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(57)【要約】
【課題】カラーマッチング精度を一層高めることができ
る色変換テーブル作成装置及び方法、色変換装置、並び
にプログラムを提供する。
【解決手段】目標印刷物の読取画像データを取得する画
像読取部３０と、画像読取部３０から得られる第１の色
空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２の色空
間の色度値との対応関係を表す第１の色変換テーブルを
用いて色変換する第１の色変換部６４と、読取画像デー
タ又は色度値に変換された読取色度値画像データと原稿
画像データとの位置関係を対応付ける画像対応付け部６
２と、原稿画像データと読取画像の色度値との対応関係
に基づき、原稿画像データの第３の色空間と第２の色空
間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブルを
作成する色変換テーブル作成部とを備え、第１の画像デ
ータを基に印刷装置１８によって印刷された第１の印刷
物を画像読取部３０によって読み取ることにより、出力
デバイス色変換テーブル９４Ａを作成する。
【選択図】図１８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標印刷物を読み取って前記目標印刷物の読取画像を表す読取画像データを取得する画
像読取部と、
　前記画像読取部から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２
の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の色空間
の信号値を前記第２の色空間の色度値に変換する第１の色変換部と、
　前記第１の色空間の信号値で表される前記読取画像データと前記目標印刷物の原稿画像
データとの位置関係を対応付ける第１の画像対応付け処理を行う画像対応付け部と、
　デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される前記原稿画像データと前記
画像対応付け部による前記第１の画像対応付け処理及び前記第１の色変換部による処理を
経て得られる前記読取画像の色度値との対応関係に基づいて、前記原稿画像データの前記
第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブルを作
成する色変換テーブル作成部と、
　を備える色変換テーブル作成装置であって、
　前記第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によって印刷さ
れた第１の印刷物を前記画像読取部によって読み取ることにより、前記第１の印刷物の読
取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データが取得され、
　前記画像対応付け部は、前記第１の印刷物読取画像データと前記第１の画像データとの
位置関係を対応付ける第２の画像対応付け処理を行い、
　前記第１の色変換部は、前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記第２の色空間
の色度値に変換する処理を行い、
　前記色変換テーブル作成部は、前記第２の画像対応付け処理及び前記第１の印刷物読取
画像データに対する前記第１の色変換部による処理を経て得られる前記第１の印刷物読取
画像の色度値と前記第１の画像データとの対応関係に基づいて、前記印刷装置の色特性を
示す前記第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変
換テーブルを作成する色変換テーブル作成装置。
【請求項２】
　目標印刷物を読み取って前記目標印刷物の読取画像を表す読取画像データを取得する画
像読取部と、
　前記画像読取部から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２
の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の色空間
の信号値を前記第２の色空間の色度値に変換する第１の色変換部と、
　前記第１の色変換部によって前記読取画像データの信号値を前記第２の色空間の色度値
に変換して得られる読取色度値画像データと前記目標印刷物の原稿画像データとの位置関
係を対応付ける第３の画像対応付け処理を行う画像対応付け部と、
　デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される前記原稿画像データと前記
第１の色変換部による処理及び前記画像対応付け部による前記第３の画像対応付け処理を
経て得られる前記読取画像の色度値との対応関係に基づいて、前記原稿画像データの前記
第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブルを作
成する色変換テーブル作成部と、
　を備える色変換テーブル作成装置であって、
　前記第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によって印刷さ
れた第１の印刷物を前記画像読取部によって読み取ることにより、前記第１の印刷物の読
取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データが取得され、
　前記第１の色変換部は、前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記第２の色空間
の色度値に変換する処理を行い、
　前記画像対応付け部は、前記第１の色変換部によって前記第１の印刷物読取画像データ
の信号値を前記第２の色空間の色度値に変換して得られた第１の印刷物読取色度値画像デ
ータと前記第１の画像データとの位置関係を対応付ける第４の画像対応付け処理を行い、
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　前記色変換テーブル作成部は、前記第４の画像対応付け処理を経て得られる前記第１の
印刷物読取画像の色度値と前記第１の画像データとの対応関係に基づいて、前記印刷装置
の色特性を示す前記第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デ
バイス色変換テーブルを作成する色変換テーブル作成装置。
【請求項３】
　前記第１の画像データは、カラーチャートのデータであり、
　前記第１の印刷物は、カラーチャートが印刷された印刷物である請求項１又は２に記載
の色変換テーブル作成装置。
【請求項４】
　前記カラーチャートは、複数色の各々のカラーパッチを含むチャートであり、
　前記カラーパッチの１区画は、前記画像読取部の読取分解能から規定される読取画素の
１画素分の面積よりも大きく、かつ、一辺が６ミリメートルの正方形よりも小さい面積で
ある請求項３に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項５】
　前記カラーチャートは、階調を連続的に変化させたグラデーションチャートである請求
項３に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項６】
　前記第１の画像データは、カラーチャート以外の絵柄を表す画像データであって、印刷
目的の絵柄として印刷ジョブによって指定される画像のデータである請求項１又は２に記
載の色変換テーブル作成装置。
【請求項７】
　複数種類の前記第１の画像データと、各々の前記第１の画像データを基に印刷された複
数種類の前記第１の印刷物とを用いて前記出力デバイス色変換テーブルが作成される請求
項１から６のいずれか一項に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項８】
　複数種類の前記第１の印刷物を用いて前記出力デバイス色変換テーブルを作成する際に
、ユーザに対して可視化情報を提供する表示部を備える請求項７に記載の色変換テーブル
作成装置。
【請求項９】
　前記表示部には、前記出力デバイス色変換テーブルに要求される全色領域のうち、どの
くらいの色領域のデータがカバーされているかを示す情報が表示される請求項８に記載の
色変換テーブル作成装置。
【請求項１０】
　前記出力デバイス色変換テーブルに要求される全色領域のうち、データが不足している
色領域である不足領域をユーザが指定する操作を受け付ける不足領域指定操作部と、
　前記不足領域指定操作部からの指定に従い、前記不足領域の色情報を含む前記第１の画
像データとしてのデジタルデータを作成するデジタルデータ作成部と、
　を備える請求項９に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項１１】
　前記出力デバイス色変換テーブルに要求される全色領域のうち、データが不足している
色領域である不足領域を自動判定する不足領域自動判定部と、
　前記不足領域自動判定部の判定結果に従い、前記不足領域の色情報を含む前記第１の画
像データとしてのデジタルデータを作成するデジタルデータ作成部と、
　を備える請求項９に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項１２】
　前記表示部には、前記第１の印刷物読取画像が表示される請求項８から１１のいずれか
一項に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項１３】
　前記出力デバイス色変換テーブルの作成に使用するデータをユーザが指定する第１の指
定操作、及び前記出力デバイス色変換テーブルの作成に使用しない不使用データをユーザ
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が指定する第２の指定操作のうち少なくとも一方の操作を受け付ける指定操作部を備え、
　前記色変換テーブル作成部は、前記指定操作部からの指定に従い、前記出力デバイス色
変換テーブルを作成する請求項８から１２のいずれか一項に記載の色変換テーブル作成装
置。
【請求項１４】
　前記色変換テーブル作成部によって前記出力デバイス色変換テーブルが作成された後、
　更に、印刷ジョブに従って前記印刷装置によって印刷された印刷物を前記第１の印刷物
として用いることにより、前記出力デバイス色変換テーブルを更新する請求項１から１３
のいずれか一項に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項１５】
　前記印刷装置による印刷物の作成に使用される色材種と基材種の組み合わせを特定する
ための情報を取得する情報取得部と、
　前記第１の色変換テーブルとして適用できる複数の色変換テーブルが格納される第１の
色変換テーブルデータベースと、
　前記第１の色変換テーブルデータベースに格納されている前記複数の色変換テーブルの
中から１つの色変換テーブルを選択する第１の色変換テーブル選択部と、を備え、
　前記複数の色変換テーブルは、印刷装置による印刷物の作成に使用される色材種と基材
種の組み合わせ毎の前記画像読取部の読取信号と色度値の対応関係を表す色変換テーブル
を含み、
　前記第１の色変換テーブル選択部は、前記情報取得部を介して取得した前記情報に基づ
いて、前記複数の色変換テーブルの中から１つの色変換テーブルを選択する処理を行う請
求項１から１４のいずれか一項に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項１６】
　前記情報取得部が取得する前記情報には、色材種を特定する色材情報と基材種を特定す
る基材種情報とが含まれる請求項１５に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項１７】
　前記情報取得部は、前記印刷装置による印刷物の作成に使用される色材種と基材種の組
み合わせを特定するための情報の入力操作を受け付けるユーザインターフェースを含んで
構成される請求項１５又は１６に記載の色変換テーブル作成装置。
【請求項１８】
　前記情報取得部は、前記印刷装置との間でデータの受け渡しを行う通信部を含んで構成
され、
　前記印刷装置から前記通信部を介して前記情報を取り込む請求項１５又は１６に記載の
色変換テーブル作成装置。
【請求項１９】
　ｐが３以上の整数であり、ｕがｐよりも大きな整数である場合に、前記第３の色空間が
ｕ色系の色空間であるものとして構成されたｕ色系の前記画像対応付け部及び前記色変換
テーブル作成部と、
　ｐ色系の画像データをｕ色系の画像データに変換するｐ色－ｕ色変換処理部と、を備え
、
　前記ｐ色－ｕ色変換処理部は、ｕ色のうちのｐ色が一対一対応の関係を有し、かつ、ｕ
色のうち残りの（ｕ－ｐ）色の各信号成分を０とする対応関係を用いて、ｐ色系の画像デ
ータをｕ色系の画像データに変換する請求項１から１８のいずれか一項に記載の色変換テ
ーブル作成装置。
【請求項２０】
　前記ｕ色系はシアン、マゼンタ、イエロー及びブラックの４色を用いるＣＭＹＫの４色
系であり、前記ｕ色系は、赤、緑及び青の３色を用いるＲＧＢの３色系であり、
　ＣＭＹＫの各色の信号及びＲＧＢの各色の信号がそれぞれ０から１の範囲の値に規格化
された信号である場合に、
　前記ｐ色－ｕ色変換処理部は、
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　Ｃ＝（１－Ｒ）、Ｍ＝（１－Ｇ）、Ｙ＝（１－Ｂ）、及びＫ＝０の対応関係を用いて、
４色系の画像データを３色系の画像データに変換する請求項１９に記載の色変換テーブル
作成装置。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０に記載の色変換テーブル作成装置と、
　前記色変換テーブル作成装置によって作成された前記第２の色変換テーブルを入力プロ
ファイルとして利用し、かつ、前記色変換テーブル作成装置によって作成された前記出力
デバイス色変換テーブルを出力プロファイルとして利用し、前記入力プロファイル及び前
記出力プロファイルを用いて画像データの色変換を行う第２の色変換部と、
　前記第２の色変換部の色変換によって得られたｕ色系の画像データをｐ色系の画像デー
タに変換するｕ色－ｐ色変換処理部と、を備え、
　前記原稿画像データ及び前記第１の画像データの各々は、前記ｐ色－ｕ色変換処理部に
よってｕ色系の画像データに変換され、
　前記原稿画像データを前記ｐ色－ｕ色変換処理部によって変換して得られたｕ色系の画
像データであるｕ色系の原稿画像データが前記第２の色変換部によって色変換され、
　前記ｕ色－ｐ色変換処理部は、前記ｐ色－ｕ色変換処理部における前記一対一対応の関
係に基づき前記ｐ色－ｕ色変換処理部における変換の逆の変換を行い、かつ、前記ｐ色－
ｕ色変換処理部において信号成分を０とする対応関係を適用した前記（ｕ－ｐ）色の信号
を不使用とすることにより、ｐ色系の画像データをｕ色系の画像データに変換する色変換
装置。
【請求項２２】
　画像読取部によって目標印刷物を読み取って前記目標印刷物の読取画像を表す読取画像
データを取得する画像読取工程と、
　前記画像読取部から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２
の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の色空間
の信号値を前記第２の色空間の色度値に変換する第１の色変換工程と、
　前記第１の色空間の信号値で表される前記読取画像データと前記目標印刷物の原稿画像
データとの位置関係を対応付ける第１の画像対応付け処理を行う画像対応付け工程と、
　デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される前記原稿画像データと前記
画像対応付け工程による前記第１の画像対応付け処理及び前記第１の色変換工程による処
理を経て得られる前記読取画像の色度値との対応関係に基づいて、前記原稿画像データの
前記第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブル
を作成する色変換テーブル作成工程と、
　を含む色変換テーブル作成方法であって、
　前記第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によって印刷さ
れた第１の印刷物を前記画像読取部によって読み取ることにより、前記第１の印刷物の読
取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データを取得する工程と
、
　前記第１の印刷物読取画像データと前記第１の画像データとの位置関係を対応付ける第
２の画像対応付け処理を行う工程と、
　前記第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記
第２の色空間の色度値に変換する処理を行う工程と、
　前記第２の画像対応付け処理及び前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記第２
の色空間の色度値に変換する処理を経て得られる前記第１の印刷物読取画像の色度値と前
記第１の画像データとの対応関係に基づいて、前記印刷装置の色特性を示す前記第３の色
空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成
する工程と、
　を含む色変換テーブル作成方法。
【請求項２３】
　画像読取部によって目標印刷物を読み取って前記目標印刷物の読取画像を表す読取画像



(6) JP 2018-98630 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

データを取得する画像読取工程と、
　前記画像読取部から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２
の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の色空間
の信号値を前記第２の色空間の色度値に変換する第１の色変換工程と、
　前記第１の色変換工程によって前記読取画像データの信号値を前記第２の色空間の色度
値に変換して得られる読取色度値画像データと前記目標印刷物の原稿画像データとの位置
関係を対応付ける第３の画像対応付け処理を行う画像対応付け工程と、
　デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される前記原稿画像データと前記
第１の色変換工程による処理及び前記画像対応付け工程による前記第３の画像対応付け処
理を経て得られる前記読取画像の色度値との対応関係に基づいて、前記原稿画像データの
前記第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブル
を作成する色変換テーブル作成工程と、
　を含む色変換テーブル作成方法であって、
　前記第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によって印刷さ
れた第１の印刷物を前記画像読取部によって読み取ることにより、前記第１の印刷物の読
取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データを取得する工程と
、
　前記第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記
第２の色空間の色度値に変換する処理を行う工程と、
　前記第１の色変換テーブルを用いて前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記第
２の色空間の色度値に変換して得られた第１の印刷物読取色度値画像データと前記第１の
画像データとの位置関係を対応付ける第４の画像対応付け処理を行う工程と、
　前記第４の画像対応付け処理を経て得られる前記第１の印刷物読取画像の色度値と前記
第１の画像データとの対応関係に基づいて、前記印刷装置の色特性を示す前記第３の色空
間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成す
る工程と、
　を含む色変換テーブル作成方法。
【請求項２４】
　目標印刷物を読み取る画像読取部から前記目標印刷物の読取画像を表す読取画像データ
を取得する機能と、
　前記画像読取部から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２
の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の色空間
の信号値を前記第２の色空間の色度値に変換する第１の色変換機能と、
　前記第１の色空間の信号値で表される前記読取画像データと前記目標印刷物の原稿画像
データとの位置関係を対応付ける第１の画像対応付け処理を行う画像対応付け機能と、
　デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される前記原稿画像データと前記
画像対応付け機能による前記第１の画像対応付け処理及び前記第１の色変換機能による処
理を経て得られる前記読取画像の色度値との対応関係に基づいて、前記原稿画像データの
前記第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブル
を作成する色変換テーブル作成機能と、をコンピュータに実現させるプログラムであって
、
　前記第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によって印刷さ
