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(57)【要約】
【課題】用紙の種類及び斤量を含む設定情報を容易に確
認、変更することができ、当該設定情報を効率的に使用
することができる設定制御プログラムの提供。
【解決手段】用紙の種類及び用紙の斤量を含む印刷に関
する設定情報を利用する装置で動作する設定制御プログ
ラムであって、前記装置を、予め登録された複数の設定
情報を一覧表示する際に、前記用紙の種類及び前記用紙
の斤量を行列の項目として、各々の設定情報に対応する
セルをマトリクス状に配置した画面を表示部に表示する
と共に、前記画面において、前記用紙の種類及び前記用
紙の斤量以外の特定の設定情報が共通するセルを同じ表
示形態で表示する設定制御部、として機能させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙の種類及び用紙の斤量を含む印刷に関する設定情報を利用する装置で動作する設定
制御プログラムであって、
　前記装置を、
　予め登録された複数の設定情報を一覧表示する際に、前記用紙の種類及び前記用紙の斤
量を行列の項目として、各々の設定情報に対応するセルをマトリクス状に配置した画面を
表示部に表示すると共に、前記画面において、前記用紙の種類及び前記用紙の斤量以外の
特定の設定情報が共通するセルを同じ表示形態で表示する設定制御部、として機能させる
、ことを特徴とする設定制御プログラム。
【請求項２】
　前記設定制御部は、前記画面における前記セルの選択操作及び選択したセルに対する指
示操作を受け付け、
　選択されたセルに対して移動若しくはコピー操作が行われた場合は、前記選択されたセ
ルに対応付けられた前記特定の設定情報を、移動先若しくはコピー先のセルに設定する制
御を行う、ことを特徴とする請求項１に記載の設定制御プログラム。
【請求項３】
　前記設定制御部は、前記選択されたセルを他のセルにドラッグする操作が行われた場合
に、前記選択されたセルに対応付けられた前記特定の設定情報を、前記他のセルに設定す
る、ことを特徴とする請求項２に記載の設定制御プログラム。
【請求項４】
　前記特定の設定情報は、印刷のデータを作成する装置と前記データに基づいて印刷を実
行する装置との間の色変換のためのテーブルである、ことを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか一に記載の設定制御プログラム。
【請求項５】
　前記行列の項目のうち、前記用紙の斤量に対応する項目は、前記用紙の斤量の大小順に
配列されている、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載の設定制御プログ
ラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、設定制御プログラムに関し、特に、印刷に関する設定情報を利用する装置で
動作する設定制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カラー印刷業界において、電子写真プリンタやインクジェットプリンタなどのオ
ンデマンド印刷機を活用することが増えてきており、印刷物の目的やデザインに応じて様
々な種類の用紙が用いられ、その斤量（厚さ）も使い分けが行われている。さらに、近年
では同じ種類の用紙でも用途やカラー設定に応じて出力機の制御（インク量や定着温度等
の画像形成制御）の条件を設定し、その設定情報を異なる用紙名で管理することが可能に
なってきている。
【０００３】
　このような設定情報の管理に関して、例えば、下記特許文献１には、用紙の種類に応じ
た設定用のレコードデータを、ＨＤＤ上の用紙設定情報記憶テーブルに予め格納しておき
、このテーブル内のレコードデータを読み込んで、ユーザによる印刷情報のキーボード、
マウスを使った設定入力を上記レコードデータに従って制限する印刷情報設定装置が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００２－３０４２８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記カラー印刷においては、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール等の目的種別や
原稿の製作環境、発注者の好みによって、そのカラー設定を変更し、適切な印刷物を得る
ことが望まれている。
【０００６】
　例えば、チラシ用には比較的斤量の低い（薄い）用紙を用いることが一般的であり、パ
ンフレットは斤量の高めの用紙を用いることが多い。ダイレクトメールではそのまま一枚
の枚葉として送付する場合には斤量が高めとなるし、二つ折り、三つ折の圧着加工をする
場合には斤量が低めの用紙を使用することが一般的である。更に、紙の質や塗工量は、予
