカラ
ースペースで定義される。グラフィックエレメント２０３は、ラボのカラースペースで定
義される。デバイスＣＭＹＫソースカラースペースを考えると、グラフィックエレメント
２０９は、ソース色素の何れかをペイントしない。したがって、グラフィックエレメント
２０３のラボカラーは、ターゲットカラースペースに変換される。例示的なターゲットカ
ラースペースがヘキサクロムプロセスの色素（シアン、マゼンダ、イエロー、ブラック、
オレンジ及びグリーン）を含むデバイスＮカラースペースであることを思い出されたい。
ターゲットデバイスが、ヘキサクロムプロセス色素及びピンクスポット色素を定義するデ
バイス７（又は７よりも高い）カラースペースを定義すると仮定すると、オーバプリント
グラフィックエレメントのカラースペースは、ヘキサクロムプロセス色素（２０３により
与えられる）及びピンクスポット色素（２０９により与えられる）によりデバイス７カラ
ースペースとして定義される。オーバプリントグラフィックエレメントは、カラーマッチ
ングが既に実行されたことをカラーマッチャー１２２に指示するためにマークされる。
【００９２】
　ルール＃３の別の例として、図５に示されるように、ターゲットデバイスがピンクスポ
ット色素をペイントしないと仮定すると、グラフィックエレメント２０９のピンクスポッ
ト色素は、ヘキサクロムプロセス色素に変換される。２つのグラフィックエレメントのタ
ーゲットプロセス色素は、結合アルゴリズムを使用して結合される。様々なアルゴリズム
は、一般的なカラースペースに既に変換された色素を結合するために考案される。結合ア
ルゴリズムは、本発明の実施の形態によれば、以下の式を使用する。
【００９３】
【数４】

ここで、Valueは１つの色素について０から１までの値であり、Ｎはその色素に寄与する
グラフィックエレメントの数である。
【００９４】
　これらのルールに関するバリエーションも可能である。例として、フォアグランドの（
最上の）グラフィックエレメントが少なくとも１つのソースプロセス色素をペイントし、
バックグランドのグラフィックエレメントがソースプロセス色素をペイントせず、少なく
とも１つのスポット色素をペイントする場合、以下の方法（ソースカラースペースを通し
てバックグランドをフィルタリングする）が適用される。これにより、最初のルールより
もバックグランドのカラーコントリビューションのギャマットの圧縮がなくなる場合があ
る。
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【００９５】
　フィルタリング方法は、広いギャマットのカラースペースでペイントするそれぞれバッ
クグランドのグラフィックエレメントの色をソースデバイスのカラースペースに変換する
ことで開始する。つぎに、寄与するソースプロセス色素（たとえば、フォアグランドエレ
メントによりペイントされない）の値をゼロに設定する。残りの（寄与しない）色をター
ゲットカラースペースに変換する。また、完全なバックグランドのソースプロセスカラー
をターゲットカラースペースに変換する。アルゴリズムを使用して、ターゲットカラース
ペースにおける完全な色から寄与しない色を除く。これは、ソースカラースペースを通し
てフィルタリングされたバックグランドのグラフィックエレメントのターゲットの色素の
値が得られる。つぎに、フォアグランドのグラフィックエレメントのソースカラーをター
ゲットカラースペースに変換し、結合アルゴリズムを使用して、それぞれのグラフィック
エレメントからターゲットスペース色素を結合する。
【００９６】
　フィルタリングアルゴリズムは、本発明の１実施の形態によれば、結合アルゴリズムの
逆である、以下の式を使用する。
【００９７】
【数５】

ここでValueは１つの色素について０から１までの値である。様々なフィルタリングアル
ゴリズムは、様々な結合アルゴリズムの逆でありアルゴリズムを含めて考案される。
【００９８】
　色を結合する方法上述されたセットが与えられると、次の詳細は、寄与しているグラフ
ィックエレメントを表すために選択される、オーバプリントグラフィックエレメントタイ
プのコンテクストでこれらの方法を使用することである。
【００９９】
　［オーバプリントグラフィックエレメントタイプ］
　目的のセットは、寄与しているグラフィックエレメントタイプの組み合わせが与えられ
、オーバプリントグラフィックエレメントタイプの選択を支配する。目的は、制度を維持
又は増加すること、及び複雑さを保持又は低減することを含んでいる。寄与しているグラ
