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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を形成する画像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせてカラー画
像を形成する画像形成装置であって、
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についてのずれ量に応じてデ
ィザマトリクス要素の位置をずらし、処理対象のドット画像データに対してスクリーン処
理を施すスクリーン処理手段と
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺
するように、前記スクリーン処理手段により処理されたドット画像データの各画素の位置
を副走査方向にずらし、該ずらしにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーショ
ンずれ補正手段と、
　前記スクリーン処理されたドット画像データを回転する回転処理手段とを備え、
　前記レジストレーションずれ補正手段は、前記回転処理手段による回転後の走査線の副
走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の位
置を副走査方向にずらすことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　画像を形成する画像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせてカラー画
像を形成する画像形成装置であって、
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についてのずれ量に応じてデ
ィザマトリクス要素の位置をずらし、処理対象のドット画像データに対してスクリーン処
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理を施すスクリーン処理手段と
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺
するように、前記スクリーン処理手段により処理されたドット画像データの各画素の位置
を副走査方向にずらし、該ずらしにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーショ
ンずれ補正手段と、
　前記スクリーン処理されたドット画像データを回転する回転処理手段とを備え、
　前記スクリーン処理手段は、前記回転処理手段による回転量に対応して前記ディザマト
リクスを回転させ、回転させたディザマトリクスを用いてスクリーン処理を行い、
　前記レジストレーションずれ補正手段は、前記回転処理手段による回転後の走査線の副
走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の位
置を副走査方向にずらすことを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　画像を形成する画像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせてカラー画
像を形成する画像形成装置における画像補正方法であって、
　前記画像形成装置のスクリーン処理手段が、前記画像形成部における像担持体上の走査
線の副走査方向についてのずれ量に応じてディザマトリクス要素の位置をずらし、処理対
象のドット画像データに対してスクリーン処理を施すスクリーン処理工程と
　前記画像形成装置のレジストレーションずれ補正手段が、前記画像形成部における像担
持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺するように、前記スクリーン処
理工程により処理されたドット画像データの各画素の位置を副走査方向にずらし、該ずら
しにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーションずれ補正工程と、
　前記画像形成装置の回転処理手段が、前記スクリーン処理されたドット画像データを回
転する回転処理工程とを有し、
　前記レジストレーションずれ補正工程では、前記回転処理工程による回転後の走査線の
副走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の
位置を副走査方向にずらすことを特徴とする画像補正方法。
【請求項４】
　画像を形成する画像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせてカラー画
像を形成する画像形成装置における画像補正方法であって、
　前記画像形成装置のスクリーン処理手段が、前記画像形成部における像担持体上の走査
線の副走査方向についてのずれ量に応じてディザマトリクス要素の位置をずらし、処理対
象のドット画像データに対してスクリーン処理を施すスクリーン処理工程と
　前記画像形成装置のレジストレーションずれ補正手段が、前記画像形成部における像担
持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺するように、前記スクリーン処
理工程により処理されたドット画像データの各画素の位置を副走査方向にずらし、該ずら
しにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーションずれ補正工程と、
　前記画像形成装置の回転処理手段が、前記スクリーン処理されたドット画像データを回
転する回転処理工程とを有し、
　前記スクリーン処理工程では、前記回転処理工程による回転量に対応して前記ディザマ
トリクスを回転させ、回転させたディザマトリクスを用いてスクリーン処理を行い、
　前記レジストレーションずれ補正工程では、前記回転処理工程による回転後の走査線の
副走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の
位置を副走査方向にずらすことを特徴とする画像補正方法。
【請求項５】
　画像を形成する画像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせてカラー画
像を形成する画像形成装置を、
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についてのずれ量に応じてデ
ィザマトリクス要素の位置をずらし、処理対象のドット画像データに対してスクリーン処
理を施すスクリーン処理手段と
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺
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するように、前記スクリーン処理手段により処理されたドット画像データの各画素の位置
を副走査方向にずらし、該ずらしにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーショ
ンずれ補正手段と、
　前記スクリーン処理されたドット画像データを回転する回転処理手段として機能させる
ためのプログラムであって、
　前記レジストレーションずれ補正手段は、前記回転処理手段による回転後の走査線の副
走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の位
置を副走査方向にずらすことを特徴とするプログラム。
【請求項６】
　画像を形成する画像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせてカラー画
像を形成する画像形成装置を、
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についてのずれ量に応じてデ
ィザマトリクス要素の位置をずらし、処理対象のドット画像データに対してスクリーン処
理を施すスクリーン処理手段と
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺
するように、前記スクリーン処理手段により処理されたドット画像データの各画素の位置
を副走査方向にずらし、該ずらしにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーショ
ンずれ補正手段と、
　前記スクリーン処理されたドット画像データを回転する回転処理手段として機能させる
ためのプログラムであって、
　前記スクリーン処理手段は、前記回転処理手段による回転量に対応して前記ディザマト
リクスを回転させ、回転させたディザマトリクスを用いてスクリーン処理を行い、
　前記レジストレーションずれ補正手段は、前記回転処理手段による回転後の走査線の副
走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の位
置を副走査方向にずらすことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像形成装置及び画像補正方法に関し、詳しくは、例えば電子写真プロセスを
有するレーザビームプリンタ（ＬＢＰ）やデジタル複写機、マルチファンクションプリン
タ（ＭＦＰ）等において、入力画像を、安定した品質の濃度によって再現する画像形成装
置及び画像補正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタあるいは複写機等のカラー画像形成装置として、色成分の数と同数の電子写真
式の画像形成ユニットを備え、各画像形成ユニットにより印刷媒体上に順次各色成分のト
ナー像を転写するタンデム方式のカラー画像形成装置がある。色毎の画像形成ユニットに
は現像機および感光ドラムが含まれる。タンデム方式のカラー画像形成装置においては、
各色成分画像の位置ずれ（レジストレーションずれと呼ぶ。）を生じさせる複数の要因が
存在することが知られている。
【０００３】
