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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基本色の網点により形成される網点画線部により構成される網点画像の色を推定
する色推定方法であって、
　前記網点画線部の各色のベタの表色系の値を取得する段階と、
　前記取得した各色のベタの表色系の値を、各色のベタの表色系の値を変数とする関数に
代入して、変換後の各色のベタの表色系の値を算出し、算出した変換後の各色のベタの表
色系の値を用いて、前記網点画像の色の表色系の値を求める段階とを含み、
　前記関数は、単調増加関数であり変数の増加に伴い傾きが減少する関数であることを特
徴とする色推定方法。
【請求項２】
　前記網点画像の色の表色系の値は、前記取得段階で取得した各色のベタの表色系の値を
前記変換して得られる値に比例する値と、予め求められた定数とを合計した値である請求
項１に記載の色推定方法。
【請求項３】
　前記関数は、対数関数である請求項１または請求項２に記載の色推定方法。
【請求項４】
　前記複数の基本色は、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、及び、ブラッ
ク（Ｋ）である請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の色推定方法。
【請求項５】
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　前記表色系の値は、ＸＹＺ表色系の値である請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の
色推定方法。
【請求項６】
　複数の基本色のそれぞれの色の濃度の段階を示す階調値に基づいて第１のカラー画像出
力装置で網点を有する複数の色版を用いて記録媒体に印刷して得られ、前記網点による網
点画線部で構成される網点画像の色調を色あわせの目標とし、第２のカラー画像出力装置
で出力される複数の基本色の網点により形成される網点画線部により構成される網点画像
の色調を前記目標とする色調に合わせるように色調整を行う色調整方法であって、
　前記第１のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わ
せと、各色の表色系の値とを関連付けたテーブルを予め記憶する段階と、
　前記第２の画像出力装置で出力される網点画線部の各色のベタの表色系の値を取得する
段階と、
　前記取得した各色のベタの表色系の値を、各色のベタの表色系の値を変数とする関数に
代入して、変換後の各色のベタの表色系の値を算出し、算出した変換後の各色のベタの表
色系の値を用いて、前記第２のカラー画像出力装置における前記複数の基本色の階調値の
複数の組み合わせによる網点画像の色の表色系の値を求める段階と、
　前記第２のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わ
せと、前記求めた各色の表色系の値とを関連付けたテーブルを作成する段階とを含み、
　前記関数は、単調増加関数であり変数の増加に伴い傾きが減少する関数であり、
　前記第１及び第２のカラー画像出力装置のそれぞれについてのテーブルを用いて前記色
調整を行うことを特徴とする色調整方法。
【請求項７】
　前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わせによる網点画像の色の値は、前記取得段
階で取得した各色のベタの表色系の値を前記変換して得られる値に比例する値と、予め求
められた定数とを合計した値である請求項６に記載の色調整方法。
【請求項８】
　前記関数は、対数関数である請求項６または請求項７に記載の色調整方法。
【請求項９】
　前記複数の基本色は、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、及び、ブラッ
ク（Ｋ）である請求項６乃至請求項８のいずれかに記載の色調整方法。
【請求項１０】
　前記表色系の値は、ＸＹＺ表色系の値である請求項６乃至請求項９のいずれかに記載の
色調整方法。
【請求項１１】
　複数の基本色のそれぞれの色の濃度の段階を示す階調値を含んで構成される階調画像デ
ータに基づいて第１のカラー画像出力装置で網点を有する複数の色版を用いて記録媒体に
印刷して得られ、前記網点による網点画線部で構成される網点画像の色調を色あわせの目
標とし、前記階調画像データを受け付けて該階調画像データに基づいて第２のカラー画像
出力装置で出力される複数の基本色の網点により形成される網点画線部により構成される
網点画像の色調を前記目標とする色調に合わせるように色調整を行ってカラー画像を形成
するカラー画像形成方法であって、
　前記第１のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わ
せと、各色の表色系の値とを関連付けたテーブルを予め記憶する段階と、
　前記第２の画像出力装置で出力される網点画線部の各色のベタの表色系の値を取得する
段階と、
　前記取得した各色のベタの表色系の値を、各色のベタの表色系の値を変数とする関数に
代入して、変換後の各色のベタの表色系の値を算出し、算出した変換後の各色のベタの表
色系の値を用いて、前記第２のカラー画像出力装置における前記複数の基本色の階調値の
複数の組み合わせによる網点画像の色の表色系の値を求める段階と、
　前記第２のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わ
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せと、前記求めた各色の表色系の値とを関連付けたテーブルを作成する段階と、
　前記第１及び第２のカラー画像出力装置のそれぞれについてのテーブルを用いて、複数
の基本色の階調値の組み合わせと、該組み合わせにより前記第１のカラー画像出力装置で
出力する色を前記第２のカラー画像出力装置で出力する複数の基本色の階調値の組み合わ
せとを複数について関連づけた色変換テーブルを作成する段階と、
　前記作成された色変換テーブルを用いて前記受け付ける階調画像データの複数の基本色
の階調値の組み合わせに対応する複数の基本色の階調値の組み合わせを求める段階と、
　前記求めた複数の基本色の階調値の組み合わせに基づいて前記第２のカラー画像出力装
置でカラー画像を形成する段階とを含み、
　前記関数は、単調増加関数であり変数の増加に伴い傾きが減少する関数であることを特
徴とするカラー画像形成方法。
【請求項１２】
　複数の基本色のそれぞれの色の濃度の段階を示す階調値を含んで構成される階調画像デ
ータに基づいて第１のカラー画像出力装置で網点を有する複数の色版を用いて記録媒体に
印刷して得られ、前記網点による網点画線部で構成される網点画像の色調を色あわせの目
標とし、前記階調画像データを受け付けて該階調画像データに基づいて第２のカラー画像
出力装置で出力される複数の基本色の網点により形成される網点画線部により構成される
網点画像の色調を前記目標とする色調に合わせるように色調整を行ってカラー画像を形成
するカラー画像形成システムであって、
　前記第１のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わ
せと、各色の表色系の値とを関連付けたテーブルを予め記憶する記憶手段と、
　前記第２の画像出力装置で出力される網点画線部の各色のベタの表色系の値を取得し、
前記取得した各色のベタの表色系の値を、各色のベタの表色系の値を変数とする関数に代
入して、変換後の各色のベタの表色系の値を算出し、算出した変換後の各色のベタの表色
系の値を用いて、前記第２のカラー画像出力装置における前記複数の基本色の階調値の複
数の組み合わせによる網点画像の色の表色系の値を求める色演算手段と、
　前記第２のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わ
せと、前記求めた各色の表色系の値とを関連付けたテーブルをそれぞれ作成し、前記記憶
した第１のカラー画像出力装置についてのテーブルと前記作成した第２のカラー画像出力
装置のテーブルとを用いて、複数の基本色の階調値の組み合わせと、該組み合わせにより
前記第１のカラー画像出力装置で出力する色を前記第２のカラー画像出力装置で出力する
複数の基本色の階調値の組み合わせとを複数について関連づけた色変換テーブルを作成す
るＬＵＴ作成手段と、
　前記作成された色変換テーブルを用いて前記受け付ける階調画像データの複数の基本色
の階調値の組み合わせに対応する複数の基本色の階調値の組み合わせを求める階調値変換
手段と、
　前記求めた複数の基本色の階調値の組み合わせに基づいてカラー画像を形成するように
前記第２のカラー画像出力装置を制御する制御手段とを備え、前記関数は、単調増加関数
であり変数の増加に伴い傾きが減少する関数であることを特徴とするカラー画像形成シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の基本色の階調値の組み合わせに基づいて出力される網点画像の色の表
色系の値を推定する色推定方法、その色推定方法を用いたカラー画像形成方法、及び、カ
ラー画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＴＰ（Ｄｅｓｋ　Ｔｏｐ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ）等の普及により、スキャナ
から入力した画像をコンピュータのソフトウエア上で画像編集、ページ面付けする作業が
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一般化し、フルデジタルでの編集も珍しくなくなってきている。
【０００３】
　このような工程では、さらなる効率化を目指して、フィルムにページ編集済みの画像デ
ータを直接出力するイメージセッター出力や、印刷版に直接画像記録を行うＣＴＰ（Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ　ｔｏ　Ｐｌａｔｅ）出力、さらには、印刷機のシリンダー上に巻かれた印
刷版に直接画像記録を行うＣＴＣ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｔｏ　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ）が行わ