フィックエレメントの結合について、エレメントの選択は、最良の表現を判定するために
２つのグラフィックエレメントを比較すること、次いで、全ての残りの寄与にわたり繰り
返すことに簡略化される。図７は、寄与しているグラフィックエレメントタイプのペアに
ついて例示的なオーバプリントグラフィックエレメントを例示している。比較するために
グラフィックエレメントは、列７０２及び行７０４により識別される。列及び行の交点は
、それら出力プリント領域を表現するために好適なグラフィックエレメントタイプを識別
する。様々な組み合わせが以下に記載される。オーバラップ順序は、重要ではない。
【０１００】
　別のパスタイプとオーバラップするパスタイプは、（フィルド）パスタイプにより最良
に表現される場合がある。オーバプリントは、他のパスのアウトラインによりクリップさ
れる何れかのパスを使用してペイントされる。オーバプリントフィルカラーは、寄与して
いるパスのフィル又はストロークカラーに基づいて決定される。この表現は、寄与してい
るグラフィックエレメントと一貫した精度及び複雑度を提供する。
【０１０１】
　シェーディングタイプとオーバラップするパスタイプは、シェーディングタイプにより
最良に表現される場合がある。シェーディングは、クリップするためにパスを使用してペ
イントされる。シェーディングカラーは、パスの一定のフィル又はストロークカラー、及
びシェーディングの位置に依存する色に基づいて決定される。位置に依存する寄与してい
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る色素は、位置に依存したままである。この表現は、寄与しているグラフィックエレメン
トと一貫した精度及び複雑度を提供する。
【０１０２】
　ブレンド擬似タイプをオーバラップするパスタイプは、ブレンドタイプにより最良に表
現される場合がある。ブレンドのフィルドパスのそれぞれは、クリップするためにパスを
使用してペイントされる。それぞれのパスカラーは、オーバラップしているパスについて
先に記載されたように決定される。これは、寄与しているグラフィックエレメントと一致
する精度及び複雑度を提供する。代替的な表現は、ブレンドが近似である関数及び幾何学
的形状の情報が決定された場合にシェーディングである。これは、増加された色の精度及
び低減された複雑さを提供する。しかし、この情報を決定することが可能ではない場合が
ある。
【０１０３】
　ブレンド擬似タイプにオーバラップするブレンド擬似タイプのタイプは、ブレンド擬似
タイプにより同様に最良に表現される場合がある。ブレンドのフィルドパスのそれぞれは
、クリップするために他のブレンドのパスのそれぞれを使用してペイントされる。オーバ
プリントブレンドは、フィルドパスの新たなコレクションを有し、それぞれは、オーバラ
ッピングパスについて先に記載されたように決定される色を有する。１つのブレンドから
の幾つかのフィルドパスは、他のブレンドからのフィルドパスにオーバラップしない場合
がある。クリッピングにより、これらのエリアに何もペイントされないことを保証する。
この表現は、寄与しているグラフィックエレメントと一貫した精度及び複雑度を提供する
。それぞれのブレンドにおけるエレメントの数（Ｎ）が大きい場合、複雑度（Ｎ2）は余
りに大きくなる。このケースでは、好適な表現は画像である。後者のケースでは、それぞ
れのブレンドは、同時に起こる画素及びそれらの色素のセットに結合された画素毎にレン
ダリングされる。結合を表現するために選択された画素数は、精度及び複雑度をバランス
することに基づく。これらのオブジェクトをバランスするためのルールを予め決定するこ
とができる。
【０１０４】
　パスタイプにオーバラップするテキストタイプは、テキストタイプにより最良に表現さ
れる場合がある。テキストは、クリップするためのパスを使用してペイントされる。テキ
ストカラーは、パス及びテキストの一定のフィル又はストロークカラーに基づいて決定さ
れる。幾何学的な精度は、テキストタイプによるペイントにより維持される。色の精度及
び複雑度は、寄与しているグラフィックエレメントに準じる。
【０１０５】
　テキストタイプにオーバラップするテキストタイプもまた、テキストタイプにより最良
に表現される場合がある。いずれかのテキストは、クリップするために他方を使用してペ
イントするために選択される。テキストカラーは、両方のテキストグラフィックエレメン
トの一定のフィル又はストロークカラーに基づいて決定される。この表現によれば、色精
度及び複雑度は、寄与しているグラフィックエレメントに準じる。クリップしているテキ