　その要因には、ポリゴンミラーやｆθレンズ等の光学系を含む偏向走査ユニットのレン
ズの不均一性や取り付け位置ずれ、および偏光走査ユニットの画像形成装置本体への組み
付け位置ずれがある。これらの位置ずれにより、走査線が感光ドラムの回転軸と平行な直
線にならず、その形状に傾きや曲がりが生じる。このような走査線の傾きや曲がりの度合
い（以下、プロファイルあるいは走査線の形状と称する。）が色毎に異なるとレジストレ
ーションずれが生じる。
【０００４】
　プロファイルは各画像形成装置すなわち記録エンジンの個体毎、更には各色の変更走査
ユニット毎に異なる特性を持つ。プロファイルの一例を図２４（ａ）～図２４（ｄ）に示
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す。図２４において、横軸は画像形成装置における主走査方向位置を示す。主走査方向に
直線的に表現している線２４１１は、曲がりのない理想的な走査線の特性（プロファイル
）を示す。また、曲線２４０１、曲線２４０２、曲線２４０３、曲線２４０４は、色毎の
プロファイルを示しており、それぞれシアン（以下、Ｃ）、マゼンタ（以下、Ｍ）、イエ
ロー（以下、Ｙ）、ブラック（以下、Ｋ）の走査線のプロファイルの一例を示す。縦軸は
、理想的な特性に対して、副走査方向へのずれ量を示す。同図からもわかるように、プロ
ファイルの曲線は色毎に異なっており、各色に対応する画像形成ユニットの感光ドラム上
に静電潜像を形成する場合には、このプロらイルの相違が、各色の画像データのレジスト
レーションずれとなって現れる。
【０００５】
　レジストレーションずれへの対処方法として、特許文献１には、偏光走査装置の組立工
程にて、光学センサを用いて走査線の曲がりの大きさを測定し、レンズを機械的に回転さ
せて走査線の曲がりを調整した後、接着剤で固定する方法が記載されている。
【０００６】
　特許文献２には、偏光走査装置をカラー画像形成装置本体へ組み付ける工程において、
光学センサを用いて走査線の傾きを測定し、偏光走査装置を機械的に傾かせて走査線の傾
きを調整した上で、カラー画像形成装置本体に組み付ける方法が記載されている。
【０００７】
　特許文献３には、光学センサを用いて走査線の傾きと曲がりの大きさを測定し、それら
を相殺するようにビットマップ画像データを補正し、その補正した画像を形成する方法が
記載されている。すなわち、感光ドラムの回転軸に平行な感光ドラム表面上の直線すなわ
ち理想的な走査線に対する実際の走査線のずれを、画像データを同じ量だけ反対方向にず
らすことで相殺する。この方法は、画像データを補正するため、機械的な調整部材や組立
時の調整工程が不要になる。したがって、カラー画像形成装置の大きさを小型化すること
が可能となり、かつ、特許文献１、２に記載されている方法よりも安価にレジストレーシ
ョンずれに対処することが出来る。この電気的なレジストレーションずれ補正は、１画素
単位の補正と１画素未満の補正に分かれる。１画素単位の補正は、図２５に示すように傾
きと曲がりの補正量に応じて画素を１画素単位で副走査方向へずらす（オフセットさせる
）。なお、以後の記載においては、オフセットさせる位置を乗り換えポイント、オフセッ
トさせる処理をライン乗り換え処理と称する。つまり、図２５（ａ） においては、Ｐ１
～Ｐ５が乗り換えポイントに該当する。
【０００８】
　図２５では、補正対象となるのが走査線のプロファイル２５０１である。プロファイル
２５０１は、たとえば走査線上の画素の座標値の列で示してもよいが、図２５では領域ご
とに分割された近似直線で示されている。乗り換え点は、プロファイルを主走査方向に走
査し、副走査方向に対して１画素分のずれを生じた主走査方向の位置である。図２５では
、それがＰ１～Ｐ５に相当する。この乗り換え点を境界として、プロファイルにおける副
走査方向へのずれと反対方向に、乗り換え点以降のドットを１ラインずらす。これを各ラ
インに着目して行う。図２５（ｂ）に、そのようにして乗り換え点毎に副走査方向にずら
された画像データの例を示す。図中、斜線で示した部分２５１１は、ライン乗り換え処理
前の１ライン、すなわち本来の画像データ中における１ラインである。ライン乗り換え処
理の結果、副走査方向に対するプロファイルのずれを打ち消す方向に、各ラインはずらさ
れている。図２５（ｃ）は、そのようにして得られた画像データの一例である。斜線部が
補正前の１ラインである。画像形成時には、補正された画像データを１ラインずつ形成す
る。たとえば、ライン２５２１、ライン２５２２…といった順序で、通常の画像形成が行
われる。この結果、補正前の画像データにおいて１ラインを構成していた斜線部は、画像
形成後に、本来形成されるべき理想的な走査線上に形成されることになる。ただし、ライ
ン乗り換え処理は１画素単位で行っているために、副走査方向について１画素以内のずれ
は残る。
【０００９】
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　そこで、ライン乗り換え処理で補正しきれない１画素未満のずれを、図２６に例示する
ように、ビットマップ画像データの階調値を副走査方向の前後の画素で調整することで補
正する。つまり、プロファイル２６０１のように特性が上向きの傾きを示す場合は、階調
補正前のビットマップ画像データを、プロファイルの示す傾きと逆方向に傾いた（この例
では下向き）画素列２６０３（図２６（ｃ）に示す。）となるように補正する。図２６（
ｂ）は補正前のビットマップ画像データであり、この画像データ２６０２は、図２５（ｆ
）のように、乗り換え点Ｐ１，Ｐ２において画素単位で副走査方向にずらされる。これを
、補正後の理想的な画像データ２６０３に近付けるために、図２５（ｄ）に示すように階
調補正を施して、乗り換え点Ｐ１，Ｐ２における段差を平滑化する。図２５（ｄ）は、各
画素の濃度を、それらを形成するためのレーザパルスの幅や強度により模式的に示した図
である。露光後には図２５（ｅ）のような潜像が形成され、ライン乗り換え処理により生
じた段差が平滑化される。このような手法によって、画像処理によりレジストレーション
ずれ補正を行うことができる。なお、このライン乗り換え処理後に行われる平滑化のため
の階調補正を、以下では補間処理と呼ぶ。
【特許文献１】特開２００２－１１６３９４号公報
【特許文献２】特開２００３－２４１１３１号公報
【特許文献３】特開２００４－１７０７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところがビットマップ画像が階調画像のままであれば、上述の手順で画像形成ユニット
のプロファイルに応じたレジストレーションずれ補正を行えるが、スクリーン処理により
画質が劣化する場合がある。
【００１１】
　図１０は、スクリーン処理によって再現された階調画像に、ライン乗り換え処理と補間
処理をした様子を模式的に表した図である。スクリーン処理が施された２値画像データは
、極めて狭い領域内の画素は近似した階調を有するという局所性により、その階調に応じ
たドットパターン（ディザパターンと呼ぶ。）を持つ。ドットパターンは、ディザマトリ
クスの閾値行列の配置に応じて決まる。ドットパターンは、例えば色成分毎に相異なるス
クリーン角を持つように設計されている場合がある。なお、スクリーン処理後の２値画像
データは画素当たりこの例では４ビットで表現されている。すなわち、スクリーン処理後
の画素値は０または１５のいずれかである。
【００１２】
　このようなスクリーン処理が施された画像データに対してライン乗り換え処理を行うと
、出力画像のディザパターンが乗り換えポイントにおいてずれる。たとえば図１０（ａ）
に示す画像１００１が入力されると、図１０（ｂ）にあるように、乗り換えポイントの前
後でドットがずれる。これにより、乗り換えポイントを境界としてディザパターンがずれ
る。そのずれが画像を副走査方向に走る筋むらの発生として観察される。この筋むらによ
って画質が低下するという問題があった。
【００１３】
　また、ライン乗り換え処理に加えて、上述の補間処理をスクリーン処理後の画像データ
に適用すると、図１０（ｃ）にあるように、乗り換えポイントの前後の領域が周辺の同濃
度の領域と異なる濃度で再現され、濃度むらが発生するという問題があった。
【００１４】
　一方、乗り換え処理後の画像データにディザマトリクスを用いたスクリーン処理を実施
すると、ディザパターンにずれが生じず、画質は低下しないが、乗り換え処理のために大
きなメモリが必要になる。すなわち、スクリーン処理をほどこさず、量子化されていない
画像データにライン乗り換え処理を施すために、乗り換えられる数のラインバッファが必
要となり、しかも各画素サイズは量子化前のサイズである。このため大きなメモリが必要
であるという問題点があった。
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【００１５】
　本発明は上記従来例に鑑みて成されたもので、上記問題点を解決することを目的とする
。具体的には、各色成分の画像形成部のプロファイルの相違に起因するレジストレーショ
ンずれを、ライン乗り換え処理によって補正するとともに、ディザパターンのずれによる
画像劣化を防止して高品位な画像を小規模な回路構成によって得ることができる画像形成
装置及び画像補正方法を提供することを目的とする。
【００１６】
　さらに、レジストレーションずれ補正処理及びスクリーン処理後の回転処理が行われて
も画像劣化を防止できる画像形成装置及び画像補正方法を提供することを目的とする。
【００１７】
　さらに、画像の回転によるスクリーン角の変化に伴う画像劣化を防止することができる
画像形成装置及び画像補正方法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】
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明は以下の構成を備える。すなわち、画像を形成する画
像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせてカラー画像を形成する画像形
成装置であって、