れる。
【０００４】
　また、このような印刷工程における校正のプロセスでは、（１）作業現場内部ミスの確
認、すなわち内校、（２）発注主、デザイナーへの仕上がり確認用の提出される外校、（
３）印刷機の機長に対して、最終印刷物の見本として提供される印刷見本、の主として３
つの用途にプルーフが作成、使用される。
【０００５】
　このように、カラー印刷を作成する際には、原稿フィルムの段階で色校正を行うことに
より、Ｙ（イエロー）版、Ｍ（マゼンタ）版、Ｃ（シアン）版、及びＢＫ（墨色）版に分
解された各色分解網原稿フィルムを使って校正物（カラープルーフ）を作成し、本番の印
刷版を作成する前に、原稿フィルムのレイアウトに間違いないか、色間違いがないか、文
字の誤りがないか等を検査し、印刷物の仕上がりを事前に確認するようにしていた。
【０００６】
　この場合、校正確認の為だけに一旦フィルム出力や印刷版出力を行い、印刷校正や、そ
の他の校正材料による校正を行うことは、フィルム、印刷版のムダや余計な作業が多くな
る問題がある。
【０００７】
　その為、特に、このようなコンピュータによるフルデジタルの画像作成、編集を行う工
程では、ＤＤＣＰ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｐｒｏｏｆ）ないしは
ＤＣＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｐｒｏｏｆ）と呼ばれる直接カラー画像出力を行
うシステムが求められている。
【０００８】
　このようなＤＤＣＰは、コンピュータ上で加工されたデジタル画像データからイメージ
セッターなどで製版用フィルム上に記録したり、ＣＴＰで直接印刷版を作成する最終的な
印刷作業を行ったり、ＣＴＣで印刷機のシリンダー上に巻かれた印刷版に直接画像記録を
行ったりなどする前に、コンピュータ上で加工されたデジタル画像が示す出力対象を再現
するカラープルーフを作成し、その絵柄、色調、文章文字等の確認を行うものである。
【０００９】
　また、カラープルーフを作成するものとして、各色分解網原稿の網点画像データに基づ
いて、銀塩カラー感光材料に、例えば、Ｒ、Ｇ、Ｂ等の波長の異なる複数の光の組み合わ
せからなる光点を露光して、３つの基本色Ｙ、Ｍ、Ｃの各ドットを発色させることで網点
画像を再現してカラープルーフを作成するカラープルーフ作成装置がある。またその中に
、印刷機で複数のインキの各色版を刷り重ねて得られる網点画像を構成する網点画線部の
色である１次色（インキ単色）、多次色（複数のインキを重ね合わせた色）及び印刷用紙
の地色を出力色の目標とし、それぞれの色を再現するように３つの基本色の出力強度を変
化させて、色調整を行うタイプのＤＤＣＰがある（例えば、特許文献１参照。）。
【００１０】
　ところが、上述のＤＤＣＰによるカラープルーフは、目標の印刷物に対し、ベタ領域で
は色調は合うものの、中間調領域では色調が若干ずれてしまうという現象を発生すること
がある。例えば、シアン部では、中間調領域を構成する網点の網％が小さくなると黄色が
かって見えるようになることがある。
【００１１】
　この対策として、出力される画像の色調を調整するように、ＤＤＣＰ及び印刷機の出力
色の特性を示すそれぞれのデバイスプロファイルから求められるデバイスリンクプロファ



(5) JP 4802726 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

イルを用いた色調整を行う、いわゆるカラーマネージメントシステム（ＣＭＳ）と呼ばれ
る手法を用いることが考えられる。
【００１２】
　ここで、カラーマネージメントシステムには、一例として、校正用カラープリンタや印
刷機における複数の基本色の階調値の複数の組み合わせに対するＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値
等の色特性の値を示すルックアップテーブル（ＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ）や複数
の色特性の値に対する複数の基本色の階調値の組み合わせを示すルックアップテーブル（
Ｌ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ）の出力装置の出力色特性を表すデバイスカラープロフ
ァイルを用いて、印刷機で出力する目標とする色を校正用カラープリンタで出力するよう
に、ＣＭＹＫのパラメータの組み合わせを変換するデバイスリンクカラープロファイルＣ
ＭＹＫ→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ作成し、ＣＭＹＫ→ＣＭＹＫ　ＬＵＴを用いて画像データのＣ
、Ｍ、Ｙ及びＫを変換して、校正用カラープリンタの色を印刷機の色に合わせ込むものが
ある（例えば、特許文献１参照。）。
【００１３】
　しかしながら、上述のデバイスカラープロファイルを作成するためには、校正用カラー
プリンタや印刷機で複数の基本色の階調値の複数の組み合わせに対するＬ＊ａ＊ｂ＊表色
系の値等の色特性の値を求める必要がある。特に、特許文献１に記載のような３つの基本
色の出力強度を変化させて色調整を行うタイプのＤＤＣＰによる校正用カラープリンタで
は、３つの基本色の出力強度による色調整を行う度に、複数の基本色の階調値の複数の組
み合わせに対するＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値等の色特性の値を求めてデバイスカラープロフ
ァイルを作成していた。色調整は、例えば、異なる印刷機で出力する色を目標とする場合
、または、経時変化などにより目標色或いはＤＤＣＰの出力色が変化した場合など行われ
、その度に、複数のカラーパッチを出力し、出力されたカラーパッチのＬ＊ａ＊ｂ＊表色
系の値を測定することが行われ、多大な時間を費やしていた。
【００１４】
　そこで、色を推定して求めることが考えられる。その推定方法として、例えば網点画線
部の各色の表色系の値とそれぞれの領域の面積比からノイゲバウア式（例えば、非特許文
献１参照。）を用いて演算により求めることが考えられる。つまり、複数の基本色の階調
値の組み合わせに基づいて出力される網点画像の表色系の値を、その網点画像を構成する
網点画線部の各色の表色系の値とそれぞれの領域の面積比から求めるのである。
【００１５】
【特許文献１】特開２００４－３５６９５２号公報
【非特許文献１】Ｄｒ．Ｒ．Ｗ．Ｇ．Ｈｕｎｔ著、Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃ
ｏｌｏｒ　ｉｎ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ、Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓ
ｉｏｎ、Ｆｏｕｒｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ、ＦＯＵＮＴＡＩＮ　ＰＲＥＳＳ社、１９８７年
出版、５３５頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、実際に画素の色やその色の画素で形成される面積を画素単位で測定する
ことは困難であるから、演算に用いるときには、各画素の表色系は例えば１ｃｍ×１ｃｍ
のパッチの色を測定したものを、面積比は、画素数などから理論的に求められたものとな
る。例えば、上述の光の組み合わせからなる光点を露光して発色させて得られるような画
素は、画素の周囲がぼやけることがあり、例えば、画素の中心部と周囲との色の違いがあ
り、その画素の境界がはっきりとしない。そのため、上記のようにして得られた表色系の
値や面積比を用いるノイゲバウア式のような単純な演算を用いた推定では、十分な精度が
得られない場合がある。
【００１７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、複数の基
本色の網点により形成される網点画線部により構成される網点画像の色の表色系の値を正
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確に推定することが可能な色推定方法、その色推定方法を用いたカラー画像形成方法、及
び、カラー画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するために請求項１記載の発明は、複数の基本色の網点により形成され
る網点画線部により構成される網点画像の色を推定する色推定方法であって、前記網点画
線部の各色のベタの表色系の値を取得する段階と、前記取得した各色のベタの表色系の値
を、各色のベタの表色系の値を変数とする関数に代入して、変換後の各色のベタの表色系
の値を算出し、算出した変換後の各色のベタの表色系の値を用いて、前記網点画像の色の
表色系の値を求める段階とを含み、前記関数は、単調増加関数であり変数の増加に伴い傾
きが減少する関数であることを特徴としている。
【００１９】
　また、請求項２記載の発明は、前記網点画像の色の表色系の値は、前記取得段階で取得
した各色のベタの表色系の値を前記変換して得られる値に比例する値と、予め求められた
定数とを合計した値であることを特徴としている。
【００２０】
　また、請求項３記載の発明は、前記関数は、対数関数であることを特徴としている。
【００２１】
　また、請求項４記載の発明は、前記複数の基本色は、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、
イエロー（Ｙ）、及び、ブラック（Ｋ）であることを特徴としている。
【００２２】
　また、請求項５記載の発明は、前記表色系の値は、ＸＹＺ表色系の値であることを特徴
としている。
【００２３】
　また、請求項６記載の発明は、複数の基本色のそれぞれの色の濃度の段階を示す階調値
に基づいて第１のカラー画像出力装置で網点を有する複数の色版を用いて記録媒体に印刷
して得られ、前記網点による網点画線部で構成される網点画像の色調を色あわせの目標と
し、第２のカラー画像出力装置で出力される複数の基本色の網点により形成される網点画
線部により構成される網点画像の色調を前記目標とする色調に合わせるように色調整を行
う色調整方法であって、前記第１のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階
調値の複数の組み合わせと、各色の表色系の値とを関連付けたテーブルを予め記憶する段