れた第１の印刷物を前記画像読取部によって読み取ることにより、前記第１の印刷物の読
取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データを取得する機能と
、
　前記第１の印刷物読取画像データと前記第１の画像データとの位置関係を対応付ける第
２の画像対応付け処理を行う機能と、
　前記第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記
第２の色空間の色度値に変換する処理を行う機能と、
　前記第２の画像対応付け処理及び前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記第２
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の色空間の色度値に変換する処理を経て得られる前記第１の印刷物読取画像の色度値と前
記第１の画像データとの対応関係に基づいて、前記印刷装置の色特性を示す前記第３の色
空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成
する機能と、
　をコンピュータに実現させるプログラム。
【請求項２５】
　目標印刷物を読み取る画像読取部から前記目標印刷物の読取画像を表す読取画像データ
を取得する機能と、
　前記画像読取部から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２
の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の色空間
の信号値を前記第２の色空間の色度値に変換する第１の色変換機能と、
　前記第１の色変換機能によって前記読取画像データの信号値を前記第２の色空間の色度
値に変換して得られる読取色度値画像データと前記目標印刷物の原稿画像データとの位置
関係を対応付ける第３の画像対応付け処理を行う画像対応付け機能と、
　デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される前記原稿画像データと前記
第１の色変換機能による処理及び前記画像対応付け機能による前記第３の画像対応付け処
理を経て得られる前記読取画像の色度値との対応関係に基づいて、前記原稿画像データの
前記第３の色空間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブル
を作成する色変換テーブル作成機能と、をコンピュータに実現させるプログラムであって
、
　前記第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によって印刷さ
れた第１の印刷物を前記画像読取部によって読み取ることにより、前記第１の印刷物の読
取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データを取得する機能と
、
　前記第１の色変換テーブルを用いて、前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記
第２の色空間の色度値に変換する処理を行う機能と、
　前記第１の色変換テーブルを用いて前記第１の印刷物読取画像データの信号値を前記第
２の色空間の色度値に変換して得られた第１の印刷物読取色度値画像データと前記第１の
画像データとの位置関係を対応付ける第４の画像対応付け処理を行う機能と、
　前記第４の画像対応付け処理を経て得られる前記第１の印刷物読取画像の色度値と前記
第１の画像データとの対応関係に基づいて、前記印刷装置の色特性を示す前記第３の色空
間と前記第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成す
る機能と、をコンピュータに実現させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は色変換テーブル作成装置及び方法、色変換装置、並びにプログラムに係り、特
に印刷装置による色再現に適用される画像データの色変換技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷の分野では、印刷装置によって目標の色再現を行うためにＩＣＣ（International 
Color Consortium）プロファイル等の色変換テーブルを利用して画像データの色変換処理
が行われる。ＩＣＣプロファイルは、通常、印刷装置毎に印刷出力されたカラーチャート
の測色結果に基づいて作成される。ＩＣＣプロファイルを利用した一般的なカラーマッチ
ングの方法は、次のようなステップ１からステップ３で行われる。
【０００３】
　［ステップ１］ソースプロファイルの作成
　ソース側の印刷装置にＣＭＹＫ（又はＲＧＢ）の信号値で表されたカラーチャート画像
データを与え、ソース側の印刷装置を用いてカラーチャートを出力する。こうして出力さ
れたカラーチャート印刷物を測色器によって測色することで、ＣＭＹＫ（又はＲＧＢ）の
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信号値に対応するカラーパッチの印刷色を特定し、ＣＭＹＫ（又はＲＧＢ）の値とデバイ
ス非依存色空間における色の値との対応付けを行い、ソースプロファイルを作成する。ソ
ースプロファイルは入力側のプロファイルであり、「入力プロファイル」と同義である。
【０００４】
　なお、ＣＭＹＫの表記に関してＣはシアン、Ｍはマゼンタ、Ｙはイエロー、Ｋはブラッ
クを表す。ＲＧＢの表記に関してＲは赤、Ｇは緑、Ｂは青を表す。デバイス非依存色空間
としては、例えば、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間、又はＸＹＺ色空間などを用いることができる。
【０００５】
　［ステップ２］ディストネーションプロファイルの作成
　ディストネーション側の印刷装置も同様にして、カラーチャート画像データを使ってカ
ラーチャートを出力し、カラーチャート印刷物を測色器によって測色することで、デバイ
ス非依存色空間における色の値とＣＭＹＫ（又はＲＧＢ）の値との対応付けを行い、ディ
ストネーションプロファイルを作成する。ディストネーションプロファイルは出力側のプ
ロファイルであり、「出力プロファイル」と同義である。
【０００６】
　［ステップ３］プロファイルを利用した色変換処理と画像出力の実行
　目標印刷物との色を合わせたい印刷原稿の画像データを、ソースプロファイル及びディ
ストネーションを通して色変換の信号処理を行い、変換後の画像データを基にディストネ
ーション側の印刷装置によって印刷を行う。こうすることで、ソース側の印刷装置によっ
て出力される出力画像の色と、ディストネーション側の印刷装置によって出力された目標
印刷物の色とを合わせることができる。
【０００７】
　これに対し、特許文献１には、再現目標とする色見本である目標印刷物に合わせた印刷
物を得るために、目標印刷物とその原稿画像データから目標印刷物のプロファイル、すな
わち、ソースプロファイルを作成し得る色変換テーブル作成装置を含んだシステムが開示
されている。特許文献１に記載されている「目標プロファイル」は、ソースプロファイル
に相当する。特許文献１に記載の技術によれば、カラーチャートを用いることなく、目標
印刷物をスキャナ等によって読み取ることにより、ソースプロファイルを作成することが
できる。
【０００８】
　特許文献１に記載の技術により作成されたソースプロファイルを使って、目標印刷物と
色を合わせた印刷物を出力する際には、既述のとおり、必ず出力デバイスである印刷装置
のプロファイル、つまり、ディストネーションプロファイルが必要である。特許文献１に
記載されている「プリンタプロファイル」は、ディストネーションプロファイルに相当す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１６－４６９０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、特許文献１に記載のシステムを用いて色見本のソースプロファイルを作成し、
その一方で、ディストネーションプロファイルについては、上記の［ステップ２］で説明
した方法によって測色器を用いて作成した場合、ソース側のプロファイルとディストネー
ション側のプロファイルのそれぞれを異なる測色器を使って測色した値を基に各プロファ
イルを作成したこと同じになり、カラーマッチング精度が悪くなる。
【００１１】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、上記の課題を解決し、カラーマッチ
ング精度を一層高めることができる色変換テーブル作成装置及び方法、色変換装置、並び
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にプログラム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】
【００１２】
　前記目的を達成するために、次の発明態様を提供する。
【００１３】
　第１態様に係る色変換テーブル作成装置は、目標印刷物を読み取って目標印刷物の読取
画像を表す読取画像データを取得する画像読取部と、画像読取部から得られる第１の色空
間の信号値とデバイス非依存色空間である第２の色空間の色度値との対応関係を表す第１
の色変換テーブルを用いて、第１の色空間の信号値を第２の色空間の色度値に変換する第
１の色変換部と、第１の色空間の信号値で表される読取画像データと目標印刷物の原稿画
像データとの位置関係を対応付ける第１の画像対応付け処理を行う画像対応付け部と、デ
バイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される原稿画像データと画像対応付け
部による第１の画像対応付け処理及び第１の色変換部による処理を経て得られる読取画像
の色度値との対応関係に基づいて、原稿画像データの第３の色空間と第２の色空間との多
次元の対応関係を表す第２の色変換テーブルを作成する色変換テーブル作成部と、を備え
る色変換テーブル作成装置であって、第３の色空間の信号値で表される第１の画像データ
を基に印刷装置によって印刷された第１の印刷物を画像読取部によって読み取ることによ
り、第１の印刷物の読取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像デ
ータが取得され、画像対応付け部は、第１の印刷物読取画像データと第１の画像データと
の位置関係を対応付ける第２の画像対応付け処理を行い、第１の色変換部は、第１の印刷
物読取画像データの信号値を第２の色空間の色度値に変換する処理を行い、色変換テーブ
ル作成部は、第２の画像対応付け処理及び第１の印刷物読取画像データに対する第１の色
変換部による処理を経て得られる第１の印刷物読取画像の色度値と第１の画像データとの
対応関係に基づいて、印刷装置の色特性を示す第３の色空間と第２の色空間との多次元の
対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成する色変換テーブル作成装置である。
【００１４】
　「色度値」という用語は、ＸＹＺ表色系に限らず、デバイス非依存色空間の表色座標で
表される色の値を意味するものである。
【００１５】
　第１態様で作成される第２の色変換テーブルは目標プロファイルの色変換テーブルとし
て用いることができる。第１態様によれば、印刷装置による印刷物の出力と、その印刷物
の読み取り作業を省略して、目標プロファイルの色変換テーブル（第２の色変換テーブル
）を作成することができる。
【００１６】
　また、第１態様で作成される第２の色変換テーブルは、原稿画像データの色空間（第３
の色空間）とデバイス非依存色空間（第２の色空間）との多次元の対応関係を規定するも
のであるため、従来の色成分毎の一次元対応関係で色補正を行う構成と比較して、色補正
の自由度が高く、高精度の色合わせが可能である。
【００１７】
　更に、第１態様によれば、第２の色変換テーブルを作成する仕組みを利用して、同じ画
像読取部を用いて、印刷装置の出力デバイス色変換テーブルを作成することができる。こ
のため、カラーマッチング精度を高めることができる。
【００１８】
　第２態様に係る色変換テーブル作成装置は、目標印刷物を読み取って目標印刷物の読取
画像を表す読取画像データを取得する画像読取部と、画像読取部から得られる第１の色空
間の信号値とデバイス非依存色空間である第２の色空間の色度値との対応関係を表す第１
の色変換テーブルを用いて、第１の色空間の信号値を第２の色空間の色度値に変換する第
１の色変換部と、第１の色変換部によって読取画像データの信号値を第２の色空間の色度
値に変換して得られる読取色度値画像データと目標印刷物の原稿画像データとの位置関係
を対応付ける第３の画像対応付け処理を行う画像対応付け部と、デバイス依存色空間であ
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る第３の色空間の信号値で表される原稿画像データと第１の色変換部による処理及び画像
対応付け部による第３の画像対応付け処理を経て得られる読取画像の色度値との対応関係
に基づいて、原稿画像データの第３の色空間と第２の色空間との多次元の対応関係を表す
第２の色変換テーブルを作成する色変換テーブル作成部と、を備える色変換テーブル作成
装置であって、第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によっ
て印刷された第１の印刷物を画像読取部によって読み取ることにより、第１の印刷物の読
取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データが取得され、第１
の色変換部は、第１の印刷物読取画像データの信号値を第２の色空間の色度値に変換する
処理を行い、画像対応付け部は、第１の色変換部によって第１の印刷物読取画像データの
信号値を第２の色空間の色度値に変換して得られた第１の印刷物読取色度値画像データと
第１の画像データとの位置関係を対応付ける第４の画像対応付け処理を行い、色変換テー
ブル作成部は、第４の画像対応付け処理を経て得られる第１の印刷物読取画像の色度値と
第１の画像データとの対応関係に基づいて、印刷装置の色特性を示す第３の色空間と第２
の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成する色変換テー
ブル作成装置である。
【００１９】
　第１態様では、画像読取部から得られる読取画像データに対して、画像対応付け部によ
る画像対応付けの処理を実施した後に第１の色変換部による色変換の処理を行う構成が採
用されている。第２態様では、画像読取部から得られる読取画像データに対して、第１の
色変換部による色変換の処理を実施した後に画像対応付け部による画像対応付けの処理を
行う構成となっている。第２態様の色変換テーブル作成装置も、第１態様の色変換テーブ
ル作成装置と同様の効果が得られる。
【００２０】
　第３態様として、第１態様又は第２態様の色変換テーブル作成装置において、第１の画
像データは、カラーチャートのデータであり、第１の印刷物は、カラーチャートが印刷さ
れた印刷物である構成とすることができる。
【００２１】
　第４態様として、第３態様の色変換テーブル作成装置において、カラーチャートは、複
数色の各々のカラーパッチを含むチャートであり、カラーパッチの１区画は、画像読取部
の読取分解能から規定される読取画素の１画素分の面積よりも大きく、かつ、一辺が６ミ
リメートルの正方形よりも小さい面積である構成とすることができる。
【００２２】
　第５態様として、第３態様の色変換テーブル作成装置において、カラーチャートは、階
調を連続的に変化させたグラデーションチャートである構成とすることができる。
【００２３】
　第６態様として、第１態様又は第２態様の色変換テーブル作成装置において、第１の画
像データは、カラーチャート以外の絵柄を表す画像データであって、印刷目的の絵柄とし
て印刷ジョブによって指定される画像のデータである構成とすることができる。
【００２４】
　第７態様として、第１態様から第６態様のいずれか一態様の色変換テーブル作成装置に
おいて、複数種類の第１の画像データと、各々の第１の画像データを基に印刷された複数
種類の第１の印刷物とを用いて出力デバイス色変換テーブルが作成される構成とすること
ができる。
【００２５】
　複数種類の第１の画像データは、複数種類のカラーチャートのデータであってもよいし
、カラーチャート以外の絵柄を表す複数種類の画像データであってもよい。また、複数種
類の第１の画像データは、１種類以上のカラーチャートのデータと、カラーチャート以外
の絵柄を表す１種類以上の画像データとを組み合わせて「複数種類」となる場合であって
もよい。例えば、最初はカラーチャートのデータと、そのカラーチャート印刷物を用いて
出力デバイス色変換テーブルを作成し、その後、カラーチャート以外の絵柄を表す画像デ
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ータと、その絵柄の印刷物とを用いて出力デバイス色変換テーブルを修正したり、若しく
は、出力デバイス色変換テーブルを再作成したりする態様も可能である。出力デバイス色
変換テーブルの修正には、元のデータの一部を書き換える態様の他、新たなデータを追加
する態様も含まれる。
【００２６】
　第８態様として、第７態様の色変換テーブル作成装置において、複数種類の第１の印刷
物を用いて出力デバイス色変換テーブルを作成する際に、ユーザに対して可視化情報を提
供する表示部を備える構成とすることができる。
【００２７】
　第９態様として、第８態様の色変換テーブル作成装置において、表示部には、出力デバ
イス色変換テーブルに要求される全色領域のうち、どのくらいの色領域のデータがカバー
されているかを示す情報が表示される構成とすることができる。
【００２８】
　第１０態様として、第９態様の色変換テーブル作成装置において、出力デバイス色変換
テーブルに要求される全色領域のうち、データが不足している色領域である不足領域をユ
ーザが指定する操作を受け付ける不足領域指定操作部と、不足領域指定操作部からの指定
に従い、不足領域の色情報を含む第１の画像データとしてのデジタルデータを作成するデ
ジタルデータ作成部と、を備える構成とすることができる。
【００２９】
　第１１態様として、第９態様の色変換テーブル作成装置において、出力デバイス色変換
テーブルに要求される全色領域のうち、データが不足している色領域である不足領域を自
動判定する不足領域自動判定部と、不足領域自動判定部の判定結果に従い、不足領域の色
情報を含む第１の画像データとしてのデジタルデータを作成するデジタルデータ作成部と
、を備える構成とすることができる。
【００３０】
　第１２態様として、第８態様から第１１態様のいずれか一態様の色変換テーブル作成装
置において、表示部には、第１の印刷物読取画像が表示される構成とすることができる。
【００３１】
　第１３態様として、第８態様から第１２態様のいずれか一態様の色変換テーブル作成装
置において、出力デバイス色変換テーブルの作成に使用するデータをユーザが指定する第
１の指定操作、及び出力デバイス色変換テーブルの作成に使用しない不使用データをユー
ザが指定する第２の指定操作のうち少なくとも一方の操作を受け付ける指定操作部を備え
、色変換テーブル作成部は、指定操作部からの指定に従い、出力デバイス色変換テーブル
を作成する構成とすることができる。
【００３２】
　第１４態様として、第１態様から第１３態様のいずれか一態様の色変換テーブル作成装
置において、色変換テーブル作成部によって出力デバイス色変換テーブルが作成された後
、更に、印刷ジョブに従って印刷装置によって印刷された印刷物を第１の印刷物として用
いることにより、出力デバイス色変換テーブルを更新する構成とすることができる。
【００３３】
　第１５態様として、第１態様から第１４態様のいずれか一態様の色変換テーブル作成装
置において、印刷装置による印刷物の作成に使用される色材種と基材種の組み合わせを特
定するための情報を取得する情報取得部と、第１の色変換テーブルとして適用できる複数
の色変換テーブルが格納される第１の色変換テーブルデータベースと、第１の色変換テー
ブルデータベースに格納されている複数の色変換テーブルの中から１つの色変換テーブル
を選択する第１の色変換テーブル選択部と、を備え、複数の色変換テーブルは、印刷装置
による印刷物の作成に使用される色材種と基材種の組み合わせ毎の画像読取部の読取信号
と色度値の対応関係を表す色変換テーブルを含み、第１の色変換テーブル選択部は、情報
取得部を介して取得した情報に基づいて、複数の色変換テーブルの中から１つの色変換テ
ーブルを選択する処理を行う構成とすることができる。
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【００３４】
　第１５態様によれば、印刷条件に合わせて適切な第１の色変換テーブルに切り替えるこ
とができ、色合わせの精度が一層向上する。
【００３５】
　第１６態様として、第１５態様の色変換テーブル作成装置において、情報取得部が取得
する情報には、色材種を特定する色材情報と基材種を特定する基材種情報とが含まれる構
成とすることができる。
【００３６】
　第１７態様として、第１５態様又は第１６態様の色変換テーブル作成装置において、情
報取得部は、印刷装置による印刷物の作成に使用される色材種と基材種の組み合わせを特
定するための情報の入力操作を受け付けるユーザインターフェースを含んで構成すること
ができる。
【００３７】
　第１７態様によれば、ユーザは、印刷に使用する色材種と基材種の組み合わせを特定す