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についてのずれ量に応じてデ
ィザマトリクス要素の位置をずらし、処理対象のドット画像データに対してスクリーン処
理を施すスクリーン処理手段と、
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺
するように、前記スクリーン処理手段により処理されたドット画像データの各画素の位置
を副走査方向にずらし、該ずらしにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーショ
ンずれ補正手段と、
　前記スクリーン処理されたドット画像データを回転する回転処理手段とを備え、
　前記レジストレーションずれ補正手段は、前記回転処理手段による回転後の走査線の副
走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の位
置を副走査方向にずらす。
　あるいは、画像を形成する画像形成部を色成分毎に備え、各色成分の画像を重ね合わせ
てカラー画像を形成する画像形成装置であって、
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についてのずれ量に応じてデ
ィザマトリクス要素の位置をずらし、処理対象のドット画像データに対してスクリーン処
理を施すスクリーン処理手段と
　前記画像形成部における像担持体上の走査線の副走査方向についての前記ずれ量を相殺
するように、前記スクリーン処理手段により処理されたドット画像データの各画素の位置
を副走査方向にずらし、該ずらしにより生じる画像の段差を平滑化するレジストレーショ
ンずれ補正手段と、
　前記スクリーン処理されたドット画像データを回転する回転処理手段とを備え、
　前記スクリーン処理手段は、前記回転処理手段による回転量に対応して前記ディザマト
リクスを回転させ、回転させたディザマトリクスを用いてスクリーン処理を行い、
　前記レジストレーションずれ補正手段は、前記回転処理手段による回転後の走査線の副
走査方向についてのずれ量を相殺するように、処理対象のドット画像データの各画素の位
置を副走査方向にずらす。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、各色成分の画像形成部のプロファイルの相違に起因するレジストレーシ
ョンずれを補正するとともに、補正に伴う画像の劣化を防止して高品位な画像を小規模な
回路構成によって得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
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　［第１実施形態］
　以下、図面を用いて本発明の実施形態を説明する。本実施形態では、本来レーザビーム
が感光ドラム表面を走査して形成されるはずの理想的な走査線、すなわち感光ドラムの回
転軸に平行な走査線に対する実際の走査線のずれを、ドット画像データを同じ量だけ反対
方向にずらすことで相殺する。そしてこのレジストレーションずれ補正に伴って生じるむ
らなどの画像劣化を防止すると共に、レジストレーションずれ補正後のドット画像データ
にディザ処理を施すことで生じる画質劣化を防止する。
【００２１】
　本発明の実施の形態として適用可能な画像形成装置の一例として、レーザビームプリン
タの構成例及びそのレーザプリンタで実行される画像補正方法について説明する。なお、
本実施形態は、レーザビームプリンタのみならず、インクジェットプリンタやＭＦＰ（Ｍ
ｕｌｔｉ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｐｒｉｎｔｅｒ ／ Ｍｕｌｔｉ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｐｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ）等の他の方式の出力装置でも適用可能である。ただし、本発明を適用する
意味のあるプリンタは、色成分毎に画像形成部を備え、そのために各色成分の画像間にレ
ジストレーションずれを生じるおそれのあるプリンタである。インクジェットプリンタで
あれば、各色成分の記録ヘッドをそれぞれ独立したキャリッジに搭載したシリアルプリン
タや、各色成分の記録ヘッドを独立して取り付け可能なラインヘッドのプリンタであれば
、レジストレーションずれを生じるおそれがある。そこでこれらのプリンタに本実施形態
に係る発明を適用すれば、画質向上に効果がある。しかしながら走査線のプロファイルが
色成分毎に相違する可能性が高いと考えられるのはタンデム式のカラーレーザプリンタで
あるから、本実施形態ではそれを例にして説明する。
【００２２】
　＜タンデムカラーＬＢＰの画像形成部＞
　図４は、第１実施形態の電子写真方式のカラー画像形成装置において、静電潜像作成に
関係する各ブロックの構成を説明する図である。カラー画像形成装置はカラー画像形成部
４０１と画像処理部４０２により構成し、画像処理部４０２でビットマップ画像情報を生
成し、それに基づきカラー画像形成部４０１が記録媒体上への画像形成を行う。また画像
処理部４０２は、予め測定されプロファイル記憶部４０３に保存された色成分の画像形成
部ごとのプロファイル情報４１６Ｃ，４１６Ｍ，４１６Ｙ，４１６Ｋを参照してレジスト
レーションずれ補正などの補正処理も行う。なお、以下では、色成分毎に色のシンボルＣ
，Ｍ，Ｙ，Ｋを付した符号は、その色のシンボルをとり、総称とする場合がある。ここで
画像形成部とは、スキャナ部４１４と印字部４１５とを含む、色成分毎の単色画像を形成
する名称とする。印字部４１５は、感光ドラムや転写ドラム等を含むトナー像を形成する
ためのユニットであり、もちろん文字以外の画像も形成する。
【００２３】
　図２は、電子写真方式のカラー画像形成装置の一例である中間転写体２８を採用したタ
ンデム方式のカラー画像形成部４０１の断面図である。図２を用いて、電子写真方式のカ
ラー画像形成装置におけるカラー画像形成部４０１の動作を説明する。カラー画像形成部
４０１は、画像処理部４０２が処理した露光時間に応じて露光光を駆動し、感光ドラムす
なわち像担持体上に静電潜像を形成して、この静電潜像を現像して各色成分の単色トナー
像を形成する。この単色トナー像を中間転写体２８上で重ね合わせて多色トナー像を形成
し、この多色トナー像を印刷媒体１１へ転写してその多色トナー像を熱定着させる。中間
転写体も像担持体である。帯電手段は、Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋの色毎に感光体２２Ｙ，２２Ｍ，
２２Ｃ，２２Ｋを帯電させるための４個の注入帯電器２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｋを
備え、各注入帯電器にはスリーブ２３ＹＳ，２３ＭＳ，２３ＣＳ，２３ＫＳを備えている
。
【００２４】
　像担持体すなわち感光体（感光ドラム）２２Ｙ，２２Ｍ，２２Ｃ，２２Ｋは、駆動モー
タにより画像形成動作に応じて反時計周り方向に回転される。露光手段であるスキャナ部
４１４Ｙ，４１４Ｍ，４１４Ｃ，４１４Ｋは感光体２２Ｙ，２２Ｍ，２２Ｃ，２２Ｋを露
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光光で照射し、感光体２２Ｙ，２２Ｍ，２２Ｃ，２２Ｋの表面を選択的に露光する。この
結果、静電潜像が感光体表面に形成される。現像手段である現像器２６Ｙ，２６Ｍ，２６
Ｃ，２６Ｋは、静電潜像を可視化するために、Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋの色毎のトナー現像を行う
。各現像器には、スリーブ２６ＹＳ，２６ＭＳ，２６ＣＳ，２６ＫＳが設けられている。
なお、各々の現像器２６は脱着が可能である。スキャナ部は、レーザビームの幅や強度に
よって各画素の階調表現が可能である。たとえば１６階調が表現できる。
【００２５】
　転写手段である一次転写ローラ２７Ｙ，２７Ｍ，２７Ｃ，２７Ｋは、時計回りに回転す
る中間転写体２８を感光体２２Ｙ，２２Ｍ，２２Ｃ，２２Ｋに押圧して、感光体上のトナ
ー像を中間転写体２８へと転写する。一次転写ローラ２７に適当なバイアス電圧を印加す
ると共に感光体２２の回転速度と中間転写体２８の回転速度に差をつけることにより、効
率良く単色トナー像を中間転写体２８上に転写する。これを一次転写という。
【００２６】
　ステーション（各色成分の画像形成部を行呼ぶこともある。）毎の単色トナー像が合成
された多色トナー像は、中間転写体２８の回転に伴い二次転写ローラ２９まで搬送される
。その中間転写体２８上の多色トナー像が、給紙トレイ２１から二次転写ローラ２９へ狭
持搬送された印刷媒体１１上に転写される。この二次転写ローラ２９には、適当なバイア
ス電圧が印加され、静電的にトナー像が転写される。これを二次転写という。二次転写ロ
ーラ２９は、記録媒体１１上に多色トナー像を転写している間、２９ａの位置で印刷媒体
１１に当接し、印字処理後は２９ｂの位置に離間する。
【００２７】
　定着部３１は、印刷媒体１１に転写された多色トナー像を印刷媒体１１に溶融定着させ
るために、印刷媒体１１を加熱する定着ローラ３２と記録媒体１１を定着ローラ３２に圧
接させるための加圧ローラ３３を備えている。定着ローラ３２と加圧ローラ３３は中空状
に形成され、内部にそれぞれヒータ３４、３５が内蔵されている。定着部３１は、多色ト
ナー像を保持した印刷媒体１１を定着ローラ３２と加圧ローラ３３により搬送するととも
に、熱および圧力を加え、トナーを印刷媒体１１に定着させる。
【００２８】
　トナー定着後の印刷媒体１１は、その後図示しない排出ローラによって図示しない排紙
トレイに排出して画像形成動作を終了する。クリーニング部３０は、中間転写体２８上に
残ったトナーをクリーニングする。中間転写体２８上に形成された４色の多色トナー像を
記録媒体１１に転写した後に残った廃トナーは、クリーナ容器に蓄えられる。このように