階と、前記第２の画像出力装置で出力される網点画線部の各色のベタの表色系の値を取得
する段階と、前記取得した各色のベタの表色系の値を、各色のベタの表色系の値を変数と
する関数に代入して、変換後の各色のベタの表色系の値を算出し、算出した変換後の各色
のベタの表色系の値を用いて、前記第２のカラー画像出力装置における前記複数の基本色
の階調値の複数の組み合わせによる網点画像の色の表色系の値を求める段階と、前記第２
のカラー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わせと、前記
求めた各色の表色系の値とを関連付けたテーブルを作成する段階とを含み、前記関数は、
単調増加関数であり変数の増加に伴い傾きが減少する関数であり、前記第１及び第２のカ
ラー画像出力装置のそれぞれについてのテーブルを用いて前記色調整を行うことを特徴と
している。
【００２４】
　また、請求項７記載の発明は、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わせによる網
点画像の色の値は、前記取得段階で取得した各色のベタの表色系の値を前記変換して得ら
れる値に比例する値と、予め求められた定数とを合計した値であることを特徴としている
。
【００２５】
　また、請求項８記載の発明は、前記関数は、対数関数であることを特徴としている。
【００２６】
　また、請求項９記載の発明は、前記複数の基本色は、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、
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イエロー（Ｙ）、及び、ブラック（Ｋ）であることを特徴としている。
【００２７】
　また、請求項１０記載の発明は、前記表色系の値は、ＸＹＺ表色系の値であることを特
徴としている。
【００２８】
　また、請求項１１記載の発明は、複数の基本色のそれぞれの色の濃度の段階を示す階調
値を含んで構成される階調画像データに基づいて第１のカラー画像出力装置で網点を有す
る複数の色版を用いて記録媒体に印刷して得られ、前記網点による網点画線部で構成され
る網点画像の色調を色あわせの目標とし、前記階調画像データを受け付けて該階調画像デ
ータに基づいて第２のカラー画像出力装置で出力される複数の基本色の網点により形成さ
れる網点画線部により構成される網点画像の色調を前記目標とする色調に合わせるように
色調整を行ってカラー画像を形成するカラー画像形成方法であって、前記第１のカラー画
像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わせと、各色の表色系の
値とを関連付けたテーブルを予め記憶する段階と、前記第２の画像出力装置で出力される
網点画線部の各色のベタの表色系の値を取得する段階と、前記取得した各色のベタの表色
系の値を、各色のベタの表色系の値を変数とする関数に代入して、変換後の各色のベタの
表色系の値を算出し、算出した変換後の各色のベタの表色系の値を用いて、前記第２のカ
ラー画像出力装置における前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わせによる網点画像
の色の表色系の値を求める段階と、前記第２のカラー画像出力装置について、前記複数の
基本色の階調値の複数の組み合わせと、前記求めた各色の表色系の値とを関連付けたテー
ブルを作成する段階と、前記第１及び第２のカラー画像出力装置のそれぞれについてのテ
ーブルを用いて、複数の基本色の階調値の組み合わせと、該組み合わせにより前記第１の
カラー画像出力装置で出力する色を前記第２のカラー画像出力装置で出力する複数の基本
色の階調値の組み合わせとを複数について関連づけた色変換テーブルを作成する段階と、
前記作成された色変換テーブルを用いて前記受け付ける階調画像データの複数の基本色の
階調値の組み合わせに対応する複数の基本色の階調値の組み合わせを求める段階と、前記
求めた複数の基本色の階調値の組み合わせに基づいて前記第２のカラー画像出力装置でカ
ラー画像を形成する段階とを含み、前記関数は、単調増加関数であり変数の増加に伴い傾
きが減少する関数であることを特徴としている。
【００２９】
　また、請求項１２記載の発明は、複数の基本色のそれぞれの色の濃度の段階を示す階調
値を含んで構成される階調画像データに基づいて第１のカラー画像出力装置で網点を有す
る複数の色版を用いて記録媒体に印刷して得られ、前記網点による網点画線部で構成され
る網点画像の色調を色あわせの目標とし、前記階調画像データを受け付けて該階調画像デ
ータに基づいて第２のカラー画像出力装置で出力される複数の基本色の網点により形成さ
れる網点画線部により構成される網点画像の色調を前記目標とする色調に合わせるように
色調整を行ってカラー画像を形成するカラー画像形成システムであって、前記第１のカラ
ー画像出力装置について、前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わせと、各色の表色
系の値とを関連付けたテーブルを予め記憶する記憶手段と、前記第２の画像出力装置で出
力される網点画線部の各色のベタの表色系の値を取得し、前記取得した各色のベタの表色
系の値を、各色のベタの表色系の値を変数とする関数に代入して、変換後の各色のベタの
表色系の値を算出し、算出した変換後の各色のベタの表色系の値を用いて、前記第２のカ
ラー画像出力装置における前記複数の基本色の階調値の複数の組み合わせによる網点画像
の色の表色系の値を求める色演算手段と、前記第２のカラー画像出力装置について、前記
複数の基本色の階調値の複数の組み合わせと、前記求めた各色の表色系の値とを関連付け
たテーブルをそれぞれ作成し、前記記憶した第１のカラー画像出力装置についてのテーブ
ルと前記作成した第２のカラー画像出力装置のテーブルとを用いて、複数の基本色の階調
値の組み合わせと、該組み合わせにより前記第１のカラー画像出力装置で出力する色を前
記第２のカラー画像出力装置で出力する複数の基本色の階調値の組み合わせとを複数につ
いて関連づけた色変換テーブルを作成するＬＵＴ作成手段と、前記作成された色変換テー
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ブルを用いて前記受け付ける階調画像データの複数の基本色の階調値の組み合わせに対応
する複数の基本色の階調値の組み合わせを求める階調値変換手段と、前記求めた複数の基
本色の階調値の組み合わせに基づいてカラー画像を形成するように前記第２のカラー画像
出力装置を制御する制御手段とを備え、前記関数は、単調増加関数であり変数の増加に伴
い傾きが減少する関数であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る色推定方法、その色推定方法を用いた色調整方法、カラー画像形成方法及
びカラー画像形成システムによれば、網点画線部の色を網点画線部の色を単調増加関数で
あり変数の増加に伴い傾きが減少する関数を用いて変換して得られる値を用いて、複数の
基本色の網点により形成される網点画線部により構成される網点画像の色の表色系の値を
求めるので、表色系の値を正確に求めることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　まず、本発明について説明する前に、以下の説明で用いる色、表色系の値等について説
明しておくことにする。４色の基本色とは、Ｃはシアン（青緑色）、Ｍはマゼンタ（赤紫
色）、Ｙはイエロー（黄色）、Ｋはブラック（黒色）であり（以下「Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ」、
「ＹＭＣＫ」、「ＣＭＹＫ」などと表示を変えて記す場合もある。また、「Ｃ、Ｍ、Ｙ」
３色についての表示も同様である。）、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の値とは、色を表す表色系の
値の１つであり、Ｌ＊軸、ａ＊軸、ｂ＊軸の３次元空間で色を表すもので、ａ＊ｂ＊平面
により色あい及び彩度が表され、Ｌ＊はａ＊ｂ＊平面に直交し明度を表す色特性の値であ
る。また、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の値は、人間の眼の感度に相当するものとしてＣＩＥ（Ｃ
ｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅ　ｄｅ　ｌ’Ｅｃｌａｉｒａｇｅ；
国際照明委員会）で定められたｘ（λ），ｙ（λ），ｚ（λ）（ＣＩＥ１９３１中では、
このｘ，ｙ，ｚの上にはバー（－）が付けられている。）の分光特性で光量を積算して求
めたＸＹＺ表色系の値に基づくものである。このＸＹＺは、色の三刺激値と呼ばれるもの
で、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３次元空間で色を表すもので、Ｘは赤い光の量、Ｙは緑の光の量
、Ｚは青紫の光の量に相当する。また、ＸＹＺ表色系の値は上記のように分光特性で光量
を積算して求められているので、光量に線形な値といってよい。
【００３２】
　また、ＸＹＺ表色系の値のＸ値、Ｙ値、Ｚ値から、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の値のＬ＊値、
ａ＊値、ｂ＊値は、以下のようにして求めることができる。まず、
Ｘｄ＝Ｘ／Ｘ０、Ｙｄ＝Ｙ／Ｙ０、Ｚｄ＝Ｚ／Ｚ０とする。ただし、Ｘ０、Ｙ０、Ｚ０は
、それぞれｘ（λ），ｙ（λ），ｚ（λ）を全波長（３８０ｎｍから７３０ｎｍ）につい
て足し合わせた値である。そして、
Ｘ２＝Ｘｄ＾（１／３）　　　　　　　；Ｘｄ＞０．００８８５６の場合
　　＝Ｘｄ×７．７８７＋１６／１１６；それ以外の場合
Ｙ２＝Ｙｄ＾（１／３）　　　　　　　；Ｙｄ＞０．００８８５６の場合
　　＝Ｙｄ×７．７８７＋１６／１１６；それ以外の場合
Ｚ２＝Ｚｄ＾（１／３）　　　　　　　；Ｚｄ＞０．００８８５６の場合
　　＝Ｚｄ×７．７８７＋１６／１１６；それ以外の場合
と、Ｘ２、Ｙ２、Ｚ２を求め、
Ｌ＊＝Ｙ２×１１６－１６
ａ＊＝５００×（Ｘ２－Ｙ２）
ｂ＊＝２００×（Ｙ２－Ｚ２）
と、Ｌ＊値、ａ＊値、ｂ＊値で示されるＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を求める。また、Ｌ＊ａ
＊ｂ＊表色系の値から逆算することにより、ＸＹＺ表色系の値のＸ値、Ｙ値、Ｚ値を求め
ることができる。
【００３３】