る情報をユーザインターフェースから入力して、印刷条件に適した第１の色変換テーブル
に切り替えることができる。
【００３８】
　第１８態様として、第１５態様又は第１６態様の色変換テーブル作成装置において、情
報取得部は、印刷装置との間でデータの受け渡しを行う通信部を含んで構成され、印刷装
置から通信部を介して情報を取り込む構成とすることができる。
【００３９】
　第１８態様によれば、印刷装置から必要な情報を取得して、その取得した情報を基に適
切な第１の色変換テーブルを自動的に選択し得る。
【００４０】
　第１態様から第１８態様のいずれか一態様の色変換テーブル作成装置によって作成され
た第２の色変換テーブル及び出力デバイス色変換テーブルは、カラーマネージメントシス
テムの入力プロファイル及び出力プロファイルとして利用することができる。
【００４１】
　第１９態様として、第１態様から第１８態様のいずれか一態様の色変換テーブル作成装
置において、ｐが３以上の整数であり、ｕがｐよりも大きな整数である場合に、第３の色
空間がｕ色系の色空間であるものとして構成されたｕ色系の画像対応付け部及び色変換テ
ーブル作成部と、ｐ色系の画像データをｕ色系の画像データに変換するｐ色－ｕ色変換処
理部と、を備え、ｐ色－ｕ色変換処理部は、ｕ色のうちのｐ色が一対一対応の関係を有し
、かつ、ｕ色のうち残りの（ｕ－ｐ）色の各信号成分を０とする対応関係を用いて、ｐ色
系の画像データをｕ色系の画像データに変換する構成とすることができる。
【００４２】
　第１９態様によれば、ｕ色系のシステムをｐ色系に適用することができ、かつ、補間精
度を高めることができる。
【００４３】
　入力プロファイルと出力プロファイルを用いてｕ色系の画像データをｕ色系の画像デー
タに変換するｕ色系のカラーマネージメントシステムを用いる場合、入力プロファイルと
なる第２の色変換テーブル及び出力プロファイルとなる出力デバイス色変換テーブルを作
成する色変換テーブル作成装置は、ｕ色系の画像データを扱うｕ色系の画像対応付け部及
び色変換テーブル作成部を含むｕ色系の色変換テーブル作成装置として構成し得る。
【００４４】
　このようなｕ色系の色変換テーブル作成装置とｕ色系のカラーマネージメントシステム
の組み合わせからなるｕ色系の色変換システムによる処理の前段に「ｐ色→ｕ色」の変換
処理を追加し、かつ、ｕ色系の色変換システムによる処理の後段に「ｕ色→ｐ色」の変換
処理を追加することにより、全体としてｐ色→ｐ色の色変換を実現するｐ色系の色変換シ
ステムを構築することができる。
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【００４５】
　第２０態様として、第１９態様の色変換テーブル作成装置において、ｕ色系はシアン、
マゼンタ、イエロー及びブラックの４色を用いるＣＭＹＫの４色系であり、ｕ色系は、赤
、緑及び青の３色を用いるＲＧＢの３色系であり、ＣＭＹＫの各色の信号及びＲＧＢの各
色の信号がそれぞれ０から１の範囲の値に規格化された信号である場合に、ｐ色－ｕ色変
換処理部は、Ｃ＝（１－Ｒ）、Ｍ＝（１－Ｇ）、Ｙ＝（１－Ｂ）、及びＫ＝０の対応関係
を用いて、４色系の画像データを３色系の画像データに変換する構成とすることができる
。
【００４６】
　第２１態様に係る色変換装置は、第１９態様又は第２０態様の色変換テーブル作成装置
と、色変換テーブル作成装置によって作成された第２の色変換テーブルを入力プロファイ
ルとして利用し、かつ、色変換テーブル作成装置によって作成された出力デバイス色変換
テーブルを出力プロファイルとして利用し、入力プロファイル及び出力プロファイルを用
いて画像データの色変換を行う第２の色変換部と、第２の色変換部の色変換によって得ら
れたｕ色系の画像データをｐ色系の画像データに変換するｕ色－ｐ色変換処理部と、を備
え、原稿画像データ及び第１の画像データの各々は、ｐ色－ｕ色変換処理部によってｕ色
系の画像データに変換され、原稿画像データをｐ色－ｕ色変換処理部によって変換して得
られたｕ色系の画像データであるｕ色系の原稿画像データが第２の色変換部によって色変
換され、ｕ色－ｐ色変換処理部は、ｐ色－ｕ色変換処理部における一対一対応の関係に基
づきｐ色－ｕ色変換処理部における変換の逆の変換を行い、かつ、ｐ色－ｕ色変換処理部
において信号成分を０とする対応関係を適用した（ｕ－ｐ）色の信号を不使用とすること
により、ｐ色系の画像データをｕ色系の画像データに変換する色変換装置である。
【００４７】
　第２２態様に係る色変換テーブル作成方法は、画像読取部によって目標印刷物を読み取
って目標印刷物の読取画像を表す読取画像データを取得する画像読取工程と、画像読取部
から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２の色空間の色度値
との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、第１の色空間の信号値を第２の色空
間の色度値に変換する第１の色変換工程と、第１の色空間の信号値で表される読取画像デ
ータと目標印刷物の原稿画像データとの位置関係を対応付ける第１の画像対応付け処理を
行う画像対応付け工程と、デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される原
稿画像データと画像対応付け工程による第１の画像対応付け処理及び第１の色変換工程に
よる処理を経て得られる読取画像の色度値との対応関係に基づいて、原稿画像データの第
３の色空間と第２の色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブルを作成する
色変換テーブル作成工程と、を含む色変換テーブル作成方法であって、第３の色空間の信
号値で表される第１の画像データを基に印刷装置によって印刷された第１の印刷物を画像
読取部によって読み取ることにより、第１の印刷物の読取画像である第１の印刷物読取画
像を表す第１の印刷物読取画像データを取得する工程と、第１の印刷物読取画像データと
第１の画像データとの位置関係を対応付ける第２の画像対応付け処理を行う工程と、第１
の色変換テーブルを用いて、第１の印刷物読取画像データの信号値を第２の色空間の色度
値に変換する処理を行う工程と、第２の画像対応付け処理及び第１の印刷物読取画像デー
タの信号値を第２の色空間の色度値に変換する処理を経て得られる第１の印刷物読取画像
の色度値と第１の画像データとの対応関係に基づいて、印刷装置の色特性を示す第３の色
空間と第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成する
工程と、を含む色変換テーブル作成方法である。
【００４８】
　第２２態様の色変換テーブル作成方法において、第２態様から第２１態様で特定した色
変換テーブル作成装置又は色変換装置の特定事項と同様の事項を適宜組み合わせることが
できる。その場合、色変換テーブル作成装置又は色変換装置において特定される処理や機
能を担う手段としての処理部や機能部は、これに対応する処理や動作の「工程（ステップ
）」の要素として把握することができる。
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【００４９】
　第２３態様に係る色変換テーブル作成方法は、画像読取部によって目標印刷物を読み取
って目標印刷物の読取画像を表す読取画像データを取得する画像読取工程と、画像読取部
から得られる第１の色空間の信号値とデバイス非依存色空間である第２の色空間の色度値
との対応関係を表す第１の色変換テーブルを用いて、第１の色空間の信号値を第２の色空
間の色度値に変換する第１の色変換工程と、第１の色変換工程によって読取画像データの
信号値を第２の色空間の色度値に変換して得られる読取色度値画像データと目標印刷物の
原稿画像データとの位置関係を対応付ける第３の画像対応付け処理を行う画像対応付け工
程と、デバイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される原稿画像データと第１
の色変換工程による処理及び画像対応付け工程による第３の画像対応付け処理を経て得ら
れる読取画像の色度値との対応関係に基づいて、原稿画像データの第３の色空間と第２の
色空間との多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブルを作成する色変換テーブル作成
工程と、を含む色変換テーブル作成方法であって、第３の色空間の信号値で表される第１
の画像データを基に印刷装置によって印刷された第１の印刷物を画像読取部によって読み
取ることにより、第１の印刷物の読取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷
物読取画像データを取得する工程と、第１の色変換テーブルを用いて、第１の印刷物読取
画像データの信号値を第２の色空間の色度値に変換する処理を行う工程と、第１の色変換
テーブルを用いて第１の印刷物読取画像データの信号値を第２の色空間の色度値に変換し
て得られた第１の印刷物読取色度値画像データと第１の画像データとの位置関係を対応付
ける第４の画像対応付け処理を行う工程と、第４の画像対応付け処理を経て得られる第１
の印刷物読取画像の色度値と第１の画像データとの対応関係に基づいて、印刷装置の色特
性を示す第３の色空間と第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テ
ーブルを作成する工程と、を含む色変換テーブル作成方法である。
【００５０】
　第２３態様の色変換テーブル作成方法において、第２態様から第２１態様で特定した色
変換テーブル作成装置又は色変換装置の特定事項と同様の事項を適宜組み合わせることが
できる。その場合、色変換テーブル作成装置又は色変換装置において特定される処理や機
能を担う手段としての処理部や機能部は、これに対応する処理や動作の「工程（ステップ
）」の要素として把握することができる。
【００５１】
　第２４態様に係るプログラムは、目標印刷物を読み取る画像読取部から目標印刷物の読
取画像を表す読取画像データを取得する機能と、画像読取部から得られる第１の色空間の
信号値とデバイス非依存色空間である第２の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色
変換テーブルを用いて、第１の色空間の信号値を第２の色空間の色度値に変換する第１の
色変換機能と、第１の色空間の信号値で表される読取画像データと目標印刷物の原稿画像
データとの位置関係を対応付ける第１の画像対応付け処理を行う画像対応付け機能と、デ
バイス依存色空間である第３の色空間の信号値で表される原稿画像データと画像対応付け
機能による第１の画像対応付け処理及び第１の色変換機能による処理を経て得られる読取
画像の色度値との対応関係に基づいて、原稿画像データの第３の色空間と第２の色空間と
の多次元の対応関係を表す第２の色変換テーブルを作成する色変換テーブル作成機能と、
をコンピュータに実現させるプログラムであって、第３の色空間の信号値で表される第１
の画像データを基に印刷装置によって印刷された第１の印刷物を画像読取部によって読み
取ることにより、第１の印刷物の読取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷
物読取画像データを取得する機能と、第１の印刷物読取画像データと第１の画像データと
の位置関係を対応付ける第２の画像対応付け処理を行う機能と、第１の色変換テーブルを
用いて、第１の印刷物読取画像データの信号値を第２の色空間の色度値に変換する処理を
行う機能と、第２の画像対応付け処理及び第１の印刷物読取画像データの信号値を第２の
色空間の色度値に変換する処理を経て得られる第１の印刷物読取画像の色度値と第１の画
像データとの対応関係に基づいて、印刷装置の色特性を示す第３の色空間と第２の色空間
との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成する機能と、をコンピュ
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ータに実現させるプログラムである。
【００５２】
　第２４態様のプログラムについて、第２態様から第２１態様で特定した色変換テーブル
作成装置又は色変換装置の特定事項と同様の事項を適宜組み合わせることができる。その
場合、色変換テーブル作成装置又は色変換装置において特定される処理や機能を担う手段
としての処理部や機能部は、これに対応する処理や動作を行うプログラムの「機能」の要
素として把握することができる。
【００５３】
　第２５態様のプログラムは、目標印刷物を読み取る画像読取部から目標印刷物の読取画
像を表す読取画像データを取得する機能と、画像読取部から得られる第１の色空間の信号
値とデバイス非依存色空間である第２の色空間の色度値との対応関係を表す第１の色変換
テーブルを用いて、第１の色空間の信号値を第２の色空間の色度値に変換する第１の色変
換機能と、第１の色変換機能によって読取画像データの信号値を第２の色空間の色度値に
変換して得られる読取色度値画像データと目標印刷物の原稿画像データとの位置関係を対
応付ける第３の画像対応付け処理を行う画像対応付け機能と、デバイス依存色空間である
第３の色空間の信号値で表される原稿画像データと第１の色変換機能による処理及び画像
対応付け機能による第３の画像対応付け処理を経て得られる読取画像の色度値との対応関
係に基づいて、原稿画像データの第３の色空間と第２の色空間との多次元の対応関係を表
す第２の色変換テーブルを作成する色変換テーブル作成機能と、をコンピュータに実現さ
せるプログラムであって、第３の色空間の信号値で表される第１の画像データを基に印刷
装置によって印刷された第１の印刷物を画像読取部によって読み取ることにより、第１の
印刷物の読取画像である第１の印刷物読取画像を表す第１の印刷物読取画像データを取得
する機能と、第１の色変換テーブルを用いて、第１の印刷物読取画像データの信号値を第
２の色空間の色度値に変換する処理を行う機能と、第１の色変換テーブルを用いて第１の
印刷物読取画像データの信号値を第２の色空間の色度値に変換して得られた第１の印刷物
読取色度値画像データと第１の画像データとの位置関係を対応付ける第４の画像対応付け
処理を行う機能と、第４の画像対応付け処理を経て得られる第１の印刷物読取画像の色度
値と第１の画像データとの対応関係に基づいて、印刷装置の色特性を示す第３の色空間と
第２の色空間との多次元の対応関係を表す出力デバイス色変換テーブルを作成する機能と
、をコンピュータに実現させるプログラムである。
【００５４】
　第２５態様のプログラムについて、第２態様から第２１態様で特定した色変換テーブル
作成装置又は色変換装置の特定事項と同様の事項を適宜組み合わせることができる。その
場合、色変換テーブル作成装置又は色変換装置において特定される処理や機能を担う手段
としての処理部や機能部は、これに対応する処理や動作を行うプログラムの「機能」の要
素として把握することができる。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明によれば、原稿画像データと目標印刷物に基づいて、目標プロファイルとしての
色変換テーブル（第２の色変換テーブル）を作成する仕組みを利用して、印刷装置の出力
デバイス色変換テーブルを作成することができる。本発明によれば、目標プロファイルと
しての第２の色変換テーブルと、出力デバイス色変換テーブルのそれぞれを、同じ画像読
取部を用いて作成することができるため、カラーマッチング精度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る色変換テーブル作成装置を含んだ印刷システム
のシステム構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、印刷システムの全体概要を示したブロック図である。
【図３】図３は、印刷システムの第１の主要構成を示したブロック図である。
【図４】図４は、第１の主要構成の変形例を示すブロック図である。
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【図５】図５は、第２の主要構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、第２の主要構成による処理の手順を示したフローチャートである。
【図７】図７は、画像対応付け部における画像の位置合わせ処理の具体例を示したブロッ
ク図である。
【図８】図８は、原稿画像データの例を示す図である。
【図９】図９は、目標印刷物の例を示す図である。
【図１０】図１０は、前処理を含む画像対応付けの処理を行う構成のブロック図である。
【図１１】図１１は、原稿画像信号と色度値の対応データの例を示す図表である。
【図１２】図１２は、色変換テーブルの入力側に相当する原稿画像データの色空間（ここ
ではＣＭ面）の格子点を表す説明図である。
【図１３】図１３は、ノイゲバウア（Neugebauer）モデルによる色度値の算出方法の説明
図である。
【図１４】図１４は、第２の色変換部に関する要部ブロック図である。
【図１５】図１５は、原稿画像信号と目標色度値と印刷色度値と差分色度値の対応データ
の例を示す図表である。
【図１６】図１６は、色補正テーブルを用いる場合の概念図である。
【図１７】図１７は、色抽出方法の例を示すフローチャートである。
【図１８】図１８は、第１類型の色変換テーブル作成装置によって印刷装置のプリンタプ
ロファイルを作成する処理の流れを示したブロック図である。
【図１９】図１９は、図１８に示した構成の動作を表すフローチャートである。
【図２０】図２０は、第２類型に属する色変換テーブル作成装置によって印刷装置のプリ
ンタプロファイルを作成する処理の流れを示したブロック図である。
【図２１】図２１は、図２０に示した構成の動作を表すフローチャートである。
【図２２】図２２は、カラーチャートの一例を示す図である。
【図２３】図２３は、カラーチャートの他の例を示す図である。
【図２４】図２４は、グラデーションチャートであるカラーチャートの一部を示した図で
ある。
【図２５】図２５は、カラーチャートの一部を示す拡大図である。
【図２６】図２６は、一般画像を用いて作成されたプロファイルの色領域カバー情報を提
供するＧＵＩ（graphical user interface）画面の例を示す図である。
【図２７】図２７は、入力データの指定操作画面の例を示す図である。
【図２８】図２８は、不足領域画像データを作成する機能を提供する色変換テーブル作成
装置の構成の例を示すブロック図である。
【図２９】図２９は、不足領域画像データを作成する機能を提供する色変換テーブル作成
装置の他の構例を示すブロック図である。
【図３０】図３０は、スキャナプロファイルを選択できる手段を備えた印刷システムの構
成例を示すブロック図である。
【図３１】図３１は、スキャナプロファイルを選択できる手段を備えた印刷システムの他
の構成例を示すブロック図である。
【図３２】図３２は、実施形態に係る色変換テーブル作成装置を含んだ４色－４色変換シ
ステムの構成を簡略化して示したブロック図である。
【図３３】図３３は、４色－４色変換システムを３色－３色変換システムに応用する例を
示したブロック図である。
【図３４】図３４は、３色－３色変換システムによるプロファイル作成処理の手順の例を
示したフローチャートである。
【図３５】図３５は、３色－３色変換システムによる色変換処理の手順の例を示したフロ
ーチャートである。
【図３６】図３６は、４色以上の多色系（ｕ色系）のｕ色－ｕ色変換システムを、より少
ない色数系（ｐ色系）のｐ色－ｐ色変換システムに応用する例を示したブロック図である
。
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【図３７】図３７は、４色以上の多色系（ｕ色系）のシステムを、より少ない色数系（ｐ
色系）に適用する場合の色変換テーブル作成装置の構成例を示したブロック図である。
【図３８】図３８は、コンピュータのハードウェア構成の例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　以下、添付図面に従って本発明を実施するための形態について詳説する。
【００５８】
　《印刷システムの構成例の概要》
　図１は、本発明の実施形態に係る色変換テーブル作成装置を含んだ印刷システムのシス
テム構成例を示すブロック図である。印刷システム１０は、画像編集装置１２と、印刷制
御装置１４と、印刷部１６とを備える。画像編集装置１２は、実施形態に係る色変換テー
ブル作成装置としての役割を果たし、印刷部１６による色再現に必要な色変換テーブルの
作成処理を行う。また、画像編集装置１２は、色変換テーブルを使用した色変換処理の他
、画像データの加工などの画像処理を行う装置である。画像データの加工は、画像編集の
概念に含まれる。画像編集装置１２で生成された印刷画像データは、印刷制御装置１４に
送られる。
【００５９】
　印刷制御装置１４は、画像編集装置１２により生成された印刷画像データに基づき、印
刷部１６による印刷動作を制御する。印刷制御装置１４は、連続調画像データから２値又
は多値の網点画像のデータに変換するハーフトーン処理部を含むことができる。本実施形
態では、画像編集装置１２と印刷制御装置１４とを別々の構成として図示しているが、印
刷制御装置１４の機能を画像編集装置１２に搭載する構成も可能である。例えば、１台の
コンピュータを画像編集装置１２及び印刷制御装置１４として機能させる構成が可能であ
る。
【００６０】
　印刷部１６は、印刷制御装置１４の制御に従い印刷を行う画像形成手段である。印刷部