ストグラフィックエレメントのみがフィルされた場合、幾何学的な精度の低減なしに、ク
リップするためにテキストが使用される。クリッピングテキストグラフィックエレメント
のみがストロークされた場合、ストロークされたエリアの近似的なアウトラインは、幾何
学的な制度の低減によりクリップするために使用される。同様に、テキストがストローク
及びフィルされた場合、結合されたフィル及びストロークエリアの近似的なアウトライン
がクリップするために使用される。一方のテキストのみがフィルされ、他方がストローク
された場合、ストロークされたテキストは、クリップするためにフィルされたテキストを
使用してペイントされる。他のケースでは、幾何学的な制度を低減することは、たとえば
画像表現を使用することで、色の精度を低減し、又は複雑度を増加するために好適な場合
がある。
【０１０６】
　図８Ａは、テキストをオーバプリントするテキストの例を示している。両方のテキスト
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グラフィックエレメント８０１及び８０４は、異なる定義されたストローク及びフィルカ
ラーを有する。グラフィックエレメントアナリシスエンジン１１２は、本方法を簡単にす
るため、フィルオンリ及びストロークオンリのテキストエレメント（８０２－８０３及び
８０５－８０６）にこれらグラフィックエレメントを分解する。これら４つのテキストグ
ラフィックエレメントのオーバラップの１部は、拡大８１０で示されており、オーバプリ
ント領域８１１－８１４が示されている。オーバプリントテキストグラフィックエレメン
ト８１１は、クローズドパスセクション８１１Ａ－８１１Ｄを有しており、グラフィック
エレメント８０５によりクリップされるグラフィックエレメント８０２のオーバラップを
表している。オーバプリントテキストグラフィックエレメント８１２は、クローズドパス
セクション８１２Ａ－８１２Ｂを有しており、グラフィックエレメント８０３によりクリ
ップされるグラフィックエレメント８０５のオーバラップを表している。オーバプリント
テキストグラフィックエレメント８１３は、クローズドパスセクション８１３Ａ－８１３
Ｂを有し、グラフィックエレメント８０６によりクリップされるグラフィックエレメント
８０２のオーバラップを表している。オーバプリントテキストグラフィックエレメント８
１４は、グラフィックエレメント８０６によりクリップされるグラフィックエレメント８
０３のオーバラップを表している。それぞれオーバプリントグラフィックエレメントの色
は、テキスト８０２、８０３、８０５及び８０６について定義された４つの色のそれぞれ
により与えられる色素に依存して、図示されるように全く異なる。
【０１０７】
　ブレンド擬似タイプをオーバラップするテキストタイプは、パスブレンドケースに類似
して、ブレンド擬似タイプにより最良に表現される場合がある。ブレンドフィルドパスの
それぞれは、クリップするためにテキストを使用してペイントされる。これは、寄与して
いるグラフィックエレメントに準じた色精度及び複雑度を提供する。幾何学的な精度は、
クリッピングについてテキスト幾何学的情報又は近似的なアウトラインの使用に依存する
。
【０１０８】
　図８Ｂは、ブレンドをオーバプリントするテキストの例を示している。グラフィックエ
レメント８２１（破線で示されるバウンディングボックス）は、５０％のシアンフィルカ
ラー及びストロークなしによるテキストグラフィックエレメントである。グラフィックエ
レメント８２２は、垂直方向に配置された１０のフィルドパスを有するブレンドグラフィ
ックエレメントである。それぞれフィルドパスのペイントされた色素は、ブラックであり
、それぞれのフィルで一定の色素の値をもつ。色素の値は、下での０％から上での１００
％まで、１０％だけフィル間で変化する。グラフィックエレメント８２１及び８２２は明
確さのために個別に示されているが、それらバウンディングボックスが揃えられるように
オーバラップする。グラフィックエレメント８２３は、得られるオーバプリントグラフィ
ックエレメントを示す。このグラフィックエレメントは、ブレンド８２２に類似した一連
の水平方向のフィルドパス（破線で示される８２３Ａ－８２３Ｋのバウンディングボック
ス）を有するブレンドグラフィックエレメントである。それぞれのフィルドパスの色は一
定であり、８２３Ａは５０％シアン、及び０％ブラックの色を有し、８２３Ｋは５０％シ
アン及び１００％ブラックを有する。それぞれのフィルドパスは、テキストによりアウト