　以下、本発明の色推定方法、色調整方法、カラー画像形成方法を述べるにあたり、一例
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としてカラー画像形成システムの一例として校正用カラープリンタに適用した実施の形態
を示し、図面を参照して具体的に説明する。
【００３４】
　〔出力の概要〕
　まず、本実施の形態の校正用カラープリンタの出力の概要について述べる。校正用カラ
ープリンタは、階調画像データ（いわゆるベクタグラフィックスと呼ばれ、各オブジェク
トを点の座標とそれを結ぶ線や面の方程式のパラメータ、及び、塗りつぶしの色（ＹＭＣ
Ｋ各色の階調値で示す。階調値とは、白を０、ベタを２５５として段階的に示す値である
。また、色を白を０、ベタを１００で段階的に示す網点面積率（網％ということがある）
で表してもよい）や特殊効果、文字の形状を示す文字フォント情報やそのサイズなどの描
画情報の集合で示すベクトルデータや、いわゆるビットマップグラフィックスと呼ばれ、
横方向に所定の間隔（解像度）で配置された複数の画素で１ラインを構成し、さらにライ
ンが縦方向に所定の間隔で並べられ、各画素が階調値で示される描画情報により示すラス
ターデータ）を、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋの各色版毎に分版し網点画像データとし、その網点画像
データに基づいて網点画像によりカラープルーフを作成するもので、各色版の網点画像デ
ータは、所定の領域内の画素で網点を構成し、また、各色で網点の配列方向が異なるよう
に、換言すれば各色でいわゆるスクリーン角度を変化させて網点を配置し、各網点の大き
さをその階調値に基づいて所定の領域内で変化させて濃淡を表現するように構成されてい
る。
【００３５】
　また、網点化する前に階調画像データ内に示されているＹＭＣＫ各色の階調値の組み合
わせの変換を行い、また、網点画像は、ＹＭＣＫの網点により形成される網点画線部で構
成され、その網点画線部の各色は、ＹＭＣＫの１つの色または複数が重ねられた色（１次
色、２次色、３次色、４次色で、これらについての説明は、印刷の場合を例に後述する。
）からなり、各色の領域は、それぞれ例えば色合わせの目標となる印刷機（以下、単に印
刷機と称することがある。）で複数のインキ（Ｃ、Ｍ、Ｙ、及び、Ｋ）のそれぞれの版を
刷り重ねして得られる目標とする出力色に合わせた色で構成するようになされていて色調
整を可能としている。本発明の第１のカラー画像出力装置は上記印刷機であり、第２のカ
ラー画像出力装置は校正用カラープリンタである。
【００３６】
　また、各画素の色は校正用カラープリンタで画像形成に用いる３色の基本色（Ｙ、Ｍ、
Ｃ、以下「Ｃ、Ｍ、Ｙ」、「ＹＭＣ」、「ＣＭＹ」と順序などを変えて記す場合もある。
）の出力強度を変化させて出力するようになっている（詳細は後述）。また、本例では、
目標とする色を、４色の版を用いて刷り重ねして得られる網点画像を構成する網点画線部
の色として説明するが、更に特色の版を用いる場合や、４色の版の中の１つ、または、２
つ等を用いる場合に適用することができる。
【００３７】
　また、目標とする出力色とは、例えば印刷機で印刷用紙（記録媒体）にＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋ
の各色のインキを用いて印刷して得られた網点画線部の色で、１次色、２次色、３次色、
４次色（以下、まとめてＣＭＹＫ１／２／３／４次色と記す場合もある。また、２／３／
４次色は本発明の多次色に相当する。）である。１次色とはＣＭＹＫの内の１つの色、２
次色とはＣＭＹＫの内の２つを組み合わせた色、３次色とはＣＭＹＫの内の３つを組み合
わせた色、４次色とはＣＭＹＫの内の４つを組み合わせた色で、１次色は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、
Ｋ、２次色は、Ｒ（Ｍ＋Ｙ）（レッド）、Ｇ（Ｃ＋Ｙ）（グリーン）、Ｂ（Ｃ＋Ｍ）（ブ
ルー）、Ｋ＋Ｃ、Ｋ＋Ｍ、Ｋ＋Ｙ、３次色は、Ｃ＋Ｍ＋Ｙ、ＫＲ（Ｋ＋Ｍ＋Ｙ）、ＫＧ（
Ｋ＋Ｃ＋Ｙ）、ＫＢ（Ｋ＋Ｃ＋Ｍ）、４次色は、Ｃ＋Ｍ＋Ｙ＋Ｋで、計１５色となる。図
１にＣＭＹＫ１／２／３／４次色、及び、印刷用紙の地色（以下、Ｗということがある）
について、それぞれの場合に使用されるインキの対応関係を●印で示す。また、インキの
刷り重ね順は、図１で左側のインキから順に、すなわち、Ｋ→Ｃ→Ｍ→Ｙの順で刷られる
ものとする。
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【００３８】
　ここで、図２を用いて網点画線部の色を構成する色と各画素について述べる。
【００３９】
　まず、図２（ａ）の模式図を用いて網点画線部が１つの網点で構成される場合について
Ｃを例として説明する。例えば、１つの網点が１５画素×１５画素の領域を用いて示され
る場合に、網点は、図２（ａ）に示すように、網点％に応じた大きさの網点が１５画素×
１５画素の領域内に示される。網点画線部は、図２（ａ）に示すように、Ｃの領域と、Ｗ
で構成される。
【００４０】
　次に、図２（ｂ）を用いて網点画線部が２つの網点で構成される場合についてＣとＭの
刷り重ねを例に説明する。各画素の枠を表示すると煩雑になるため省略した模式図で示す
。ＣとＭの各網点は、ＣとＭはスクリーン角度が異なるので、図２（ｂ）に示すように各
網点は位置がずれて重なり、また、図示しないが網点の位置によりそのずれ方が異なる。
また、網点画線部は、図２（ｂ）に示すように、Ｃ、Ｍ、ＣとＭの重なり部のＢ、及び、
Ｗで構成される。
【００４１】
　さらに次に、図２（ｃ）の模式図を用いて網点画線部が３つの網点で構成される場合に
ついてＣＭＹの刷り重ねを例に３説明する。Ｃ、ＭとＹの各網点は、上述の２次色の場合
と同様に位置がずれて重なる。網点画線部は、図２（ｃ）に示すように、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｃ
、Ｍ及びＹの重なり部のＢ、Ｒ、Ｇ、ＣＭＹ及びＷで構成される。
【００４２】
　〔校正用カラープリンタの制御構成〕
　次に、上述のように階調画像データを、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋの各色版毎に分版し網点画像デ
ータとし、その網点画像データに基づいて網点画像によりカラープルーフを作成する校正
用カラープリンタの制御構成について図３を用いて説明する。図３に校正用カラープリン
タの機能ブロック図を示す。図３に示すように、本実施の形態の校正用カラープリンタは
、制御部１、記憶部２（記憶手段）、画像記録部３、入力部４及び画像データ受付手段５
で構成される。
【００４３】
　画像記録部３は、緑色（Ｇ）光により感光材料のシアン発色層（Ｃ層）を感光させ、赤
色（Ｒ）光により感光材料のマゼンタ発色層（Ｍ層）を感光させ、青色（Ｂ）光により感
光材料のイエロー発色層（Ｙ層）を感光させ、現像処理を行い、基本色であるＣ、Ｍ、Ｙ
を顕在化して出力させ，カラー画像を形成する。この緑色（Ｇ）光、赤色（Ｒ）光、青色
（Ｂ）光による感光は、点順次に画素毎にこれらの色の光を同時に照射して行う。また、
緑色（Ｇ）光、赤色（Ｒ）光、青色（Ｂ）光の強度を変化させることにより、Ｃ、Ｍ、Ｙ
の出力強度を変化させることができ、各画素を後述のカラーチャンネルテーブル２２に基
づくＣ、Ｍ、Ｙの出力強度で出力するように、Ｃ、Ｍ、Ｙの出力強度と緑色（Ｇ）光、赤
色（Ｒ）光、青色（Ｂ）光の強度とを対応させたテーブル（図示せず）を予め内蔵してお
き、Ｃ、Ｍ、Ｙの出力強度に対応した各光の強度で感光させる。
【００４４】
　なお、感光材料に記録される画像の画像記録密度は、網点画像による階調の再現性など
の観点から主走査方向及び副走査方向共に６００ｄｐｉ以上（特に１０００ｄｐｉ以上、
更に１２００ｄｐｉ以上）が好ましく、また、網点画像による階調の再現性の飽和や画像
記録速度や装置コストなどの観点から主走査方向及び副走査方向共に１万ｄｐｉ以下（特
に５０００ｄｐｉ以下）が好ましい。主走査方向及び副走査方向の画像記録密度は、主走
査方向又は副走査方向１インチの長さの中に、画像記録される画素が幾つ並んでいるかを
示すｄｐｉという単位で示される。
【００４５】
　さらに、１つの網点は、１００以上（特に２００以上）の画素から記録されていること
が、実際の印刷の網点に近い再現になり好ましい。例えば、図２（ａ）に示した例は、１
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つの網点を１５画素×１５画素＝２２５画素で記録する例である。また、１つの網点は、
５０００以下（特に２０００以下）の画素から記録されていることが画像データの取り扱
いが容易で、高速に画像データを処理でき好ましい。
【００４６】
　また、露光光の各色の１秒当たりの記録画素数は、３００万画素／秒以上（特に１００
０万画素／秒以上）であることが好ましい。これにより、高速画像記録と高精細な画像記
録を両立させることができる。また、露光光の各色の１秒当たりの記録画素数は、４０億
画素以下（特に５億画素以下）が好ましい。これにより、駆動回路が安定し、画像記録が
安定し、露光出力強度や露光位置が安定し、低コストで、調整が容易にしやすい。
【００４７】
　記憶部２は、ハードディスクドライブやイメージメモリ等の記憶装置によって構成され
、画像データ記憶部２１、カラーチャンネルテーブル２２、ＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ
＊テーブル２３、目標色テーブル２４、及び、ＬＵＴ記憶部２９を備えている。
【００４８】
　画像データ記憶部２１は、後述の網点化手段１１によりＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋの各色版毎に分
版され網点化された網点画像データを記憶する。網点画像データは、所定の数の画素から
なる領域（例えば１５画素×１５画素）ごとにその領域内の画素により網点を形成し、そ
の網点の大小を変化させて画像の濃淡を表現するもので、例えば、網点画像がｎ個の画素
で構成されるものであれば、ＹＭＣＫの各色版ごとにｎ個の各画素について、出力する場
合を「１」、出力しない場合を「０」で示すものである。
【００４９】
　カラーチャンネルテーブル２２は、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色及びＷとＣＭＹの出力
強度の組み合わせ関連付けて格納する。また、このカラーチャンネルテーブル２２は、画