１６における印刷方式や使用する色材の種類については、特に限定されない。印刷部１６
として、例えば、インクジェット印刷機、電子写真プリンタ、レーザープリンタ、オフセ
ット印刷機、フレキソ印刷機など、各種のプリンタを採用できる。「プリンタ」という用
語は、印刷機、印刷装置、画像記録装置、画像形成装置、画像出力装置などの用語と同義
のものとして理解される。色材には、印刷部１６の種類に応じて、インクやトナー等を使
用することができる。
【００６１】
　ここでは、説明を簡単にするために、無版式のデジタル印刷機を想定し、印刷制御装置
１４と印刷部１６とを組み合わせた構成を印刷装置１８として記載する。印刷制御装置１
４と印刷部１６とが一体的に組み合わせた印刷装置１８を構成する態様も可能であるし、
印刷制御装置１４と印刷部１６とを別体の装置として構成し、有線又は無線の通信接続に
より信号の受け渡しを行う態様も可能である。
【００６２】
　印刷部１６として印刷版を用いる有版式の印刷機を採用する場合は、印刷制御装置１４
に加えて、画像データから印刷版を作るプレートレコーダ等の製版装置（不図示）を備え
るシステム構成となる。この場合、製版装置（不図示）と印刷制御装置１４と印刷部１６
とを組み合わせた構成が印刷装置１８に相当する。
【００６３】
　本実施形態の印刷システム１０は、印刷装置１８の一例として、シアン（Ｃ）、マゼン
タ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、ブラック（Ｋ）の４色のインクを用いてカラー画像の形成が
可能なインクジェット印刷機を用いる。ただし、インクの色数やその組み合わせはこの例
に限らない。例えば、ＣＭＹＫ４色の他に、ライトシアン（ＬＣ）、ライトマゼンタ（Ｌ
Ｍ）などの淡色インクを加える態様や、赤、緑などの特色のインクを用いる態様なども可
能である。



(18) JP 2018-98630 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

【００６４】
　画像編集装置１２は、画像データ入力部２０と、画像データ記憶部２２と、画像処理部
２４と、制御部２６と、を備える。また、画像編集装置１２は、画像読取部３０と、表示
部３４と、入力装置３６と、を備える。画像編集装置１２は、コンピュータのハードウェ
アとソフトウェアの組み合わせによって実現することができる。ソフトウェアは、「プロ
グラム」と同義である。画像編集装置１２は、ＲＩＰ（Raster Image Processor）装置の
一機能として実現することができる。
【００６５】
　画像データ入力部２０は、原稿画像データ４０を取り込むためのデータ取得部である。
画像データ入力部２０は、外部又は装置内の他の信号処理部から原稿画像データ４０を取
り込むデータ入力端子で構成することができる。画像データ入力部２０として、有線又は
無線の通信インターフェース部を採用してもよいし、メモリカードなどの可搬型の外部記
憶媒体の読み書きを行うメディアインターフェース部を採用してもよく、若しくは、これ
ら態様の適宜の組み合わせであってもよい。
【００６６】
　目標印刷物４２は、再現すべき目標色の色見本印刷物であり、現物の色見本として与え
られるものである。原稿画像データ４０は、印刷しようとする画像内容を表すデジタル画
像データである。本例の場合、原稿画像データ４０は、目標印刷物４２の原稿画像の絵柄
を示す画像データである。原稿画像データ４０と目標印刷物４２は、印刷の依頼者（クラ
イアント）から提供される。原稿画像データ４０は、目標印刷物４２の印刷面における全
体の画像内容を示す全体画像のデータであってもよいし、印刷面に記録される画像の一部
としての画像部品（原稿部品）のデータであってもよい。
【００６７】
　原稿画像データ４０のデータ形式は、特に限定されない。本例では原稿画像データ４０
として、ＣＭＹＫ各色それぞれ８bit （２５６階調）の画像データを用いるが、ＣＭＹＫ
信号に限らず、ＲＧＢ信号の形式でもよいし、ＣＭＹＫ信号と特色信号の組み合わせの形
式などでもよい。また、信号の階調数（ビット数）についてもこの例に限らない。
【００６８】
　画像データ記憶部２２は、画像データ入力部２０を介して取得された原稿画像データ４
０を記憶しておく手段である。画像データ入力部２０から取り込まれた原稿画像データ４
０は、画像データ記憶部２２に記憶される。画像データ記憶部２２は、例えば、画像編集
装置１２として機能するコンピュータに内蔵された主記憶装置であるメモリ、副記憶装置
であるハードディスクドライブ、若しくは、ソリッドステートドライブ、若しくは、コン
ピュータに接続された外部記憶装置、又は、これらの組み合わせであってもよい。
【００６９】
　画像読取部３０は、目標印刷物４２や印刷装置１８で印刷された印刷物５０などの印刷
物を読み取って、光学像を電子画像データに変換し、読取画像を表すカラー画像としての
読取画像データを生成する。
【００７０】
　画像読取部３０は、目標印刷物４２や印刷物５０などの読取対象物を撮像して画像情報
を示す電気信号に変換する撮像デバイスを含む。撮像デバイスとして、カラーＣＣＤリニ
アイメージセンサを用いることができる。ＣＣＤは、Charge-Coupled Deviceの略語であ
り、電荷結合素子を指す。カラーＣＣＤリニアイメージセンサはＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ
（青）各色のカラーフィルタを備えた受光素子が直線状に配列したイメージセンサである
。なお、カラーＣＣＤリニアイメージセンサに代えて、カラーＣＭＯＳリニアイメージセ
ンサを用いることもできる。ＣＭＯＳは、Complementary Metal Oxide Semiconductorの
略語であり、相補型金属酸化膜半導体を指す。画像読取部３０は、撮像デバイスの他、読
取対象物を照明する照明光学系及び撮像デバイスから得られる信号を処理してデジタル画
像データを生成する信号処理回路を含んでよい。
【００７１】
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　例えば、画像読取部３０には、読取画像をＲＧＢ画像のデータとして出力が可能なカラ
ーイメージスキャナを用いることができる。本例の画像読取部３０には、Ｒ／Ｇ／Ｂの色
成分の画像信号で表される読取画像データを取得できるスキャナが用いられる。画像読取
部３０から取得した読取画像を「スキャン画像」と呼ぶ場合がある。なお、スキャナに代
えて、カメラを利用することも可能である。
【００７２】
　画像読取部３０は、目標印刷物４２の読取画像データを取得する手段として機能する。
また、画像読取部３０は、印刷装置１８で印刷された印刷物５０を読み取り、印刷物５０
の読取画像データを取得する手段として機能する。画像読取部３０を介して取得した読取
画像データは画像処理部２４に送られる。
【００７３】
　画像読取部３０によって得られた読取画像データを画像処理部２４に取り込む機能が「
読取画像データを取得する機能」に相当する。
【００７４】
　画像処理部２４は、画像読取部３０から取得した読取画像データと原稿画像データ４０
を基に色変換テーブルの作成処理を行う。また、画像処理部２４は、原稿画像データ４０
に対して色変換テーブルを用いた色変換処理を行い、印刷装置１８に受け渡すための画像
データを生成する機能を有する。画像処理部２４は、必要に応じて、原稿画像データ４０
や読取画像データに対して解像度変換や階調変換などの処理を行う機能を備える。画像処
理部２４における処理内容の詳細は後述する。
【００７５】
　なお、本実施形態では、色の目標値を表すデバイス非依存色空間の表色系（色座標系）
として、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系を用いる例について説明するが、表色系はこれに限定される
ものではない。例えば、国際照明委員会が定めるＸＹＺ表色系（輝度（明るさ）を含む刺
激値Ｙ、色の刺激値Ｘ，Ｚ）、Ｙｘｙ表色系（輝度Ｙ、色度座標ｘ，ｙ）、Ｌ＊ｕ＊ｖ＊

表色系の他、ＨＳＶ表色系（色相Ｈ（hue）、彩度Ｓ（saturation）、明度Ｖ（value）又
はＢ（brightness））、ＨＬＳ表色系（色相Ｈ（hue）、彩度Ｓ（saturation）、輝度Ｌ
（luminance））、ＹＣｂＣｒ表色系（輝度Ｙ、色差Ｃｂ，Ｃｒ）を用いることが可能で
ある。
【００７６】
　本明細書では表記を簡略化するため、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の色空間を「Ｌａｂ色空間」
と表記し、Ｌａｂ色空間の座標値で表される色度値を「Ｌａｂ値」と表記する。また、各
画素の画像信号値がＬａｂ値によって記述される画像データを「Ｌａｂ画像」と表記する
場合がある。
【００７７】
　制御部２６は、画像編集装置１２の各部の動作を制御する。表示部３４と入力装置３６
は、ユーザインターフェースとして機能する。表示部３４には、例えば、液晶ディスプレ
イ、有機ＥＬ（Organic Electro-Luminescence）ディスプレイなどの種々の表示方式によ
るディスプレイを用いることができる。ディスプレイは表示デバイスと同義である。
【００７８】
　入力装置３６は、キーボード、マウス、タッチパネル、トラックボールなど、各種の手
段を採用することができ、これらの適宜の組み合わせであってもよい。なお、タッチパネ
ルを表示部３４の画面上に配置した構成のように、表示部３４と入力装置３６とが一体的
に構成されている形態も可能である。
【００７９】
　オペレータは、表示部３４の画面に表示される内容を見ながら入力装置３６を使って印
刷条件の入力や、画質モードの選択、測色位置の指定、付属情報の入力及び編集、情報の
検索など各種情報の入力を行うことができる。また、入力内容その他の各種情報は表示部
３４の表示を通じて確認することができる。
【００８０】
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　図２は、印刷システム１０の全体概要を示したブロック図である。図２中、図１で説明
した要素と同一の要素には同一の符号を付した。本例の印刷システム１０は、与えられた
目標印刷物４２と原稿画像データ４０とを基に、印刷装置１８によって目標印刷物４２と
同等の色を再現した印刷物５０が得られるように色合わせを行う機能を備える。「同等の
色」とは、依頼者が許容できる色の差の範囲で実質的に同等なものとして満足できる許容
範囲を含むものである。
【００８１】
　このような色合わせを実現するために、印刷システム１０は、画像読取部３０を備えて
おり、更に、図２に示すように、画像読取部３０から得られる読取画像データと原稿画像
データ４０の位置合わせの処理を行う画像対応付け部６２と、読取画像データに対して色
変換処理を行う第１の色変換部６４と、第１の色変換部６４による色変換処理を経た色変
換後読取画像データと原稿画像データ４０の対応関係から目標プロファイルの色変換テー
ブルを作成する目標プロファイル作成部６６と、を備えている。
【００８２】
　第１の色変換部６４は、デバイス依存色空間の色成分の信号値（本例ではＲＧＢ）で表
される読取画像データから、デバイス非依存色空間の色成分の信号値（本例ではＬａｂ）
で表される色変換後読取画像データに変換する処理を行う。
【００８３】
　第１の色変換部６４は、スキャナプロファイル６８の色変換テーブル（「第１の色変換
テーブル」に相当）を用いて、ＲＧＢ値からＬａｂ値に変換する色変換の処理（ＲＧＢ→
Ｌａｂ変換）を行う。スキャナプロファイル６８は、画像読取部３０から得られるデバイ
ス依存色空間の読取画像信号値であるＲＧＢ値とデバイス非依存のＬａｂ値との対応関係
を表す色変換テーブル（「第１の色変換テーブル」）を含む。なお、ここでは、デバイス
非依存色空間としてＬａｂ色空間を用いるが、他のデバイス非依存色空間を用いることも
可能である。画像読取部３０から得られる読取画像信号（ＲＧＢ）の色空間が「第１の色
空間」に相当し、Ｌａｂ色空間で例示されるデバイス非依存色空間が「第２の色空間」に
相当する。第１の色変換部６４による色変換の機能が「第１の色変換機能」に相当する。
【００８４】
　画像対応付け部６２、第１の色変換部６４、及び目標プロファイル作成部６６の各部は
、図１で説明した画像編集装置１２の画像処理部２４に含まれる。
【００８５】
　また、画像処理部２４には、図２に示すように、原稿画像データ４０の色変換を行う第
２の色変換部８０と、第２のプロファイル補正部８２と、差分色度値演算部８４と、が含
まれる。
【００８６】
　第２の色変換部８０は、ＩＣＣプロファイルの形式に則した目標プロファイル９２と、
プリンタプロファイル９４とを用いて、原稿画像データ４０の変換処理を行い、印刷装置
１８に適したデータ形式の画像信号を生成する。ここでは、印刷装置１８に適したデータ
形式の画像信号として、ＣＭＹＫ信号の形式による出力デバイス信号を生成する例を述べ
る。
【００８７】
　目標プロファイル９２は、入力プロファイルとも呼ばれる。目標プロファイル９２の色
変換テーブル（「入力色変換テーブル」という。）は、原稿画像データ４０のＣＭＹＫ信
号のターゲットカラー（目標色）をデバイス非依存色空間（ここではＬａｂ空間）で定義
したＣＭＹＫ→Ｌａｂの変換関係を記述した色変換テーブルである。原稿画像データ４０
の色空間（ここではＣＭＹＫ色空間）が「第３の色空間」に相当する。
【００８８】
　プリンタプロファイル９４は、出力プロファイルとも呼ばれる。プリンタプロファイル
９４の色変換テーブル（「出力色変換テーブル」という。）は、印刷装置１８に出力する
ＣＭＹＫ信号と印刷装置１８による出力色のＬａｂ値との対応関係を規定した色変換テー
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ブルである。出力色変換テーブルは、再現すべきＬａｂ値に対応する出力ＣＭＹＫ値への
変換関係（Ｌａｂ→ＣＭＹＫ）を記述したテーブルとなっている。
【００８９】
　差分色度値演算部８４は、目標印刷物４２の読取画像データから第１の色変換部６４で
色変換して生成された目標色度値（目標印刷物４２のＬａｂ値）と、印刷物５０の読取画
像データから生成された印刷色度値（印刷物５０のＬａｂ値）の差を表す差分色度値（Ｌ
ａｂ差分）を計算する演算部である。
【００９０】
　差分色度値演算部８４で算出された差分情報は第２のプロファイル補正部８２に提供さ
れる。第２のプロファイル補正部８２は、差分情報を基に、目標プロファイル９２を修正
する処理を行う。なお、第２のプロファイル補正部８２は、目標プロファイル９２を修正
する構成に限らず、プリンタプロファイル９４を修正する構成を採用してもよい。或いは
また、第２のプロファイル補正部８２は、差分情報を基に色補正プロファイル９６を作成
し、目標プロファイル９２、色補正プロファイル９６、及びプリンタプロファイル９４を
組み合わせて、第２の色変換部８０の色変換テーブルを修正する構成とすることができる
。
【００９１】
　本実施形態の印刷システム１０において画像読取部３０を用いて目標印刷物４２と印刷
物５０の色合わせを行う動作は、大きく分けて次の二つの段階に分けることができる。
【００９２】
　第１の段階は、目標印刷物４２を画像読取部３０で読み取って目標プロファイルを推定
すること、すなわち、目標プロファイルを作成すること、である。
【００９３】
　第２の段階は、目標印刷物４２と、印刷装置１８で印刷された印刷物５０とのそれぞれ
を画像読取部３０で読み取って、これらの読取結果を基に第２の色変換部８０に適用する
プロファイルを補正して色合わせ精度を向上させることである。
【００９４】
　また、本実施形態の印刷システム１０は、目標印刷物４２とその原稿画像データ４０か
ら目標プロファイル９２を作成する仕組みを利用して、プリンタプロファイル９４を作成
することができる。
【００９５】
　第１の段階に対応する構成を「第１の主要構成」とし、第２の段階に対応する構成を「
第２の主要構成」として、以下、第１の主要構成と第２の主要構成とのそれぞれについて
さらに詳細に説明する。
【００９６】
　＜第１の主要構成について＞
　図３は、第１の主要構成における処理の流れを示したブロック図である。図３中で、原
稿画像データ４０はＣＭＹＫ、読取画像データはＲＧＢ、色度値はＬａｂとして記載して
いるが、本発明の実施に際して、適用する色空間はこの例に限らない。原稿画像データ４
０は、ＲＧＢ画像データでもよいし、ＣＭＹ画像データでもよく、また、ＣＭＹＫ信号と
特色信号とが組み合わされた画像データであってもよい。
【００９７】
　デバイス非依存色空間で表される色度値についても、ＸＹＺ表色系、Ｌｕｖ表色系その
他の表色系の値でもよい。色空間の任意性については、以降の説明においても同様である
。
【００９８】
　図３に示すように、第１の主要構成による目標プロファイルの作成処理は次の手順で行
われる。
【００９９】
　［手順１］目標印刷物４２を画像読取部３０で読み取り（目標印刷物の画像読取工程の
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一例）、読取画像データを取得する（目標印刷物の読取画像データ取得工程の一例）。本
例では読取画像データとしてＲＧＢ画像が得られるものとする。取得された読取画像デー
タは画像対応付け部６２に送られる。
【０１００】
　［手順２］画像対応付け部６２では、読取画像データと原稿画像データ４０との位置関
係の対応付けを行う処理を行う（画像対応付け工程）。この手順２の処理は「第１の画像
対応付け処理」の一例に相当する。なお、原稿画像データ４０を取り込む工程（原稿画像
データ取得工程の一例）は、目標印刷物の読取画像データ取得工程の前でもよいし、後で
もよい。
【０１０１】
　画像対応付け部６２において原稿画像と読取画像の画素位置の対応関係が特定され、原
稿画像データの信号値（本例ではＣＭＹＫ値）と読取画像データの信号値（本例ではＲＧ
Ｂ値）との対応関係を示すデータ（「原稿画像と読取画像の対応関係データ」の一例）が
得られる。
【０１０２】
　［手順３］第１の色変換部６４では、第１の色変換テーブル６８Ａを用い、読取画像デ
ータのＲＧＢ値をＬａｂ値に変換する処理を行う（「第１の色変換工程」の一例）。第１
の色変換テーブル６８Ａは、図２で説明したスキャナプロファイル６８の色変換テーブル
であり、読取画像データの信号値と色度値（本例ではＬａｂ値）の対応関係が規定されて
いる。すなわち、第１の色変換テーブル６８Ａは、入力ＲＧＢ信号を出力Ｌａｂ値に変換
するＲＧＢ→Ｌａｂ変換関係を規定したテーブルである。第１の色変換部６４により、読
取画像データのＲＧＢ値がデバイス非依存色空間の色度値に変換される。
【０１０３】
　［手順４］手順２及び手順３を経て、原稿画像信号（ＣＭＹＫ値）と色度値（Ｌａｂ値
）の対応関係を示すデータ（「原稿画像信号と色度値の対応関係データ」の一例）が得ら
れる。この「原稿画像信号と色度値の対応関係データ」を基に、第２の色変換テーブル作
成部６６Ａにより、第２の色変換テーブル９２Ａが作成される（「第２の色変換テーブル
作成工程」の一例）。
【０１０４】
　第２の色変換テーブル作成部６６Ａは、図２で説明した目標プロファイル作成部６６に
相当するものである。第２の色変換テーブル作成部６６Ａが「色変換テーブル作成部」に
相当する。第２の色変換テーブル作成部６６Ａ（図３参照）により作成される第２の色変
換テーブル９２Ａは、原稿画像データのＣＭＹＫ信号から色度値（Ｌａｂ値）に変換する
ＣＭＹＫ→Ｌａｂ変換関係を規定したテーブルである。第２の色変換テーブル９２Ａは、
目標色を表す目標プロファイルに相当しており、図２で説明した第２の色変換部８０に適
用する目標プロファイル９２の色変換テーブルとして用いることができる。
【０１０５】
　<<変形例>>
　図４は、図３に示した構成の変形例である。図４中、図３で説明した構成と同一又は類
似する要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【０１０６】
　図４に示した構成は、図３に示した構成と比較して、画像対応付け部６２と第１の色変
換部６４との処理の順序が入れ替えられた構成となっている。図４の例では、画像読取部
３０から取得されるＲＧＢの読取画像データに対して、第１の色変換部６４によるＲＧＢ
→Ｌａｂ変換の処理（「第１の色変換処理工程」の一例）を行い、その後、この得られた
読取画像のＬａｂ画像（読取色度値画像の一例）と原稿画像データ４０との画像対応付け
処理を行う。図４に示す構成でも図３の構成と同様の効果を得ることができる。
【０１０７】
　図４に示したように、画像読取部３０から得られる読取画像データに対して、第１の色
変換部６４による色変換処理を施して得られる変換後のデータを「読取色度値画像データ
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」という。図４に示す画像対応付け部６２によって行われる読取画像のＬａｂ画像と原稿
画像データ４０との画像対応付け処理は「第３の画像対応付け処理」の一例に相当する。
【０１０８】
　＜第２の主要構成について＞
　図５は、第２の主要構成を示したブロック図である。図５中、図１から図４で説明した
構成と同一又は類似する要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。図５における
「第３の色変換テーブル作成部１０２」は、図２に示した差分色度値演算部８４及び第２
のプロファイル補正部８２に対応する処理部である。
【０１０９】
　なお、図面には示さないが、図３と図４で説明した第１の主要構成と同様に、第２の主