タンデムカラーＬＢＰでは、色成分毎に印字部４１５及びスキャナ部４１４を含む画像形
成部を有している。
【００２９】
　＜走査線のプロファイル特性＞
　次に図３を用いて、画像形成装置の色毎の実際の走査線３０２のプロファイル特性に関
して説明する。図３において走査線３０２は感光体２２の位置精度や径のずれ、および図
２に示す各色のスキャナ部２４（２４Ｃ，２４Ｍ，２４Ｙ，２４Ｋ）における光学系の位
置精度に起因した、傾きおよび曲がりの発生した実際の走査線を示す。画像形成装置は、
その記録デバイス（記録エンジン）毎にこのプロファイル特性が異なり、更に、カラー画
像形成装置の場合は、色毎にその特性が異なる。
【００３０】
　図３（ａ）は、画像形成装置のプロファイル特性の一部を示す図であり、副走査方向に
ついて上側にずれている領域を示す。また、図３（ｂ）は副走査方向について下側にずれ
ている領域を示す。横軸３０１は理想的な走査線であり感光体２２の回転方向に対して垂
直に走査が行われる場合、すなわち回転軸に平行に操作が行われている場合の特性を示す
。図３ではプロファイルをグラフで示すが、プロファイル情報４１６に保存されるプロフ
ァイルは、離散的なデータである。たとえば、走査線の開始位置Ｐ０から、実際の走査線
が理想的な走査線から１画素分離れるか又は接近する都度、位置と、その位置に関連づけ
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て、実際の走査線が理想的な走査線に離れるかまたは接近するかを示す移動方向とが保存
される。位置は、走査線方向について何番目の画素であるか特定できればよい。したがっ
て、プロファイル３０２は、プロファイル情報においては、線分３１１，３１２，３１３
，３１４により近似的に示される。レジストレーションずれ補正のためには、これで十分
である。
【００３１】
　なお、以下、説明におけるプロファイル特性は、画像処理部４０２で補正がなされるべ
き方向を前提とし説明する。しかし、表現方法は取り決めに過ぎないことから、ずれ量及
び方向が一意に特定できるのであれば、どのような表現方法を採用しても良い。たとえば
、カラー画像形成部４０１のずれ方向として定義しておき、画像処理部４０２では、その
逆特性の補正を行うように構成しても良い。
【００３２】
　図７に、プロファイル定義による、画像処理部４０２で補正がなされるべき方向と、カ
ラー画像形成部４０１における走査線のずれ方向との相関を示す。図７（ａ）のようにカ
ラー画像形成部４０１のプロファイル特性が示されている場合は、画像処理部４０２では
、その逆方向である図（ｂ）のように画像データを副走査方向にずらす。逆に、図７（ｃ
）のようにカラー画像形成部４０１のプロファイル特性が示されている場合、画像処理部
４０２では図７（ｄ）のように画像データを副走査方向にずらす。ただしずれ量は、理想
的な走査線３０１を基準とする。
【００３３】
　プロファイル特性のデータ（プロファイル情報）は、例えば図９に示すように、乗り換
えポイントの主走査方向の画素位置と、次の乗り換えポイントまでの走査線の変化の方向
を含む。具体的には、図９（ａ）のプロファイル特性に対し、乗り換えポイントがＰ１，
Ｐ２，Ｐ３，・・・Ｐｍが定義される。各乗り換えポイントの定義は、走査線に、副走査
方向について１画素分のずれが発生するポイントであり、方向としては、次の乗り換えポ
イントまで上向きに変化する場合と下向きに変化する場合がある。例えば、乗り換えポイ
ントＰ２では、走査線が図の上向きに１ライン分ずれる。すなわち、現在のラインから１
ライン下のラインに乗り換える乗り換えポイントである。位置Ｐ２におけるずれ方向は、
図９（ｂ）に示すように上向き（↑）となる。ただし、画像処理においては、下のライン
に乗り換えが行われる。同様に、位置Ｐ３においても、ずれ方向は上向き（↑）となる。
乗り換えポイントＰ４における副走査方向についてのずれ方向は、これまでの方向とは異
なり下向き（↓）となる。この方向のデータの保持の仕方としては、例えば、上向きを示
すデータとして"１"、下向きを示すデータとして"０"とすれば、図９（ｃ）のようになる
。この場合、保持するデータ数は乗り換えポイント数と同じだけとなり、乗り換えポイン
ト数がｍ個であるならば、保持するビット数もｍビットとなる。さらに、図９（ｄ）のよ
うに、乗り換えポイントの位置を持たず、ずれたラインを示すビット列を保持しても良い
。図９（ｄ）は後述する位相ずらしテーブルに相当し、ライン乗り換えポイント毎に、ず
れる方向についてずれるライン数（本例では１ライン）が積算されて示されている。図９
（ａ）のプロファイルにおいて上方向への変移を正、下方向を負の値で示し、それを積算
している。すなわち図９（ｄ）は、入力ラインの番号を０とした場合の、ライン乗り換え
処理により乗り換えられるラインの相対的なライン番号を示す。ただし、図９（ｄ）は、
ライン乗り換え処理とは符号が逆であり、プロファイルの特性と同じ符号で示す。
【００３４】
　＜乗り換えポイント＞
　次に図３（ａ）を用いて、レーザースキャン方向に上方にずれている領域の乗り換えポ
イントに関して説明する。本実施形態における乗り換えポイントとは、副走査方向に１画
素ずれているポイントのことを示す。つまり、図３（ａ）においては、上方への曲がり特
性３０２上で副走査方向に１画素ずれているポイントであるＰ１、Ｐ２、Ｐ３が乗り換え
ポイントに相当する。なお、図３（ａ）においてはＰ０を基準としたものとして記載して
いる。同図からもわかるように、乗り換えポイント間の距離（Ｌ１、Ｌ２）は、曲がり特
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性３０２が急激に変化している領域においては短くなり、緩やかに変化している領域にお
いては長くなる。　次に図３（ｂ）を用いて、レーザースキャン方向に下方にずれている
領域の乗り換えポイントに関して説明する。下方にずれている特性を示す領域においても
、乗り換えポイントの定義は、副走査方向に１画素ずれているポイントのことを示す。つ
まり、図３（ｂ）においては、下方への曲がり特性３０２上で副走査方向に１画素ずれて
いるポイントであるＰｎ、Ｐｎ＋１が乗り換えポイントに相当する。図３（ｂ）において
も、図３（ａ）同様、乗り換えポイント間の距離（Ｌｎ、Ｌｎ＋１）は、曲がり特性３０
２が急激に変化している領域においては短くなり、緩やかに変化している領域においては
長くなる。
【００３５】
　このように、乗り換えポイントは、画像形成装置がもつ曲がり特性３０２の変化度合い
密接に関係する。よって、急激な曲がり特性をもつ画像形成装置においては、乗り換えポ
イント数は多くなり、逆に緩やかな曲がり特性をもつ画像形成装置においては、乗り換え
ポイント数が少なくなる。
【００３６】
　画像形成部がもつ曲がり特性が色毎に異なれば、乗り換えポイントの数および位置もそ
れぞれ異なる。この色間の走査線のプロファイルの相違が、中間転写体２８上に全色のト
ナー像を転写した画像においてレジストレーションずれとなって現れることとなる。本発
明は、この乗り換えポイントでの処理に関するものである。
【００３７】
　＜タンデムカラーＬＢＰの画像処理部＞
　次に図１及び図４を用いてカラー画像形成装置における画像処理部４０２について説明
する。先ず図１で処理の概略を示す。まずプロファイル特性情報を検出し（あるいは保存
されているプロファイル特性情報を読み）（Ｓ１０１）、それに応じた位相ずらしテーブ
ルを用いてディザ処理（スクリーン処理）を行う（Ｓ１０２）。そしてライン乗り換え処
理（Ｓ１０３）、補間処理（Ｓ１０４）を行う。処理後のドット画像データがカラー画像
形成部に送信されて印刷される。以下、その詳細を説明する。
【００３８】
　画像生成部４０４は、不図示のコンピュータ装置等から受信する印刷データより、印刷
処理が可能なラスタイメージデータを生成し、ＲＧＢデータおよび各画素のデータ属性を
示す属性データとして画素毎に出力する。なお、画像生成部４０４は、コンピュータ装置
等から受信した画像データではなく、カラー画像形成装置内部に読取手段を構成し、読取
手段からの画像データを扱う構成としても良い。色変換部４０５は、ＲＧＢデータをカラ
ー画像形成部４０１のトナー色にあわせてＣＭＹＫデータに変換し、ＣＭＫＹデータと属
性データを記憶部４０６へ格納する。記憶部４０６は、画像処理部４０２に構成した第１
の記憶部であり、印刷処理の対象となるドットイメージデータを一旦格納する。なお、記
憶部４０６は、１ページ分のドットイメージデータを格納するページメモリで構成しても
良いし、複数ライン分のデータを記憶するバンドメモリとして構成しても良い。ドットイ
メージデータをラスタイメージデータとも呼ぶ。
【００３９】
　ハーフトーン処理部４０７Ｃ，４０７Ｍ，４０７Ｙ，４０７Ｋは、記憶部４０６から出
力される属性データおよび各色のデータにハーフトーン処理を行う。ハーフトーン処理部
の具体的な構成としては、スクリーン処理によるもの、あるいは誤差拡散処理によるもの
がある。スクリーン処理は、所定の複数のディザマトリクスおよび入力される画像データ
用いて、Ｎ値化する処理である。また、誤差拡散処理は、入力画像データを所定の閾値と
比較することにより、Ｎ値化を行い、その際の入力画像データと閾値との差分を以降にＮ
値化処理する周囲画素に対して拡散させる処理である。本実施形態ではスクリーン処理が
行われる。また本実施形態ではＮは２とするが、１画素当たりのビット数は４ビットとす
る。すなわち、量子化処理により、画素値は０または１５に変換される。
【００４０】
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　第２の記憶部４０８は、画像形成装置内部に構成され、ハーフトーン処理部４０７（４
０７Ｃ，４０７Ｍ，４０７Ｙ，４０７Ｋ）により処理されたＮ値化データを記憶する。な
お、第２の記憶部４０８の下流の処理ブロックで画像処理される画素位置が乗り換えポイ
ントである場合、第２の記憶部４０８から読み出される時点で、１ライン分の乗り換えが
行われる。具体的には、読み出すドットのアドレスを次のドットに進めるのではなく、次