像記録部３で出力を行う際に各画素についてのＣＭＹの出力強度の組み合わせを決定する
ために用いられる。図４にカラーチャンネルテーブル２２の構成の一例を示す。図４には
上述のＣＭＹＫ１／２／３／４次色及びＷ（図中では、Ｗ（白）として表示）の出力強度
の組み合わせの一例をＹの出力強度を最小値０から最大値１４０、Ｍ，Ｃの出力強度を最
小値０から最大値１８０として示したものである。
【００５０】
　ＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３は、画像記録部３における出力特性を示す
もので、例えば、ＣＭＹの出力強度の組み合わせに対応するＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値との
相関関係を定義したＣＭＹ出力強度→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴである。図５にＣＭＹ出力強
度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３の一例を示す。図５は、Ｙを７等分して８段階で、Ｍ、Ｃ
を９等分して１０段階とした８×１０×１０＝８００通りの各段階の組み合わせと、その
組み合わせに対応するＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を示すものである。
【００５１】
　また、ＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３は、詳細は後述するが、Ｌ＊ａ＊ｂ
＊表色系の値から各基本色の出力強度の組み合わせを求めるために利用されるものであり
、その際には、ＣＭＹ出力強度→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴから、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の値に
対応する各基本色の出力強度の組み合わせを定義したＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹ出力強度　Ｌ
ＵＴを、例えば、本出願人による特開２００４－２７４５４６号の明細書に記載されてい
るように収束演算処理をして求めて用いる。従って、本発明の「第３の参照テーブル」と
しては、Ｌ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹ出力強度　ＬＵＴやＣＭＹ出力強度→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵ
Ｔなどでもよく、すなわち複数の基本色の出力強度とＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値との間の対
応関係を示すものであればよい。
【００５２】
　目標色テーブル２４は、網点画線部の色合わせの目標とする表色系の値が格納されてい
る。具体的には、Ｗ、印刷機で印刷用紙にＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋの各色のインキを用いて印刷し
たＣＭＹＫ１／２／３／４次色のベタのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値が予め格納されている。
ここで、ベタとは、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色の各色を構成する色の各網点の網点面積
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率（網％ということがある）が１００％、階調値であれば２５５階調のものである。ちな
みにＣＭＹＫ１／２／３／４次色の各色の中間色とは、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色の各
色を構成する色の各網点の網％が０％を除く１００％未満で等しいものをいう。図６に、
目標色テーブル２４の構成の一例を示す（具体的なＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値は省略した。
）。図６に示すように、ＷのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値と、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色の
各色の１００％のベタのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値で構成される。
【００５３】
　ＬＵＴ記憶部２９は、図７に示すように、校正用カラープリンタのＣＭＹＫ１／２／３
／４次色のベタのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を記憶する測定テーブル２９０、印刷機の出力
特性を示すデバイスカラープロファイルを構成する印刷機のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　Ｌ
ＵＴ２９１（第１の参照テーブル）、印刷機のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９２（
第２の参照テーブル）、校正用カラープリンタの出力特性を示すデバイスカラープロファ
イルを構成する校正用カラープリンタ２のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９３（第１
の参照テーブル）、校正用カラープリンタ２のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９４（
第２の参照テーブル）、及び、上述の目標とする印刷機の出力する色で校正用カラープリ
ンタ２が画像を出力するように画像データのＣＭＹＫの階調を変換するためのデバイスリ
ンクカラープロファイル（色変換テーブル）としてＣＭＹＫ→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９５
が記憶されている。
【００５４】
　ＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴは、例えば図８に示すように、Ｃ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：９×
９×９×９のＬＵＴ入力点に対しＬ＊ａ＊ｂ＊値が出力点となる４次元入力／３次元出力
の参照テーブルで、Ｌ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴは、図９に示すようにＬ＊ａ＊ｂ＊
３３×３３×３３のＬＵＴ入力点に対しＣＭＹＫが出力点となる３次元入力／４次元出力
の参照テーブルで、ＣＭＹＫ→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴは、例えば図１０に示すようなＣ×Ｍ
×Ｙ×Ｋ：２１×２１×２１×２１ＬＵＴ入力点に対してＣＭＹＫ値が出力点となる４次
元入力／４次元出力の参照テーブルである。また、図１１に、測定テーブル２９０の構成
の一例を示す（具体的なＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値は省略した。）。図１１に示すように測
定テーブル２９０は、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色の各色の１００％のベタのＬ＊ａ＊ｂ
＊表色系の値で構成される。
【００５５】
　入力部４は、例えば、ＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３、目標色テーブル２
４、ＬＵＴ記憶部２９に格納する各数値などを入力するためのものである。また、例えば
、測定器と接続するためのインターフェイスや、面積比、測色結果などが入力されたＦＤ
（Ｆｌｏｐｐｙ（登録商標）　Ｄｉｓｋ）等を出し入れ可能に装着する読取装置のような
ものであってもよい。
【００５６】
　画像データ受付手段５は、送受信インターフェイス回路などから構成され、図示しない
外部端末から送信された上述の階調画像データを受信する。また、階調画像データなどが
入力されたＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）等を出し入れ可能に装着する読取装置のようなものであってもよい。
【００５７】
　制御部１は、ＣＰＵ等の演算制御装置によって構成され、ＲＯＭやハードディスクドラ
イブ等のプログラム格納部（図示省略）に格納されたコンピュータプログラムを実行する
ことにより装置各部の制御を行う。また、制御部１は、当該コンピュータプログラムにし
たがって、階調値変換手段１６、網点化手段１１、画像記録制御手段１３、カラーチャン
ネル演算手段１４、色演算手段１５、及び、ＬＵＴ作成手段１９として動作する。
【００５８】
　階調値変換手段１６は、ＬＵＴ記憶部２９に記憶されるＣＭＹＫ→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴ
２９５に基づいて画像データ受付手段３０が受け付ける画像データに示されるＣＭＹＫの
階調値の組み合わせを変換して、網点化手段１１に送る。
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【００５９】
　例えば、入力されるＣＭＹＫの階調値の組み合わせの出力されるＣＭＹＫの階調値の組
み合わせへの変換は、例えば、特開２００４－３５６９５２号公報に記載のように行われ
る。つまり、ＣＭＹＫ→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９５に入力されるＣＭＹＫの階調値から、階
調値が含まれる前後の２点をＣＭＹＫそれぞれについて求めて全１６個の組み合わせの格
子点についてのＬＵＴ出力値を求め、ＣＭＹＫそれぞれの階調値から前後２点までの距離
を求めて、補間計算によって、入力されるＣＭＹＫの組み合わせに対応するＣＭＹＫの組
み合わせを求める。
【００６０】
　網点化手段１１は、階調画像データをＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋの各色版毎に分版し、それぞれを
