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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一色空間における複数の色成分の所定のビット幅からなるデータに基づいて、第二色
空間における輝度値を計算するために用いるＬＵＴを生成する方法であって、
　前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅のデータのうち、所定
のビット幅からなる上位ビットに基づいて、前記輝度値を計算する工程と、
　前記輝度値の計算に用いられた前記上位ビットを連結することでアドレスを計算する工
程と、
　前記計算した輝度値を、前記ＬＵＴ内の、前記上位ビットを連結して計算した前記アド
レスに記憶させる工程と、を有し、
　前記輝度値を計算する工程において前記輝度値の計算に用いられる前記上位ビットのビ
ット幅は、前記第一色空間における前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅
であり、
　前記アドレスを計算する工程において計算される前記アドレスは、前記第一色空間にお
ける前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅である前記上位ビットを連結し
たものであることを特徴とする方法。
【請求項２】
　第一色空間における複数の色成分の所定のビット幅からなるデータに基づいて、ＬＵＴ
から第二色空間における少なくとも一の輝度値を読み出す方法であって、
　前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅のデータのうち、所定
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のビット幅からなる上位ビットを連結することでアドレスを計算する工程と、
　前記上位ビットを連結することで計算した前記アドレスを、前記ＬＵＴに入力すること
で、前記アドレスに記憶された前記第二色空間における前記輝度値を前記ＬＵＴから読み
出す工程と、を有し、
　前記アドレスを計算する工程において計算される前記アドレスは、前記第一色空間にお
ける前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅である前記上位ビットを連結し
たものであることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載された前記輝度値を読み出す方法により前記ＬＵＴから読み出された前
記輝度値に基づいて、前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅か
らなるデータに対してトラッピングを実行することを特徴とする方法。
【請求項４】
　前記ＬＵＴから読み出された前記輝度値に基づいて、隣接する複数の領域について、当
該複数の領域のうち、前記輝度値のより高い領域から、前記輝度値のより低い領域に向け
て前記トラッピングの方向を決定することを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第一色空間が、ＣＭＹＫ色空間又はＲＧＢ色空間であることを特徴とする請求項１
～４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＬＵＴが、メモリに記憶されていることを特徴する請求項１～５の何れか一項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記ＬＵＴが、ファームウェアに記憶されていることを特徴とする請求項１～５の何れ
か一項に記載の方法。
【請求項８】
　コンピュータに、第一色空間における複数の色成分の所定のビット幅からなるデータに
基づいて、第二色空間における輝度値を計算するために用いるＬＵＴを生成する方法を実
行させるためのプログラムであって、
　前記方法は、
　前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅のデータのうち、所定
のビット幅からなる上位ビットに基づいて、前記輝度値を計算する工程と、
　前記輝度値の計算に用いられた前記上位ビットを連結することでアドレスを計算する工
程と、
　前記計算した輝度値を、前記ＬＵＴ内の、前記上位ビットを連結して計算した前記アド
レスに記憶させる工程と、を有し、
　前記輝度値を計算する工程において前記輝度値の計算に用いられる前記上位ビットのビ
ット幅は、前記第一色空間における前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅
であり、
　前記アドレスを計算する工程において計算される前記アドレスは、前記第一色空間にお
ける前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅である前記上位ビットを連結し
たものであることを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　コンピュータに、第一色空間における複数の色成分の所定のビット幅からなるデータに
基づいて、ＬＵＴから第二色空間における少なくとも一の輝度値を読み出す方法を実行さ
せるためのプログラムであって、
　前記方法は、