要構成について、図５に示した構成の画像対応付け部６２と第１の色変換部６４の処理順
序を入れ替える構成を採用することができ、かかる構成を採用しても図５と同じ効果を得
ることができる。
【０１１０】
　図５に示した第２の主要構成による処理の手順を、図６のフローチャートを参照して説
明する。図５に示した第２の主要構成では、まず、第２の色変換部８０に入力色変換テー
ブルと出力色変換テーブルをセットする（図６のステップＳ１１０）。入力色変換テーブ
ルは、図２で説明した目標プロファイル９２の色変換テーブルであり、出力色変換テーブ
ルはプリンタプロファイル９４の色変換テーブルである。
【０１１１】
　図６のステップＳ１１０でセットされる入力色変換テーブルと出力色変換テーブルは、
第２の色変換部８０における初期の設定として与えられる色変換テーブルである。初期の
設定に用いる入力色変換テーブルとして、図３で説明した第１の主要構成により作成した
「第２の色変換テーブル９２Ａ」を用いることが好ましい。ただし、必ずしも第２の色変
換テーブル９２Ａに限らず、Japan Color（登録商標）などの標準プロファイルの入力色
変換テーブルを用いることも可能であるし、印刷システム１０において過去に作成された
色変換テーブルを適用することも可能である。
【０１１２】
　出力色変換テーブルについては、使用する印刷用紙の種類に応じて予め印刷装置１８毎
に規定されているものを用いることも可能であるが、本実施形態の場合、出力色変換テー
ブルは、図３又は図４で説明した第１の主要構成を利用して作成される。本実施形態の印
刷システム１０において出力色変換テーブルであるプリンタプロファイルを作成する方法
について詳細は後述する。
【０１１３】
　第２の色変換部８０に入力色変換テーブルと出力色変換テーブルを設定した後、これら
の色変換テーブルを用いて、第２の色変換部８０により原稿画像データ４０を色変換し、
印刷装置１８への入力に適した印刷画像データを生成する（図６のステップＳ１１２、「
第２の色変換工程」の一例）。
【０１１４】
　本例の場合、ＣＭＹＫの原稿画像データ４０を、第２の色変換部８０の入力色変換テー
ブルと出力色変換テーブルとを用いて、ＣＭＹＫの印刷画像データに変換する。
【０１１５】
　第２の色変換部８０により生成された印刷画像データは、印刷装置１８に送られ、印刷
装置１８により印刷が行われる（図６のステップＳ１１４、「印刷工程」の一例）。この
印刷工程（ステップＳ１１４）により印刷物５０が得られる。
【０１１６】
　得られた印刷物５０と目標印刷物４２とを比較し、目標の色再現が達成された印刷物５
０が得られたか否かを判断する（ステップＳ１１８）。ステップＳ１１８における判断方
法の例として、例えば以下の２つの方法がある。すなわち、判断方法の第１例は、印刷物
５０と目標印刷物４２との目視比較で判断する方法である。判断方法の第２例は、印刷物
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５０と目標印刷物４２をそれぞれ画像読取部３０で読み取って取得した色度値の差分に基
づき定量的に判断する方法である。
【０１１７】
　判断方法の第２例の更なる具体例として、例えば、平均色差、或いは最大色差を計算し
、平均色差、或いは最大色差がある閾値以下となっていれば目標の色再現が達成されたと
判断する。また、他の具体例として、平均色差と最大色差を両方とも計算し、平均色差と
最大色差とを組み合わせて判断してもよい。この場合、例えば、平均色差が第１の閾値以
下となっており、かつ最大色差が第２の閾値以下となっている場合に目標の色再現が達成
されたと判断することができる。或いはまた、平均色差と最大色差とを組み合わせて別の
評価値（指標値）を求める評価関数を定義しておき、評価関数から求めた評価値と、判断
基準として規定されている閾値とを比較して、目標の色再現が達成されたか否かを判断し
てもよい。
【０１１８】
　つまり、判断方法の第２例は、後述するステップＳ１２４及びステップＳ１３４のそれ
ぞれで得られた色度値の差分に基づき判断することになる。このような定量的な判断を行
う演算機能及び判断機能を搭載しておくことにより、自動判断処理を実現できる。
【０１１９】
　目視比較による判断方法（第１例）に代えて、又はこれと組み合わせて、色度値の差分
に基づく定量的な判断方法（第２例）を採用することができる。
【０１２０】
　ステップＳ１１８の判断において、目標印刷物４２と同等の色再現が達成された印刷物
５０が得られていれば、ステップＳ１１８でＹｅｓ判定となり、色合わせの処理を終了す
ることができる。
【０１２１】
　これに対し、ステップＳ１１８の判断において、目標色の印刷物５０が得られていない
場合には、ステップＳ１１８でＮｏ判定となり、図６のステップＳ１２０に進み、画像読
取部３０によって印刷物５０の読み取りを行い、当該印刷物５０の読取画像データを取得
する（図６のステップＳ１２０）。ステップＳ１２０は、「印刷物の画像読取工程」或い
は「印刷物の読取画像データ取得工程」に相当する。
【０１２２】
　本例では読取画像データとしてＲＧＢ画像が得られ、取得された読取画像データは画像
対応付け部６２に送られる。画像対応付け部６２では、印刷物５０の読取画像データ（「
印刷物読取画像データ」という。）と原稿画像データ４０との位置関係の対応付けを行う
画像対応付けの処理を行う（図６のステップＳ１２２）。なお、原稿画像データ４０を取
り込む工程（原稿画像データ取得工程）は、印刷物の読取画像データ取得工程の前に実施
してもよいし、後に実施してもよい。ただし、図３で説明した第１の主要構成によって、
既に原稿画像データ４０をシステムに取り込んでいる場合には、改めて原稿画像データ４
０を取り込む必要はなく、画像データ記憶部２２（図１参照）から原稿画像データ４０を
読み出せばよい。
【０１２３】
　画像対応付け部６２において原稿画像と読取画像の画素位置の対応関係が特定され、原
稿画像データの信号値（ＣＭＹＫ値）に対応する印刷物読取画像データの信号値（ＲＧＢ
値）との対応関係を示すデータが得られる。
【０１２４】
　画像対応付け部６２による画像対応付けの処理を経た印刷物読取画像データに対し、第
１の色変換部６４では、第１の色変換テーブル６８Ａを用い、ＲＧＢ値からＬａｂ値に変
換する処理を行う（図６のステップＳ１２４、「第１の色変換工程」）。これにより、印
刷物読取画像データの色度値（Ｌａｂ値）が得られる。
【０１２５】
　印刷物５０に対するステップＳ１２０～ステップＳ１２４の工程と同様に、目標印刷物
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４２について読取画像データの取得（ステップＳ１３０）、原稿画像データと読取画像デ
ータとの対応付け（ステップＳ１３２）、色度値への色変換（ステップＳ１３４）が行わ
れる。
【０１２６】
　すなわち、目標印刷物４２について画像読取部３０による読み取りを行い、目標印刷物
４２の読取画像データを取得する（図６のステップＳ１３０）。ステップＳ１３０は、「
目標印刷物の画像読取工程」或いは「目標印刷物の読取画像データ取得工程」に相当する
。取得された目標印刷物４２の読取画像データ（「目標印刷物読取画像データ」という。
）は画像対応付け部６２に送られる。画像対応付け部６２は、目標印刷物読取画像データ
と原稿画像データ４０との位置関係の対応付けを行う画像対応付けの処理を行う（図６の
ステップＳ１３２）。
【０１２７】
　画像対応付け部６２において原稿画像と読取画像の画素位置の対応関係が特定され、原
稿画像データの信号値（ＣＭＹＫ値）に対応する目標印刷物読取画像データの信号値（Ｒ
ＧＢ値）との対応関係を示すデータが得られる。
【０１２８】
　画像対応付け部６２による画像対応付けの処理を経た目標印刷物読取画像データに対し
、第１の色変換部６４では、第１の色変換テーブル６８Ａを用い、ＲＧＢ値からＬａｂ値
に変換する処理を行う（図６のステップＳ１３４、「第１の色変換工程」）。これにより
、目標印刷物読取画像データの色度値（Ｌａｂ値）が得られる。
【０１２９】
　なお、ステップＳ１３０～Ｓ１３４の処理は、ステップＳ１２０～Ｓ１２４の処理の前
に行うことが可能であり、或いは、ステップＳ１２０～Ｓ１２４の処理と並行して行うこ
とも可能である。また、図３で説明した第１の主要構成の手順１～４によって「第２の色
変換テーブル９２Ａ」を作成済みの場合には、目標印刷物読取画像データの色度値の情報
が既に得られているため、ステップＳ１３０～Ｓ１３４の工程を省略することができる。
【０１３０】
　こうして、原稿画像データ４０に対応した目標印刷物読取画像データの色度値（すなわ
ち、目標印刷物４２の色度値）と、印刷物読取画像データの色度値（すなわち、印刷物５
０の色度値）の情報が得られ、これら原稿画像信号、目標印刷物４２の色度値、印刷物５
０の色度値の関係から、目標印刷物４２の色度値と印刷物５０の色度値の差分を基に、色
変換テーブルを作成する処理が行われる（図６のステップＳ１４６）。
【０１３１】
　ステップＳ１４６における色変換テーブルの作成を行う処理部が図５における「第３の
色変換テーブル作成部１０２」である。第３の色変換テーブル作成部１０２が作成する色
変換テーブルは、第２の色変換部８０で使用されるものであり、第３の色変換テーブル作
成部１０２は、第２の色変換部８０で使用する入力色変換テーブル、出力色変換テーブル
、色補正プロファイル９６（図２参照）の色補正テーブルのいずれかを作成する。
【０１３２】
　こうして、第３の色変換テーブル作成部１０２により作成された色変換テーブルを第２
の色変換部８０に適用して（図６のステップＳ１４８）、ステップＳ１１２に戻り、ステ
ップＳ１１２以降の処理を繰り返す。なお、繰り返しの処理に際して、目標印刷物４２の
読み取りに関するステップＳ１３０～ステップＳ１３４の処理は不要である。
【０１３３】
　図５及び図６で説明した第２の主要構成によれば、第２の色変換部８０に適用する色変
換テーブルをより適切なテーブルに改善することができ、色変換の精度をより一層向上さ
せることができる。
【０１３４】
　＜各部の説明＞
　次に、第１の主要構成（図３，図４）と、第２の主要構成（図５）における各部の機能
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について、さらに詳細に説明する。
【０１３５】
　［画像読取部３０について］
　図３及び図４に示した第１の主要構成において、画像読取部３０は、印刷物５０につい
ての読み取りは実施せず、目標印刷物４２のみを読み取る。すなわち、第１の主要構成で
は、印刷物５０を印刷することなく、原稿画像データ４０と目標印刷物４２の読み取り結
果のみから目標プロファイルを作成する。
【０１３６】
　これに対し、図５に示した第２の主要構成では、画像読取部３０によって目標印刷物４
２と、印刷装置１８で印刷した印刷物５０の２種の印刷物を読み取る。すなわち、第２の
主要構成では、印刷装置１８で原稿画像データ４０の印刷を行い、得られた印刷物５０の
読み取りを行い、かつ、与えられた目標印刷物４２の読み取りを行い、両者の読み取り結
果の差が小さくなる方向に、第２の色変換部８０の色変換テーブルを修正する。
【０１３７】
　［画像対応付け部６２について］
　画像対応付け部６２では、原稿画像データ４０と、印刷物（目標印刷物４２又は印刷物
５０）を読み取って得られた読取画像データの画像位置（すなわち、画素位置）の対応付
けを行う。
【０１３８】
　ここでいう読取画像データには、画像読取部３０から得たＲＧＢ画像、或いはそのＲＧ
Ｂ画像を第１の色変換部６４で色変換をした色度値画像（Ｌａｂ画像）のいずれかが該当
する。図３に示した構成の場合の読取画像データはＲＧＢ画像、図４に示した構成の場合
の読取画像データは色度値画像（Ｌａｂ画像）となる。
【０１３９】
　原稿画像データ４０と読取画像データとの画像位置の対応付け（位置合わせ）の処理に
は、公知の画像位置合わせ方法を利用可能である。例えば、画像位置合わせ方法として、
特許文献１の段落［００６４］－［００６８］に記載の手法を用いることができる。
【０１４０】
　図７は画像対応付け部６２における画像の位置合わせ処理の具体例を示したブロック図
である。画像対応付け部６２は、幾何対応関係推定部１１２と、幾何変換部１１４とを備
える。幾何対応関係推定部１１２は、原稿画像データ４０と読取画像データ１２０とを取
り込み、これら２つの画像の幾何対応関係を推定する。幾何対応関係には、対比される２
画像間の画像の変位量、回転角、変倍率のうち少なくとも１つの要素が含まれる。
【０１４１】
　幾何変換部１１４は、幾何対応関係推定部１１２にて推定された幾何対応関係に基づい
て、２つの画像のどちらか一方、或いは両方に対し、両者を一致させるような幾何変換の
処理を行う。例えば、読取画像データに対して幾何変換を行うものとし、原稿画像データ
４０については幾何変換を実施しない構成とすることができる。また、幾何変換の一例と
してアフィン変換を適用することができる。
【０１４２】
　２つの画像の幾何対応関係の推定には、例えば、（ａ）マーカーを利用する方法、（ｂ
）パターンマッチングを用いる方法、（ｃ）位相限定相関法を用いる方法などが利用でき
る。以下、特許文献１の記載事項を援用しながら説明する。
【０１４３】
　（ａ）マーカーを用いる方法
　印刷業界でいわゆる「トンボ」と呼ばれる基準位置を示すマーカーが原稿画像の四隅や
各辺の中央に配置された印刷物が出力される。このようなマーカー付きの印刷物を読み取
った際に、このマーカーの位置のずれ量を測定して、画像間の変位量や回転角、変倍率を
求めることができる。
【０１４４】
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　例えば、１枚の印刷物に４つから６つのトンボ（マーカー）が形成される。原稿画像デ
ータ上のマーカーと印刷物の読取画像データ上のマーカーとの位置ずれを比較することで
、幾何学変換パラメータを求めることができる。
【０１４５】
　原稿画像データにおけるマーカーの特徴点の位置を示す点と、読取画像データにおける
マーカーの特徴点の位置を示す点どうしの対応関係を求めることで、幾何学変換パラメー
タが得られる。ここで、２つの画像のうち一方の画像に例えばアフィン変換を行うことで
２つの点パターンをマッチングさせることが知られている。したがって、幾何学変換パラ
メータを求めるには、２つの点パターンの各位置が最も近似する最適なアフィンパラメー
タを探し出せばよい。例えば、読取画像データにおけるマーカーの特徴点を原稿画像デー
タにおけるマーカーの特徴点にアフィン変換するためのアフィンパラメータの評価関数を
定め、評価関数が最小になるときのアフィンパラメータを幾何学変換パラメータとする。
【０１４６】
　（ｂ）パターンマッチング法を用いる方法
　変位量のみを推定する方法の一例としては、テンプレートマッチング法が挙げられる。
テンプレートマッチング法は一方の画像をテンプレートとし、位置を少しずつずらしなが
ら他方の画像と一致度を求め、最も一致度の高くなる位置を検出するものである。幾何学
変換が変位だけに限定できない場合には、回転角を推定する方法（ハフ変換など）や変倍
量を推定する方法（マルチスケール解析など）と組み合わせて利用する必要がある。
【０１４７】
　テンプレートマッチングを応用したブロックマッチング法では、一方の画像をブロック
に分割し、ブロックごとに他方の画像と最も一致度の高くなる位置を検出することにより
変位量を求めることができる。ブロックマッチング法では、ブロックごとの変位量から回
転角や変倍率を推定することも可能である。
【０１４８】
　（ｃ) 位相限定相関法を用いる方法
　高い精度で変位量や回転角、変倍率を求める方法の例として、位相限定相関法（POC；P
hase Only Correlation）や回転不変位相限定相関法（RIPOC；Rotation Invariant Phase
 Only Correlation）がある。位相限定相関法は、画像に対して離散フーリエ変換をかけ
て得られる位相画像を用い、比較対象の２枚の画像から得られる２つの位相画像の相関が
最も高くなる位置を検出することにより、変位量を求める手法である。また、回転不変位
相限定相関法は、上記位相画像を対数極座標変換することにより、回転角と変倍率を変換
された位相画像上での変位量として検出できるようにしたものである。
【０１４９】
　上記例示の手法（ａ）～（ｃ）などにより、幾何学変換パラメータを求めた後、幾何変
換部１１４は読取画像データ１２０（又は原稿画像データ４０）に幾何学変換を実行する
。変換に際してサブピクセル精度の移動や何らかの回転、実数値での変倍などにより変換
前後の画素が一対一で対応付かないようなケースでは、適宜画素補間手法を用いて画素値
を導出すればよい。画素補間手法の例としては、バイリニア法、バイキュービック法など
が挙げられる。
【０１５０】
　こうして、原稿画像データ４０との位置関係の対応付けが定まり、対応付け済み読取画
像データ１２２が得られる。対応付け済み読取画像データ１２２は第１の色変換部６４（
図２～図５参照）に送られる。
【０１５１】
　［画像対応付け（位置合わせ）のための前処理について］
　原稿画像データ４０の解像度と読取画像データ１２０の解像度とが異なる場合には、画
像対応付け部６２にて、読取画像データ１２０に対し、原稿画像データ４０の解像度と一
致させる解像度変換を行うことが好ましい。画像対応付け部６２は、解像度変換の処理を
行うための解像度変換部（不図示）を含む構成となっている。
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【０１５２】
　また、例えば、原稿画像データ４０がＣＭＹＫ画像、読取画像データ１２０がＲＧＢ画
像である場合のように、原稿画像データ４０と読取画像データ１２０の色空間が異なる場
合には、画像対応付け部６２による画像の位置合わせ（対応付け）を行う前に、両者をグ
レースケール変換し、同じ色空間に変換しておくのが好ましい。
【０１５３】
　グレースケール変換は、例えば、読取画像データ１２０をスキャナプロファイル６８（
図２参照）でＬａｂ値に変換し、Ｌ値（明度）のみ取り出したモノクロ画像とすることで
実現できる。原稿画像データ４０に対しては、第１の主要構成（図３，図４）によって目
標プロファイルを作成する時点では目標印刷物４２のカラープロファイルは存在しないが
、例えばJapan Color（ジャパンカラー）（登録商標）など代表的なプロファイルなどを
利用できる。
【０１５４】
　また、原稿画像データ４０と読取画像データ１２０の両者をグレースケールに変換した
としても画素値（濃度値）が異なることが想定されるため、グレースケール画像に対し、
さらにエッジ抽出処理を実施し、２値のエッジ画像に変換してから位置合わせを実施して
も良い。エッジ抽出処理には、公知のソーベル（Sobel）法やプレウィット（Prewitt）法
などが利用できる。
【０１５５】
　また２つのエッジ画像のエッジ太さは異なってくることも想定されるため、それぞれの
エッジ画像に対してさらに細線化処理を実施し、エッジ太さを揃えてから位置合わせを実
施するようにしても良い。細線化処理には、公知のヒルディッチ（Hilditch）の方法や田
村の方法などが利用できる。
【０１５６】
　このように原稿画像データ４０と読取画像データとで画像の色空間が異なる場合は、画
像の幾何対応関係を推定し易いように、位置合わせのための前処理をしておくことが好ま
しい。なお、原稿画像データ４０と読取画像データが同じ色空間の場合でも前処理を実施
してもよい。
【０１５７】
　更にまた、目標印刷物４２は、印刷装置１８以外の他の印刷装置で印刷した印刷物の現
物（実際に出荷された印刷物）であり、目標印刷物４２と原稿画像データ４０とが一対一
対応していない場合が考えられる。例えば、目標印刷物４２と原稿画像データ４０とが一
対一対応していない場合として、次のような例を挙げることができる。
【０１５８】
　<例１>：目標印刷物４２が、同じ原稿画像データ４０を同一印刷面内に多数配置した印
刷物の場合。
【０１５９】
　<例２>：目標印刷物４２が、原稿画像データ４０と色合わせ対象ではない画像データ（
原稿画像データ４０とは異なる他の画像データ）とを同一印刷面内に配置した印刷物の場
合。なお、互いに異なる複数の画像データを同一印刷面内に配置することを「異種面付け
」又は「ギャンギング」などと言う。
【０１６０】
　<例３>：原稿画像データ４０が目標印刷物４２の一部（デザイン及び／又はレイアウト
の一部）を構成している場合。
【０１６１】
　上記の<例１>から<例３>に例示したように目標印刷物４２と原稿画像データ４０とが一
対一対応していない場合には、目標印刷物４２の読取画像の中から注目する原稿画像デー
タ４０に対応する部分画像を抜き出す部分画像抜き出し処理を行うことが有用である。
【０１６２】
　ここでは、<例１>の更なる具体例として、目標印刷物４２が同じ原稿画像データ４０を
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同一印刷面内に入れ子状に多数配置（面付け）された印刷物である場合を説明する。
【０１６３】
　図８及び図９にその例を示す。図８は、原稿画像データの例を示す図である。図９は、
目標印刷物の例を示す図である。図９に示した目標印刷物は、図８の原稿画像データを印
刷面内に入れ子状に多数配置（面付け）して印刷した印刷物である。
【０１６４】
　このような場合、目標印刷物の読取画像データをそのまま使用するのではなく、画像対
応付け部６２による位置合わせの前に読取画像データ中で原稿画像データと対応する部分
画像を予め抜き出しておくのが好ましい。
【０１６５】