算や必要とする画質に応じて使い分けられている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１は、用紙の種類に基づいて設定情報を管理するものであり、
設定情報は、用紙の種類毎にリスト表示されるだけであるため、斤量毎の設定情報を確認
したり、変更したりするのは容易ではない。
【０００８】
　また、カラー印刷では、色変換に際して使用されるプロファイルを指定する必要があり
、用紙の種類と斤量が近似する場合は同じプロファイルを利用することができるが、用紙
の種類毎のリスト表示では斤量の設定が分からないため、予め登録した設定情報を効果的
に利用することができない。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、用紙の種類
及び斤量を含む設定情報を容易に確認、変更することができる設定制御プログラムを提供
することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、用紙の種類及び斤量を含む設定情報を効果的に利用するこ
とができる設定制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明は、用紙の種類及び用紙の斤量を含む印刷に関する設
定情報を利用する装置で動作する設定制御プログラムであって、前記装置を、予め登録さ
れた複数の設定情報を一覧表示する際に、前記用紙の種類及び前記用紙の斤量を行列の項
目として、各々の設定情報に対応するセルをマトリクス状に配置した画面を表示部に表示
すると共に、前記画面において、前記用紙の種類及び前記用紙の斤量以外の特定の設定情
報が共通するセルを同じ表示形態で表示する設定制御部、として機能させるものである。
【００１２】
　本発明においては、前記設定制御部は、前記画面における前記セルの選択操作及び選択
したセルに対する指示操作を受け付け、選択されたセルに対して移動若しくはコピー操作
が行われた場合は、前記選択されたセルに対応付けられた前記特定の設定情報を、移動先
若しくはコピー先のセルに設定する制御を行う構成とすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の設定制御プログラムによれば、用紙の種類及び斤量を含む設定情報を容易に確
認、変更することができる。
【００１４】
　その理由は、印刷に関する設定情報を利用する装置で動作する設定制御プログラムは、
予め登録された複数の設定情報を一覧表示する際に、用紙の種類及び斤量を行列の項目と
して、各々の設定情報に対応するセルをマトリクス状に配置した画面を表示する制御を行
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うからである。また、設定制御プログラムは、上記画面において、特定の設定情報が共通
するセルを同じ表示形態で表示する制御を行うからである。
【００１５】
　また、本発明の設定制御プログラムによれば、用紙の種類及び斤量を含む設定情報を効
果的に利用することができる。
【００１６】
　その理由は、設定制御プログラムは、上記画面において、選択したセルに対して移動や
コピーなどの操作が行われた場合に、選択したセルの特定の設定情報を移動先やコピー先
のセルに設定する制御を行うからである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例に係る印刷システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施例に係るクライアントに表示される画面（設定一覧画面）の一例
を示す図である。
【図３】本発明の一実施例に係るクライアントに表示される画面（カラー設定画面）の一
例を示す図である。
【図４】設定一覧画面のマトリクス表示部で行を挿入する前の状態を示す図である。
【図５】本発明の一実施例に係るクライアントに表示される画面（用紙選択画面）の一例
を示す図である。
【図６】設定一覧画面のマトリクス表示部で行を挿入した後の状態を示す図である。
【図７】設定一覧画面のマトリクス表示部で１つのセルを縦方向にコピーする前の状態を
示す図である。
【図８】設定一覧画面のマトリクス表示部で１つのセルを縦方向にコピーした後の状態を
示す図である。
【図９】設定一覧画面のマトリクス表示部で１つのセルを横方向にコピーする前の状態を
示す図である。
【図１０】設定一覧画面のマトリクス表示部で１つのセルを横方向にコピーした後の状態
を示す図である。
【図１１】設定一覧画面のマトリクス表示部で複数のセルを縦方向にコピーする前の状態
を示す図である。
【図１２】設定一覧画面のマトリクス表示部で複数のセルを縦方向にコピーした後の状態
を示す図である。
【図１３】設定一覧画面のマトリクス表示部でセルにデフォルトのプロファイルを設定す
る前の状態を示す図である。
【図１４】本発明の一実施例に係るクライアントに表示される画面（プロファイル選択画
面）の一例を示す図である。