　前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅のデータのうち、所定
のビット幅からなる上位ビットを連結することでアドレスを計算する工程と、
　前記上位ビットを連結することで計算した前記アドレスを、前記ＬＵＴに入力すること
で、前記アドレスに記憶された前記第二色空間における前記輝度値を前記ＬＵＴから読み
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出す工程と、を有し、
　前記アドレスを計算する工程において計算される前記アドレスは、前記第一色空間にお
ける前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅である前記上位ビットを連結し
たものであることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載された前記輝度値を読み出すプログラムにより前記ＬＵＴから読み出さ
れた前記輝度値に基づいて、前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビッ
ト幅からなるデータに対してトラッピングを実行することを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　前記ＬＵＴから読み出された前記輝度値に基づいて、隣接する複数の領域について、当
該複数の領域のうち、前記輝度値のより高い領域から、前記輝度値のより低い領域に向け
て前記トラッピングの方向を決定することを特徴とする請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記第一色空間が、ＣＭＹＫ色空間又はＲＧＢ色空間であることを特徴とする請求項８
～１１の何れか一項に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記ＬＵＴが、メモリに記憶されていることを特徴する請求項８～１２の何れか一項に
記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記ＬＵＴが、ファームウェアに記憶されていることを特徴とする請求項８～１２の何
れか一項に記載のプログラム。
【請求項１５】
　第一色空間における複数の色成分の所定のビット幅からなるデータに基づいて、第二色
空間における輝度値を計算するために用いるＬＵＴを生成する装置であって、
　前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅のデータのうち、所定
のビット幅からなる上位ビットに基づいて、前記輝度値を計算する手段と、
　前記輝度値の計算に用いられた前記上位ビットを連結することでアドレスを計算する手
段と、
　前記計算した輝度値を、前記ＬＵＴ内の、前記上位ビットを連結して計算した前記アド
レスに記憶させる手段と、を有し、
　前記輝度値を計算する手段により前記輝度値の計算に用いられる前記上位ビットのビッ
ト幅は、前記第一色空間における前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅で
あり、
　前記アドレスを計算する手段により計算される前記アドレスは、前記第一色空間におけ
る前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅である前記上位ビットを連結した
ものであることを特徴とする装置。
【請求項１６】
　第一色空間における複数の色成分の所定のビット幅からなるデータに基づいて、ＬＵＴ
から第二色空間における少なくとも一の輝度値を読み出す装置であって、
　前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅のデータのうち、所定
のビット幅からなる上位ビットを連結することでアドレスを計算する手段と、
　前記上位ビットを連結することで計算した前記アドレスを、前記ＬＵＴに入力すること
で、前記アドレスに記憶された前記第二色空間における前記輝度値を前記ＬＵＴから読み
出す手段と、を有し、
　前記アドレスを計算する手段により計算される前記アドレスは、前記第一色空間におけ
る前記複数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅である前記上位ビットを連結した
ものであることを特徴とする装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載された前記輝度値を読み出す装置により前記ＬＵＴから読み出された
前記輝度値に基づいて、前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット幅
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からなるデータに対してトラッピングを実行することを特徴とする装置。
【請求項１８】
　前記ＬＵＴから読み出された前記輝度値に基づいて、隣接する複数の領域について、当
該複数の領域のうち、前記輝度値のより高い領域から、前記輝度値のより低い領域に向け
て前記トラッピングの方向を決定することを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ＬＵＴが、メモリに記憶されていることを特徴する請求項１５～１８の何れか一項