のドットからさらに１ライン分進めるか、あるいは１ライン分戻す。１ライン分進めるか
戻すかは、ずれ方向に応じて決定する。
【００４１】
　図８（ａ）は、図４の記憶部４０８が保持しているデータの状態を模式的に示す図であ
る。図８（ａ）に示す通り、記憶部４０８が記憶している状態においては、画像処理部４
０２としての補正方向、あるいは画像形成部４０１の走査線の曲がり特性によらず、ハー
フトーン処理部４０７による処理後のデータが保持されている。図８のライン７０１が読
み出される時点で、画像処理部４０２で補正されるべき方向としてのプロファイル特性が
下向きの場合、図８（ｂ）のように、乗り換えポイントを境界として、上向きに１画素分
ずらされた状態となる。また、画像処理部４０２で補正されるべき方向としてのプロファ
イル特性が上向きの場合、ライン７０１の画像データが、記憶部４０８から読み出された
時点で、図８（ｃ）のように、乗り換えポイントを境界として、下向きに１画素分ずらさ
れた状態となる。
【００４２】
　各色の補間判定部４０９Ｃ，４０９Ｍ，４０９Ｙ，４０９Ｋは、入力されるＮ値化デー
タの乗り換えポイント前後の画素の処理として、後段処理で補間を必要とする画素である
か、補間を行わなくても良い画素であるかを判定する。タイミング調整部４１０Ｃ，４１
０Ｍ，４１０Ｙ，４１０Ｋは、記憶部４０８から読み出したＮ値化データと補間判定部４
０９の判定結果との同期をとる。転送バッファ４１１Ｃ，４１１Ｍ，４１１Ｙ，４１１Ｋ
は、補間判定部４０９とタイミング調整部４１０の出力データを一時的に保持する。なお
、本説明においては、第１記憶部４０６、第２記憶部４０８、転送用バッファ４１１を別
構成として説明したが、画像形成装置内部に共通の記憶部を構成するようにしても良い。
【００４３】
　補間処理部４１２Ｃ，４１２Ｍ，４１２Ｙ，４１２Ｋは、転送用バッファ４１１からの
受信データに対して、同じく転送用バッファから転送されてくる補間判定部４０９による
判定結果に基づき補間処理を行う。補間判定部４０９からの判定結果は画素毎の判定とな
るが、補間処理部４１２での補間処理は、画像形成装置がもつプロファイル（曲がり特性
）に対応した乗り換えポイントの前後画素を使用する。図５Ａ、図５Ｂに乗り換えポイン
トにおける補間の方法を示す（図５Ａ、５Ｂをまとめて図５と呼ぶ）。
【００４４】
　＜補間処理＞
　図５（ａ）は、レーザースキャン方向に対する、画像形成装置の走査線の曲がり特性を
示す図である。領域１は画像処理部４０２が下向きに補正を行わなければならない領域で
あり、反対に、領域２は画像処理部４０２として上向きに補正を行わなければならない領
域である。なお、以降の補間処理の説明においては、説明の便宜上、乗り換えポイント間
の最小間隔を１６画素とするが、本発明はこれに限られるものではない。つまり、任意の
画素数間隔にしても良いし、回路構成縮小のために２のべき乗の画素間隔にしても良い。
つまり、後述する補間すなわち平滑化は主走査方向について乗り換えポイント直前の１６
画素に対して行われる。乗り換えポイントの間隔が１６画素より長ければ、平滑化された
領域よりも前（図では左側）の部分は平滑化されないまま残される。１６画素としたのは
、本例では２値化されている１画素は４ビットであり、画像形成部の階調表現能力によっ
て１６階調で表すことも可能だからである。１画素値１階調ずつ濃度を変化させることで
、ライン間の段差が平滑化できる。
【００４５】
　図５の例における、乗り換えポイントＰｃ前後の乗り換え前画像、すなわち、ハーフト
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ーン処理部４０７の出力画像データ５０２を図５（ｂ）に示す。注目ラインは、図示する
３ライン分の画像データの中央ラインである。注目ラインに着目した場合の１画素単位の
乗り換え処理後のデータ５０３、すなわち、記憶部４０８の出力時の画像データ構成を図
５（ｃ）に示す。ライン乗り換え処理は、記憶部４０８から読み出す時点で行うため、補
間処理部４１２に入力される時点での、乗り換えポイントＰｃ前後の画素構成は、乗り換
えポイントＰｃを境界にして、１ライン分の段差となって現れる。
【００４６】
　補間処理部４１２は、注目ライン上に、段差となって現れる画像データに対して補間処
理を行う。領域１における、補正の方向は上向きであるため、注目ラインの補間処理には
、後ラインの画像データとの重み付け演算により行う。本説明における重み付けは、図５
（ｄ）に示す通り、対象となる副走査方向２画素の総和が、乗り換えポイントの最小値に
合わせ１６となるようなものである。もちろんこれは一例であって、画像値の総和は１６
に限定されるものではない。演算に用いる回路の縮小化のために、２のべき乗となるよう
にしても良いし、より精度を上げるため、任意の係数で演算できるようにしても良い。ま
た、以降の説明のように、重み付けの構成として、１画素単位に重み付け係数を変えるよ
うにしても良いし、図６に示すように、複数画素単位で共通の重み付け係数を用いるよう
にしても良い。更には、重み付け係数の値に応じて、対応させる画素数を可変にするよう
にしても良い。なお、乗り換えポイントの定義は、副走査方向に１画素ずれる主走査線上
の位置が該当するため、補間の際の基準位置は主走査の開始点すなわち左側端として説明
する。補間に用いる演算式を（式１）に記す。ｘは着目画素の主走査方向の位置、ｙは着
目画素の副走査方向の位置を示す。画素値をｐ、補正後の画素値をｐ'とすると式１は以
下の通りである。
【００４７】
　ｐ'（ｘ，ｙ）＝ｗ１×ｐ（ｘ，ｙ－１）＋ｗ２×ｐ（ｘ，ｙ）＋ｗ３×ｐ（ｘ，ｙ＋
１）…（式１）
　ここでＷ１、Ｗ２、Ｗ３はｘ座標が共通な重み付け係数であり、図５（ｄ）に示すよう
に本例では３×１６画素分の係数行列で定義されている。図５（ｄ）の係数行列は、乗り
換えポイントで１ライン上のずらす場合のものである。着目ラインの直上のラインについ
ては係数はすべて０である。着目ライン（図の中央のライン）については１５／１６から
０／１６まで、１画素右に移動する毎に１／１６ずつ係数値が減少する（図５（ｄ）では
分母は省略している）。着目ラインの直下のラインについては１／１６から１６／１６ま
で、１画素右に移動する毎に１／１６ずつ係数値が増加する。この係数行列が、乗り換え
ポイント直前（右側）の着目ラインを中心とする３×１６画素に対応づけられて、式１に
したがって補正後の画素値が得られる。得られた補正後の画素値で、補正前の画素値は置
換される。これを処理対象の画像データの全ラインに着目して行う。式１は、着目画素の
値を、その画素値と、その上下のラインの対応画素値との加重平均を求めるものである。
【００４８】
　本例において、式１を図５（ｂ）の画像データに適用して得られる補間画素値の概念図
を図５（ｅ）に示す。式１の補間により、乗り換えポイントＰｃの前では、乗り換えポイ
ントＰｃに近い画素ほど、後ラインの画素値の影響を受け、乗り換えポイントＰｃから遠
くなる画素（左側の画素）ほど、注目ライン、すなわち、黒データラインの影響を強く受
ける。
【００４９】
　また、乗り換えポイントＰｃの後ろの画素では、乗り換えポイントＰｃに近い画素ほど
、注目ラインの前ラインの画像データの影響を受け、乗り換えポイントＰａから遠い画素
ほど、注目ラインの後ラインの影響を受ける結果となる。ここで、注目ラインの前ライン
は、１画素を超える乗り換え処理段差によって前ラインのデータとなった、元々の注目ラ
インである。なお本例では、乗り換えポイントから１６画素手前の画素以外の画素は補間
処理の対象とはならないために、それらの画像データは平滑化されることはないものとし
ている。
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【００５０】
　次に、下向きに補正を行わなければならない、領域ｂ部分に関して説明する。下向きに
補正する場合においては、補正画素値の演算に用いる重み付け係数が、注目ラインと注目
ラインの前ラインに設定されることとなる。
【００５１】
　図５（ｆ）には、ハーフトーン処理部４０７が出力した時点の画像データを示し、図５
（ｇ）に、記憶部４０８により読み取られた時点の画像データの例を示す。乗り換えポイ
ントＰａにおいては、下向きの補正が行われるため、図５（ｇ）に示す通り、乗り換えポ
イントＰａを境界として、１画素を超える乗り換え処理段差が現れる。下向きの補正を行
う場合のＷ１、Ｗ２、Ｗ３の値は図５（ｈ）に示す通りであり、説明の便宜上、上向き補
正処理時と同様、重み付け係数の総和が１６となるようにしている。下向き補正時に対し
ても、式１を適用すると、乗り換えポイントＰａを境界として、補正画素値が求まる。つ
まり、乗り換えポイントＰａの前では、乗り換えポイントに近い画素ほど、前ラインの画
素値の影響を受け、乗り換えポイントＰｃから遠くなる画素ほど、注目ラインの影響を強
く受ける。また、乗り換えポイントＰａの後ろの画素では、乗り換えポイントＰｃに近い
画素ほど、注目ラインの影響を受け、乗り換えポイントＰｃから遠い画素ほど、注目ライ
ンの前ラインの影響を受ける結果となる（図５（ｉ））。ただし、本例では補間処理は乗
り換えポイントの手前側の１６画素を対象とする。図５（ｉ）では乗り換えポイントＰａ
とＰｃとの間隔が１６画素であるから乗り換えポイントＰａの前後で平滑化されているよ
うに見えるが、それ以上離れている場合には乗り換えポイントＰａの直後から平滑化され
ることはない。
【００５２】
　このように、補間処理部４１２の補間処理により、補間の方向が上向きであっても、下
向きであっても、主走査方向に連続する画素データが、１画素を超える乗り換え処理段差
によって、大きな段差として現れることが防止される。
【００５３】
　パルス幅変調（ＰＷＭ：Ｐｕｌｓｅ Ｗｉｄｔｈ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）４１３は、補
間処理部４１２が出力する色毎の画像データに対して、スキャナ部４１４Ｃ，４１４Ｍ，
４１４Ｙ，４１４Ｋ の露光時間へ変換される。そして、変換後の画像データは、画像形
成部４０１の印字部４１５により出力される。なお、プロファイル特性データは、画像形