【図１５】設定一覧画面のマトリクス表示部でセルにデフォルトのプロファイルを設定し
た後の状態を示す図である。
【図１６】設定一覧画面のマトリクス表示部でセルを選択した状態を示す図である。
【図１７】本発明の一実施例に係るクライアントに表示される画面（カラー設定画面）の
一例を示す図である。
【図１８】設定一覧画面のマトリクス表示部でセルに新規プロファイルを設定した後の状
態を示す図である。
【図１９】本発明の一実施例に係るクライアントの動作（セル範囲を選択した場合の動作
）を示すフローチャート図である。
【図２０】本発明の一実施例に係るクライアントの動作（行を選択した場合の動作）を示
すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　背景技術で示したように、印刷を指示する場合、様々な項目を設定する必要があること
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から、設定操作を容易にするために、用紙の種類毎に名称を付してその設定情報を登録し
ておき、用紙の種類をキーにして設定情報が利用できるようにしている。しかしながら、
オンデマンド印刷機では用紙の種類のみならず、目的に応じて斤量の使い分けも行われて
おり、用紙の種類や斤量は非常に多岐にわたるため、設定情報を用紙の種類毎にリスト表
示しても、斤量毎の設定を容易に確認、変更することができない。また、用紙の種類毎の
リスト表示では斤量の設定が分からないため、予め登録した設定情報を効果的に利用する
ことができない。
【００１９】
　ここで、用紙の種類や斤量は目的や塗工量によって大きく分類することが可能であるこ
とから、本発明の一実施の形態では、印刷に関する設定情報を利用する装置で動作する設
定制御プログラムは、予め登録された設定情報を一覧表示する際に、用紙の種類（又は用
紙の種類に対応付けられた名称）及び斤量を行列の項目として、各々の設定情報に対応す
るセルをマトリクス状に配置した設定一覧画面を表示する制御を行う。また、設定一覧画
面において、特定の設定情報（例えば、カラー設定）が共通するセルを同じ表示形態（例
えば、色やパターン）で表示させる制御を行う。更に、設定一覧画面において、ユーザが
セルを選択して移動やコピーなどの操作を行った場合に、選択されたセルの設定情報を移
動先やコピー先のセルに設定する制御を行う。
【００２０】
　このように、リスト表示を用紙の種類や斤量でソートするだけでは、類似した用紙の種
類をまとめたり、それらの斤量違いの設定を一覧し、管理したりすることが煩雑であった
が、本実施形態では、用紙の種類と斤量とを行列の項目としてマトリクス状に表示するこ
とにより、ユーザは管理目的に応じて用紙の種類を並べ替えることができ、類似する用紙
の種類を整理して管理することが可能となり、また、斤量毎の設定を一覧することも容易
となる。さらに、選択されたセルの設定情報を移動先のセルに設定することにより、設定
情報の作成、変更、複製などをマトリクス上の操作で容易に実現することができる。
【実施例】
【００２１】
　上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の一実施例に係
る設定制御プログラムについて、図１乃至図２０を参照して説明する。図１は、本実施例
の印刷システムの構成を示す図である。また、図２、３、５、１４、１７は、クライアン
トの表示部に表示される画面の一例を示す図であり、図４、６～１３、１５、１６、１８
は、設定一覧画面のマトリクス表示部の表示例を示す図である。また、図１９及び図２０
は、クライアントの動作を示すフローチャート図である。
【００２２】
　図１に示すように、本実施例の印刷システムは、イントラネット上に、通信ネットワー
クで接続可能なクライアント１０、プリンタコントローラ２０、オンデマンド印刷機など
の画像処理装置３０がそれぞれ配置される。なお、通信ネットワークの規格としてＥｔｈ
ｅｒｎｅｔ（登録商標）などを用いることができるが、プリンタコントローラ２０から画
像処理装置３０へのデータ転送はＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）以外にもIEEE1394、Para
llelなどを用いることも可能である。また、図１では、プリンタコントローラ２０を画像
処理装置３０とは別に設けているが、プリンタコントローラ２０は画像処理装置３０に内
包してもよい。
【００２３】
　クライアント１０はパーソナルコンピュータなどのコンピュータ機器であり、制御部１
１、ＯＳ（Operating System）１２、アプリケーション１３、プリンタドライバ１４、ネ
ットワークＩ／Ｆ部１５、記憶部１６、表示部１７、操作部１８などを備える。
【００２４】
　制御部１１はＣＰＵ（Central Processing Unit）及びＲＯＭ（Read Only Memory）や