に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＬＵＴが、ファームウェアに記憶されていることを特徴とする請求項１５～１８の
何れか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この開示は、画像分野に関し、特にカラーデータ用の輝度値を決定することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラープリンタで生成される画素は、一般に、多様なカラープレーンに存在する複数の
色から成る。例えば、シアン、マゼンタ、イエロー及びブラック（“ＣＭＹＫ”）を用い
るカラープリンタにおいて、一の画素は、四つのカラープレーンのうちの一以上に存在す
る色を含み得る。構成要素である複数のカラープレーンに存在する複数の色を異なる濃度
で組み合わせれば、プリンタによって広範囲な色領域を実現し得る。画像データ用の色は
、概して、いくつかの色空間においてページ記述言語（“ＰＤＬ：Page Description Lan
guage”）で特定されるとともに、様々なカラープレーンにおけるカラーデータ用の値を
含み得る。画像カラーに関するデータはクロミナンスと称される。画像処理、印刷及び表
示のアルゴリズムは、通常、クロミナンスに加えて、画像データの輝度に関する情報をも
必要とする。輝度は、人間の視覚における明るさの感度に密接に関係する。このため、画
像における無彩色の明るさを表し得る画像データとして、輝度値が計算され得る。輝度と
クロミナンスとは、ともに人間の目がどのように画像を把握するかを決定する。
【０００３】
　プリンタにおいて、例えば、印刷エンジンの位置決め誤差によって生じる記録ミス、紙
の引き伸ばし及びその他の機械的な不正確さは、一画素を構成する構成要素である複数の
色空間に存在するデータが媒体上に置かれる際に、不十分なオーバーラップを引き起こす
可能性があり、ページ上の異なる色領域間における体裁の悪いホワイトギャップや、黒色
領域に対する着色エッジの原因となる。不正確さを改善するために、ホワイトギャップ及
び／又は着色エッジを無くするべく、着色領域を僅かに拡大又は縮小するトラッピングと
呼ばれる技術を用いるのが一般的である。トラッピングは、複数の色領域を色分解に導き
、記録ミスの可視的な影響を覆い隠す。
【０００４】
　トラッピングは、色の流動方向とプレーン単位で加えられた色の量との両方を決定する
カラーデータに関連付けられた輝度値に依存する。トラッピングにおいては、一般に輝度
の高い領域の色が輝度の低い領域に滲み込む。さらに、輝度値が特定の基準に合致する場
合は、一の領域から他の領域に加えられた色を薄めるために輝度の差が用いられ得る。ト
ラッピングには、ある画素の輝度値をその周囲の画素の輝度値と比較することが含まれる
。各画素は、８つもの画素と隣接できるため、小さなトラッピング領域でさえも輝度値の
計算が多大となる。３×３画素の長方形領域の場合、中央の画素につき９回もの輝度計算
が行われ得る。この数は、トラッピング領域の面積が拡大するにつれて増大する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　画像が特定される色空間は異なり得る。そのため、輝度値は、例えば、ＣＩＥ ＸＹＺ
（Commission Internationale de I'Eclairage）色空間や、例えば、外部要因を参照する
ことなく明確に色が特定され得るデバイス非依存の明確な基準であるｓＲＧＢ(standard 
Red-Green-Blue)色空間のような、デバイス非依存の色空間にカラーデータが変換された
後にしばしば計算され、比較される。ＣＩＥ ＸＹＺ空間への変換の後、二つの画素の輝
度値が計算され、各々のＣＩＥ輝度値が比較され得る。ＣＩＥ輝度値とは、ＣＩＥ ＸＹ
Ｚ空間におけるＹ成分のことである。輝度値の計算は、かなりの計算資源を消費し得るた
め、輝度値の決定に関する最適化プログラムは画像処理を高速化させる可能性がある。こ
のように、輝度値の決定を最適化するシステム及び方法が望まれている。
【０００６】
　本発明は、輝度値の決定を最適化するための方法、プログラム及び装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、第一色空間における複数の色成分の所定のビット幅からなるデータに
基づいて、第二色空間における輝度値を計算するために用いるＬＵＴ（Look-Up Table）
を生成する方法であって、前記第一色空間における前記複数の色成分の前記所定のビット
幅のデータのうち、所定のビット幅からなる上位ビットに基づいて、前記輝度値を計算す
る工程と、前記輝度値の計算に用いられた前記上位ビットを連結することでアドレスを計
算する工程と、前記計算した輝度値を、前記ＬＵＴ内の、前記上位ビットを連結して計算
した前記アドレスに記憶させる工程と、を有し、前記輝度値を計算する工程において前記
輝度値の計算に用いられる前記上位ビットのビット幅は、前記第一色空間における前記複
数の色成分のそれぞれにおいて同一のビット幅であり、前記アドレスを計算する工程にお
いて計算される前記アドレスは、前記第一色空間における前記複数の色成分のそれぞれに
おいて同一のビット幅である前記上位ビットを連結したものであることを特徴とする方法
が提供される。
【０００８】