　部分画像を抜き出す処理の方法としては、公知のパターンマッチングを用いて原稿画像
と対応する部分画像を特定して自動で抜き出す方法や、モニタとしての表示部３４に読取
画像を表示させ、ユーザが原稿画像と対応する部分画像の範囲を手動で指定する方法など
が考えられる。
【０１６６】
　<例１>の場合に限らず、<例２>や<例３>の場合でも同様に、部分画像抜き出し処理を行
うことが有用である。
【０１６７】
　なお、上記の部分画像抜き出し処理は、例えば、依頼者から原稿画像１つ分の色見本が
提供されている場合など、原稿画像データ４０と目標印刷物４２とが一対一対応していれ
ば不要である。
【０１６８】
　図１０は、上述した前処理を含む画像対応付けの処理を行う構成のブロック図である。
図１０に示した画像対応付け部６２は、原稿対応画像抜き出し部１３０（「画像抜き出し
部」に相当）と、グレースケール変換部１３２と、エッジ抽出部１３４と、細線化部１３
６と、幾何対応関係推定部１１２と、幾何変換部１１４と、を備える。
【０１６９】
　原稿対応画像抜き出し部１３０は、図９で例示したような複数の画像が面付け配置され
た目標印刷物４２を読み取って得られた読取原画像データ１４０から原稿画像データ４０
に対応する部分画像を抽出する処理を行う。読取原画像データ１４０は、図９のような目
標印刷物の印刷面の全体を読み取って生成される読取画像のデータである。読取原画像デ
ータ１４０はＲＧＢ画像でもよいし、Ｌａｂ画像でもよい。
【０１７０】
　原稿対応画像抜き出し部１３０によって抜き出された部分画像のデータが、原稿画像デ
ータ４０と対比される読取画像データ１２０となる。
【０１７１】
　グレースケール変換部１３２は、原稿画像データ４０と読取画像データ１２０のそれぞ
れについて、グレースケールに変換する処理を行う。エッジ抽出部１３４は、グレースケ
ール画像からエッジ抽出の処理を行う。細線化部１３６は、エッジ抽出部１３４で生成さ
れたエッジ画像の細線化処理を行う。
【０１７２】
　細線化部１３６により細線化処理されたエッジ画像が幾何対応関係推定部１１２に入力
され、幾何対応関係推定部１１２にて、原稿画像データ４０と読取画像データ１２０の幾
何対応関係が特定される。こうして求めた幾何対応関係を利用して、幾何変換部１１４に
より読取画像データ１２０に対する幾何変換の処理が実施され、対応付け済み読取画像デ
ータ１２２が得られる。
【０１７３】
　画像対応付け部６２による対応付けの処理機能が「画像対応付け機能」に相当する。な
お、原稿画像データ４０と目標印刷物４２の印刷画像とが一対一対応している場合は、図
１０における読取原画像データ１４０がそのまま読取画像データ１２０として扱われる。
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【０１７４】
　［第１の色変換部６４について］
　第１の色変換部６４は、画像読取部３０から取得される読取画像（例えば、ＲＧＢ画像
）のデータをデバイス非依存色空間のデータに変換する処理を行う。図２で説明したよう
に、本例では、予め用意されたスキャナプロファイル６８の色変換テーブル（「第１の色
変換テーブル」に相当）としてのＲＧＢ→Ｌａｂ変換テーブルを使用して、画像読取部３
０の読取画像信号値（ＲＧＢ）からデバイス非依存色空間の色度値（Ｌａｂ）に変換する
。
【０１７５】
　ここで、原稿画像データの中に同一の画像信号値が複数存在する場合に、画像読取部３
０のノイズや、印刷物に付着しているゴミ、或いは印刷物のキズなどの影響により、対応
する読取画像の色度値が異なることが考えられる。したがって、このようなノイズ等の影
響を低減するために、同一の原稿画像信号値に対応する読取画像の色度値を平均化してお
くことが好ましい。
【０１７６】
　画像読取部３０に用いられるスキャナは、一般にはＲＧＢ３原色のフィルタを通して取
得した画像信号（スキャナ画像信号）を取得する。ＲＧＢ３原色のフィルタの分光感度は
、分光測色器のＸＹＺ等色関数とは異なるものである。
【０１７７】
　スキャナプロファイルとは、スキャナ画像信号と、色（デバイス非依存色空間の色度値
）との対応付けをしたものである。スキャナにおけるＲＧＢ３原色のフィルタの分光感度
（すなわち、スキャナの分光感度）は、分光測色器のＸＹＺ等色関数とは異なるものであ
る。そのため、異なる分光特性を持つ色材や基材の場合に、スキャナで取得したＲＧＢ信
号値は同じになる場合でも、測色器で取得されるＸＹＺ値(Ｌａｂ値)は異なることも起こ
り得る。つまり、スキャナプロファイルは印刷物の色材や基材に依存性がある。
【０１７８】
　したがって、スキャナプロファイルは、使用する色材や基材の条件に合わせて、適切な
プロファイルが自動的に、又は、ユーザの操作により、選択される構成が好ましい。
【０１７９】
　［目標プロファイル作成部６６（第２の色変換テーブル作成部６６Ａ）について]
　画像読取部３０、画像対応付け部６２、第１の色変換部６４のそれぞれの処理を経るこ
とで、原稿画像データ４０における各画素の画像信号値（本例ではＣＭＹＫ値）と、目標
印刷物４２の読取画像データにおける各画素の色度値（本例ではＬａｂ値）との対応関係
を表すデータが得られる。目標プロファイル作成部６６（図２）、すなわち、第２の色変
換テーブル作成部６６Ａ（図３）は、この「原稿画像信号と色度値の対応関係データ」を
基に、画像信号値（ＣＭＹＫ）から色度値（Ｌａｂ）に変換する変換関係（ＣＭＹＫ→Ｌ
ａｂ）を規定する色変換テーブルを作成する。
【０１８０】
　従来の印刷システムの場合、このような色変換テーブルを作成する際は、一般に、カラ
ーチャートを用いて、色空間全体に規則的に配置された画像信号値と色度値との対応関係
を求め、この対応関係から所定の補間方法で補間して色変換テーブルを作成する。
【０１８１】
　これに対し、本実施形態では、現物の再現目標である目標印刷物４２とその原稿画像デ
ータ４０とを基にするため、色空間における部分的かつ不規則な配置の画像信号値と色度
値の対応関係から色変換テーブルを作成する必要がある。そのため、従来の一般的な補間
による手法は利用できない。そのため、以下のような方法をとる。
【０１８２】
　［実施例１］原稿画像信号と色度値の対応関係データを色変換テーブルに直接対応付け
る方法について
　原稿画像信号と色度値の対応関係データを色変換テーブルの色空間の格子点に直接対応
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付ける方法について、図１１及び図１２の例で説明する。ここでは説明を簡単にするため
に、ＣＭ２色の色変換テーブルの概念を示す。図１１は原稿画像信号（ＣＭ）と色度値（
Ｌａｂ）の対応関係データの例である。図１２は色変換テーブルの入力側に相当する原稿
画像データの色空間（ここではＣＭ面）の格子点を表している。
【０１８３】
　図１２では、Ｃ軸とＭ軸のそれぞれについて、信号値の取り得る範囲（変域、値域）を
０－１００％で表し、各軸１０％の刻みで格子点を設定している。なお、発明の実施に際
して、格子点を規定する各軸の信号の刻み幅は１０％に限らない。また、画像信号の信号
値として８bitの整数値（０から２５５）を用いるとき信号値「０」を０％、信号値「２
５５」を１００％として、０－２５５の間の値を線型式で対応付けることができる。
【０１８４】
　図１２に示した１０％刻みの格子点は、色変換テーブルにおける入力側の原稿画像信号
の格子点を示すものとなる。各格子点に対して、対応するＬａｂ値が割り当てられたもの
が色変換テーブルに相当するものとなる。
【０１８５】
　図１１の「ＩＤ」は原稿画像データで使用されている色（ＣＭ値）を特定する識別符号
である。Ｃ値とＭ値はそれぞれ０－１００％の値域における信号値を表している。Ｌａｂ
値は、Ｌ値，ａ値，ｂ値の各成分の値を含む。
【０１８６】
　ＩＤ＝１のＣＭ値は、（Ｃ，Ｍ）＝（２０，９０）であり、このＣＭ値に対応するＬａ
ｂ値が（Ｌ，ａ，ｂ）＝（５０，６０，－１３）であることを示している。
【０１８７】
　ＩＤ＝２の色は（Ｃ，Ｍ）＝（２４，６６）であり、このＩＤ＝２のＣＭ値色に対応す
るＬａｂ値は（Ｌ，ａ，ｂ）＝（６０，３６，－１７）であることを示している。
【０１８８】
　色変換テーブルの作成に際しては、図１２に示すＩＤ毎の原稿画像信号値（ＣＭ値）に
対応する色変換テーブルの格子点に、対応する色度値（Ｌａｂ値）を設定する。
【０１８９】
　ＩＤ＝１のＣＭ値は図１１における格子点Ｐ１に対応する色である。ＩＤ＝１に対応す
る格子点Ｐ１に、対応するＬａｂ値（５０，６０，－１３）が設定される。
【０１９０】
　ＩＤ＝２～５については、直接的に対応する格子点がないため、近隣の格子点に対して
色度値を設定する。図１２に示すように、ＩＤ＝２，３，４について、原稿画像信号値を
取り囲む周囲４つの格子点に色度値を設定する。
【０１９１】
　ＩＤ＝２は（Ｃ，Ｍ）＝（２４，６６）を取り囲む４つの格子点Ｐ２１，Ｐ２２，Ｐ２

３，Ｐ２４に対してそれぞれ同じＬａｂ値（６０，３６，－１７）を設定する。ＩＤ＝３
とＩＤ＝４についても同様に、原稿画像信号値を取り囲む４つの格子点に対して色度値を
設定する。ただし、ＩＤ＝３とＩＤ＝４のように、それぞれの原稿画像信号値を取り囲む
４つの格子点の一部が重複し、同じ格子点に対し異なる色度値の候補が存在する場合は、
候補の色度値を平均化して設定する。
【０１９２】
　すなわち、ＩＤ＝３の（Ｃ，Ｍ）＝（３５，３５）を取り囲む４つの格子点はＰ３１，
Ｐ３２，Ｐ３３，Ｐ３４であり、ＩＤ＝４の（Ｃ，Ｍ）＝（４７，２３）を取り囲む４つ
の格子点はＰ４１（＝Ｐ３３），Ｐ４２，Ｐ４３，Ｐ４４である。（Ｃ，Ｍ）＝（４０，
３０）で表される格子点（Ｐ３３＝Ｐ４１）に対しては、ＩＤ＝３の色度値の候補（７１
，９，－２０）と、ＩＤ＝４の色度値の候補（７２，－４，－２６）が存在するため、Ｉ
Ｄ＝３とＩＤ＝４のＬａｂ値の平均値（７１．５，２．５，－２３）を割り当てる。
【０１９３】
　他の格子点Ｐ３１、Ｐ３２，Ｐ３４については、ＩＤ＝３のＬａｂ値（７１，９，－２
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０）を設定する。また、Ｐ４２，Ｐ４３，Ｐ４４については、ＩＤ＝４のＬａｂ値（７２
，－４，－２６）を設定する。
【０１９４】
　ＩＤ＝５については、Ｃ値が「１０％」であるため、「取り囲む４つの格子点」に代え
て、「２つの格子点」Ｐ５１，Ｐ５２となり、これら格子点Ｐ５１，Ｐ５２に対して、対
応するＬａｂ値（８９，６，－８）が設定される。
【０１９５】
　色変換テーブルの全格子点のうち、原稿画像信号値に関係のない格子点は、原稿画像デ
ータ４０の色変換に使用されないため、適当な値に設定しておく。図１２における白丸で
示した格子点については、例えば、Ｌａｂ＝（１００，０，０）のような任意の値を設定
しておくことができる。
【０１９６】
　図１１及び図１２では、説明を簡単にするために、ＣＭ２色の色変換テーブルとして説
明したが、３色以上の色変換テーブルでも同様にして格子点に色度値を設定できる。
【０１９７】
　２色の場合は任意のＣＭ値を取り囲む格子点は最大４点だが、３色の場合は最大８点、
４色の場合は最大１６点となる。
【０１９８】
　また、図１１及び図１２ではＩＤ＝１はＣＭ値が対応する格子点に直接Ｌａｂ値（色度
値）を対応付けたが、色変換テーブルを参照する際の演算誤差等により、僅かにずれた点
が参照されてしまい、隣接格子点の色度値と補間演算される可能性も考えられる。そのた
め直接対応する格子点のみならず周囲の隣接格子点にも同一の色度値を設定しておくのも
好ましい。
【０１９９】
　この実施例１で説明した手法で作成した色変換テーブルを用いて原稿画像データ４０を
色変換して印刷装置１８で印刷するのに不都合はない。
【０２００】
　しかし、本実施例１の手法で作成した色変換テーブルを用いて印刷した結果を見てオペ
レータが更に色の調整のため原稿画像データを調整（修正）すると不都合が起こり得る。
つまり、オペレータが原稿画像データ４０を調整した場合に所望の色の変化が起こらない
、或いはオペレータが意図した色の変動方向と異なる色の変動が発生すること等も考えら
れ、原稿画像データに対する色の調整が困難となる。
【０２０１】
　上記のように原稿画像データを調整する際の不都合がなるべく発生しないようにするに
は、色空間全体が（原稿画像データと直接関係しない色部分でも）、相応の色度値（オペ
レータが想像する色に近い色）になっており、かつ、色の変化の滑らかさが確保されてい
ることが好ましい。そのような色空間全体の滑らかな連続性を確保できるようにする場合
は、以下に述べる実施例２、３、４のような手法を用いるのがよい。
【０２０２】
　［実施例２］仮の色変換テーブルを原稿画像信号と色度値の対応関係データによって修
正する方法について
　実施例２では、予め色空間全体に相応の色変化の滑らかさが確保されている「仮の色変
換テーブル」を用意し、原稿画像信号と色度値の対応関係データを用いて仮の色変換テー
ブルを局所的（部分的）に修正する。
【０２０３】
　ここでいう「仮の色変換テーブル」は、例えば、ＣＭＹＫの入力であれば、Japan Colo
r（登録商標）、 SWOP、 GRACoL、 Fogra等のオフセット印刷における標準色再現を表す
色変換テーブルのいずれかを用いることができ、ＲＧＢの入力であればsRGB、AdobeRGB等
の色変換テーブルのいずれかを用いることができる。SWOPは、「Specifications for Web
 Offset Publications」の略語である。GRAColは「General Requirements for Applicati
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ons in Commercial Offset Lithography」の略語である。
【０２０４】
　また、上述のような標準の色変換テーブルと、過去に本実施例２の手法で作成した色変
換テーブルとをデータベースに蓄積しておき、今回の目標印刷物４２の読取画像と原稿画
像データ４０から新たに取得した原稿画像信号と色度値の対応関係データに最も近い色変
換テーブルを、データベースの中から選択して、当該選択された色変換テーブルを「仮の
色変換テーブル」として用いることもできる。標準の色変換テーブルや過去に作成した色
変換テーブルが「既存の色変換テーブル」に相当する。
【０２０５】
　「原稿画像信号と色度値の対応関係データ」に最も近い色変換テーブルの選択に際して
は、原稿画像信号と色度値の対応関係データとの色差の平均値が最も小さいもの、原稿画
像信号と色度値の対応関係データとの色差の最大値が最も小さいもの、などをデータベー
スから自動抽出し、「仮の色変換テーブル」とすることができる。なお、自動抽出により
、「仮の色変換テーブル」の候補が複数抽出された場合には、それらの候補を表示部３４
に表示させ、ユーザに選択させる構成も可能である。
【０２０６】
　この「仮の色変換テーブル」に対し、［実施例１］で説明した格子点に対する色度値の
設定を実施する。つまり、図１１で説明したＩＤ＝１～５に対応する格子点Ｐ１、Ｐ２１

～Ｐ２４、Ｐ３１～Ｐ３４、Ｐ４１～Ｐ４４、Ｐ５１～Ｐ５２（図１２参照）については
、実施例１と同様に色度値を設定し、図１２の白丸で示した格子点に対する色度値は「仮
の色変換テーブル」の値そのままとなるように、仮の色変換テーブルを修正する。
【０２０７】
　こうして得られる修正後の色変換テーブルは、仮の色変換テーブルについて局所的に格
子点の色度値を置き換えるため、色度値を置き換えた格子点と置き換えていない格子点と
間で色度値の連続性（滑らかさ）が悪くなることが予想される。そのため修正後の色変換
テーブルに対し、更に平滑化（スムージング）処理を実施し、色度値の変換の滑らかさを
確保することが好ましい。
【０２０８】
　［実施例３］色再現モデルを利用する方法について
　色再現モデルとして例えばノイゲバウア（Neugebauer）モデルが利用できる。Neugebau
erモデルとは各色材（一次色）の０％と１００％の掛け合わせ色の色度値を各色材の面積
率に応じて加算することで、各色材任意の面積率の掛け合わせによる再現色の色度値を求
めるモデルである。Neugebauerモデルでは、一般には「色度値」としてＸＹＺ値を用いる
。
【０２０９】
　ここでは、図１３を参照しながら、ＣＭＹ３色材での例で色再現モデルを説明する。予
測対象色のＣＭＹ面積率が(fc,fm,fy)とすると、各色材の０％と１００％の掛け合わせの
面積率Fi(i＝w,c,m,y,cm,my,yc,cmy)は、次式のように算出することができる。式中の「
・」は乗算を表す。
【０２１０】
　Fw＝（1-fc）・（1-fm）・（1-fy）
　Fc＝fc・（1-fm）・（1-fy）
　Fm＝（1-fc）・（1-fm）・fy
　Fcm＝fc・fm・（1-fy）
　Fmy＝（1-fc）・fm・fy
　Fyc＝fc・（1-fm）・fy
　Fcmy＝fc・fm・fy
　ここで「w」は、印刷用紙など印刷物の基材（印刷基材）そのものを表す。面積率は、
印刷基材上における単位面積あたりの被覆率を示している。ここでは、面積率は０以上１
以下の値として表される。fc,fm,fyは、画像データの信号値（画像信号値）から把握され
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る値である。
【０２１１】
　各色材の０％と１００％の掛け合わせの色度値（例えばＸＹＺ値のＸ）をＸpi（i＝w,c
,m,y,cm,my,yc,cmy）とすると、ＣＭＹ面積率（fc,fm,fy）に対する色度値Ｘは次式で求
めることができる。
【０２１２】
【数１】

【０２１３】
　ＸＹＺ値のＹ，Ｚ値についても同様に求めることができ、更にＸＹＺ値からＬａｂ値へ
の変換も簡単にできる。また、３色印刷以外の２色や４色以上の印刷でも同様にして適用
可能である。
【０２１４】
　このNeugebauerモデルを色変換テーブルの作成に利用するには各色材の０％及び１００
％の掛け合わせの色度値が必要となる。
【０２１５】
　しかし、本実施形態では、カラーチャートではなく、現実の印刷物（目標印刷物４２）
を基にするため、目標印刷物４２の読み取りから把握される画像信号値（ＣＭＹＫ）と目
標印刷物４２の色度値（ＸＹＺ）の対応関係の中に、各色材の０％と１００％の掛け合わ
せの色は必ずしも存在しない。
【０２１６】
　そこで、Neugebauerモデルの各色材０％と１００％の掛け合わせに対応した色度値(Ｘp
i, Ｙpi, Ｚpi)を未知数とし、画像信号値（ＣＭＹＫ）、すなわち「Fi」と、目標印刷物
の色度値（Ｘm,Ｙm,Ｚm）の対応関係を正解データとして最適化手法により（Ｘpi, Ｙpi,
 Ｚpi）を推定することを考える。つまり、次式に示す差の二乗和を最小化する（Ｘpi，
Ｙpi，Ｚpi）を見つける最適化を行う。
【０２１７】
　次式はＸに関する式である。Ｙ，Ｚに関する式も同様に表すことができる。
【０２１８】

【数２】

【０２１９】
　ここで、jは画像信号値（ＣＭＹＫ）と目標印刷物の色度値（ＸmＹmＺm）の対応関係デ
ータのＩＤ（つまり各画素)を意味する添え字である。
【０２２０】
　最適化の手法は、例えば、ニュートン法、準ニュートン法、シンプレックス法などが利
用できる。ここに例示した方法以外の手法を用いることも可能であり、適用する手法につ
いて限定するものではない。
【０２２１】
　上記の最適化によって求められた（Ｘpi,Ｙpi,Ｚpi）を用いることで、Neugebauerモデ
ルにより色変換テーブルの各格子点の色度値を算出することができる。
【０２２２】
　このように最適化の演算により（Ｘpi,Ｙpi,Ｚpi）を推定したが、画像信号中に色材の
０％と１００％の掛け合わせの色があれば、対応する色度値をそのまま（Ｘpi,Ｙpi,Ｚpi
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）の値として採用してよい。未知数が減り最適化が容易になる。
【０２２３】
　また上記の説明ではNeugebauerモデルとしたが、次式のYule-Nielsen補正付きNeugebau
erモデルを利用することもできる。nはいわゆるYule-Nielsenの補正係数でありNeugebaue
rモデルに対し掛け合わせの非線形性を補正する。
【０２２４】
【数３】

【０２２５】
　この補正係数付きモデルを利用する場合は、nを未知数に追加して最適化を実施すれば
よい。nはＸＹＺ値で共通でも良いし、Ｘ，Ｙ，Ｚでそれぞれ異なる係数（nx,ny,nz）と
して求めてもよい。
【０２２６】
　この他にも、色予測の基本となる色（Ｘpi,Ｙpi,Ｚpi）を中間面積率も含む掛け合わせ
色（例えば、０％，４０％，１００％）に拡張したCellular-Neugebauerモデル等の利用
も可能である。また本発明の実施に際しては、Neugebauerモデルに限定されるものではな
い。画像信号と色度値の関係を表すモデルであればよく、Neugebauerモデル以外の色再現
モデルを利用することもできる。また適当なマトリクスや多項式などで色再現（画像信号
と色度値の関係）を数式化し、マトリクスの要素や多項式の係数などを最適化することで
新たなモデルを作ることもできる。
【０２２７】
　［実施例４］実施例３と実施例２の組合せ方法について
　実施例４として、色再現モデルを利用して色変換テーブルを作成し、更に、原稿画像信
号と色度値の対応関係データによって、当該色変換テーブル（色再現モデルを利用して作
成した色変換テーブル）を修正する方法がある。つまり、実施例４は、実施例３で作成し
た色変換テーブルを「仮の色変換テーブル」として、更に実施例２の方法を実施するとい
う方法である。
【０２２８】
　［第２の色変換部８０について］