ＲＡＭ（Random Access Memory）などのメモリからなり、クライアント１０全体の動作を
制御する。ＯＳ１２はWindows（登録商標）やMacintosh（登録商標）などであり、クライ
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アント１０でアプリケーション１３を動作可能にする。アプリケーション１３は文書など
を作成するためのソフトウェアである。プリンタドライバ１４はアプリケーション１３で
作成された文書をプリンタコントローラ２０が読み取り可能な言語（ＰＣＬ（Printer Co
ntrol Language）やPostScriptなどのＰＤＬ（Page Description Language））に変換す
る。ネットワークＩ／Ｆ部１５はＮＩＣ（Network Interface Card）などからなり、クラ
イアント１０を通信ネットワークに接続する。記憶部１６はメモリやＨＤＤ（Hard Disk 
Drive）などからなり、印刷に関する設定情報などを記憶する。表示部１７はＬＣＤ（Liq
uid Crystal Display）などからなり、後述する設定一覧画面やカラー設定画面などを表
示する。操作部１８はマウスやキーボードなどからなり上記設定一覧画面におけるセルの
選択や移動、コピーなどの操作、カラー設定画面における設定情報の選択などの操作を可
能にする。
【００２５】
　また、プリンタドライバ１４は、記憶部１６（他の装置でも良い。）から予め登録され
た複数の設定情報を取得し、複数の設定情報を一覧表示する際に、用紙の種類（又は用紙
の種類に対応付けられた名称）及び斤量を行列の項目として、各々の設定情報に対応する
セルをマトリスク状に配列した設定一覧画面を表示部１７に表示させる設定制御部１４ａ
としても機能する。この設定制御部１４ａは、設定一覧画面において、特定の設定情報（
例えば、色変換設定）が共通するセルを同じ表示形態（例えば、色やパターン）で表示す
る制御を行う。また、設定制御部１４ａは、セルの選択や選択したセルに対する指示を受
け付け、選択されたセルに対して移動やコピーなどの指示が行われた場合に、選択された
セルの設定情報を移動先又はコピー先のセルに設定する制御も行う。
【００２６】
　プリンタコントローラ２０は、クライアント１０の指示に従って画像処理装置３０を制
御する機器であり、制御部２１、ネットワークＩ／Ｆ部２２、ＲＩＰ（Raster Image Pro
cessor）部２３、記憶部２４、プリンタＩ／Ｆ部２５、アプリケーション部２６、必要に
応じて、表示部２７及び操作部２８などを備える。
【００２７】
　制御部２１はＣＰＵ及びＲＯＭやＲＡＭなどのメモリからなり、プリンタコントローラ
２０全体の動作を制御する。ネットワークＩ／Ｆ部２２はＮＩＣなどからなり、プリンタ
コントローラ２０を通信ネットワークに接続する。ＲＩＰ部２３はＰＤＬで記述された印
刷データを翻訳しビットマップ形式のイメージデータに展開する。記憶部２４はメモリや
ＨＤＤなどからなり、印刷データやイメージデータ、画像処理装置３０に登録された設定
情報などを記憶する。プリンタＩ／Ｆ部２５は画像処理装置３０にイメージデータの送信
及び出力方法の指示を行う。アプリケーション部２６はＲＩＰ部２３により作成されたイ
メージデータの編集や仕上げ処理を行うためのジョブチケットを編集し、印刷のためのデ
ータ制御を行う。表示部２７はＬＣＤなどからなり、各種定画面を表示する。操作部２８
はマウスやキーボードなどからなり設定情報の選択などの操作を可能にする。
【００２８】
　画像処理装置３０は、プリンタコントローラ２０の指示に基づいて印刷を実行するプリ
ンタや複合機などであり、制御部３１、コントローラＩ／Ｆ部３２、パネル操作部３３、
プリンタ部３４、記憶部３５などにより構成される。
【００２９】
　制御部３１はＣＰＵ及びＲＯＭやＲＡＭなどのメモリからなり画像処理装置３０全体の
動作を制御する。コントローラＩ／Ｆ部３１はＮＩＣなどからなりプリンタコントローラ
２０との通信を可能にする。パネル操作部３３は表示部上に透明電極が格子状に配置され
た感圧式の操作部（タッチパネル）を設けたものであり、画像処理装置３０の操作や設定
情報の登録などを可能にする。プリンタ部３４は印刷指示に従い印刷を実行する。記憶部
３５はメモリやＨＤＤなどからなり、登録された設定情報などを記憶する。
【００３０】
　なお、本実施例では、クライアント１０のプリンタドライバ１４に、設定制御部１４ａ
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としての機能を設ける構成としているが、プリンタドライバ１４とは別に、制御部１１を
設定制御部１４ａとして機能させる設定制御プログラムを設けてもよいし、設定制御部１
４ａはハードウェアとして構成してもよい。また、プリンタコントローラ２０や画像処理
装置３０で印刷に関する設定を行う場合は、これらの機器の制御部に設定制御部１４ａと