　本発明の実施形態はまた、コンピュータ読取可能な媒体又はコンピュータ読取可能なメ
モリを用いてプロセッサにより生成され、記憶され、アクセスされ、又は変更されたソフ
トウェア、ファームウェア及びプログラム命令に関する。開示される方法は、コンピュー
タ及び／又はプリンタ装置において機能し得る。
【０００９】
　さらなる目的及び利点が以下に述べる詳細な説明においてある程度説明され、ある程度
はその記載から明らかとなり、また、実行することにより分かるであろう。上記目的及び
利点は、添付する特許請求の範囲において特に指摘する要素及び組合せにより実現され、
達成されるであろう。これら及びその他の実施形態が、以下において図面と関連づけてさ
らに説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】典型的なプリンタのブロック図である。
【図２】典型的な色変換用のデータフローを示すブロック図である。
【図３】典型的な画素３１０に隣接する二つの画素３２０及び３３０に関する色の流動方
向を示す図である。
【図４】開示された実施形態に従った、ＣＭＹＫ入力データから輝度値を決定するための
ルックアップテーブル（ＬＵＴ）を生成する典型的な方法４００を示す擬似コードである
。
【図５】ＬＵＴにおけるアドレス計算の典型的な方法５００を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図に示すように、本発明の１以上の例示的な実施形態について詳細に説明す
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る。図を通して、可能な場合は、同一又は同種の部品に同一の符号を使用する。
【００１２】
　図１に、開示される実施形態に従った、典型的なプリンタ１７０として示される出力装
置に接続されたコンピュータデバイス１１０を用いたシステム１００の典型的なブロック
図を示す。ここで、図１内のシステム１００に示す典型的なプリンタ１７０に換えて、又
は加えて、輝度に関する計算を行うあらゆるグラフィック処理装置又は出力装置が一般的
に用いられ得る。当業者には明らかなように、この文献において説明される方法及び装置
は、以下に開示される実施形態に従った方法で適切な改良を加えたこれらの装置タイプに
もまた適用され得る。しかしながら、説明の簡素化及び容易化のため、典型的なプリンタ
１７０を参照して上記方法を説明する。
【００１３】
　一般に、プリンタ１７０は、限定はしないが、レーザープリンタ及びＬＥＤプリンタ、
インクジェットプリンタ、感熱式プリンタ、レーザー撮像装置及びオフセットプリンタ等
の静電記録式プリンタを含む、電子的なデータから物理的な文書を生産できるように構成
された如何なる装置であってもよい。プリンタ１７０は、ファクシミリ機器やデジタルコ
ピー機に装備されているような画像送受信機能、画像読取機能及び／又はコピー機能を備
えていてもよい。この文献において説明される方法及び装置はまた、以下において開示さ
れる実施形態に合致する方法で適切な改良を加えたこれらの様々なプリンタ装置タイプに
も適用され得る。
【００１４】
　実施形態において、プリンタ１７０は、一以上の入出力ポート（input-output port）
１７５を有していてもよく、Ｉ／Ｏポート１７５と接続部１２０とを用いてコンピュータ
デバイス１１０上のリソースと通信したり、これらのリソースにアクセスしたりし得る。
プリンタ１７０は、コンピュータデバイス１１０から、カラーデータを含む入力済印刷デ
ータを受信し得る。例えば、コンピュータデバイス１１０は、ソースカラーデータ（sour
ce color data）を表示するモニタを有する汎用コンピュータであってもよい。上記汎用
コンピュータは、さらに印刷データを処理するAdobe PhotoshopTMのようなアプリケーシ
ョンを備えていても良い。実施形態において、コンピュータデバイス１１０は、デジタル
カメラのような画像生成装置であってもよい。
【００１５】
　コンピュータデバイス１１０は、従来の通信プロトコル及び／又はデータポートインタ
ーフェースを用いた有線又は無線の接続部１２０を介してプリンタ１７０と接続されても
よい。一般に、接続部１２０は、上記デバイス間のデータ伝送を可能とする如何なる通信
チャンネルであってもよい。例えば、実施形態において、上記デバイスは、パラレルポー
ト、シリアルポート、イーサネット（登録商標）（登録商標）（登録商標）、ＵＳＢTM、
ＳＣＳＩ、ＦＩＲＥＷＩＲＥTM、及び／又は、適切な接続を介してデータを伝送するため
の同軸ケーブルポートのような従来のデータポートを備えていてもよい。
【００１６】
　コンピュータデバイス１１０は、ソースカラーデータを表すために、ｓＲＧＢ色空間、
ＣＭＹ色空間、ＣＭＹＫ色空間、その他あらゆるタイプの色空間のようなソースカラー空
間を使用してもよい。一方、プリンタ１７０は、カラーデータを表わすために、プリンタ
１７０固有の色空間を用いてもよい。実施形態において、上記プリンタ１７０固有の色空
間は、コンピュータデバイス１１０のソースカラー空間と一致しないかもしれない。した
がって、プリンタ１７０を用いてカラーデータを印刷するために、ソースカラー空間から
プリンタ１７０固有の色空間へのソースカラーデータの色変換が行われ得る。実施形態に
おいて、一例としてＣＩＥ ＸＹＺ色空間であり得るＰＣＳ（Profile Connection Space