成部４０１内部に、画像形成装置がもつ特性として保持されている（プロファイル４１６
Ｃ，４１６Ｍ，４１６Ｙ，４１６Ｋ）。画像処理部４０２は、画像形成部４０１が保持し
ているプロファイル特性に応じてライン乗り換え処理や補間処理を行う。
【００５４】
　＜スクリーン処理＞
　次に、別図を用いて、本発明の最も特徴的な部分に関して、更に説明する。既に述べた
とおり、電子写真方式の画像形成装置では、一般的にスクリーン処理などのハーフトーン
処理によって画像が再現されている。しかしスクリーン処理が行われた階調画像に対して
そのままレジストレーションずれ補正処理、特にライン乗り換え処理を行うと、乗り換え
ポイント前後でディザパターンの位相の不整合が生じる。このため、ハーフトーン処理部
４０７において、プロファイル特性４０１によって設定されたライン乗り換えポイントを
参照して、予めライン乗り換えと反対の方向にディザパターンの位相をずらす処理（以下
、位相ずらし処理と称する）を行う。
【００５５】
　以下、特にハーフトーン処理部４０７における位相ずらし処理を含んだスクリーン処理
について説明する。図１１は、記憶部４０６から入力された画像に対してハーフトーン処
理部４０７においてスクリーン処理及び位相ずらし処理を行う様子を模式的に表したもの
である。位相ずらしとは、本実施形態に特有の処理である。ライン乗り換え処理に先行し
てスクリーン処理を施す際に、ライン乗り換え処理によってスクリーンが本来のパターン
に戻るように、予めディザマトリクスをずらす処理を位相ずらし処理と呼ぶ。
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【００５６】
　まずスクリーン処理について説明する。図１１（ａ）は記憶部４０６からハーフトーン
処理部４０７に入力された画像１１０１である。電子写真方式の画像形成装置は一般的に
２値プリンタであるので、中間濃度は、画像を小面積のエリアに分割し、エリア内のトナ
ーと出力される紙の面積比によって表現する。これはいわゆる面積階調と呼ばれるもので
ある。エリア毎の色の面積を定めるため、図１１（ｂ）に示すような、ディザマトリクス
と呼ばれる、階調表現の単位となるエリアと同じ形状及び面積で、各画素に相当する部分
に閾値を持つサブマトリクスを用意する。なおここでは便宜上、１種類のディザマトリク
スを用いているが、ハーフトーン処理部４０７Ｃ， ４０７Ｍ， ４０７Ｙ， ４０７Ｋに
よって色毎に互いに異なるディザマトリクスを保持していてもよい。このディザマトリク
スを図１１（ｃ）のように格子状に並べ、入力画像に重ね合わせ、画素毎に入力画像の画
素値とディザマトリクスの閾値とを比較する。そしてその大小関係によって対象の画素に
色づけするかどうかを決定すると、図１１（ｄ）のようなスクリーン処理された画像が得
られる。なお実際の処理においては、ラスタ走査順で入力される画素と、その入力画素と
対応する位置のディザマトリクス中の閾値とを比較して２値化を行う。ただし、直感的に
は図１１（ｃ）のように処理していると考えてもよいから、以後の説明では、このように
ドット画像データを展開し、ディザマトリクスを並べて対応する画素と閾値とを比較して
２値化するものとして説明する。なお、ディザマトリクスの配列パターンは正方格子状に
限定されず、図１２に示すように、何列かおきに副走査方向にずれた配列である場合も含
む。
【００５７】
　図１３に示すのは、ハーフトーン処理部４０７における、位相ずらし処理を含んだスク
リーン処理のフローチャートである。図１４に示すのは入力画像とディザマトリクスとの
関係を示す模式図である。（Ｘ，Ｙ）は入力画像のある画素の座標、（Ｘ１，Ｙ１）は当
該画素のディザテーブル内での座標とし、ＩＮ［Ｘ］［Ｙ］は入力画素値、ＯＵＴ［Ｘ］
［Ｙ］は出力画素値とする。座標（Ｘ１，Ｙ１）は、座標（Ｘ，Ｙ）の画素に対応するデ
ィザマトリクスの閾値要素の座標と換言できる。また、入力画像の主走査方向の幅をＸ＿
ＭＡＸ、副走査方向の幅をＹ＿ＭＡＸ、ディザテーブルの主走査方向の幅をＸ＿ＤＭＡＸ
、副走査方向の幅をＹ＿ＤＭＡＸとする。また、Ｔ［Ｘ１］［Ｙ１］はディザテーブルの
要素、ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ］は位相ずらしテーブルを表す。なお、一般的に画素の座標は一
番左上が原点であり、座標（０，０）となるが、本実施形態の図１３等のフローチャート
では原点を（１，１）とし、その対角点を（Ｘ＿ＭＡＸ，Ｙ＿ＭＡＸ）としている。むろ
んこれは本質的な問題ではなく、表記上の取り決めに過ぎない。
【００５８】
　まず図１３のＳ２においてプロファイル特性を参照して位相ずらしテーブルＯＦＦＳＥ
Ｔ［Ｘ］を作成する。これはプロファイル特性から得られた、画素の主操作方向の座標Ｘ
に依存するテーブルであり、乗り換え処理と逆方向にディザパターンの位相をずらす変位
量を表すものである。位相ずらしテーブルの一例を図９（ｄ）に示した。位相ずらしテー
ブルは、そのライン乗り換え処理によってディザマトリクスが本来の形状となるように、
値が設定されている。例えば前述の乗り換えポイントＰａにおいて、着目ラインよりも副
走査方向に１ライン下ラインに乗り換え処理が行われる場合を考える。この場合、その乗
り換え処理によりディザマトリクスが本来の形状となるよう、予めライン乗り換えと反対
の方向にマトリクスをずらしておく。本例ではライン乗り換えが下向きでそれを－１と表
しているから、ＯＦＦＳＥＴ［Ｐａ］ ＝１すなわち符号を逆にした値である。この後、
Ｓ３で変数Ｙを初期化し、Ｓ４でＹを次のラインに進め、Ｓ５で、着目画素の位置が副走
査の幅を超えたか判定する。越えていれば１ページ分の処理を終了する。越えていなけれ
ば、Ｓ６でＸを初期化し、Ｓ７でＸを次の桁に進める。Ｓ８で着目画素の位置が主走査の
幅を超えたか判定する。越えていなければ、座標（Ｘ，Ｙ）で示される画素を着目画素と
してＳ９以降を行う。
【００５９】
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　Ｓ９においては、位相ずらしテーブルから得られた位置Ｘに対応する変位量ＯＦＦＳＥ
Ｔ［Ｘ］が、カウンタＹに足される。そして、その値にディザマトリクスのサイズを法と
して剰余演算される。ディザテーブル副走査カウンタは、ディザマトリクス要素の副走査
方向の座標を示す。またＳ１０においても同様に、剰余演算が行われる。ただし、主走査
方向については位相ずらしは不要である。こうして、図１５に示すとおり、ディザテーブ
ルが周期的に並んでいるため、Ｘ＿ＤＭＡＸ、Ｙ＿ＤＭＡＸを法とする剰余によって該当
するＸ１、Ｙ１を得られる。すなわち、座標（Ｘ，Ｙ）の画素に対応するディザマトリク
スの閾値要素の座標（Ｘ１，Ｙ１）は、（式２）、（式３）で得られる。
Ｙ１＝（Ｙ＋ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ］）　ＭＯＤ　Ｙ＿ＤＭＡＸ…（式２）
Ｘ１＝Ｘ　ＭＯＤ　Ｘ＿ＤＭＡＸ　　　　　　　　　　　　…（式３）
これらによって位相がずらされたディザテーブル内の座標が得られる。
【００６０】
　そしてＳ１１において、位相ずらし量が考慮されたディザテーブルの参照が行われ、出
力画素値ＯＵＴが（式４）によって決定する。
ＯＵＴ［Ｙ］［Ｘ］ ＝ Ｔ［Ｙ１］［Ｘ１］［ＩＮ［Ｙ］［Ｘ］］・・・・・（式４）
　式４は量子化処理を示し、たとえば、閾値Ｔ［Ｙ１］［Ｘ１］と入力画素ＩＮ［Ｘ］［
Ｙ］とを比較し、比較の結果入力画素値が大きければ１を、小さければ０をＯＵＴ［Ｙ］
［Ｘ］に与える処理を示す。上述のＳ９～Ｓ１１の処理によって、位相ずらし量が考慮さ
れたスクリーン処理の出力値が得られる。Ｓ４～Ｓ８において入力画像内の全ての画素に
対して繰り返される。
【００６１】
　図１６は入力画像に対して本実施例を適用した画像処理を行う場合と、行わない場合と
の中間画像及び出力結果を模式的に表したものである。図１６（ａ）は、位相ずらしテー
ブル１６０１と、ハーフトーン処理部４０７に入力された一様な階調画像１６０２を示す
。図１６（ｂ）、図１６（ｃ）、図１６（ｄ）は本実施形態の位相ずらしを適用しない場
合を示す。図１６（ｅ）、図１６（ｆ）、図１６（ｇ）は本実施例を適用した場合のもの
である。図１６（ｂ）は画像１６０２をスクリーン処理した画像１６１１、図１６（ｃ）
は画像１６１１についてライン乗り換え処理した画像１６１２を示す。図１６（ｄ）は画
像１６１２のの出力結果１６１３である。このように、ライン乗り換え処理によってスク
リーンパターンに乱れが生じている。
【００６２】
　一方図１６（ｅ）は図１６（ａ）の画像１６０２に対して位相ずらし処理を含むスクリ
ーン処理をした画像１６２１である。画像１６２１では、乗り換えポイントにおいて、ラ
イン乗り換えと逆方向のスクリーンパターンのずれが表れている。図１６（ｆ）は図１６
（ｅ）の画像１６２１にライン乗り換え処理した画像１６２２である。ライン乗り換え処
理により、スクリーンパターンのずれが解消され、本来あるべきパターンに戻っている。
図１６（ｇ）は図１６（ｆ）の画像１６２２の出力結果１６２３である。
【００６３】
　上記のように位相ずらし処理を追加することによって上述の図１６（ｄ）に示されるよ
うな不整合がなくなり、図１６（ｇ）のような出力画像が記憶部４０８に出力される。第
２の記憶部４０８から読み出されたドット画像データにより、たとえばレーザビームのパ
ルス幅が変調されて、感光体上の潜像として表され、トナーで現像される。ライン乗り換
え処理を含むレジストレーションずれ補正処理を各色成分の画像形成部で実行することで
、各色成分の画像形成部で形成される画像のレジストレーションずれが解消される。
【００６４】
　加えて、本実施形態では、階調画像をスクリーン処理によって再現する際に、ハーフト
ーン処理部４０７において予めディザマトリクスの位相を逆にずらしておく位相ずらし処
理を追加している。これによって、記憶部４０８におけるライン乗り換えにより、ディザ
パターンに副走査方向の位相のずれが生じてしまう現象を防ぐことが可能となる。なお、