網点基準データを用いたＡＭスクリーニング（Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ　Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ）により網点化を行うもので、所定の数の画素からなる領域（例
えば１５画素×１５画素）ごとにその領域内の画素を出力する場合を「１」、出力しない
場合を「０」で示して網点を形成し、その網点の大小を変化させて画像の濃淡を表現する
各色版の網点画像データに変換する。また、変換した網点画像データを画像データ記憶部
２１に記憶する。
【００６１】
　画像記録制御手段１３は、本発明の制御手段であり、Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋの各色版毎に分版
された網点画像データから、ｎ個の各画素についてカラーチャンネルテーブル２２を参照
して、ＣＭＹの出力強度の組み合わせを求め、その出力強度の組み合わせで出力するよう
に画像記録部３を制御する。これを受けて画像記録部３では、各画素をそのＣＭＹの出力
強度の組み合わせに対応する緑色（Ｇ）光、赤色（Ｒ）光、青色（Ｂ）光の強度で露光す
る。
【００６２】
　ＣＭＹの出力強度の組み合わせは、具体的には網点画像データから、出力するべき色が
ＷまたはＣＭＹＫ１／２／３／４次色のうちのいずれであるかを判定し、該当のＣＭＹの
出力強度の組み合わせをカラーチャンネルテーブル２２から以下のようにして求める。
【００６３】
　図１２は、画素１から画素ｎのｎ個の各画素について、ＹＭＣＫの各色版の出力する「
１」、出力しない「０」の組み合わせを示すものである。画素１は、ＫＣＭＹが「０」で
あるからＷで、ＣＭＹの出力強度の組み合わせを図４に示すカラーチャンネルテーブル２
２のＷ（白）に対応する値とし、画素２は、ＫＣＭＹが「０」であるからＷで、ＣＭＹの
出力強度の組み合わせを図４に示すカラーチャンネルテーブル２２のＷ（白）に対応する
値とし、画素３は、Ｋが「１」ＣＭＹが「０」であるからＫで、ＣＭＹの出力強度の組み
合わせを図４に示すカラーチャンネルテーブル２２のＫに対応する値とし、・・・・、画
素ｋは、ＣＭが「１」ＫＹが「０」であるからＢで、ＣＭＹの出力強度の組み合わせを図
４に示すカラーチャンネルテーブル２２のＢ（ＣＭ）に対応する値とし、画素ｋ＋１は、
Ｍが「１」ＫＣＹが「０」であるからＭで、ＣＭＹの出力強度の組み合わせを図４に示す
カラーチャンネルテーブル２２のＭに対応する値とし、・・・・、画素ｎは、ＫＣＭＹが
「０」であるからＷで、ＣＭＹの出力強度の組み合わせを図４に示すカラーチャンネルテ
ーブル２２のＷ（白）に対応する値とする。
【００６４】
　カラーチャンネル演算手段１４は、目標色テーブル２４に格納されているＷ、ＣＭＹＫ
１／２／３／４次色についてのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値に対応するＣＭＹ出力強度の組み
合わせをＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３に基づいて求め、各色についてのＣ
ＭＹ出力強度の組み合わせを示すカラーチャンネルを生成する。したがって、本発明の生
成手段としての機能を有する。
【００６５】
　例えば、本出願人による特開２００４－２７４５４６号の明細書に記載されているよう
に、ＣＭＹ出力強度→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴからＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹ出力強度　ＬＵＴ
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を求める。そして、ＣＭＹ出力強度の組み合わせを求めるＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値につい
て、Ｌ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹ出力強度　ＬＵＴの入力点からそのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値の
近傍のＬ＊２点（Ｌ１、Ｌ２）、ａ＊２点（ａ１、ａ２）、ｂ＊２点（ｂ１、ｂ２）を組
み合わせた８点についてのＣ，Ｍ，Ｙの出力強度と、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の値のＬ＊ａ＊
ｂ＊各値の各入力点との距離とから、格納されているＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値に対するＣ
，Ｍ，Ｙの出力強度の組み合わせを求めることができる。
【００６６】
　色演算手段１５は、測定テーブル２９０に記憶されているＣＭＹＫ１／２／３／４次色
のＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値から、Ｃ、Ｍ、Ｙ及びＫそれぞれの最小値０から１００の間の
０、２５、５０、７５、１００の５段階によるＣ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５×５＝６２５
点の組合せについての表色系の値を求める機能を有する。つまり、色演算手段１５は、Ｃ
ＭＹＫ１／２／３／４次色のＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値から、Ｃ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５
×５＝６２５点の組合せについての表色系の値の推定を行う。
【００６７】
　色演算手段１５は、まずＣＭＹＫ１／２／３／４次色の各Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の値をそ
れぞれＸＹＺ表色系の値に変換する。そして、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色のＸＹＺ表色
系の値を用いて、下記演算式を用いて各組み合わせについてのそれぞれの表色系の値を演
算する。
【００６８】
　ここで、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色の各色、つまり、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、Ｒ、Ｇ、Ｂ、
ＣＭＹ（以下３Ｃということがある）、ＫＣ、ＫＭ、ＫＹ、ＫＲ、ＫＧ、ＫＢ、及び、Ｃ
ＭＹＫ（以下４Ｃということがある）のＸ値／Ｙ値／Ｚ値をそれぞれ、Ｘｃ／Ｙｃ／Ｚｃ
、Ｘｍ／Ｙｍ／Ｚｍ、Ｘｙ／Ｙｙ／Ｚｙ、Ｘｒ／Ｙｒ／Ｚｒ、Ｘｇ／Ｙｇ／Ｚｇ、Ｘｂ／
Ｙｂ／Ｚｂ、Ｘ３ｃ／Ｙ３ｃ／Ｚ３ｃ、Ｘｋ／Ｙｋ／Ｚｋ、Ｘｋｃ／Ｙｋｃ／Ｚｋｃ、Ｘ
ｋｍ／Ｙｋｍ／Ｚｋｍ、Ｘｋｙ／Ｙｋｙ／Ｚｋｙ、Ｘｋｒ／Ｙｋｒ／Ｚｋｒ、Ｘｋｇ／Ｙ
ｋｇ／Ｚｋｇ、Ｘｋｂ／Ｙｋｂ／Ｚｋｂ、Ｘ４ｃ／Ｙ４ｃ／Ｚ４ｃとし、求める表色系の
値のＸ値、Ｙ値及びＺ値をそれぞれＸｆ、Ｙｆ及びＺｆとすると、Ｘｆ、Ｙｆ及びＺｆは
それぞれ、
Ｘｆの演算式
Ｘｆ　＝　ａ０００　×　ｌｏｇｅ（Ｘｃ）　＋　ａ００１　×　ｌｏｇｅ（Ｘｍ）　＋
　ａ００２　×　ｌｏｇｅ（Ｘｙ）　＋　ａ００３　×　ｌｏｇｅ（Ｘｒ）　＋　ａ００
４　×　ｌｏｇｅ（Ｘｇ）　＋　ａ００５　×　ｌｏｇｅ（Ｘｂ）　＋　ａ００６　×　
ｌｏｇｅ（Ｘ３ｃ）　＋　ａ００７　×　ｌｏｇｅ（Ｘｋ）　＋　ａ００８　×　ｌｏｇ
ｅ（Ｘｋｃ）　＋　ａ００９　×　ｌｏｇｅ（Ｘｋｍ）　＋　ａ０１０　×　ｌｏｇｅ（
Ｘｋｙ）　＋　ａ０１１　×　ｌｏｇｅ（Ｘｋｒ）　＋　ａ０１２　×　ｌｏｇｅ（Ｘｋ
ｇ）　＋　ａ０１３　×　ｌｏｇｅ（Ｘｋｂ）　＋　ａ０１５　×　ｌｏｇｅ（Ｘ４ｃ）
　＋　ｂ０
Ｙｆの演算式
Ｙｆ　＝　ａ１００　×　ｌｏｇｅ（Ｙｃ）　＋　ａ１０１　×　ｌｏｇｅ（Ｙｍ）　＋
　ａ１０２　×　ｌｏｇｅ（Ｙｙ）　＋　ａ１０３　×　ｌｏｇｅ（Ｙｒ）　＋　ａ１０
４　×　ｌｏｇｅ（Ｙｇ）　＋　ａ１０５　×　ｌｏｇｅ（Ｙｂ）　＋　ａ１０６　×　
ｌｏｇｅ（Ｙ３ｃ）　＋　ａ１０７　×　ｌｏｇｅ（Ｙｋ）　＋　ａ１０８　×　ｌｏｇ
ｅ（Ｙｋｃ）　＋　ａ１０９　×　ｌｏｇｅ（Ｙｋｍ）　＋　ａ１１０　×　ｌｏｇｅ（
Ｙｋｙ）　＋　ａ１１１　×　ｌｏｇｅ（Ｙｋｒ）　＋　ａ１１２　×　ｌｏｇｅ（Ｙｋ
ｇ）　＋　ａ１１３　×　ｌｏｇｅ（Ｙｋｂ）　＋　ａ１１５　×　ｌｏｇｅ（Ｙ４ｃ）
　＋　ｂ１
Ｚｆの演算式
Ｚｆ　＝　ａ２００　×　ｌｏｇｅ（Ｚｃ）　＋　ａ２０１　×　ｌｏｇｅ（Ｚｍ）　＋
　ａ２０２　×　ｌｏｇｅ（Ｚｙ）　＋　ａ２０３　×　ｌｏｇｅ（Ｚｒ）　＋　ａ２０
４　×　ｌｏｇｅ（Ｚｇ）　＋　ａ２０５　×　ｌｏｇｅ（Ｚｂ）　＋　ａ２０６　×　
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ｌｏｇｅ（Ｚ３ｃ）　＋　ａ２０７　×　ｌｏｇｅ（Ｚｋ）　＋　ａ２０８　×　ｌｏｇ
ｅ（Ｚｋｃ）　＋　ａ２０９　×　ｌｏｇｅ（Ｚｋｍ）　＋　ａ２１０　×　ｌｏｇｅ（
Ｚｋｙ）　＋　ａ２１１　×　ｌｏｇｅ（Ｚｋｒ）　＋　ａ２１２　×　ｌｏｇｅ（Ｚｋ
ｇ）　＋　ａ２１３　×　ｌｏｇｅ（Ｚｋｂ）　＋　ａ２１５　×　ｌｏｇｅ（Ｚ４ｃ）
　＋　ｂ２
により求める。
【００６９】
　上記の式のａ００１～ａ０１５、ａ１０１～ａ１１５及びａ２０１～ａ２１５は係数で
、ｂ０、ｂ１及びｂ２は定数であり、これらの係数と定数をＣ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５
×５＝６２５の組合せのそれぞれについて求めて、予め上記のような式をＣ×Ｍ×Ｙ×Ｋ
：５×５×５×５＝６２５の組合せのそれぞれにいて用意しておくことで、各組み合わせ
についてのＸｆ、Ｙｆ及びＺｆを求めるのである。そして、ＸＹＺ表色系の値からＬ＊ａ
＊ｂ＊表色系の値を求める。また、各係数及び定数の求め方については後述する。
【００７０】
　また、上記の各式で、Ｘ、Ｙ、Ｚ値の自然対数値（ｌｏｇｅ）を用いているが、Ｘ、Ｙ
、Ｚ値の各値をそのまま変数として用いるよりも、Ｘ、Ｙ、Ｚ値の自然対数値を用いる関
数により変換した方が、表色系の値を正確に求めることができたからである。この対数の
曲線やべき乗による曲線のような単純増加の関数であり上に凸つまり変数の増加に伴い傾
きが減少するような曲線で示される関数、言い換えれば、変数の増加に伴い微分値が減少