）のような中間色空間への変換を用いることにより、一以上の色空間変換が行われ得る。
【００１７】
　プリンタ１７０は、ＣＰＵ１７６、ファームウェア１７１、メモリ１７２、印刷エンジ
ン１７７及び第２記憶部１７３を連結するバス１７４をさらに備えていてもよい。プリン
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タ１７０はまた、開示される実施形態に従った方法で色空間の変換を実行するアプリケー
ションの一部を実行し得る他のＡＳＩＣｓ（Application Specific Integrated Circuits
）及び／又はＦＰＧＡｓ（Field Programmable Gate Arrays）１７８を備えていてもよい
。実施形態において、プリンタ１７０は、プリンタ操作システムを含むソフトウェア、お
よび、色空間を変換するソフトを含むその他の適切なアプリケーションソフトを実行可能
であってもよい。実施形態において、プリンタ１７０は、紙サイズ、出力トレイ、色の選
択及び印刷解像度を、その他のオプションの中からユーザが設定できるようにしてもよい
。
【００１８】
　実施形態において、ＣＰＵ１７６は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ又は組み込みプ
ロセッサであってもよい。ＣＰＵ１７６は、メモリ１７２、及び／又は、ファームウェア
１７１との間で、制御情報と命令とを含むデータをやりとりすることができる。メモリ１
７２は、限定はしないが、ＳＤＲＡＭ又はＲＤＲＡＭのような、どのような種類のＤＲＡ
Ｍ（Dynamic Random Access Memory）であってもよい。ファームウェア１７１は、限定は
しないが、ブートアップシーケンスと、所定のルーチンと、色空間変換や輝度計算を行う
ルーチンと、ＬＵＴと、その他のコードと、を含む命令及びデータを保持していてもよい
。実施形態において、ファームウェア１７１内のコード及びデータは、ＣＰＵ１７６によ
って実行される前に、メモリ１７２にコピーされてもよい。実施形態において、ファーム
ウェア１７１内のデータ及び命令はアップグレード可能であってもよい。
【００１９】
　実施形態において、ファームウェア１７１はまた、輝度に関する計算を行うとともに計
算された値をメモリ１７２内に記憶させるルーチンを含んでいてもよい。実施形態におい
て、上記ルーチンは、ＣＰＵ１７６、及び／又は、輝度に関する種々の計算の一部を実行
するコンピュータ１１０、によって実行され得るコードを含んでいてもよい。ファームウ
ェア１７１内のルーチンはまた、コンピュータデバイス１１０から受信した入力済カラー
データとそれに関連する色空間情報とを処理するためのコードを含んでいてもよい。
【００２０】
　輝度に関する計算を一以上行うルーチンの各部は、ハードドライブ、コンピュータのデ
ィスク装置、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ±ＲＷ或いはＤＶＤ±ＲＷ、ＵＳＢフ
ラッシュドライブ、メモリースティック、その他のあらゆる適切な媒体のような、取り外
しできるコンピュータ読取可能な媒体に記憶されていてもよく、プリンタ１７０における
適切な如何なるサブシステム上で動作されてもよいと考えられる。例えば、輝度決定に関
する計算を行うアプリケーションの各部は、コンピュータ読取可能な媒体に存在していて
もよく、メモリ１７２にコピーされたファームウェア１７１内のルーチンを用いてＣＰＵ
１７６によって読み出され、作動してもよい。
【００２１】
　実施形態において、ＣＰＵ１７６は、命令及びデータに基づいて作動し、ＡＳＩＣｓ／
ＦＰＧＡｓ１７８及び印刷エンジン１７７に制御信号やデータを供給して印刷文書を生成
してもよい。実施形態において、ＡＳＩＣｓ／ＦＰＧＡｓ１７８もまた、制御信号やデー
タを印刷エンジン１７７に供給し得る。ＡＳＩＣｓ／ＦＰＧＡｓ１７８はまた、翻訳、圧
縮及び色変換のうち、１以上のアルゴリズムを実行し得る。
【００２２】
　実施形態において、入力済カラーデータ、ソースカラープロファイル、固有カラープロ
ファイル、計算済ＬＵＴ及び変換済カラーデータは、メモリ１７２内又は第２記憶部１７
３内に記憶され得る。ソースカラープロファイルは、入力済カラーデータ２１５を記述す
ることができ、一方、固有カラープロファイルは、印刷エンジン１７７における色の振る
舞いを記述し得る。典型例の第２記憶部１７３は、プリンタ１７０内において、及び／又
は、これに接続されて使用可能な、内蔵の又は外付けのハードディスク、メモリースティ
ックTM、その他の如何なるメモリ記憶装置であってもよい。計算された値とＬＵＴとを記
憶するメモリは、本発明の実施形態に従った、専用メモリ、汎用メモリの一部、又はこれ
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らの組合せであってもよい。実施形態において、メモリは、必要に応じて同時に割り当て
られてＬＵＴを記憶してもよい。実施形態において、ＬＵＴを記憶するために割り当てら
れたメモリは、処理の後、同時に解除されてもよい。
【００２３】
　図２に、カラーデータについて輝度に関する計算を行う典型例の方法２００における各
工程を表す典型例のフローチャートを示す。処理は、ステップ２１０において印刷ジョブ
を始動することで開始され得る。ステップ２２０において、印刷ジョブデータ２１５は言