ラインされるエリアが色をペイントするように、テキストグラフィックエレメント８２１
から導出されるクローズドパスセクション８２４－８２９によりクリップされる。
【０１０９】
　シェーディングタイプをオーバラップするテキストタイプは、シェーディングタイプに
より最良に表現される場合がある。シェーディングは、クリップするためにテキストを使
用してペイントされる。シェーディングカラーは、テキストの一定のフィル又はストロー
クカラー及びシェーディングの位置に依存する色に基づいて決定される。位置に依存して
いた寄与する色素は、位置に依存したままである。これは、寄与しているグラフィックエ
レメントに準じた色精度及び複雑度を提供する。幾何学的な精度は、テキストの幾何学的
形状の情報又はクリップのための近似的なアウトラインの使用に依存する。
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【０１１０】
　ブレンド擬似タイプをオーバラップするシェーディングタイプは、シェーディングのコ
レクションにより最良に表現される。ブレンドのフィルドパスのそれぞれは、シェーディ
ングタイプに変換され、オリジナルのシェーディンググラフィックエレメントによりクリ
ップされる。それぞれのシェーディングカラーは、対応するパスの一定のフィル及びオリ
ジナルのシェーディングのグラフィックエレメントの位置に依存した色に基づいて決定さ
れる。コレクションにおけるそれぞれ新たなシェーディンググラフィックエレメントにつ
いて、オリジナルのシェーディンググラフィックエレメント及び新たなシェーディングエ
レメントのジオメトリに基づいた、新たなシェーディングの定義が決定される。これは、
寄与しているグラフィックエレメントに準じた精度及び複雑度を提供する。低減された複
雑度は、画像表現を選択することで可能な場合がある。
【０１１１】
　シェーディングタイプにオーバラップするシェーディングタイプは、画像タイプ又はシ
ェーディングタイプにより最良に表現される場合がある。シェーディングを選択すること
は、位置に依存した色を支配する機能を結合することが余りに複雑ではない場合に、色の
精度について好適である。さもなければ、シェーディング表現が余りに複雑である場合、
好適な表現は画像である。
【０１１２】
　図８Ｃは、シェーディングをオーバプリントするシェーディングを表すために選択され
る画像表現の例を示している。グラフィックエレメント８３０及び８３１が明確さのため
に個別に示されているが、それらのバウンディングボックスが揃えられるようにオーバラ
ップする。シェーディンググラフィックエレメント８３０は、ブラックの色素をペイント
し、その値は、下での０％から上での５０％に変化する。シェーディンググラフィックエ
レメント８３１のシアン色素は、その値が左での０％から右での１００％に変化する。イ
メージグラフィックエレメント８３２は、オーバプリント領域を表し、８３３Ａ－Ｆは第
一の画素の行を含み、８３８Ａ－Ｆは最後の画素の行を含む。画素８３３Ａの色は、ブラ
ック５０％及びシアン０％である。画素８３３Ｆの色素の値は、ブラック５０％及びシア
ン１００％である。画素８３８Ａの色素の値は、ブラック０％及びシアン０％である。画
素８３８Ｆの色素の値は、ブラック０％及びシアン１００％である。残りの画素は、シェ
ーディング機能の形状に対応するシアン及びブラックの色素の値を有する。
【０１１３】
　他のタイプの何れかをオーバラップするイメージタイプは、イメージタイプにより最良
に表現される場合がある。画像のピクセルは、クリップするために他のタイプを使用して
ペイントされる。結合された色は、画素の色及び他のグラフィックエレメントの色（一定
、位置に依存す又は一致した画素の色）からの色素の値に基づいたそれぞれの画素の位置
で決定される。これは、少なくとも画像に寄与するエレメントに準じる精度及び複雑度を
提供する。この表現は、特に画像を表現するために選択される画素数により決定される幾
何学的な精度をもつ、ラスタ装置で画像形成されたとき、オーバラップ領域の幾何学的形
状を表現することができるので、エレメントタイプの任意の組み合わせについて代替的な
表現とすることができる。その色の精度もまた制限される。しかし、複雑度が支配的なフ
ァクタとなる場合、画像は好適な表現となる場合がある。
【０１１４】
　図８Ｄは、画像をオーバプリントする画像の例を示している。イメージグラフィカルエ
レメントは、ページで揃えられた座標系で配置された、４つの画素８４１を有するとして
示されている。別のイメージグラフィカルエレメント（破線で示されたバウンディングボ