　第２の色変換部８０は、目標プロファイル作成部６６（つまり、第２の色変換テーブル
作成部６６Ａ）で作成した第２の色変換テーブル９２Ａを用いるプロファイル、或いは、
予め用意した適当なプロファイルを入力プロファイルとし、予め用意された印刷装置１８
のプロファイルを出力プロファイルとして利用して原稿画像データ４０を色変換する。「
予め用意した適当なプロファイル」には、例えばＣＭＹＫ信号の場合で言えば、Japan Co
lor（登録商標），SWOP，GRACoL，Fogra等などの標準プロファイルが含まれる。
【０２２９】
　図５で説明した第２の主要構成において、第２の色変換部８０に対して最初にセットさ
れる入力プロファイルは、目標印刷物４２の色再現特性になるべく近い方がよい。そのた
め、入力プロファイルの候補をデータベースに蓄積しておき、目標印刷物４２を読み取っ
て取得した原稿画像信号と色度値の対応関係に基づいて、入力プロファイルを選択するよ
うに構成されることが好ましい。第２の色変換部８０に対して最初にセットする入力プロ
ファイルは、原稿画像信号に対する読み取り色度値とプロファイル色度値の平均色差や最
大色差が最も小さくなるものを選択するとよい。
【０２３０】
　図１４は、第２の色変換部８０に関する要部ブロック図である。
【０２３１】
　画像編集装置１２は、色変換テーブルデータベース１６０と、入力色変換テーブル選択
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部１６２を備える。色変換テーブルデータベース１６０には、標準プロファイルや過去に
作成した入力プロファイルの色変換テーブルが蓄積されている。色変換テーブルデータベ
ース１６０は、「入力色変換テーブルデータベース」に相当する。
【０２３２】
　入力色変換テーブル選択部１６２は、色変換テーブルデータベース１６０の中から、原
稿画像信号と色度値の対応関係データ１６４に基づいて、最適な入力プロファイルの色変
換テーブルを選択する処理を行う。「原稿画像信号と色度値の対応関係データ１６４」は
、図２～図４で説明した画像対応付け部６２と第１の色変換部６４による処理を経て生成
されるものである。
【０２３３】
　図１３に示した入力色変換テーブル選択部１６２は、原稿画像信号と色度値の対応関係
データ１６４に基づき、色変換テーブルデータベース１６０の中から、原稿画像信号に対
する読取色度値とプロファイル色度値の平均色差や最大色差が最も小さくなるものを選択
する処理を行う。
【０２３４】
　入力色変換テーブル選択部１６２により選択された１つの色変換テーブルが第２の色変
換部８０における入力プロファイルの色変換テーブル１６６としてセットされる。
【０２３５】
　原稿画像データ４０は、第２の色変換部８０における入力プロファイルの色変換テーブ
ル１６６（「入力色変換テーブル」）によって、ＣＭＹＫ値からＬａｂ値に変換され、更
に、出力プロファイルの色変換テーブル１６８（「出力色変換テーブル」）によって、Ｌ
ａｂ値からＣＭＹＫ値に変換される。
【０２３６】
　こうして、原稿画像データ４０は、第２の色変換部８０により、ＣＭＹＫ→ＣＭＹＫ変
換され、色変換後の印刷画像データ１７０としてのＣＭＹＫデータが得られる。なお、図
１４では２つの色変換テーブル（１６６，１６８）によって、段階的に色変換処理を行う
ものとして説明したが、実際の処理に際しては、これら２つの色変換テーブル（１６６，
１６８）を統合して１つのＣＭＹＫ→ＣＭＹＫ変換の色変換テーブルにまとめることがで
きる。この統合された多次元（ＣＭＹＫ→ＣＭＹＫ）の色変換テーブルを用いて、１回の
処理で色変換を行うことができる。入力色変換テーブルと出力色変換テーブルとを統合し
て得られる多次元の色変換テーブルはデバイスリンクプロファイルと呼ばれる。
【０２３７】
　第２の色変換部８０によって生成された印刷画像データ１７０は、印刷装置１８（図１
及び図２参照）に渡される。印刷装置１８は、印刷画像データ１７０を基に印刷物５０の
印刷を行う。
【０２３８】
　［第３の色変換テーブル作成部１０２について］
　次に、図５における第３の色変換テーブル作成部１０２について説明する。図５に示し
た第２の主要構成において、目標印刷物４２から色度値を取得する手順（手順１～３、図
６のステップＳ１３０～Ｓ１３４）と同様に、印刷物５０についても印刷物５０から色度
値を取得する手順を実施する（図６のステップＳ１２０～Ｓ１２４）。
【０２３９】
　これにより、原稿画像データ４０と目標印刷物４２の色度値の対応関係データが得られ
、かつ、原稿画像データ４０と印刷物５０の色度値の対応関係データが得られる。すなわ
ち、原稿画像データ４０の信号値（原稿画像信号値）、目標印刷物４２の色度値（「目標
色度値」という。）、印刷物５０の色度値（「印刷色度値」という。）の３者の対応関係
を示すデータが得られる。
【０２４０】
　このような対応関係データから、原稿画像データ４０の各信号値に対する目標色度値と
、実際に印刷された結果の色度値（印刷色度値）との差分を取得できる。この色度値の差
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分（「差分色度値」という。）を第２の色変換部８０における入力プロファイル（目標プ
ロファイル９２）の色変換テーブル又は出力プロファイル（プリンタプロファイル９４）
の色変換テーブルに反映させて、色変換テーブルを修正する（図２参照）。
【０２４１】
　或いはまた、入力プロファイルと出力プロファイルの間で色度値を補正する色補正プロ
ファイル９６を挿入する構成とし、差分色度値の情報から色補正プロファイル９６の色補
正テーブルを作成する構成とすることができる。
【０２４２】
　第３の色変換テーブル作成部１０２（図５参照）は、図２で説明した差分色度値演算部
８４と第２のプロファイル補正部８２とを含むブロックである。差分色度値演算部８４は
目標色度値と印刷色度値の差分を計算する処理部である。第２のプロファイル補正部８２
は、入力プロファイルの色変換テーブル又は出力プロファイルの色変換テーブルを修正す
る処理、或いは、色補正プロファイル９６の色補正テーブルを作成する処理を行う。
【０２４３】
　［入力プロファイルの色変換テーブルを修正する方法の例について］
　第３の色変換テーブル作成部１０２の具体例として、入力プロファイルの色変換テーブ
ルを修正する例を説明する。本例では、入力プロファイルの色変換テーブルとしてＣＭＹ
Ｋ→Ｌａｂの変換テーブルが用いられる。
【０２４４】
　目標色度値から印刷色度値を引いた値（差分）を差分色度値とすると（差分色度値 ＝ 
目標色度値 － 印刷色度値）、入力プロファイルの色変換テーブルの格子点に、差分色度
値を加算して、色度値の値（色変換テーブルの出力側の値）を修正する。修正方法につい
ては、上記のように差分色度値をそのまま加算して修正する方法に限らず、修正強度とし
ての係数をＡとして、「Ａ×差分色度値」を加算して、色度値の値（色変換テーブルの出
力側の値）を修正するようにしてもよい。ここで、修正強度の係数Ａの範囲は、例えば、
０＜Ａ≦２などとする。Ａ＝１の場合は、差分色度値をそのまま加算して修正することに
等しい。フィードバック調整を繰り返した場合の振動を防ぐため、修正強度の係数Ａを１
よりもやや小さい値、例えば、「０．７５」などにしておくことが好ましい。修正強度の
係数Ａは予め決めた固定値でもよいし、ユーザが適宜変更できるようにしておいてもよい
。
【０２４５】
　修正の対象となる格子点は［実施例１］（図１１，図１２）で説明した例と同様である
。
【０２４６】
　ＣＭ２色の色変換テーブルの例で説明する。図１５は、原稿画像信号（ＣＭ）と、色度
値（Ｌａｂ）の対応関係を表す対応データである。図１５では、原稿画像信号（ＣＭ）、
目標色度値（目標Ｌａｂ）、印刷色度値（印刷Ｌａｂ）、差分色度値（差分Ｌａｂ）の対
応データが示されている。図１５は、図１１で説明した対応データに「印刷Ｌａｂ」と「
差分Ｌａｂ」を付加したものとなっている。
【０２４７】
　図１５に示した差分色度値（差分Ｌａｂ）を、元の入力プロファイルの色変換テーブル
の色度値（格子点のＬａｂ値）に加算して、色度値を修正する。
【０２４８】
　すなわち、図１２におけるＰ１の格子点に対応付けられた元のＬａｂ値に、差分Ｌａｂ
＝（＋１，－１，０）を加算して、Ｌａｂ値を修正する。
【０２４９】
　Ｐ２１，Ｐ２２，Ｐ２３，Ｐ２４の格子点についても同様に、それぞれ元のＬａｂ値に
、差分Ｌａｂ＝（＋１，－４，－２）を加算して、Ｌａｂ値を修正する。
【０２５０】
　Ｐ３１，Ｐ３２，Ｐ３４の格子点についても同様に、それぞれ元のＬａｂ値に、差分Ｌ
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ａｂ＝（＋１，－４，－２）を加算して、Ｌａｂ値を修正する。
【０２５１】
　Ｐ４２，Ｐ４３，Ｐ４４の格子点についても同様に、それぞれ元のＬａｂ値に、差分Ｌ
ａｂ＝（－１，＋３，－５）を加算して、Ｌａｂ値を修正する。
【０２５２】
　ＩＤ＝３とＩＤ＝４とで重複する格子点Ｐ３３＝Ｐ４１については、ＩＤ＝３の差分Ｌ
ａｂと、ＩＤ＝４の差分Ｌａｂの平均値を求め、その平均値を元のＬａｂ値に加算して、
Ｌａｂ値を修正する。図１５の場合、ＩＤ＝３の差分Ｌａｂと、ＩＤ＝４の差分Ｌａｂの
平均値は（－０．５，０，－１）であるため、この平均値を格子点Ｐ３３＝Ｐ４１のＬａ
ｂ値に加算して修正する。
【０２５３】
　Ｐ５１，Ｐ５２の格子点については、それぞれ元のＬａｂ値に、差分Ｌａｂ＝（－１，
０，－２）を加算して、Ｌａｂ値を修正する。
【０２５４】
　上記の具体例では、差分Ｌａｂをそのまま加算してＬａｂ値を修正する例を説明したが
、既に説明したように、修正強度の係数Ａを用いて、「Ａ×差分Ｌａｂ」を加算して修正
するようにしてもよい。この場合、重複する格子点は、「Ａ×差分Ｌａｂ」の平均値を加
算して修正する。
【０２５５】
　なお、以上のような方法で、色変換テーブルの格子点の色度値を修正すると、色変換テ
ーブルの連続性（変化の滑らかさ）が悪くなることも予想される。そのため、修正後の色
変換テーブルに対し、更に平滑化（スムージング）処理を実施することも好ましい。また
、調整量としての修正強度の係数Ａを用いた差分Ｌａｂの調整と、平滑化処理を併用して
もよい。
【０２５６】
　［色補正テーブルを作成する方法の例について］
　上記のように入力プロファイルの色変換テーブルに目標色度値と印刷色度値の差分を反
映させる構成に代えて、色補正テーブルという形でも同様の効果が得られる。
【０２５７】
　図１６は、色補正テーブルを用いる場合の概念図である。色補正テーブル１８２は、第
２の色変換部８０における入力プロファイルの色変換テーブル１６６と、出力プロファイ
ルの色変換テーブル１６８の間で色度値を補正するテーブルである。色補正テーブル１８
２は、図２で説明した色補正プロファイル９６の色変換テーブルである。ここでは、色補
正テーブル１８２として入力Ｌａｂ値を出力Ｌａｂ値に変換するＬａｂ→Ｌａｂ変換テー
ブルを例示する。つまり、色補正テーブル１８２は、入力プロファイルの色変換テーブル
１６６（入力色変換テーブル）の出力値を修正する役割を果たす。
【０２５８】
　図１５で説明した対応データを基に、色補正テーブル１８２は次のようにして作成する
ことができる。
【０２５９】
　色補正テーブル１８２における入力側Ｌａｂ値となる目標Ｌａｂ値が格子点上に対応し
ている場合は、目標Ｌａｂ値に対応する格子点のＬａｂ値（出力側Ｌａｂ値）を、[目標
Ｌａｂ＋（目標Ｌａｂ－印刷Ｌａｂ）] と設定する。
【０２６０】
　また、目標Ｌａｂ値が格子点上に対応しない場合は、目標Ｌａｂ値を取り囲む格子点の
Ｌａｂ値(出力側Ｌａｂ値)を、[目標Ｌａｂ＋(目標Ｌａｂ－印刷Ｌａｂ)] の値に設定す
る。
【０２６１】
　色補正対象外の格子点は入力Ｌａｂ値と出力Ｌａｂ値が等しくなるようにテーブルの値
を設定する。
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【０２６２】
　上記に例示の色補正テーブル１８２を作成する方法に関して、修正強度の係数をＡとし
て、色補正テーブル１８２における入力側Ｌａｂ値となる目標Ｌａｂ値が格子点上に対応
している場合は、目標Ｌａｂ値に対応する格子点のＬａｂ値（出力側Ｌａｂ値）を、[目
標Ｌａｂ＋Ａ×（目標Ｌａｂ－印刷Ｌａｂ）] と設定するようにしてもよい。また、目標
Ｌａｂ値が格子点上に対応しない場合は、目標Ｌａｂ値を取り囲む格子点のＬａｂ値(出
力側Ｌａｂ値)を、[目標Ｌａｂ＋Ａ×(目標Ｌａｂ－印刷Ｌａｂ)] の値に設定するように
してもよい。既に説明したように、修正強度の係数Ａの範囲は、例えば、０＜Ａ≦２など
とする。好ましくは、修正強度の係数Ａは１よりもやや小さい値とする。修正強度の係数
Ａは予め決めた固定値でもよいし、ユーザが適宜変更できるようにしておいてもよい。
【０２６３】
　なお、図１６では、入力プロファイルの色変換テーブル１６６によるＣＭＹＫ→Ｌａｂ
変換と、色補正テーブル１８２によるＬａｂ→Ｌａｂ変換と、出力プロファイルの色変換
テーブル１６８よるＬａｂ→ＣＭＹＫ変換とを段階的に行うように記載してあるが、実際
の演算処理に際しては、これら３つの色変換テーブル（１６６，１８２，１６８）を統合
して１つのＣＭＹＫ→ＣＭＹＫ変換の色変換テーブルにまとめることができる。この統合
された多次元（ＣＭＹＫ→ＣＭＹＫ）の色変換テーブルを用いて、１回の処理で色変換を
行うことができる。
【０２６４】
　［出力プロファイルの色変換テーブルを修正する方法の例について］
　また、他の方法として、出力プロファイルの色変換テーブル１６８を修正することでも
同様の効果が実現できる。
【０２６５】
　出力プロファイルの色変換テーブル１６８を修正する場合、目標Ｌａｂ値に対応する格
子点のＣＭＹＫ値を差分色度値の分だけ色度値が変化するように修正する。
【０２６６】
　上記に例示の出力プロファイルの色変換テーブル１６８を修正する方法に関して、修正
強度の係数をＡとして、目標Ｌａｂ値に対応する格子点のＣＭＹＫ値を、Ａ×差分色度値
の分だけ色度値が変化するように修正するようにしてもよい。既に説明したように、修正
強度の係数Ａの範囲は、例えば、０＜Ａ≦２などとする。好ましくは、修正強度の係数Ａ
は１よりもやや小さい値とする。修正強度の係数Ａは予め決めた固定値でもよいし、ユー
ザが適宜変更できるようにしておいてもよい。
【０２６７】
　以上説明したように、第２の主要構成（図５参照）における第３の色変換テーブル作成
部１０２は、目標色度値と印刷色度値の差分から、入力色変換テーブル又は出力色変換テ
ーブルを修正し、或いは、色補正テーブルを作成する。
【０２６８】
　そして、第２の主要構成では、第３の色変換テーブル作成部１０２で作成された修正後
の入力色変換テーブル若しくは、出力色変換テーブル、又は色補正テーブルを用いて、原
稿画像データ４０を再度色変換して、印刷を行う。
【０２６９】
　これにより、印刷装置１８で印刷される印刷物の色が目標印刷物の色に近づくことが期
待される。
【０２７０】
　また、第２の主要構成において、上述の一連の手順「第２色変換→印刷→印刷物読み取
り／色度値取得／画像と色度値対応付け→色変換テーブル修正（色補正テーブル作成）」
を繰り返し実施することで、印刷物の色が目標印刷物の色（目標色）に更に近づくことが
期待される。
【０２７１】
　＜位置合わせ後の色抽出方法の具体例＞
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　ここで、原稿画像データと読取画像データの位置合わせを行った後の色抽出方法の具体
例を説明する。
【０２７２】
　図２で説明した画像対応付け部６２は、原稿画像データと読取画像データの位置合わせ
を行った後に、それぞれのデータから色情報を抽出する処理（「色抽出処理」という。）
を行う。
【０２７３】
　位置合わせ後の色抽出処理としては、原稿画像データと読取画像データとの対応する位
置の画素単位で、つまり、ピクセル・バイ・ピクセル（pixel by pixel）で、色情報とし
ての画像信号値を取得する構成を採用することができるのは当然であるが、画素単位に限
らず、画素の面積よりも大きな面積の単位領域から色情報を取得する構成を採用すること
ができる。色抽出のための単位領域を構成する画素の数は、２以上任意の数に設定するこ
とができる。色抽出のための単位領域の形状や大きさは、様々な設計が可能である。
【０２７４】
　色抽出に際しては、原稿画像データ上で単位領域のサイズの着目領域を設定し、抽出条
件を満たす着目領域から色情報を抽出する構成とすることができる。以下、具体的な例で
説明する。
【０２７５】
　図１７は、原稿画像データと読取画像データの位置合わせを行った後に実施される色抽
出方法の例を示すフローチャートである。図１７は、図６で説明したフローチャートにお
けるステップＳ１２２とステップＳ１２４の間に追加することができる工程のフローチャ
ートである。図６のステップＳ１２２の後に、図１７のステップＳ２０２に進む。
【０２７６】
　まず、原稿画像データに着目領域を設定する処理が行われる（ステップＳ２０２）。着
目領域は、色抽出処理の演算対象として着目する規定サイズの画像領域である。
【０２７７】
　着目領域は、例えば、印刷物上で一辺が１ミリメートル［ｍｍ］の正方形領域とするこ
とができる。着目領域のサイズや形状については、様々な設定が可能である。ここでは説
明を簡単にするために、着目領域の形状は正方形であるとする。
【０２７８】
　着目領域の面積は、読取画像データの１画素の面積よりも大きいことが好ましい。読取
画像データの１画素の面積は、画像読取部３０の読取解像度から特定される。本実施形態
では、測色器を使用する必要がないことから、着目領域の面積は、一般的な測色器のアパ
ーチャの面積よりも小さい面積とすることができる。なお、測色器を併用する場合には、
着目領域の面積は測色器のアパーチャの面積と同等、又は、アパーチャの面積よりもやや
広い面積にすることが好ましい。
【０２７９】
　着目領域の設定は、画像内における位置の指定をも含む。原稿画像データ上で着目領域
の位置を順次移動させ、各位置における着目領域について処理（ステップＳ２０４～ステ
ップＳ２１０）が行われる。
【０２８０】
　ステップＳ２０４では、原稿画像データにおける全エリアについて、着目領域の移動に
よる走査を完了したか否か判定される（ステップＳ２０４）。ステップＳ２０４にて、Ｎ
ｏ判定であれば、ステップＳ２０６に進み、着目領域が第１の抽出条件を満たすか否かを
判定する。ステップＳ２０６の処理は、「着目領域が第１の抽出条件を満たすか否かを判
別する処理」に相当する。
【０２８１】
　第１の抽出条件は、着目領域内における色の差が閾値以下であること、という条件を含
むことが好ましい。本例の場合、第１の抽出条件は、画像の着目領域内にエッジを含んで
いないこと、かつ、着目領域内における色の差が閾値以下であること、という二つの条件
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要素を両方とも満たすことを要求する。
【０２８２】
　「着目領域内にエッジを含んでいない」とは、「着目領域内にエッジが非存在である」
ことに相当する。「着目領域内における色の差が閾値以下である」とは、「着目領域内で
の色の差が、許容範囲として規定された第１の抽出用閾値以下である」ことに相当する。
【０２８３】
　エッジは、画像中の濃淡（明るさ）や色が急激に変化している箇所を意味する。一般に
、画像中の輪郭や線、異なる色の境界部分などは、濃淡や色が急激に変化するため、これ
らはエッジに該当する。
【０２８４】
　第１の抽出条件は、「一様な領域」の定義に相当している。つまり、第１の抽出条件は
、画像の注目領域内にエッジを含んでいないこと、かつ、着目領域内における色の差が閾
値以下となる「一様な領域」を抽出するための条件である。「一様な領域」とは、領域内
の色が一様である領域を意味している。「一様」という用語は、厳密に一定である場合に
限らず、許容できるばらつきや誤差を含む意味で用いる。
【０２８５】
　着目領域内における色の差についての許容範囲として定める第１の抽出用閾値は、例え
ば、ＣＭＹＫ値のばらつきの許容範囲としてΔＣＭＹＫ値の値を定めておくことができる
。なお、「Δ（デルタ）」の記号は、色値の差を表す。また、第１の抽出用閾値は、Ｃ、
Ｍ、Ｙ、Ｋの色毎に、ばらつきの許容範囲としてΔＣ値、ΔＭ値、ΔＹ値、ΔＫ値の各値
を定めておくことも可能である。
【０２８６】
　着目領域が第１の抽出条件を満たしている場合には、ステップＳ２０６でＹｅｓ判定と
なり、ステップＳ２０８に進む。
【０２８７】
　ステップＳ２０８では、着目領域が第２の抽出条件を満たすか否かを判定する。
【０２８８】
　第２の抽出条件は、第１の抽出条件を満たす着目領域に対応する位置の読取画像データ
における着目領域内に読取画像データが存在すること、かつ、当該対応する位置の読取画
像データにおける着目領域内に読取画像の画像欠陥が存在しないこと、という二つの条件
要素を両方とも満たすことを要求する。
【０２８９】
　画像欠陥としては、読み取り対象印刷物のキズや、読み取り時に付着したゴミなどが該
当する。「画像欠陥が存在しない」とは、「画像欠陥が非存在である」ことに相当する。
具体例として、「キズ及びゴミが存在しない」こと、すなわち「キズ及びゴミが非存在で
ある」ことに相当する。読取画像の画像欠陥であるキズやゴミは、読取画像データにおけ
る輝度の分散値が閾値以下であるか否かによって判断できる。つまり、着目領域内にキズ
やゴミが存在すると、その影響で輝度の分散値が大きくなる。輝度の分散値についての許
容範囲として第２の抽出用閾値を規定しておき、着目領域について、輝度の分散値が第２