するような関数によりＸ、Ｙ、Ｚ値の各値を変数として変換したほうが良く、また、べき
乗による曲線よりも対数の曲線の関数を用いた方がより良い結果が得られた。
【００７１】
　ＬＵＴ作成手段１９は、色演算手段１５による演算により得られたＣ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５
×５×５×５＝６２５点の組合せについてのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値に基づいて、デバイ
スカラープロファイルである校正用カラープリンタ２のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ
２９３、校正用カラープリンタ２のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９４、及び、デバ
イスリンクカラープロファイルとしてＣＭＹＫ→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９５を作成する。
印刷機のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９１、印刷機のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　Ｌ
ＵＴ２９２については、ＬＵＴ記憶部２９に予め記憶したものを用いることにする。例え
ば、別途作成した。印刷機のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９１、印刷機のＬ＊ａ＊
ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９２を入力手段４で受け付けてＬＵＴ記憶部２９に記憶してお
く。
【００７２】
　例えば、本出願人による特開２００４－３５６９５２に記載のようにして作成すること
ができる。つまり、上記ＣＭＹＫの５×５×５×５＝６２５点の組み合わせと、各Ｌ＊ａ
＊ｂ＊表色系の値とを基に、補間によりＣＭＹＫの９×９×９×９の各組み合わせについ
てのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を求めることによりＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴを作成
する。そして、Ｌ＊ａ＊ｂ＊３３×３３×３３のＬＵＴ入力点に対するＣＭＹＫの組み合
わせを、ＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴを用いて各Ｌ＊ａ＊ｂ＊入力点に対し収束演算
を行うことにより求め、Ｌ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴを求める。
【００７３】
　そして、印刷機のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９１と校正用カラープリンタ２の
Ｌ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９４とを用いて、入力側の４色の基本色の組み合わせ
について、入力側の４色の基本色の組み合わせを印刷機で印刷したときの色を印刷機のＣ
ＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９１から求め、その色を校正用カラープリンタ２で出力
するための４色の基本色の組み合わせを校正用カラープリンタ２のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹ
Ｋ　ＬＵＴ２９４から求めることにより、入力側の４色の基本色の組み合わせを印刷機で
印刷したときの色を校正用カラープリンタ２で出力するための４色の基本色の組み合わせ
を求めることができる。この４色の基本色の組み合わせが出力側に関連づけられたＣＭＹ
Ｋ→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９５を作成する。
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【００７４】
　尚、印刷機でＣ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５×５＝６２５点の組合せについてのカラーパ
ッチを印刷し、そのカラーパッチのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を測定して、例えば測定テー
ブル２９０に記憶しておき、そのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を用いて、校正用カラープリン
タ２のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９３及び校正用カラープリンタ２のＬ＊ａ＊ｂ
＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９４の場合と同様にＬＵＴ作成手段１９で作成してもよい。
【００７５】
　ここで、各係数及び定数の求め方の一例を説明する。まず、本校正用カラープリンタで
、目標色テーブル２４に格納されているＷ、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色についてのＬ＊
ａ＊ｂ＊表色系の値に対応するカラーチャンネル演算手段１４により求められカラーチャ
ンネルテーブル２２に格納されたＣＭＹ出力強度の組み合わせ（標準条件と呼ぶことがあ
る）で、Ｃ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５×５＝６２５点の組合せについてのカラーパッチを
出力する。次に、カラーチャンネルテーブル２２に格納されたＣＭＹ出力強度の組み合わ
せの中のＣについてのＣＭＹ出力強度の組み合わせを変化させてカラーパッチを出力する
。以下、同様にＭ、Ｙ、Ｋ、Ｒ、Ｇ、Ｂ、３Ｃ、ＫＣ、ＫＭ、ＫＹ、ＫＲ、ＫＧ、ＫＢ、
及び、４ＣについてそれぞれのＣＭＹ出力強度の組み合わせだけを順に変化させてそれぞ
れカラーパッチを出力する（全１６枚）。そして、出力した全てのカラーパッチについて
ＸＹＺ表色系の値を求めておく。
【００７６】
　例えば、ここで、Ｘｃ、Ｙｃ及びＺｃについての係数ａ０００、ａ１００及びａ２００
について求める。６２５点の組合せの中の１つ（組み合わせＥ１と呼ぶ）の場合を例に説
明する。
まず、標準条件における組み合わせＥ１のパッチのＸＹＺ表色系の値をＸｆ１、Ｙｆ１、
Ｚｆ１、標準条件におけるＣベタのパッチのＸＹＺ表色系の値をＸｃ１、Ｙｃ１、Ｚｃ１
、ＣについてのＣＭＹ出力強度の組み合わせを変化させたときの組み合わせＥ１のパッチ
のＸＹＺ表色系の値をＸｆ２、Ｙｆ２、Ｚｆ２、ＣについてのＣＭＹ出力強度の組み合わ
せを変化させたときのＣベタのパッチのＸＹＺ表色系の値をＸｃ２、Ｙｃ２、Ｚｃ２とす
る。
そして、Ｘｆ１、Ｙｆ１、Ｚｆ１及びＸｆ２、Ｙｆ２、Ｚｆ２を、上記演算式を用いて
Ｘｆ１　＝　ａ０００　×　ｌｏｇｅ（Ｘｃ１）　＋　ｂ
Ｘｆ２　＝　ａ０００　×　ｌｏｇｅ（Ｘｃ２）　＋　ｂ
Ｙｆ１　＝　ａ１００　×　ｌｏｇｅ（Ｙｃ１）　＋　ｂ
Ｙｆ２　＝　ａ１００　×　ｌｏｇｅ（Ｙｃ２）　＋　ｂ
Ｚｆ１　＝　ａ１００　×　ｌｏｇｅ（Ｚｃ１）　＋　ｂ
Ｚｆ２　＝　ａ１００　×　ｌｏｇｅ（Ｚｃ２）　＋　ｂ
と表すことができる。ここで、ｂは、Ｘｃ、Ｙｃ、Ｚｃ以外は、全て標準条件のときとＣ
についてのＣＭＹ出力強度の組み合わせを変化させたときとで等しいため、それらのすべ
てを合計し定数ｂとした。
【００７７】
　そして、Ｘ、Ｙ、Ｚそれぞれについて上記の式を連立方程式として解いて、ａ０００、
ａ１００、ａ２００を求めることができる。同様にして、他の６２４点の組合せのそれぞ
れについてのａ０００、ａ１００及びａ２００を求める。
【００７８】
　以下、標準条件のカラーパッチの測色結果と、Ｍ、Ｙ、Ｋ、Ｒ、Ｇ、Ｂ、３Ｃ、ＫＣ、
ＫＭ、ＫＹ、ＫＲ、ＫＧ、ＫＢ、及び、４ＣについてそれぞれのＣＭＹ出力強度の組み合
わせだけを順に変化させたそれぞれカラーパッチの測色結果とを用いて、各色について同
様に連立方程式を作成して解くことにより、ａ００１～ａ０１５、ａ１０１～ａ１１５、
ａ２０１～ａ２１５を６２５点の組合せのそれぞれについて求める。
【００７９】
　そして、例えば、６２５点の組合せの中の１つ組み合わせについて、標準条件における
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その組み合わせのパッチのＸＹＺ表色系の値と、標準条件における各色のベタのＸＹＺ表
色系の値と、ａ０００～ａ０１５、ａ１００～ａ１１５、ａ２００～ａ２１５とを用いて
、ｂ０、ｂ１、ｂ２を求める。
【００８０】
　〔カラー画像形成方法〕
　次に、本発明のカラー画像形成方法を適用した本実施の形態の校正用カラープリンタに
おける各処理の手順についてフローチャートを用いて説明する。
【００８１】
　図１３は、色合わせの目標となる印刷機の出力色に合わせるように色調整を行いカラー
画像を形成する手順の一例を示すフローチャートである。以下、各ステップを、例えば図
１３ステップＳ１１であれば省略してＳ１１と表示すことにする。他のステップも同様で
ある。
【００８２】
　図１３に示すように、まず、図５に示すＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３を
予め格納する（Ｓ１１）。図５に示すＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３は、Ｙ
を８段階で、Ｍ、Ｃを１０段階として、各段階の組み合わせで構成される８×１０×１０
＝８００通りの各パッチを画像記録部３で出力し測定して得られた各組み合わせとその組
み合わせに対応するＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値から構成されるものである。
【００８３】
　次に、印刷機の出力特性を示すデバイスカラープロファイルを構成する印刷機のＣＭＹ
Ｋ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９１、印刷機のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９２を取
得し格納する（Ｓ１２）。これらのＬＵＴは、印刷機で出力したＣＭＹＫの５×５×５×