しての機能を設けてもよい。
【００３１】
　次に、プリンタドライバ１４によって表示されるプロパティ画面から呼び出されるＧＵ
Ｉ（Graphical User Interface）について、図２を参照して説明する。
【００３２】
　図２は、設定一覧画面４０の一例であり、マトリクス表示部４１、行選択部４２、用紙
名称表示部４３、斤量表示項目４４、設定名称表示・管理部４５、設定対象選択ラジオボ
タン４６、設定編集ボタン４７、保存ボタン４８ａ、設定完了ボタン４８ｂ、キャンセル
ボタン４８ｃなどを備える。
【００３３】
　マトリクス表示部４１は、用紙の種類（又は名称）と斤量をキーとしたセルから形成さ
れる。行数に応じてスクロールバーが有効となる。セルは色やパターンなどの表示形態（
図では網掛けのパターン）によって特定の設定情報（本実施例では色変換設定などのカラ
ー設定）がシンボル化され、同じ設定情報を含むセルや違う設定情報を含むセルとの関係
が一覧できるようになっている。
【００３４】
　行選択部４２は、操作部１８で所定の操作を行う（例えば、クリックする）ことによっ
て該当行を全て選択状態にすることができる。行を選択後、所定の操作を行う（例えば、
選択範囲の端をドラッグする）ことで行を移動することができる。また、行選択部４２に
対して所定の操作を行う（例えば、行選択部４２を右クリックする）ことでサブメニュー
を呼び出すことができる。このサブメニューには、行の新規追加、削除、コピー、ペース
ト、用紙の種類に対応付けられた名称の変更などの選択肢が表示される。
【００３５】
　用紙名称表示部４３は、用紙の種類又は用紙の種類に対応付けられた名称を表示してい
る。基本的に画像処理装置３０で制御される用紙の種類と連動しており、画像処理装置３
０がカスタム用紙名を登録できる場合には、用紙名称のデータベースと連動する。所定の
操作を行う（例えば、ダブルクリックする）ことで名称を編集（変更）することができる
。変更した名称は画像処理装置３０側のカスタム用紙名にも反映される。
【００３６】
　斤量表示項目４４は、マトリクスの列の用紙の斤量を表す。基本的には画像処理装置３
０によって定められた斤量区分と同一の管理区分けとなるが、必要に応じて画像処理装置
３０によって定められた斤量区分とは異なる区分で管理しても良い。
【００３７】
　設定名称表示・管理部４５は、マトリクス表示部４１のマトリクス内で表示するセルの
色、パターンに対する設定の名称を一覧することができる。セル表示例、設定名称、下記
の設定対象選択ラジオボタン４６の３項目がセットとなって一つのブロックとなっており
、ユーザは所定の操作（例えば、ドラッグ＆ドロップ操作）で表示順序を入れ替えること
が可能となっている。また、設定名称を赤字にしたり、下線を付けることにより、変更・
削除が不可能な設定であることを示しても良い。
【００３８】
　設定対象選択ラジオボタン４６は、設定名称表示・管理部４５内の設定の中から所望の
設定を選択するためのボタンである。
【００３９】
　設定編集ボタン４７は、設定対象選択ラジオボタン４６の選択対象セルの設定情報（本
実施例ではカラー設定）を編集可能にするＧＵＩ（図３のカラー設定画面５０）を起動す
る。
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【００４０】
　保存ボタン４８ａは、マトリクス表示部４１のマトリクスの状態をファイルに保存する
ボタンである。設定完了ボタン４８ｂは、設定を完了するボタンである。キャンセルボタ
ン４８ｃは、設定の変更内容をキャンセルするボタンである。
【００４１】
　なお、図２は設定一覧画面４０の一例であり、用紙の種類（又は名称）と斤量とがマト
リクス状に表示される限りにおいて、その構成は適宜変更可能である。例えば、縦軸を斤
量とし、横軸を用紙の種類（又は名称）としてもよい。また、図２では、カラー設定に基
づいてセルの表示形態を変えたが、他の設定情報に基づいてセルの表示形態を変えてもよ
い。例えば、両面印刷の場合は、表面の印刷後の定着時に用紙が収縮し、裏面の印刷時に
不具合が生じる場合があることから、収縮率に基づいてセルの表示形態を変えることもで
きる。
【００４２】
　次に、図２の設定一覧画面４０の設定編集ボタン４７で呼び出されるＧＵＩについて、
図３を参照して説明する。
【００４３】
　図３は、カラー設定画面５０の一例であり、設定名称表示、選択部５１、プリンタプロ
ファイル表示、設定部５２、ＣＭＹＫ出力設定部５３、ＲＧＢ出力設定部５４、その他の
設定部５５などを備える。
【００４４】
　設定名称表示、選択部５１は、図２のセルに対応付けられた設定の名称が表示されてお
り、ここで選択した設定情報（本実施例ではカラー設定）が以下に表示される。図２の設
定編集ボタン４７で起動された時点では、図２の設定対象選択ラジオボタン４６で選択さ
れた設定が表示された状態となる。
【００４５】
　プリンタプロファイル表示、設定部５２は、出力時の色調整に使用するプリンタのプロ