ックス）は、ページと相対的に４５°で回転される座標系で配置される、１６の画素８４
２を有するとして示されている。２つの画像が明確さのために個別に示されているが、揃
えられたバウンディングボックスの左及び下側でオーバプリントされる。
【０１１５】
　ピクセルグリッド８４３は、画素８４１及び８４２を結合するために決定される。様々
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な方法は、ピクセルグリッド８４３を決定するために使用することができる。例として、
それぞれのディメンジョンにおける画素数は、それぞれ寄与しているグラフィックエレメ
ントの同じディメンジョンにおける画素数の最大値（又はある倍数）とすることができる
。１つの寄与しているグラフィックエレメントの座標系は、イメージピクセルグリッドの
座標系として使用するか、又は、別の座標系を決定することができる。それぞれ寄与して
いるイメージグラフィックエレメントからの画素は、オーバプリントイメージピクセルグ
リッドと揃えるためにマッピングされる必要がある。
【０１１６】
　（影が付されて図示）画素８４４は、ピクセルイメージグリッド８４３に画像８４１を
マッピングすることで得られる。同様にして、（影が付されて図示）ピクセル８４５は、
ピクセルイメージグリッド８４３に画像８４２をマッピングすることから得られる。マッ
ピングされた画素の値は、１を超えるオリジナルが素に基づいて決定される。例として、
画素８４５Ｕは、２つの画素８４２とオーバラップし、画素８４５Ｎは画素８４２のうち
の１つとのみオーバラップする。画素の色を決定する１つの方法は、マッピングしたとき
、最も近いオリジナルの画素の色を選択することである。１つの代替として、近隣の画素
の色の解釈が使用される。
【０１１７】
　オーバプリントイメージピクセル８４６も示される。画素８４６Ａの色は、画素８４４
Ａによってのみ寄与される。画素８４６Ｂの色は、一致する画素８４４Ｂ及び８４５Ａに
より寄与される。画素８４６Ｅは、画素８４４又は８４５のいずれもその画素の位置で色
を与えないので色がない。画素８４６Ｋの色は、一致する画素８４５Ｈによってのみ寄与
される。同様に、影付けされた（又は影付けされていない）画素は、先に記載された例と
なる画素に類似して寄与されるそれらの色を有する。
【０１１８】
　マスクされた画像及びイメージマスクタイプは、図７で例示されていない。これら２つ
のタイプを含むグラフィックエレメントを表現するために行われる好適なアプローチは、
類似している。このアプローチは、一方の寄与するグラフィックエレメントでペイントし
、他方でクリップするのと同じ結果を達成するが、複雑度の低いやり方で達成される。マ
スクを含む２以上のグラフィックエレメント間のオーバラップが与えられると、グラフィ
ックエレメントの階層性は、オーバプリント領域を表現するために選択される。階層にお
けるグラフィックエレメントの数は、マスクを有する寄与するグラフィックエレメントの
数により決定される。
【０１１９】
　オーバプリントグラフィックエレメントの階層によりペイントされる色は、先に記載さ
れたように決定され、一定の色、位置に依存する色、又は画素毎の色である場合がある。
階層性のオーバプリントカラーを決定するとき、イメージマスクは、フィルドパスとして
扱われ、マスクされた画像は画像として扱われる。したがって、たとえば、少なくとも１
つのマスクされた画像を含むオーバプリント領域は、イメージマスクを含みつつ画素毎の
色を生成し、シェーディングは、位置に依存する色を生成する。
【０１２０】
　オーバプリントグラフィックエレメントの階層は、オーバプリントの色がペイントする
エリア（たとえばクリッピング領域）を指示する。それぞれのステップで、階層を通過し
て対応するマスクを適用することで、それぞれのマスクからのイネーブルにされた画素に
一致する、イネーブルにされた画素のパターンは、繰り返し構築される。多数のマスクさ
れたグラフィックエレメントをもつオーバプリント領域について、このプローチは、比較
的シンプルである。
【０１２１】
　あるＰＤＬでは、１以上のグラフィックエレメントを定義する言語コンテンツストリー
ムとしてパターンが定義される。典型的に、パターンは、ストローク又はフィルエリアは
、一定の色よりはむしろパターンでペイントされるように、色素の値をもつノーマルのカ
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ラースペースの代わりに、グラフィックエレメントのストローク又はフィルカラースペー