語処理に供され得る。実施形態において、言語処理は言語サーバによって行われ得る。例
えば、言語サーバは、ＰＤＬ言語水準オブジェクトを取り出して該言語水準オブジェクト
をデータ、画像、文字列及び図形のオブジェクトに変換し、これらのオブジェクトをディ
スプレイリスト２２５に加え得る。
【００２４】
　実施形態において、言語処理装置２２０は、一次元のカラーデータ（例えば、グレース
ケール）又は多次元のカラーデータ（例えば、ＲＧＢ）を含み得る印刷ジョブデータ２１
５を受信して処理するように構成されてもよい。実施形態において、印刷ジョブデータ２
１５は、コンピュータデバイス１１０によって用いられるソースカラー空間に関する情報
を記述した入力済カラープロファイル２０１をさらに含み得る。実施形態において、色変
換プログラムは、ＩＣＣ（International Color Consortium）規格を利用してもよい。
【００２５】
　上記ＩＣＣ規格は、ある装置に固有の色空間と、この装置固有の色空間とデバイス非依
存の色空間との間におけるカラーデータの変換に必要とされる追加の関連情報すなわちＰ
ＣＳと、を記述する装置固有のプロファイルを生成することを可能とする。ＩＣＣプロフ
ァイル形式は、例えば、ＣＩＥ ＸＹＺベースの色空間、ＲＧＢベースの色空間及びＣＭ
ＹＫベースの色空間を含む種々のデバイス依存及びデバイス非依存の色空間をサポートす
る。
【００２６】
　実施形態において、入力済カラープロファイルはソースカラー空間を特定し得る。例え
ば、一般に知られ、及び／又は、広く使われているｓＲＧＢのような色空間は、入力済カ
ラープロファイル２０１によって特定され得る。実施形態において、プリンタ１７０にお
けるメモリ１７２内又は第２記憶部１７３内にｓＲＧＢの詳細なＩＣＣ規格が記憶され、
言語処理装置２２０が上記ｓＲＧＢ色空間を認識して対応するＩＣＣ規格を取得し得る。
実施形態において、入力済カラープロファイル２０１は上記ソースカラー空間についての
詳細なＩＣＣ規格を含み得る。
【００２７】
　典型例のディスプレイリスト２２５は、実際の印刷に先立つデータ処理における中間ス
テップであってもよく、次の形式に変換される前に構文解析されてもよい。ディスプレイ
リスト表現から物理的な媒体に印刷するのに適した形式への変換処理は、ラスタデータへ
の変換又はラスタライズと称され得る。ディスプレイリスト２２５は、色、不透明性、境
界情報及びディスプレイリストブジェクトの色の濃さのような情報を含んでいてもよく、
これらの情報のいくつか或いは全てが輝度に関する計算に用いられ得る。
【００２８】
　例えば、基本的なラスタライズは、一般にポリゴンを用いて描写される三次元画面を採
用し、該三次元画面を二次元の表面にレンダリングすることによって達成され得る。ポリ
ゴンは、複数の三角形の集合体として表現され得る。三角形は、三次元空間において三つ
の頂点により表現され得る。頂点は、点、エッジの終点、或いは二本のエッジが交わるポ
リゴンの角を規定する。従って、基本的なラスタライズは、頂点を対応する二次元の点に
次々と変換し、変換された二次元の三角形を埋めることができる。ラスタライズにおいて
、ラスタライズされたデータは、メモリ１７２内に物理的に配置され得る典型例のフレー
ムバッファ２５０のようなフレームバッファ内に記憶され得る。印刷エンジン１７７は、
フレームバッファ２５０内のラスタライズされたデータを処理することができ、紙のよう
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な印刷媒体上にページにおける印刷可能な画像を形成し得る。
【００２９】
　ステップ２３０において、ラスタ画像処理（ＲＩＰ：Raster Image Processing）モジ
ュールは、ディスプレイリスト２２５におけるオブジェクトを処理することができ、フレ
ームバッファ２５０内にラスタライズされた等価物を生成し得る。実施形態において、ラ
スタ画像処理はプリンタ１２０によって実行され得る。例えば、ラスタ画像処理は、ＣＰ
Ｕ１７６、ＡＳＩＣｓ／ＦＰＧＡｓ１７８、メモリ１７２、及び／又は第２記憶部１７３
のうち一以上を用いてプリンタ１２０によって実行され得る。ラスタ画像処理は、ソフト
ウェア、ファームウェア、及び／又はＡＳＩＣｓ／ＦＰＧＡｓ１７８のような専用ハード
ウェアを用いてプリンタ１７０によって実行され得る。フレームバッファ２５０は、印刷
対象物の表示を、印刷エンジン１７７によって印刷媒体上に印刷するのに適した形式で保
持し得る。
【００３０】
　そして、フレームバッファ２５０内のデータは、ステップ２６０において、トラッピン
グのような一以上の後処理ルーチンに供され得る。トラッピングを実行するために、周知
の様々なトラッピングアルゴリズムが用いられ得る。トラッピングされたフレームバッフ
ァ２５５は、その後、ステップ２７０において、付加的なあらゆる処理に供され得る。例
えば、印刷エンジン１７７は、トラッピングされたフレームバッファ２５５を、さらなる
処理の後で印刷媒体上にレンダリングし得る。
【００３１】
　上述したように、トラッピングは、カラーフローの方向と、プレーン単位で加えられる
色の量との両方を決定する輝度情報に依存する。概して、カラーフローは、輝度値の低い
領域に色を滲み込ませる輝度値の高い領域から生じる。さらに、輝度値の違いは、一の領
域から他の領域に加えられた色を薄めるために用いられ得る。
【００３２】