５＝６２５点の組み合わせについての各Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の値から作成されたものであ
る。
【００８４】
　さらに、次に、入力部４からの網点画線部の各色の色合わせの目標となる印刷機で印刷
用紙にＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋの各色のインキを用いて印刷したＣＭＹＫ１／２／３／４次色のベ
タのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値、及び、印刷用紙の色のＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値の入力を受
け付けて、制御部１が記憶部２の目標色テーブル２４（図６参照）に書き込む（Ｓ１３）
。
【００８５】
　そして、カラーチャンネル演算手段１４は、目標色テーブル２４に格納されたＷのＬ＊
ａ＊ｂ＊表色系の値、及び、ＣＭＹＫ１／２／３／４次色の画素ａの色のＬ＊ａ＊ｂ＊表
色系の値からＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル２３に基づいてＣＭＹ出力強度の組
み合わせを求め、カラーチャンネルテーブル２２を生成する（Ｓ１４）。
【００８６】
　さらに、ＬＵＴ作成手段１３は、校正用カラープリンタ２のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　
ＬＵＴ２９３、校正用カラープリンタ２のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９４、及び
、デバイスリンクカラープロファイルのＣＭＹＫ→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９５を作成し記
憶する（Ｓ１５）。
【００８７】
　これらの各ＬＵＴの作成について、図１４を用いて説明する。図１４は、デバイスカラ
ープロファイルの校正用カラープリンタ２のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９３、校
正用カラープリンタ２のＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９４、及び、デバイスリンク
カラープロファイルのＣＭＹＫ→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９５の作成手順を示すフローチャ
ートである。
【００８８】
　まず、Ｓ１４で求めたカラーチャンネルテーブル２２のＣＭＹ出力強度の組み合わせを
用いて、校正用カラープリンタ２でＣＭＹＫ１／２／３／４次色の各色の１００％のベタ
のカラーパッチを出力し、各カラーパッチを測色して得られたＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を
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入力部４を介して測定テーブル２９０に記憶する（Ｓ４１）。
【００８９】
　次に、色演算手段１５は、測定テーブル２９０に記憶したＣＭＹＫ１／２／３／４次色
のＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値から、Ｃ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５×５＝６２５点の組合せに
ついてのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を求める（Ｓ４２）。まず、ＣＭＹＫ１／２／３／４次
色のＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値からＸＹＺ表色系の値を求めて、Ｃ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×
５×５＝６２５点の組合せについて上述した演算式によりＸＹＺ表色系の値を求めて、そ
のＸＹＺ表色系の値からＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を求める。
【００９０】
　そして、この測色結果を用いて、まず、ＬＵＴ作成手段１９は、ＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ
＊　ＬＵＴ２９３を作成し（Ｓ４３）、さらに、ＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９３
から、Ｌ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９４を作成する（Ｓ４４）。
【００９１】
　さらに、ＬＵＴ作成手段１３は、印刷機のＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　ＬＵＴ２９１、及
び校正用カラープリンタのＬ＊ａ＊ｂ＊→ＣＭＹＫ　ＬＵＴを用いて、デバイスリンクカ
ラープロファイルのＣＭＹＫ→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴを作成し記憶する（Ｓ４５）。
【００９２】
　そして、画像データ受付手段３０で階調画像データを受け付けると（Ｓ１６）、階調値
変換手段１１は、階調画像データに示される各ＹＭＣＫの階調値の組み合わせをＣＭＹＫ
→　ＣＭＹＫ　ＬＵＴ２９５を用いて変換する（Ｓ１７）。さらに、網点化手段１１は、
階調値が変換された階調画像データの網点化を行い、各色版の網点画像データを作成する
（Ｓ１８）。
【００９３】
　画像記録制御手段１４は、網点画像データに基づいて画像を出力するように校正用カラ
ープリンタ２を制御する（Ｓ１９）。
【００９４】
　上述したようなカラー画像形成方法によれば、目標とする印刷機が出力する網点画線部
の色に基づいてカラーチャンネルテーブルを作成した後に、校正用カラープリンタでＣＭ
ＹＫ１／２／３／４次色のベタを出力しＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値を測定することにより、
Ｃ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５×５＝６２５点の組合せについてのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の値
を推定できるので容易にカラーデバイスプロファイルであるＣＭＹＫ→Ｌ＊ａ＊ｂ＊　Ｌ
ＵＴを作成することができる。したがって、カラーデバイスプロファイル作成の際には、
Ｃ×Ｍ×Ｙ×Ｋ：５×５×５×５＝６２５点の組合せについて表色系の値を測定せずに、
ＣＭＹＫ１／２／３／４次色の１５色について測定するだけでよい。
【００９５】
　また、上記の演算による色推定は、Ｘ、Ｙ、Ｚの各値を対数関数により変換することに
より、正確に色推定を行うことができ、その色推定結果に基づいてデバイスリンクカラー
プロファイルを作成して色調整に用いるので、正確に色調整を行うことができる。
【００９６】
　また、上述の色演算、カラーチャンネルテーブル生成、もしくは、デバイスリンクカラ
ープロファイル作成をＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等の情報処理装置を
用いて行い、その色演算結果、カラーチャンネルテーブル、もしくは、デバイスリンクカ
ラープロファイルをフロッピー（登録商標）ディスク等の媒体を介して校正用カラープリ
ンタが取得し、カラー画像の形成に用いるようにすることも可能である。
【００９７】
　また、ＰＣ等の情報処理装置と校正用カラープリンタとからなる画像出力システムにお
いて、上述の色演算機能、カラーチャンネルテーブル生成機能、もしくは、ＬＵＴ作成機
能をＰＣ等の情報処理装置に備え、その色演算結果もしくはカラーチャンネルテーブルを
インターフェイスを介して校正用カラープリンタが取得し、カラー画像の形成に用いるよ
うにすることも可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】印刷される各色とインキの対応関係を示す図である。
【図２】網点画線部の色について説明するための模式図である。
【図３】本発明に係る校正用カラープリンタの構成を示す機能ブロック図である。
【図４】本実施の形態のカラーチャンネルテーブルの構成の一例を示す説明図である。
【図５】本実施の形態のＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブルの構成の一例を示す説明
図である。
【図６】本実施の形態の目標色テーブルの構成の一例を示す説明図である。
【図７】本実施の形態のＬＵＴ記憶部の構成を示す図である。
【図８】本実施の形態においてＣＭＹＫの階調値の組み合わせに対する表色系の値Ｌ＊ａ
＊ｂ＊を示すＬＵＴの説明図である。
【図９】本実施の形態において複数の表色系の値Ｌ＊ａ＊ｂ＊に対するＣＭＹＫの階調値
の組み合わせを示すＬＵＴの説明図である。
【図１０】本実施の形態において印刷機のＣＭＹＫの組み合わせを校正用カラープリンタ
のＣＭＹＫの組み合わせに変換するＬＵＴの説明図である。
【図１１】本実施の形態の測定テーブルの構成の一例を示す図である。
【図１２】網点画像データを構成する各画素についてＹＭＣＫの出力の有無を示す説明図
である。
【図１３】色合わせの目標となる印刷機の出力色に合わせるように色調整を行いカラー画
像を形成する手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】デバイスカラープロファイル、及び、デバイスリンクカラープロファイルの作
成手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９９】
　１　制御部
　　１１　網点化手段
　　１３　画像記録制御手段
　　１４　カラーチャンネル演算手段
　　１５　色演算手段
　　１６　階調値変換手段
　　１９　ＬＵＴ作成手段
　２　記憶部
　　２１　画像データ記憶部
　　２２　カラーチャンネルテーブル
　　２３　ＣＭＹ出力強度－Ｌ＊ａ＊ｂ＊テーブル
　　２４　目標色テーブル
　　２９　ＬＵＴ記憶部
　３　画像記録部
　４　入力部
　５　画像データ受付手段
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