スについて規定することができる。ペイントされたエリアがパターンのディメンジョンよ
りも大きいとき、パターンは、パターンタイルの例の間の間隔を決定するタイリングベク
トルに従ってタイル張りされる。パターンの構築は、階層におけるエレメントをリンクさ
せるためのメカニズムを提供する。
【０１２２】
　オーバプリントグラフィックエレメントの階層のトップエレメントはイメージマスクで
ある。ボトムエレメントは、一定又は位置に依存するオーバプリントカラーに対応する、
イメージマスクである。代替的に、ボトムエレメントは、画素に依存した色に対応する、
マスクされた画像である。階層におけるそれぞれのエレメントは、オーバプリントのマス
クされたグラフィックエレメントの１つに対応するマスクを有する。トップエレメントは
、階層においてその下のグラフィックエレメントのパターンに対応するパターンであるフ
ィルカラースペースを定義する。階層におけるボトムエレメントは、オーバプリント領域
のオーバプリントカラーを定義する。
【０１２３】
　図８Ｅは、この例を説明している。イメージマスク８５１は、イエローフィルを定義し
ており、フィルドパス８５２によりオーバプリントされ、シアンフィルを定義する。それ
らの両者は、フィルドパス８５３によりオーバプリントされ、マゼンダフィルを定義する
。最終的に、イメージマスク８５４は、ブラックフィルを定義しており、全ての３つをオ
ーバプリントする。関心のあるオーバプリント領域８５５は、全ての４つのグラフィック
エレメントのオーバラップに対応する領域である。イメージマスクのピクセル８６１は、
イメージマスク８５１に対応しており、個別に示されている。カラーピクセルは、イメー
ジマスクピクセル８６１Ｂにより例示されており、ペインティングをイネーブルにする。
ホワイトピクセルは、イメージマスクピクセル８６１Ａにより例示されており、ペインテ
ィングをディスエーブルにする。同様に、イメージマスクピクセル８６４は、イメージマ
スク８５４に対応しており、個別に示されている。
【０１２４】
　処理マスク８５１は、オーバプリントグラフィックエレメントの階層におけるトップに
あるイメージマスクのグラフィックエレメントの生成を生じさせる。この上のグラフィッ
クエレメントは、イメージマスクピクセル８６１を有するマスクを含む。エレメントは、
階層における次のグラフィックエレメントを記述するパターンを定義するフィルカラース
ペースを含む。ピクセル８７０は、トップのイメージマスクグラフィックエレメントの外
観を示す。カラーピクセルは、ピクセル８７０Ｂにより例示されており、パターンのペイ
ンティングをイネーブルにする。ホワイトピクセルは、ピクセル８７０Ａにより例示され
ており、パターンのペインティングをディスエーブルにする。
【０１２５】
　階層における次のグラフィックエレメントは、イメージマスクであり、オーバプリント
領域におけるマスクをもつ２つのエレメントのみが存在するので、階層における下のエレ
メントである。このイメージマスクエレメントは、イメージマスクピクセル８６４を有す
るマスクを含む。また、エレメントは、デバイスＣＭＹＫカラースペースを定義するフィ
ルカラースペースを含む。また、エレメントは、ＣＭＹＫ色素のそれぞれについて色素の
値を有するフィルカラーを含む。寄与しているグラフィックエレメントのそれぞれが一定
の色を定義するので色はコンスタントである。特に、それぞれ寄与しているグラフィック
エレメントは異なる色素でペイントするので、イメージマスクの色素の値は、寄与してい
るグラフィックエレメントのそれぞれから色素の値の結合に対応する。
【０１２６】
　オーバプリント領域８５５に対応するピクセル８７５が示される。イメージマスクピク
セル８６１及び８６４は、パターンペインティング効果を例示するために示されている。
カラーピクセルは、ピクセル８７５Ｂにより例示されており、ＣＭＹＫ色素を含む下のグ
ラフィックエレメントにより定義された一定の色をペイントする。これらの画素は、イメ
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ージマスク８６１及び８６４の両者からの画素がペイントをイネーブルにする位置に対応
する。ホワイトピクセルは、ピクセル８７５Ａ、８７５Ｃ及び８７５Ｄにより例示されて
おり、このオーバプリントグラフィックエレメントについて色をペイントしない。しかし
、先のペインティンググラフィックエレメントからの色は、ディスエーブルにされた画素