　図３に、典型的な画素３１０に隣接する二つの画素３２０及び３３０に関する色の流動
方向を示す。例えば、画素３２０及び３３０は、それぞれ画素３１０のすぐ右およびすぐ
左に位置し得る。図３に示すように、画素３１０はシアンであり、シアンプレーンの値が
Ｃ＝１２８、他の全ての平面の値がゼロである。同様に、画素３２０はマゼンタであり、
その値がＭ＝１２８、他の全ての平面の値がゼロである。画素３３０は、シアンプレーン
の値がＣ＝１２８、イエロープレーンの値がＹ＝９６、他の全ての平面の値がゼロすなわ
ちＭ＝Ｋ＝０である。図３に示すように、画素３１０、３２０及び３３０の輝度値は、そ
れぞれ１２０１９４、１１０８５０及び１１７８５６である。したがって、画素３１０は
、画素３２０及び３３０よりも高い輝度値を有している。よって、色は矢印で示すように
、画素３１０から画素３２０及び３３０に滲み込む。
【００３３】
　概して、ＣＭＹＫ印刷ジョブデータにおいて、輝度計算はＣＭＹＫ入力を用いた方程式
により近似され得る。このため、一の画素はこれに隣接する８つもの画素を有するため、
従来の処理プログラムでは、輝度値の計算は１画素につき９回もの計算と８回もの比較と
が必要とされ得る。
【００３４】
　典型例の輝度方程式は、Rec. 601 ＮＴＳＣ（National Television Standards Committ
ee）テレビジョン標準規格に準拠し得る。ＲＧＢ色空間用としては、次のような方程式が
与えられる。
　Ｌ６０１＝０．２９９Ｒ＋０．５８７Ｇ＋０．１１４Ｂ　　　　　　　　・・・（１）
　ここで、Ｒ，Ｇ及びＢはそれぞれ一画素についてのレッドプレーン、グリーンプレーン
及びブループレーンの値であり、Ｌ６０１は、Rec. 601規格についての輝度値である。方
程式（１）は、ＣＭＹＫ色空間用に変更されてもよく、次式に取って代わられる。
　Ｌ６０１＝１．０－（（０．２９９Ｃ＋０．５８７Ｍ＋０．１１４Ｙ＋Ｋ・・・（２）
　ここで、Ｃ，Ｍ，Ｙ及びＫは、それぞれ一画素についてのシアンプレーン、マゼンタプ
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レーン、イエロープレーン及びブラックプレーンの値であり、Ｌ６０１は、Rec. 601規格
についての輝度値である。
【００３５】
　方程式（２）は、プリンタ１７０たり得るＣＭＹＫ出力装置における装置固有のプロフ
ァイルを考慮していない。方程式（２）は、装置が全色空間（シアンプレーン、マゼンタ
プレーン、イエロープレーン及びブラックプレーンのそれぞれが１００％）を正確に表す
ことを、出力装置のカラープロファイルが可能にしているという仮定に基づいている。し
かしながら、多くの出力装置の範囲は制限され得るものであり、一の装置は全空間を表現
し得ない。装置又はプロセスの全域は、装置又はプロセスによって表現又は再現され得る
色空間の一部である。
【００３６】
　概して、トナーベースの静電写真式プリンタは、全色空間を表現し得ない。これらの装
置に付随する種々の制限により、色空間の部分的な表現が可能となる。したがって、色空
間のうち表現できない色を表現するために、近似式が用いられ得る。例えば、ＵＣＲ／Ｂ
Ｇ（Undercolor Removal/Black Generation）と称される手順においては、ブラックの画
線比率が増加する一方で、シアン、マゼンタ及びイエローの画線比率が所定量だけ低下し
得る。ＵＣＲ／ＢＧのような近似式は、方程式２の精度を低下させ得る。
【００３７】
　代替法において、輝度を決定するためにＣＩＥ色空間に基づく方程式が用いられ得る。
ＣＩＥ色空間に基づくアプローチにおいて、輝度は、装置固有のＣＭＹＫ色空間をＣＩＥ
 ＸＹＺに変換する比色分析によって決定される。ＣＩＥ ＸＹＺ色空間のＹ成分は輝度を
表す。概して、装置固有のＣＭＹＫ色空間からＣＩＥ ＸＹＺへの変換は、カラー変換を
生成した後、該カラー変換を用いてあらゆる色空間変換を実行することによって行われる
。実施形態において、カラー変換は、装置のＩＣＣカラープロファイルとＩＣＣ ＣＩＥ 
ＸＹＺとを連結することにより生成され得る。実施形態において、装置のＩＣＣプロファ
イルは、該プロファイルに組み込まれた適切なＵＣＲ／ＢＧ処理を伴って生成され得る。
従来行われていたような、ＣＩＥ色空間に基づく方法を用いた輝度値の計算は、計算的に
費用がかかり、最適ではなく、一画素につき少なくとも一の非凡な色変換計算を必要とす
る。
【００３８】
　図４に、開示される実施形態に従った、ＣＭＹＫ入力データから輝度値を決定するため
のルックアップテーブル（ＬＵＴ）を生成する典型的な方法４００を示す擬似コードを示
す。典型的な方法４００において、各カラープレーン用の画素データは８ビットである。
しかしながら、この方法は、当業者には明らかなように、適切な改良により任意の長さの
データに適用され得る。実施形態において、ＬＵＴは、計算済みの輝度値を投入された後
に、ＣＹＭＫ入力データから輝度値を計算するために用いられ得る。ここで、擬似コード
は、Ｎ枚の平面を有するあらゆる入力済カラーデータの輝度値を決定するために容易に変
更され得る。例えば、方法４００は、ＲＧＢ入力カラーから輝度値を計算するために用い
られ得る。
【００３９】
　実施形態において、方法４００は、三つのステップを有するものとして表され得る。ま
ず、輝度値は、上位４ビット、又は画素の（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）成分におけるＭＳＮ（Most