ファイルを設定したり、設定を変更できる。このプリンタのプロファイルは、画像処理装
置３０の色空間の特性に基づいて色変換を行うためのテーブルであり、明度、色相、彩度
の色空間で表現される、装置に依存しない色情報（Ｌａｂ）を出力側の装置に依存する色
情報（ＣＭＹＫ）に変換する際に利用される。
【００４６】
　ＣＭＹＫ出力設定部５３は、ＣＭＹＫ原稿が入力されたときの色調整設定を行う。例え
ばターゲットプロファイルを選択することができる。このターゲットプロファイルは、入
力側の装置の色空間の特性に基づいて色変換を行うためのテーブルであり、入力側の装置
に依存する色情報（ＣＭＹＫ）を装置に依存しない色情報（Ｌａｂ）に変換する際に利用
される。また、対象オブジェクトに対して、レンダリングインテントやＣＭＹＫ－ＣＭＹ
Ｋデバイスリンクプロファイルを選択できる。レンダリングインテントは、ＣＭＭ（カラ
ー マッチング モジュール）で色空間の変換を行う際に、色域外の色を処理する方法を指
し、ＩＣＣ（International Color Consortium）では、Perceptual（知覚的）、Relative
 Colorimetric（相対的な色域を維持）、Saturation（彩度）、Absolute Colorimetric（
絶対的な色域を維持）の４つのレンダリングインテントが設定されている。また、ＣＭＹ
Ｋ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルは、入力側の装置に依存する色情報（ＣＭＹＫ
）を出力側の装置に依存する色情報（ＣＭＹＫ）に直接変換する際に利用される。なお、
対象オブジェクトの種類（Image、Graphic、Text）毎に、レンダリングインテントやデバ
イスリンクプロファイルを設定できるようにしても良い。また、入力原稿中の画像に埋め
込みプロファイルが設定されていた場合に、使用するか無視するかを選択できても良い（
図中の「Ignore Embedded Profiles」参照）。
【００４７】
　ＲＧＢ出力設定部５４は、ＲＧＢ原稿が入力されたときの色調整設定を行う。例えばソ
ースプロファイルを選択できる。このソースプロファイルは、入力側の装置の色空間の特
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性に基づいて色変換を行うためのテーブルであり、入力側の装置に依存する色情報（ＲＧ
Ｂ）を装置に依存しない色情報（Ｌａｂ）に変換する際に利用される。また、対象オブジ
ェクトに対して、レンダリングインテントやＲＧＢ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイ
ルを選択できる。レンダリングインテントは、上記の４つが設定されている。また、ＲＧ
Ｂ－ＣＭＹＫデバイスリンクプロファイルは、入力側の装置に依存する色情報（ＲＧＢ）
を出力側の装置に依存する色情報（ＣＭＹＫ）に直接変換する際に利用される。なお、対
象オブジェクトの種類（Image、Graphic、Text）毎に、レンダリングインテントやデバイ
スリンクプロファイルを設定できても良い。また、ＲＧＢ画像を一旦ＣＭＹＫターゲット
の色空間に変換し、更にプリンタの色空間に変換するように設定できても良い（図中の「
RGB Simulation」参照）。また、ＲＧＢのグレーを黒トナーのみで印刷するように設定で
きても良いし（図中の「Use K for RGB Gray」参照）、ＲＧＢ黒を黒トナーのみで印刷す
るように設定できても良い（図中の「Use Pure Black」参照）。
【００４８】
　その他の設定部５５は、上記以外のカラー設定を行う部分である。その一例として、例
えば、入力画像にスポットカラーが使用されていた場合にスポットカラーデータベースか
ら出力色の設定を読み出すか、入力画像データ内に予め設定されているＣＭＹＫ値を用い
るかを設定できても良い（図中の「Spot Color」参照）。また、入力画像の特定のＣＭＹ
Ｋ値を予め設定したＣＭＹＫ値に強制的に変換する設定の有効／無効を設定できても良い
（図中の「Alternative Color」参照）。また、黒のオブジェクトを強制的にオーバープ
リント処理するように設定できても良い（図中の「Black Overprint」参照）。また、入
力画像を作成したアプリケーションのオーバープリント指定に従うように設定できても良
い（図中の「Composite Overprint」参照）。また、出力物の光沢が通常より高くなるよ
うに設定できても良い（図中の「Gloss Mode」参照）。
【００４９】
　以下、上記画面を用いた設定のコピー、登録手順について、図４乃至１８を参照して説
明する。なお、セルの設定を削除する場合や、セルの設定を他のセルに移動する場合も同
様に行えばよい。
【００５０】
　［新規用紙の種類（行）を追加する場合］
　図４は、設定一覧画面４０のマトリクス表示部４１を抽出した図であり、行選択部４２