を通して光る。
【０１２７】
　特に、８７５Ａにより例示された画素では、ＣＭＫ色素をもつ画素はペイントする。こ
れは、イメージマスクピクセル８６４がイネーブルにされる位置をオーバプリントするグ
ラフィックエレメント８５２－８５４により形成される先のペイントしているオーバプリ
ントグラフィックエレメントに対応する。同様に、８７５Ｄにより例示される画素では、
ＣＭＹ色素を持つ画素はペイントする。これは、イメージマスクピクセル８６１がイネー
ブルにされた位置をオーバプリントするグラフィックエレメント８５１－８５３により形
成される先のペイントしているオーバプリントグラフィックエレメントに対応する。最終
的に、８７５Ｃにより例示される画素では、ＣＭ色素をもつ画素はペイントする。これは
、グラフィックエレメント８５２－８５３のオーバプリントにより形成される先のペイン
トしているグラフィックエレメントに対応する。
【０１２８】
　ＰＤＬを処理するアプリケーションは、反復的なマスクされたパターン定義を含むドキ
ュメントをサポートする困難さを有する場合がある。したがって、別の好適な実施の形態
では、オーバプリントされたマスクは、それぞれ寄与しているマスクがイネーブルにされ
た場合、マスクピクセルがディスエーブルにされた場合に、イネーブルにされたマスクピ
クセルを有する高解像度マスクに画素毎に結合される。シングルイメージマスク又はマス
クされた画像表現は、その寄与された色に基づいてオーバプリント領域について選択され
る。その色は、先に記載されたように決定される。
【０１２９】
　コンポーネント（たとえば、ソフトウェアモジュール、プロセッサ、アセンブリ、デバ
イス、回路等）が先に参照された場合、さもなければ示されない場合、そのコンポーネン
トへの引用（「手段」への引用を含む）は、本発明の説明された例示的な実施の形態で機
能を実行する開示された構造に構造的に等価ではないコンポーネントを含めて、記載され
たコンポーネント（すなわち、機能的に等価である）の機能を実行するコンポーネントを
、そのコンポーネントの等価として含むものと解釈すべきである。
【０１３０】
　上述された開示に照らして当業者にとって明らかであるように、多くの代替及び変更は
、その精神及び範囲から逸脱することなしに本発明の実施において可能である。したがっ
て、本発明の範囲は、以下の請求項により定義される内容に従って解釈されるべきである
。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】カラーマッチングシステムの機能的なコンポーネントを例示するブロック図であ
る。
【図２】オーバプリント及びカラーマッチングのために処理される前に例示的にオーバプ
リントされたグラフィックドキュメントを例示する図である。
【図３Ａ】図２に示されたオーバラップするグラフィックエレメントに関する選択された
情報を例示する図である。
【図３Ｂ】図２に示された寄与しているグラフィックエレメントにより形成されたオーバ
ラップ領域に関する選択された情報を例示する図である。
【図４】適用されるオーバプリント処理による図２のドキュメントに対応する、例示的な
修正されたドキュメントを例示する図である。
【図５】図４で例示されるオーバプリントグラフィックエレメントに関する情報を例示す
る図である。
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【図６Ａ】マラーマッチングするオーバプリントグラフィックドキュメントのための例示
的な方法を例示するフローチャートである。
【図６Ｂ】オーバプリント領域を決定するための例示的な方法を例示するフローチャート
である。
【図６Ｃ】オーバプリント領域に対応するオーバプリントグラフィックエレメントを含む
修正されたドキュメントを作成する例示的な方法を例示するフローチャートである。
【図７】寄与しているグラフィックエレメントに基づくオーバプリントグラフィックエレ
メントの例示的な表現を例示する図である。
【図８Ａ】テキストをオーバプリントするテキストの例を示す図である。
【図８Ｂ】シェーディングをオーバプリントするテキストの例を示す図である。
【図８Ｃ】シェーディングをオーバプリントするシェーディングの例を示す図である。
【図８Ｄ】イメージをオーバプリントするイメージの例を示す図である。
【図８Ｅ】多数のマスクされたグラフィックエレメントのオーバプリントを例示する図で
ある。

【図１】 【図２】
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