 Significant Nibble）の組合せとして計算される。次に、輝度値を保持するために、Ｌ
ＵＴ（Look-Up Table）内のアドレスが計算される。実施形態において、ＬＵＴアドレス
は、（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）成分のＭＳＮに基づいて導出される。そして、ＬＵＴ内の計算さ
れたアドレスに輝度値が記憶され得る。ニブル（nibble）には、１６通りのビット置換可
能性があるため、各色成分のＭＳＮは１６通りの値をとり得る。（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）成分
のＭＳＮの全ての組合せについて上記プロセスが繰り返される。従って、実施形態におい
て、合計（１６）4又は（２）16の（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）の値の組合せについて輝度値が計
算され、ＬＵＴ内の適切な場所に記憶され得る。
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【００４０】
　図４に示すように、典型的な方法４００は、デバイスＩＣＣプロファイルとＣＩＥＸＹ
Ｚとを用いて色変換を計算し得る関数：Transformation()４０５を有する。実施形態にお
いて、方法４００は、それぞれシアン、マゼンタ、イエロー及びブラック成分平面用の、
ネストさせられた４つのループ４１０、４２０、４３０及び４４０を有する。各ループは
、上記データについて、上位４ビット又はＭＳＮにおける異なる１６通りの組合せを表す
１６回の逐次代入を実行することができる。最も内側のループ４４０において、関数：Tr
ansformation()４０５を呼び出す関数：ConvertColor(Transformation, in, out, 1)を用
いて輝度値が計算され得る。ConvertColorに代入されるパラメータにおいて、関数：Tran
sformation()４０５はカラー変換を特定し、“in”は入力データを表し、“out”は出力
データを表し、“１”は実行されるべき色変換の回数を表す。図示例において、演算は一
画素について実行される。
【００４１】
　次に、実施形態において、Ｃ，Ｍ，Ｙ，ＫのＭＳＮをこの順に連結することにより、１
６ビットアドレスが計算され得る。そして、ＬＵＴ内の計算されたアドレスに輝度値が記
憶される。ここで、輝度値は、記憶される前に、アプリケーションに応じて切り捨て、四
捨五入その他の方法で変更されてもよい。例えば、実施形態において、輝度値のうち最も
有効なバイトがＬＵＴ内に記憶され得る。
【００４２】
　図５に、ＬＵＴにおけるアドレス計算の典型的な方法５００を示す。実施形態において
、典型的な方法５００は、ＬＵＴ内に値を記憶させたりＬＵＴ５４０内の値を参照したり
する何れの場合にも用いられ得る。実施形態において、方法５００は、ＬＵＴ５４０内の
輝度値を参照するためのアドレス計算に用いられ得る。図５に示すように、画素５１０は
、それぞれＣ，Ｍ，Ｙ及びＫ成分平面に対応する色成分５１０－１、５１０－２、５１０
－３及び５１０－４を有する。Ｃ ５２０－１、Ｍ ５２０－２、Ｙ ５２０－３及びＫ ５
２０－４の値のＭＳＮが抽出され、この順に連結されて１６ビットのアドレス５３０が形
成され得る。そして、計算された輝度値は、アドレス５３０を用いてＬＵＴ５４０から読
み出され得る。実施形態において、ＬＵＴ５４０はメモリ１７２に記憶され得る。実施形
態において、一以上のＬＵＴ５４０が、一般的に行われる変換用に計算されてファームウ
ェア１７３内に配置され得る。実施形態において、プリンタ１７０が起動された際、リセ
ットされた際、或いは印刷処理における適切な段階において、一以上のＬＵＴ５４０がフ
ァームウェア１７３からメモリ１７２内にロードされ得る。例えば、トラッピングアルゴ
リズムの実行中に、一以上のＬＵＴ５４０がメモリ１７２内にロードされ得る。実施形態
において、ＬＵＴ５４０のうちいくつかの部分がキャッシュ内に記憶され得る。
【００４３】
　ここで、方法４００において、全色成分に対して同じ重みが割り当てられている。すな
わち、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックカラープレーンのＭＳＮが、輝度計算に用
いられている。しかしながら、人の目は、イエローの変化に対して感受性が低く、また、
輝度に対するイエローの寄与は他の成分よりも小さい。このため、輝度計算は、シアン及
びマゼンタ成分に５ビット、イエロー及びブラック成分に３ビット使って行われ得る。マ
スクの変更と方法４００及び５００における値の変更とにより、輝度の記憶及び読み出し
の両方についてのＬＵＴ５４０内のアドレスに関するアドレス計算に対して適切な変更を
加えることができる。
【００４４】
　本発明の他の実施形態は、本明細書を考慮することと、その中に開示された発明を実施
することとによって、当業者に明らかとなるであろう。明細書及び実施形態は、単に例と
してのみ考慮されるべきことを意図したものであり、本発明の範囲と精神とは、以下の特
許請求の範囲によって示される。
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