にカーソルを合わせ、右クリックなど特定の操作を行い、サブメニューを呼び出す。そし
て、サブメニューから「挿入」を選択すると、図５のＧＵＩ（用紙選択画面６０）が呼び
出される。用紙選択画面６０のコンボボックス（図５（ｂ）参照）にて、画像処理装置３
０に登録されている用紙名（例えば、「Mirror Coat Special Setting」）を選択し、「
ＯＫ」を押すと、図６に示すように新しい行が追加される。
【００５１】
　［１つのセルに他のセルの設定をコピーする場合］
　例えば、新しく追加した「Mirror Coat Special Setting」の行の「60-80」gsmのセル
に、「User03」行の「60-80」gsm列の設定情報（例えば、色変換設定）をコピーする場合
は、図７に示すように「User03」行の「60-80」gsm列をクリックし、選択状態にする。そ
して、選択したセルの下端にマウスカーソルを合わせると、十字カーソルが上下矢印カー
ソルに変わる。次に、図８に示すように、クリックしたままカーソルを下へドラッグする
と、目的のセルに選択したセルの設定情報が複製される。
【００５２】
　［行内の横方向に設定をコピーする場合］
　例えば、「Mirror Coat Special Setting」行の「60-80」gsm列のセルの設定情報を他
の斤量のセルにコピーする場合は、図９に示すように、「Mirror Coat Special Setting
」行の「60-80」gsm列をクリックし、選択状態にする。そして、選択範囲の右端にマウス
カーソルを合わせると十字カーソルが左右矢印カーソルに変わる。次に、図１０に示すよ
うに、クリックしたまま右方向へドラッグすると、ドラッグされた範囲のセルに選択した
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セルの設定情報がコピーされる。
【００５３】
　［複数の領域を一度にコピーする場合］
　例えば、「User03」行の「106-130」及び「131-160」gsm列のセルの設定情報を「Mirro
r Coat Special Setting」行の「106-130」及び「131-160」gsm列のセルにコピーする場
合は、図１１に示すように、「User03」行の「106-130」及び「131-160」gsm列のセルを
選択状態にする。そして、選択領域の下端にマウスカーソルを合わせると、十字カーソル
が上下矢印カーソルに変わる。次に、図１２に示すように、クリックしたままカーソルを
下へドラッグすると、目的のセルに選択したセルの設定情報が複製される。
【００５４】
　［領域に既存の設定をあてはめる場合］
　例えば、「Mirror Coat Special Setting」行の「161-260」gsm列のセルに既存の設定
情報をあてはめる場合は、図１３に示すように、「Mirror Coat Special Setting」行の
「161-260」gsm列のセルにカーソルを合わせ、右クリックなど特定の操作を行い、サブメ
ニューを呼び出す。そして、サブメニューから「設定」を選択すると、図１４のＧＵＩ（
プロファイル選択画面６１）が呼び出される。プロファイル選択画面６１のコンボボック
ス（図１４（ｂ）参照）にて、「Default for Label」を選択し、「ＯＫ」を押すと、図
１５に示すように、目的のセルに既存の設定情報が複製される。
【００５５】
　［選択領域に新規の設定を登録する場合］
　例えば、「Mirror Coat Special Setting」行の「260-」gsm列のセルに新規の設定情報
を登録する場合は、図１６に示すように、「Mirror Coat Special Setting」行の「260-
」gsm列のセルにカーソルを合わせ、右クリックなど特定の操作を行い、サブメニューを
呼び出す。そして、サブメニューから「新規」を選択すると、新規にカラー設定を行うＧ
ＵＩ（図１７のカラー設定画面５０）が呼び出される。このカラー設定画面５０でのカラ
ー設定が完了すると、図１８に示すように、目的のセルに新規の設定情報が登録される。
なお、新たに設定されたセルの表示形態（色やパターン）はユーザがその都度指定できる
ようにしても良い。
【００５６】
　次に、本実施例のプリンタドライバ１４（設定制御部１４ａ）の動作について、図１９
及び図２０のフローチャート図を参照して説明する。
【００５７】
　［セル範囲が選択されたときの動作］
　図１９に示すように、ユーザは操作部１８を操作して１又は複数のセルを選択する（Ｓ
１０１）。そして、ユーザが選択したセルの辺をドラッグした場合（Ｓ１０２）は、設定
制御部１４ａは、選択した範囲が複数セルであるかを判断する（Ｓ１０３）。複数セルの
場合は、複製単位を確定し（Ｓ１０４）、その複製単位で設定情報（以下、色変換設定と
する。）をコピーする（Ｓ１０５）。一方、複数セルでない場合は、選択したセルの色変