本実施例では、正方形のディザマトリクスを持つスクリーン処理について説明したが、長
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方形のディザマトリクスである場合でも適用可能である。
【００６５】
　［第２実施形態］
　第１実施形態においては図１１（ｄ）や図１２に示すようなディザマトリクスの形状と
配列を持つ場合には有効であった。しかし、図１７（ａ）に示すような、主走査方向にず
れたディザマトリクスの配列である場合や、図１８（ａ）に示すような正方形または長方
形以外の形状のディザマトリクスを持つ場合には適用できない。以下では斯様な形状と配
列のディザマトリクスを用いたスクリーン処理である場合にも適用可能な実施例について
説明する。
【００６６】
　本実施形態では、第１実施形態と異なり、ハーフトーン処理部４０７において、ディザ
マトリクスに格納された閾値からなるディザテーブルを参照するのではない。代わりにデ
ィザマトリクスの形状と配列から定まる第２のディザマトリクスを新たなディザマトリク
スとして生成し、そのテーブル（第２のディザテーブル）を参照する。なお本実施例では
以下、元のディザマトリクスを便宜上第１のディザマトリクス、第１のディザマトリクス
のディザテーブルを第１のディザテーブルと称する。第２のディザマトリクスは単純な矩
形をしており、単にディザマトリクスそのものが繰り返し適用できるだけではなく、縦横
いずれの方向についてもマトリクスサイズ分だけずらすことで、画像データ全体をカバー
可能な形状をしている。
【００６７】
　図１９は、本実施例におけるハーフトーン処理部４０７における、位相ずらし処理を含
んだスクリーン処理のフローである。Ｘ，Ｙは画像の主・副走査方向のカウンタ、Ｘ２，
Ｙ２は第２のディザテーブルの主・副走査方向のカウンタを表す。ＩＮ［Ｘ］［Ｙ］は入
力画素値、ＯＵＴ［Ｘ］［Ｙ］は出力画素値、Ｔ'［Ｘ２］［Ｙ２］は第２のディザテー
ブルを表し、ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ］は位相ずらしテーブルを表す。また、入力画像の主走査
方向の幅をＸ＿ＭＡＸ、副走査方向の幅をＹ＿ＭＡＸとする。第１のディザテーブルの主
走査方向の幅をＸ＿ＤＭＡＸ、副走査方向の幅をＹ＿ＤＭＡＸ、第２のディザテーブルの
主走査方向の幅をＸ＿Ｄ２ＭＡＸ、副走査方向の幅をＹ＿Ｄ２ＭＡＸとする。図１９の手
順は、図１３と、ステップＳ'０で第２のディザマトリクス（ディザテーブル）を生成す
ること、およびステップ'Ｓ９～Ｓ'１１において、第２のディザマトリクスを用いる点で
相違する。
【００６８】
　まずＳ'２においてプロファイル特性を参照して位相ずらしテーブルＯＦＦＳＥＴを作
成する。その後、Ｓ'０において第２のディザテーブルＴ'を作成する。第２のディザテー
ブルＴ'は、第１のディザマトリクスを包含し、テーブル内で１つの周期性を持つような
長方形マトリクス（第２のディザマトリクス）内の各項からなるテーブルである。例えば
図１７（ａ）のようなディザマトリクスの形状と配列である場合には図１７（ｂ）のマト
リクス１７０１が生成される。図１８（ａ）のようなディザマトリクスの形状と配列であ
る場合には図１８（ｂ）のマトリクス１８０１が、第２のディザマトリクスとして得られ
る。第２のディザマトリクスは一意に決まるものではないが上述を満たしていれば良い。
一般に使用するディザマトリクスは予め決められているため、第２のマトリクスも予め決
めておくことができる。その場合には、ステップＳ'０では、第２のディザマトリクスを
作成する処理は不要であり、単に第２のディザマトリクスを参照するだけでよい。第２の
ディザマトリクスを生成するためには、主走査方向および副走査方向それぞれについて第
１のディザマトリクスの周期を決定する。そして、その周期を縦横それぞれのサイズとす
るマトリクスを、第１のディザマトリクスを隙間無く配置した閾値テーブルから切り出せ
ば、それが第２のディザマトリクスとなる。
【００６９】
　第２のディザマトリクス内に格納された閾値テーブルが第２のディザテーブルＴ'とし
て得られる。Ｓ'９において、第２のディザテーブル副走査カウンタに足され剰余演算さ



(17) JP 5006731 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

れる。その上で、Ｓ'１１において、得られた位相ずらしテーブルＯＦＦＳＥＴから得ら
れる位相ずらし分が考慮された第２のディザテーブルＴ'の参照が行われ、出力画素値Ｏ
ＵＴが決定する。上述のＳ'９～Ｓ'１１の試行がＳ'４～Ｓ'８において入力画像内の全て
の画素に対して繰り返される。
【００７０】
　このように本実施例では、第２のディザマトリクスを生成し、そこから得られる第２の
ディザテーブルを参照する。こうすることによって、ディザマトリクスが主走査方向にず
れた配列や、長方形以外の形状のディザマトリクスによるスクリーン処理の場合でも、位
相ずらし処理を行うことが可能となる。
【００７１】
　［第３実施形態］
　本実施形態では、スクリーン処理及びライン乗り換え処理後に画像を回転して印刷する
場合における処理の例を示す。図２０は、画像形成装置において、回転を行わない場合の
出力画像と回転を行う場合の出力画像を模式的に表したものである。スクリーン処理の後
に入力画像の回転処理を行うような電子写真方式の画像形成装置において、位相ずらし処
理を含むスクリーン処理とライン乗り換え処理を行う場合を考える。この場合、第１実施
形態及び第２実施形態をそのまま適用すると、乗り換えポイントや乗り換えの向きが、回
転後の画像データに適さず、好ましい効果が得られない。すなわち、乗り換えポイント２
００１でライン乗り換え処理や位相ずらし処理を行っても、９０度の回転処理のために、
図２０（ｂ）のように乗り換えポイント２００４は主走査方向に沿うこととなる。このた
め、レジストレーションずれ補正という本来の目的を達することができない。
【００７２】
　そこで本実施形態では、回転処理を前提として、回転処理後の画像の印刷時にレジスト
レーションずれ補正がされるように、図２０（ａ）の回転後に乗り換えポイント２００２
でライン乗り換え処理および位相ずらし処理を含むスクリーン処理を行う。以下では入力
画像に対して時計回りに９０度，１８０度，２７０度の回転処理を行う場合であっても適
用可能な、回転後の乗り換えポイントと乗り換えの向きを考慮した実施形態を、数式を用
いて説明する。ここで入力画像の主走査および副走査方向の幅がそれぞれＸ＿ＭＡＸ，Ｙ
＿ＭＡＸ、ディザテーブルの主走査および副走査方向の幅がそれぞれＸ＿ＤＭＡＸ，Ｙ＿
ＤＭＡＸとする。このような位相ずらしの処理系において、ある画素の座標を（Ｘ，Ｙ）
、その画素値をＩＮ［Ｘ］［Ｙ］、画像を回転させない場合の主走査方向の位相ずらしテ
ーブルをＸｏ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ］、副走査方向の位相ずらしテーブルをＹｏ＿ＯＦＦＳ
ＥＴ［Ｘ］とする。また、ｎ度時計周りに入力画像を回転させる場合の、回転後の画像の
座標系における前述の画素の座標を（Ｘｎ，Ｙｎ）とする。主走査方向の位相ずらしテー
ブルをＸｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘｎ］［Ｙｎ］［ｎ］、副走査方向の位相ずらしテーブルを
Ｙｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘｎ］［Ｙｎ］［ｎ］とする。ただし添え字ｎは回転角度を示す。
【００７３】
　画像を回転させない場合の主走査方向の位相ずらしテーブルＸｏ＿ＯＦＦＳＥＴはＹに
よらず常に０で一定であり、また、図２１に示すとおり、回転後の座標系における座標（
Ｘｎ，Ｙｎ）と（Ｘ，Ｙ）との間には（式５）～（式８）の関係が成立する。
Ｘ＝Ｙ９０＝Ｘ＿ＭＡＸ－Ｘ１８０＝Ｘ＿ＭＡＸ－Ｙ２７０…（式５）
Ｙ＿ＭＡＸ－Ｙ＝Ｘ９０＝Ｙ１８０＝Ｙ＿ＭＡＸ－Ｘ２７０…（式６）
Ｘ＿ＭＡＸ－Ｘ＝Ｘ＿ＭＡＸ－Ｙ９０＝Ｘ１８０＝Ｙ２７０…（式７）
Ｙ＝Ｙ＿ＭＡＸ－Ｘ９０＝Ｙ＿ＭＡＸ－Ｙ１８０＝Ｘ２７０…（式８）
【００７４】
　これらの式より、各回転角度における、主走査及び副走査の位相ずれ量が、（式９）～
（式１４）のように得られる。
Ｘｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ９０］［Ｙ９０］［９０］＝－Ｙｏ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ＿ＭＡＸ
－Ｙ］［Ｘ］
＝－ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ＿ＭＡＸ－Ｙ］・・・（式９）
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Ｙｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ９０］［Ｙ９０］［９０］＝Ｘｏ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ＿ＭＡＸ－
Ｙ］［Ｘ］
＝０…（式１０）
Ｘｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ１８０］［Ｙ１８０］［１８０］＝－Ｘｏ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ＿
ＭＡＸ－Ｘ］［Ｙ＿ＭＡＸ－Ｙ］
＝０…（式１１）
Ｙｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ１８０］［Ｙ１８０］［１８０］＝－Ｙｏ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ＿
ＭＡＸ－Ｙ］［Ｘ］
＝－ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ＿ＭＡＸ－Ｙ］…（式１２）
Ｘｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ２７０］［Ｙ２７０］［２７０］＝Ｙｏ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ］［
Ｘ＿ＭＡＸ－Ｘ］
＝ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ］…（式１３）
Ｙｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ２７０］［Ｙ２７０］［２７０］＝－Ｘｏ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｙ］
［Ｘ＿ＭＡＸ－Ｘ］
＝０…（式１４）
となる。
【００７５】
　また、第２のディザテーブルが周期的に並んでいるため、Ｘ＿Ｄ２ＭＡＸ、Ｙ＿Ｄ２Ｍ
ＡＸによる剰余によって該当するＸ１、Ｙ１を得られることから（式１５）、（式１６）
が得られる。Ｘ１、Ｙ１は、第１のディザテーブルの要素の座標である。
Ｙ２＝（Ｙ＋Ｘｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ］［Ｙ］［ｎ］） ＭＯＤ Ｙ＿Ｄ２ＭＡＸ…（式１
５）
Ｘ２＝（Ｘ＋Ｙｒ＿ＯＦＦＳＥＴ［Ｘ］［Ｙ］［ｎ］） ＭＯＤ Ｘ＿Ｄ２ＭＡＸ…（式１
６）
【００７６】
　出力画像の画素値は（式１７）で決まる。
ＯＵＴ［Ｙ］［Ｘ］＝Ｔ'［Ｙ２］［Ｘ２］［ＩＮ［Ｙ］［Ｘ］］…（式１７）
ここでＴ'［Ｘ２］［Ｙ２］は第２のディザテーブルである。
【００７７】
　（式９）～（式１７）によって回転後の位相ずれ量を考慮したスクリーン処理の出力値
を得ることができる。これにより、ハーフトーン処理後に回転処理を行うような画像形成
装置においても、位相ずらし処理を行うことが可能となる。
【００７８】
　［第４実施形態］
　図２２は本実施例における、回転を行わない場合の出力画像と回転を行う場合の出力画
像及びその際の中間画像を模式的に表したものである。第３実施形態では、ハーフトーン
処理後に回転処理を行う画像形成装置における、位相ずらし処理の例について説明した。
この場合、スクリーン処理後に回転しない出力画像と回転する出力画像とでは、図２０（
ａ）と図２０（ｂ）のようにディザパターンの配列の角度（以下、スクリーン角度と称す
る）が異なる。このため、画像形成装置のエンジン特性により、回転する場合としない場
合とでハーフトーニングのガンマ値が変わり、出力画像の等方性が保たれないという問題
があった。この問題を解決するために、スクリーン処理を行う際に、図２２（ｂ）に示す
ように、ディザマトリクスを反時計回りに同じ角度（回転量）だけ回転させる（以下、第
１の回転処理と称する）。すると、回転後に（以下、第２の回転処理と称する）元のスク
リーン角度になり、図２２（ｃ）のような好ましい出力画像が得られる。
【００７９】
　以下では、斯様な機能を持つ電子写真方式の画像形成装置において、入力画像に対して
時計回りに９０度，１８０度，２７０度の回転処理を行う場合であっても適用可能な実施
例について説明する。
【００８０】
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　本実施形態が第３実施形態と異なる点は、ディザマトリクスをｎ度反時計回り（すなわ
ち画像データの回転方向と逆方向）に第１の回転処理をしている点である。ここでｎ度時
計周りに入力画像に第１の回転処理をさせる場合の、ディザテーブル内における画素の座
標を（Ｘ１ｎ，Ｙ１ｎ）とする。また、ｎ度反時計回りにディザテーブルを逆回転させた
座標系における、ディザテーブルをＴｒ［Ｙ１ｎ］ ［Ｘ１ｎ］ ［ｎ］、主走査方向の幅
をＸ＿ＤＭＡＸｎ副走査方向の幅をＹ＿ＤＭＡＸｎとする。
【００８１】
　図２３に示すとおり、に示すとおり、座標（Ｘ，Ｙ）と逆回転後の座標系における座標
（Ｘｎ，Ｙｎ）との間には（式１７）～（式２０）の関係が成立する。
Ｘ１＝Ｘ＿ＤＭＡＸ－Ｙ１９０＝Ｘ＿ＤＭＡＸ－Ｘ１１８０＝Ｙ１２７０…（式１７）
Ｙ＿ＤＭＡＸ－Ｙ１＝Ｙ＿ＤＭＡＸ－Ｘ１９０＝Ｙ１１８０＝Ｘ１２７０…（式１８）
Ｘ＿ＤＭＡＸ－Ｘ＝Ｙ１９０＝Ｘ１１８０＝Ｘ１＿ＤＭＡＸ－Ｙ１２７０…（式１９）
Ｙ１＝Ｘ１９０＝Ｙ＿ＤＭＡＸ－Ｙ１１８０＝Ｙ＿ＤＭＡＸ－Ｘ１２７０…（式２０）
【００８２】
　また、図２３に示すとおり、ディザマトリクスの各辺の長さは等しいので（式２１）（
式２２）が成り立つ。
Ｘ＿ＤＭＡＸ＝Ｙ＿ＤＭＡＸ９０＝Ｘ＿ＤＭＡＸ１８０＝Ｙ＿ＤＭＡＸ２７０…（式２１
）
Ｙ＿ＤＭＡＸ＝Ｘ＿ＤＭＡＸ９０＝Ｙ＿ＤＭＡＸ１８０＝Ｘ＿ＤＭＡＸ２７０…（式２２
）
　（式１７）～（式２２）によりディザテーブルＴｒ及び、Ｘ１ｎ、Ｙ１ｎ、及び、Ｘ＿
ＤＭＡＸｎ、Ｙ＿ＤＭＡＸｎを得られる。これにより第３実施形態と与えられる条件が同
様となるので、以降の出力画像の画素値の演算は第３実施形態に準ずる。
【００８３】
　このようにして、予めスクリーン角を画像の回転と逆方向に同じ量だけ回転させておく
ことで、画像データの回転によってスクリーン角は本来のスクリーン角に戻る。このため
、ハーフトーン処理のガンマ値は変わることなく、好ましい画像が形成される。
【００８４】
　［他の実施形態］
　なお上記実施形態では、画像データやディザマトリクスを回転させてスクリーン処理や
レジストレーションずれ補正処理を行うよう説明している。しかし、画像データの画素や
マトリクスの要素を読み出す際のアドレスについて、縦横変換を施してあたかも回転後の
データを参照しているかのように処理することができる。もちろんこの場合でも画像デー
タやディザマトリクスを回転させたことと実質的な意味は変わることはないので、「回転
処理」という用語は妥当する。
【００８５】
　なお本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ
、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。また本発明の目的は、前述の実
施形態の機能を実現するプログラムコードを記録した記録媒体を、システムあるいは装置
に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが記憶媒体に格納されたプログラム
コードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出さ
れたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログ
ラムコード自体およびプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することにな
る。
【００８６】
　また、本発明には、プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働している
オペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理
によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。さらに、記憶媒体から読
み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュー
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は適用される。その場合、書き込まれたプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張
カードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の画像処理装置の構成を示す図である。
【図２】中間転写体を採用したタンデム方式のカラー画像形成装置の断面図である。
【図３】走査線のプロファイル特性を示す図である。
【図４】カラー画像形成装置の構成図である。
【図５Ａ】乗り換えポイントの補間方法を示す図である。
【図５Ｂ】乗り換えポイントの補間方法を示す図である。
【図６】重み付け構成の一例を示す図である。
【図７】補正がなされるべき方向とずれ方向を示す図である。
【図８】レジストレーションずれと乗り換え処理の様子を示す図である。
【図９】プロファイル特性のデータ保持方法を示す図である。
【図１０】ライン乗り換えされたスクリーンによる階調画像に乗り換え処理と補間処理を
した様子を示す図である。
【図１１】入力画像に対してスクリーン処理及び位相ずらし処理を行う様子を示す図であ
る。
【図１２】何列かおきに副走査方向にディザマトリクスがずれた配列の一例
【図１３】第１実施形態における位相ずらし処理を含んだスクリーン処理のフローを示す
図である。
【図１４】入力画像とディザマトリクスとの関係を示す図である。
【図１５】ディザテーブルが周期的に並ぶ様子を示す図である。
【図１６】入力画像に対して本実施例を適用した画像処理を行う場合と、行わない場合と
の中間画像及び出力結果を示す図である。
【図１７】主走査方向にずれたディザマトリクスの配列を示す図である。
【図１８】正方形・長方形以外の形状のディザマトリクスによる配列を示す図である。
【図１９】第２実施形態における位相ずらし処理を含んだスクリーン処理のフローを示す
図である。
【図２０】画像形成装置において、回転を行わない場合の出力画像と回転を行う場合の出
力画像を示す図である。
【図２１】Ｘ，Ｙ，Ｘ＿ＭＡＸ，Ｙ＿ＭＡＸ，Ｘｎ，Ｙｎの関係を示す図である。
【図２２】第３実施形態における回転を行わない場合の出力画像と回転を行う場合の出力
画像及びその際の中間画像を示す図である。
【図２３】Ｘ１，Ｙ１，Ｘ＿ＤＭＡＸ，Ｙ＿ＤＭＡＸ，Ｘ１ｎ，Ｙ１ｎの関係を示す図で
ある。
【図２４】プロファイル特性の一例を示す図である。
【図２５】ライン乗り換え処理の様子を示す図である。
【図２６】補間処理の様子を示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
４０１　画像形成部
４０２　カラー画像処理部
４０３　プロファイル記憶部
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