換設定をコピーする（Ｓ１０６）。
【００５８】
　また、Ｓ１０１で選択したセルに対して、ユーザが右クリックしてコンテキストメニュ
ーを表示し、その中から所定の操作を選択した場合（Ｓ１０７）は、設定制御部１４ａは
、選択された操作を判断する。「新規」が選択された場合（Ｓ１０８）は、色変換設定Ｇ
ＵＩ（カラー設定画面を表示させる機能）を新規作成モードで起動し（Ｓ１０９）、色変
換設定ＧＵＩによる色変換設定を行う（Ｓ１１０）。「コピー」が選択された場合（Ｓ１
１１）は、選択したセルの色変換設定をメモリに複製する（Ｓ１１２）。「消去」が選択
された場合（Ｓ１１３）は、選択したセルの色変換設定を消去する（Ｓ１１４）。「貼り
付け」が選択された場合（Ｓ１１５）は、複製用メモリから色変換設定を複製する（Ｓ１
１６）。「設定」が選択された場合（Ｓ１１７）は、色変換設定ＧＵＩを起動し（Ｓ１１
８）、色変換設定ＧＵＩによる設定を行う（Ｓ１１９）。
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【００５９】
　［行選択用セルがクリックされたときの動作］
　図２０に示すように、ユーザは操作部１８を操作して行を選択する（Ｓ２０１）。そし
て、ユーザが選択した行の辺をドラッグした場合（Ｓ２０２）は、設定制御部１４ａは、
選択した行の内容をメモリ上に複製する（Ｓ２０３）。次に、ユーザが操作部１８を操作
して移動先を確定すると（Ｓ２０４）、設定制御部１４ａは、移動元行を削除し（Ｓ２０
５）、移動先に移動対象行を挿入する（Ｓ２０６）。
【００６０】
　また、Ｓ２０１で選択した行に対して、ユーザが右クリックしてコンテキストメニュー
を表示し、その中から所定の操作を選択した場合（Ｓ２０７）は、設定制御部１４ａは、
選択された操作を判断する。「新規」が選択された場合（Ｓ２０８）は、新しい行を挿入
し（Ｓ２０９）、色変換設定ＧＵＩを新規作成モードで起動し（Ｓ２１０）、色変換設定
ＧＵＩによる色変換設定を行う（Ｓ２１１）。「挿入」が選択された場合（Ｓ２１２）は
、新しい行を挿入する（Ｓ２１３）。「コピー」が選択された場合（Ｓ２１４）は、選択
した行の色変換設定をメモリに複製する（Ｓ２１５）。「消去」が選択された場合（Ｓ２
１６）は、選択した行の色変換設定を消去する（Ｓ２１７）。「貼り付け」が選択された
場合（Ｓ２１８）は、複製用メモリから色変換設定を複製する（Ｓ２１９）。「設定」が
選択された場合（Ｓ２２０）は、色変換設定ＧＵＩを起動し（Ｓ２２１）、色変換設定Ｇ
ＵＩによる色変換設定を行う（Ｓ２２２）。
【００６１】
　このように、本実施例によれば、予め登録した複数の設定情報を一覧表示する際、用紙
の種類（又は名称）と斤量とを行列の項目として、各々の設定情報に対応するセルをマト
リクス状に配置した画面が表示されるため、所望の用紙の種類及び斤量の設定情報を容易
に確認、変更することができる。また、上記画面において、カラー設定などの特定の設定
情報が共通するセルが同じ表示形態で表示されるため、一見して設定内容を把握すること
ができる。更に、上記画面において、セルに対する操作によりそのセルの設定を他のセル
に移動したり、コピーしたり、削除したりすることができるため、設定操作を簡便にする
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、印刷に関する設定を制御する装置で動作するプログラム、特に、プリンタド
ライバに利用可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　クライアント
　１１　制御部
　１２　ＯＳ
　１３　アプリケーション
　１４　プリンタドライバ
　１４ａ　設定制御部
　１５　ネットワークＩ／Ｆ部
　１６　記憶部
　１７　表示部
　１８　操作部
　２０　プリンタコントローラ
　２１　制御部
　２２　ネットワークＩ／Ｆ部
　２３　ＲＩＰ部
　２４　記憶部
　２５　プリンタＩ／Ｆ部
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　２６　アプリケーション部
　２７　表示部
　２８　操作部
　３０　プリンタ
　３１　制御部
　３２　コントローラＩ／Ｆ部
　３３　パネル操作部
　３４　プリンタ部
　３５　記憶部
　４０　設定一覧画面
　４１　マトリクス表示部
　４２　行選択部
　４３用紙名称表示部
　４４　斤量表示項目
　４５　設定名称表示・管理部
　４６　設定対象選択ラジオボタン
　４７　設定編集ボタン
　４８ａ　保存ボタン
　４８ｂ　設定完了ボタン
　４８ｃ　キャンセルボタン
　５０　カラー設定画面
　５１　設定名称表示、選択部
　５２　プリンタプロファイル表示、設定部
　５３　ＣＭＹＫ出力設定部
　５４　ＲＧＢ出力設定部
　５５　その他の設定部
　６０　用紙選択画面
　６１　プロファイル選択画面
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