の抽出用閾値以下となった場合は、キズやゴミによる影響がない「一様な領域」であると
判断される。その一方、輝度の分散値が第２の抽出用閾値よりも大きい場合は、キズやゴ
ミなどの存在が疑われるため「一様な領域」の対象外として抽出の処理から除外する。
【０２９０】
　本例では、第１の抽出条件を満たし、かつ、第２の抽出条件を満たす着目領域を「一様
な領域」として抽出する。
【０２９１】
　ステップＳ２０８でＹｅｓ判定となると、ステップＳ２１０に進む。ステップＳ２１０
では、「一様な領域」であるとして判断された着目領域内の画像信号値と、これに対応す
る読取画像信号値とを抽出する処理が行われる。つまり、着目領域のサイズで一様な（均
一な）色が抽出される。
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【０２９２】
　ステップＳ２１０の後は、ステップＳ２０２に戻り、着目領域の位置を移動させて、ス
テップＳ２０２～Ｓ２１０の処理を繰り返す。また、ステップＳ２０６でＮｏ判定の場合
やステップＳ２０８でＮｏ判定の場合、いずれの場合もステップＳ２０２に戻る。
【０２９３】
　着目領域の位置を変えて、画像内の全エリアの走査を完了すると、ステップＳ２０４で
Ｙｅｓ判定となり、ステップＳ２１２に進む。
【０２９４】
　ステップＳ２１２では、ステップＳ２１０で抽出した画像信号値と読取画像信号値との
対応関係のデータを生成する。原稿の画像信号値はＣＭＹＫ値、読取画像信号値がＲＧＢ
値であるとすると、ステップＳ２１２では、第１の抽出条件と第２の抽出条件を満たす一
様な領域についてＣＭＹＫ－ＲＧＢの色情報の対応関係が得られることになる。ステップ
Ｓ２１２の処理は、「対応関係色情報抽出処理」に相当する。
【０２９５】
　ステップＳ２１２の後は、図１７のフローチャートを抜け、図６で説明したステップＳ
１２４に進む。
【０２９６】
　なお、図１７のステップＳ２０８で説明した第２の抽出条件の判定処理については、省
略する形態も可能である。キズやゴミによる影響を考慮せずに、ステップＳ２０６で第１
の抽出条件を満たす場合に（ステップＳ２０６でＹｅｓ判定）、ステップＳ２１０に進む
形態も可能である。
【０２９７】
　[着目領域の設定について]
　着目領域の設定に関しては、サイズの異なる複数種類の着目領域を定めることができる
。着目領域の規定サイズとして、面積の異なる２種類以上のサイズを定めておき、着目領
域を面積順（サイズ順）に段階的に設定することにより、画像内から面積順に、それぞれ
一様な領域を抽出することもできる。
【０２９８】
　例えば、着目領域の面積サイズとして、小、中、大の３種類を用意し、小面積の第１サ
イズ、中面積の第２サイズ、大面積の第３サイズの各サイズで、順番に図１７のフローチ
ャートを実施して、各サイズの着目領域で色情報の抽出処理を行うことができる。
【０２９９】
　着目領域のサイズが大きい場合には、画像内で相対的に大面積を占める色が抽出される
。その一方、着目領域のサイズが小さい場合には、画像内で相対的に小面積を占める色が
抽出される。画像内に占める面積が大きい色ほど、重要度の高い色であると考えることが
できるため、着目領域の大きさに応じて、色の重要度を示す「重み」を設定することがで
きる。着目領域の面積順に色抽出を行うと、抽出された色に対する重み付けの処理が簡単
である。ここでいう「重み」は、色変換テーブルとしてのプロファイルを作成する際の色
合わせの優先度（重要度）を示す値である。プロファイルの作成に際して、重みが大きい
色を優先的に、その色の推定精度が高くなるように、プロファイルが作成される。
【０３００】
　また、着目領域の設定に際し、原稿画像データと読取画像データの位置合わせ精度が低
い場合には、着目領域を大きい面積に設定することが好ましい。例えば、位置合わせ精度
が低い場合には、着目領域を一辺４ミリメートル［ｍｍ］の正方形に設定し、比較的大き
な着目領域内で一様な領域のみを抽出する。
【０３０１】
　位置合わせの精度を判断する手段として、表示部３４（図１参照）の画面に、位置合わ
せ処理の結果としての原稿画像と読取画像を重ね表示する構成を採用することができる。
【０３０２】
　重ね表示の方法としては、原稿画像及び読取画像のうち、一方の画像を透過画像にして
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、オーバーラップ表示とすることができる。このような重ね表示により、ユーザは原稿画
像と読取画像の位置合わせの精度を目視で確認することができる。位置合わせ精度が低い
場合に、着目領域の面積を大きい値に設定するというユーザ選択が可能となる。
【０３０３】
　［色抽出処理の適用について］
　図１７で説明した色抽出方法は、図３で説明した構成の画像対応付け部６２における色
抽出方法として適用することができる。また、図１７で説明した色抽出方法は、図６説明
したフローチャートにおけるステップＳ１３２とステップＳ１３４の間に追加することも
できる。図６のステップＳ１３２の後に、図１７のステップＳ２０２に進むことが可能で
ある。
【０３０４】
　また、図１７で説明した色抽出方法は、図４で説明した構成の画像対応付け部６２にお
ける色抽出処理の方法としても適用することができる。すなわち、図４で説明したように
、読取画像データに対して第１の色変換部６４による色変換処理を施して色度値に変換し
た読取色度値画像データを用いて、原稿画像データと読取色度値画像データの位置合わせ
を行った後の色抽出方法についても、図１７と同様の色抽出方法を適用することができる
。この場合、読取画像データを「読取色度値画像データ」に置き換え、ＲＧＢの信号値を
「色度値」（Ｌａｂ値）に置き換えて理解すればよい。
【０３０５】
　〈プリンタプロファイルを作成する処理の概要〉
　本実施形態に係る印刷システム１０では、図３及び図４を用いて説明した第２の色変換
テーブル９２Ａを作成する仕組みを利用して、印刷装置１８のプロファイル、つまりプリ
ンタプロファイルを作成し得る。
【０３０６】
　図３及び図４を用いて説明したとおり、印刷システム１０では、目標プロファイルの作
成に際して、原稿画像である一般画像の画像データ（原稿画像データ）と、目標印刷物と
を入力として、目標プロファイルを作成する。
【０３０７】
　この目標プロファイルを作成する仕組みを利用してプリンタプロファイルを作成する方
法には、大きく分けて、カラーチャートを利用する方法と、一般画像を利用する方法との
２つの方法がある。
【０３０８】
　〈カラーチャートを利用する例〉
　まず、カラーチャートを利用する方法について、以下、詳細な例を説明する。印刷シス
テム１０における目標プロファイルを作成する仕組みを利用してプリンタプロファイルを
作成する方法の１つとして、カラーチャートの画像データを原稿画像データとして用い、
印刷装置１８にカラーチャートの画像データを与えて印刷装置１８によってカラーチャー
トを印刷し、得られたカラーチャート印刷物を画像読取部３０によって読み取ることによ
り、プリンタプロファイルを作成することができる。カラーチャートは「第１の画像」の
一例に相当する。
【０３０９】
　こうして作成されたプリンタプロファイルをディストネーションプロファイル（出力プ
ロファイル）として使うことにより、カラーマッチング精度を向上させることができる。
【０３１０】
　なお、図３で説明した構成を備える色変換テーブル作成装置を「第１類型」と呼び、図
４で説明した構成を備える色変換テーブル作成装置を「第２類型」と呼ぶ。
【０３１１】
　［プリンタプロファイルの作成に関する第１形態］
　図１８は、第１類型の色変換テーブル作成装置１２Ａによって印刷装置１８のプリンタ
プロファイルを作成する処理の流れを示したブロック図である。図１８において、図１か
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ら図３に示した構成と同一又は類似する要素には同一の符号を付し、その説明は省略する
。図１から図３で説明した画像編集装置１２は、図１８に示す色変換テーブル作成装置１
２Ａとして機能する。
【０３１２】
　図１８の例において、カラーチャート画像データ４４は、ＣＭＹＫの画像データとして
説明するが、発明の実施に際して、カラーチャート画像データ４４の色空間はこの例に限
らない。カラーチャート画像データ４４は、ＲＧＢ画像データでもよいし、ＣＭＹ画像デ
ータでもよく、また、ＣＭＹＫ信号と特色信号とが組み合わされた画像データであっても
よい。カラーチャート画像データ４４は「第１の画像データ」の一例に相当する。
【０３１３】
　図１９は、図１８に示した構成の動作を表すフローチャートである。図１９に従い、図
１８に示す色変換テーブル作成装置１２Ａによるプリンタプロファイルの作成処理の手順
を説明する。色変換テーブル作成装置１２Ａによって実施形態に係る色変換テーブル作成
方法が実行される。
【０３１４】
　図１９のステップＳ３０２において、色変換テーブル作成装置１２Ａは、カラーチャー
ト画像データ４４を取得する。カラーチャート画像データ４４は、複数色の各色のカラー
パッチを含むカラーチャートの画像データである。カラーチャート画像データ４４は、色
変換テーブル作成装置１２Ａとして機能する画像編集装置１２（図１参照）に内蔵された
図示せぬ記憶部に予め保持されていてもよいし、画像編集装置１２の通信インターフェー
ス、若しくは、メディアインターフェースなどを介して画像編集装置１２の外部から取り
込まれてもよい。また、カラーチャート画像データ４４は、印刷装置１８の印刷制御装置
１４に内蔵された図示せぬ記憶部に予め保持されていてもよい。
【０３１５】
　カラーチャート画像データ４４は、印刷装置１８に提供される。また、カラーチャート
画像データ４４は、画像対応付け部６２に送られる。
【０３１６】
　図１９のステップＳ３０４において、印刷装置１８は、カラーチャート画像データ４４
を基に、カラーチャートを印刷する。ステップＳ３０４の実行により、カラーチャート印
刷物５４が得られる。カラーチャート印刷物５４は「第１の印刷物」の一例に相当する。
【０３１７】
　ステップＳ３０６において、色変換テーブル作成装置１２Ａは、画像読取部３０を用い
てカラーチャート印刷物５４を読み取り、カラーチャート印刷物５４の読取画像であるカ
ラーチャート読取画像データを取得する。本例ではカラーチャート読取画像データとして
ＲＧＢ画像が得られるものとする。
【０３１８】
　次いで、ステップＳ３０８において、画像対応付け部６２は、カラーチャート読取画像
データとカラーチャート画像データ４４との位置関係の対応付けを行う処理を行う。画像
対応付け部６２においてカラーチャート画像とカラーチャート読取画像の画素位置の対応
関係が特定され、カラーチャート画像データの信号値（ＣＭＹＫ値）とカラーチャート読
取画像データの信号値（ＲＧＢ値）との対応関係を示すデータ（「カラーチャート画像と
カラーチャート読取画像の対応関係データ」）が得られる。ステップＳ３０８の処理は「
第２の画像対応付け処理」の一例に相当する。カラーチャート読取画像は「第１の印刷物
読取画像」の一例に相当し、カラーチャート読取画像データは「第１の印刷物読取画像デ
ータ」の一例に相当する。
【０３１９】
　ステップＳ３１０において、第１の色変換部６４は、第１の色変換テーブル６８Ａを用
い、カラーチャート読取画像データのＲＧＢ値をＬａｂ値に変換する処理を行う（「第１
の色変換工程」の一例）。
【０３２０】
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　画像対応付け部６２による処理及び第１の色変換部６４による処理を経て、カラーチャ
ート画像信号と色度値の対応関係データが得られる。カラーチャート画像信号とは、カラ
ーチャート画像データの信号値を意味する。すなわち、図１９のステップＳ３０８及びス
テップＳ３１０の処理を経て、カラーチャート画像データの信号値と、カラーチャート読
取画像の色度値との対応関係を示すデータが得られる。この対応関係を示すデータは、カ
ラーチャート読取画像の色度値と、カラーチャート画像データの信号値との対応関係を示
すデータと理解することができる。
【０３２１】
　ステップＳ３１２において、第２の色変換テーブル作成部６６Ａは、カラーチャート画
像信号と色度値の対応関係データを基に、出力デバイス色変換テーブル９４Ａを作成する
。第２の色変換テーブル作成部６６Ａは、カラーチャート画像信号と色度値の対応関係デ
ータを基に、補間演算及び／又は補外演算などを行うことにより、ＩＣＣプロファイルの
形式に準拠したＬａｂ→ＣＭＹＫの変換関係を規定する色変換テーブルを作成することが
できる。出力デバイス色変換テーブル９４Ａは、印刷装置１８の色特性を示すＬａｂ－Ｃ
ＭＹＫの多次元の対応関係を表す色変換テーブルである。
【０３２２】
　出力プロファイルとして用いるＬａｂ→ＣＭＹＫの変換関係を規定する色変換テーブル
には、デバイス非依存色空間側の値（Ｌａｂ）が所定の刻み幅による等刻みの格子点とな
っているテーブルが用いられる。
【０３２３】
　カラーチャートを使ってＩＣＣプロファイルの形式に準拠したＬａｂ→ＣＭＹＫの変換
関係を規定する色変換テーブルを作成する場合のアルゴリズムは、一般画像を使ってＣＭ
ＹＫ→Ｌａｂの変換関係を規定する色変換テーブルを作成するアルゴリズムと同様であり
、図１１及び図１２で説明したように、格子点にあたる等間隔化の処理を行ってから、Ｌ
ａｂ→ＣＭＹＫの逆変換のテーブルをニュートン法などの方法を用いて作成する。
【０３２４】
　カラーチャート画像信号として、例えば、デバイス依存色空間の値であるＣＭＹＫ値が
所定の刻み幅による等刻みの値となっているものを用いることができる。このような等間
隔の色のカラーパッチを含むカラーチャート画像信号と、そのカラーチャート印刷物から
読み取られた色度値との対応関係は、ＣＭＹＫ（等刻み）－Ｌａｂ値の関係を示すものと
なる。「ＣＭＹＫ（等刻み）－Ｌａｂ」の対応関係から、「Ｌａｂ（等刻み）－ＣＭＹＫ
」のテーブルを作成する演算処理は、ニュートン法など周知の方法を用いることができる
。
【０３２５】
　カラーチャートは、必ずしも等刻みの値による規則正しい色の変化を示す等間隔の色の
カラーパッチ群を表すものに限らず、非等間隔の色のカラーパッチ群を表すものであって
もよい。例えば、カラーチャートは、等間隔の色のうち一部の色が欠落していてもよい。
また、ＣＭＹＫの色空間において、格子点上にない色のカラーパッチを含むカラーチャー
トを用いてもよい。例えば、ＣＭＹＫの色空間において格子点上にない色であって、印刷
に際して重要視される色のカラーパッチだけ多く存在するようなカラーチャートを用いて
もよい。
【０３２６】
　「出力デバイス色変換テーブル」という用語は、出力プロファイルとしてそのまま用い
ることができるテーブル形式の色変換テーブルに限らず、出力プロファイルのテーブル形
式に書き換える前のデバイス依存色空間の色座標とデバイス非依存色空間の色座標との対
応関係を規定するテーブルを含む概念の用語として用いている。また、出力デバイス色変
換テーブルは、色空間の全域をカバーするテーブルに限らず、色空間における一部の色領
域の対応関係を規定するテーブルであってもよい。
【０３２７】
　つまり、ステップＳ３１２において、作成される出力デバイス色変換テーブル９４Ａは
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、「Ｌａｂ（等刻み）－ＣＭＹＫ」のテーブルに限らず、「ＣＭＹＫ（等刻み）－Ｌａｂ
」のテーブルであってもよい。
【０３２８】
　［プリンタプロファイルの作成に関する第２形態］
　図２０は、第２類型に属する色変換テーブル作成装置１２Ｂによって印刷装置１８のプ
リンタプロファイルを作成する処理の流れを示したブロック図である。図２０において、
図１から図４及び図１８に示した構成と同一又は類似する要素には同一の符号を付し、そ
の説明は省略する。図１から図４で説明した画像編集装置１２は、図２０に示す色変換テ
ーブル作成装置１２Ｂとして機能する。図２０に示す構成は、図４で説明した構成を利用
する形態である。
【０３２９】
　図２０の例では、画像読取部３０から取得されるＲＧＢのカラーチャート読取画像デー
タに対して、第１の色変換部６４によるＲＧＢ→Ｌａｂ変換の処理（「第１の色変換処理
工程」）を行い、その後、この得られたカラーチャート読取画像のＬａｂ画像（カラーチ
ャート読取色度値画像）とカラーチャート画像データ４４との画像対応付け処理を行う。
図２０に示す構成を採用した場合も図１８の構成と同様の効果を得ることができる。
【０３３０】
　図２０に示したように、画像読取部３０から得られるカラーチャート読取画像データに
対して、第１の色変換部６４による色変換処理を施して得られる変換後のデータを「カラ
ーチャート読取色度値画像データ」という。カラーチャート読取色度値画像データは「第
１の印刷物読取色度値画像データ」の一例に相当する。
【０３３１】
　図２１は、図２０に示した構成の動作を表すフローチャートである。図２１において図
１９のフローチャートで説明した工程と同一又は類似する工程には同一のステップ番号を
付した。図２１に従い、図２０に示す第２類型の色変換テーブル作成装置１２Ｂによるプ
リンタプロファイルの作成処理の手順を説明する。
【０３３２】
　図２１のステップＳ３０２において、色変換テーブル作成装置１２Ｂは、カラーチャー
ト画像データ４４を取得する。カラーチャート画像データ４４は、複数色の各色のカラー
パッチを含むカラーチャートの画像データである。カラーチャート画像データ４４は、色
変換テーブル作成装置１２Ｂとして機能する画像編集装置１２（図１参照）に内蔵された
図示せぬ記憶部に予め保持されていてもよいし、画像編集装置１２の通信インターフェー
ス、若しくは、メディアインターフェースなどを介して画像編集装置１２の外部から取り
込まれてもよい。また、カラーチャート画像データ４４は、印刷装置１８の印刷制御装置
１４に内蔵された図示せぬ記憶部に予め保持されていてもよい。
【０３３３】
　カラーチャート画像データ４４は、印刷装置１８に提供される。また、カラーチャート
画像データ４４は、画像対応付け部６２に送られる。
【０３３４】
　ステップＳ３０４において、印刷装置１８は、カラーチャート画像データ４４を基に、
カラーチャートを印刷する。ステップＳ３０４の実行により、カラーチャート印刷物５４
が得られる。
【０３３５】
　ステップＳ３０６において、色変換テーブル作成装置１２Ｂは、画像読取部３０を用い
てカラーチャート印刷物５４を読み取り、カラーチャート印刷物５４の読取画像であるカ
ラーチャート読取画像データを取得する。本例ではカラーチャート読取画像データとして
ＲＧＢ画像が得られるものとする。
【０３３６】
　次いで、ステップＳ３１０において、第１の色変換部６４は、第１の色変換テーブル６
８Ａを用い、カラーチャート読取画像データのＲＧＢ値をＬａｂ値に変換する処理を行う
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（「第１の色変換工程」）。
【０３３７】
　図２０のステップＳ３１０を実行することにより、カラーチャート読取色度値画像デー
タが得られる。カラーチャート読取色度値画像データは「第１の印刷物読取し輝度値画像
データ」の一例に相当する。
【０３３８】
　ステップＳ３１０において、画像対応付け部６２は、カラーチャート読取色度値画像デ
ータとカラーチャート画像データ４４との位置関係の対応付ける画像対応付け処理を行う
。画像対応付け部６２においてカラーチャート画像とカラーチャート読取色度値画像の画
素位置の対応関係が特定され、カラーチャート画像データの信号値（ＣＭＹＫ値）とカラ
ーチャート読取画像の色度値との対応関係を示すデータ、すなわち、「カラーチャート画
像信号と色度値の対応関係データ」が得られる。ステップＳ３１０の処理は「第４の画像
対応付け処理」の一例に相当する。
【０３３９】
　ステップＳ３１２において、第２の色変換テーブル作成部６６Ａは、「カラーチャート
画像信号と色度値の対応関係データを基に、出力デバイス色変換テーブル９４Ａを作成す
る。第２の色変換テーブル作成部６６Ａは、カラーチャート画像信号と色度値の対応関係
データを基に、補間演算及び／又は補外演算などを行うことにより、Ｌａｂ→ＣＭＹＫの
変換関係を規定する色変換テーブルを作成することができる。
【０３４０】
　［カラーチャートの具体例１］
　図２２は、カラーチャートの一例を示す図である。ここでは、説明を簡単にするために
、ＲＧＢ８ビットシステムを例に説明する。図２２及び図２３に示す具体例も同様である
。ＲＧＢ８ビットシステムとは、ＲＧＢ各色８ビットの画像データを取り扱うシステムを
指す。ＲＧＢ８ビットシステムに適用するカラーチャートとして、例えば、図２１に示す
ような、９×９×９個のカラーパッチを含んだカラーチャート４６を用いることができる
。９×９×９のカラーチャート４６は、ＲＧＢの各色成分の信号値を0，32，64，96，・
・・255という具合に「32」の刻みで９段階に変化させた色の組み合わせからなる９×９
×９色のカラーパッチ４７を含んで構成される。
【０３４１】
　分光測色計などの測色器を用いて測色を行う従来方式の場合、カラーチャートのフォー
マットは、測色器を用いて測定できるフォーマットに限られる。例えば、各カラーパッチ
のサイズは、測色器のアパーチャのサイズよりも大きい面積が必要とされる。一般的な測
色器のアパーチャのサイズは、例えば、直径６ミリメートル程度の円形である。
【０３４２】
　この点、本実施形態では測色器に代えて、スキャナなどの画像読取部３０を用いてカラ
ーチャート印刷物５４を読み取るため、カラーチャートのフォーマットは、測色器のアパ
ーチャサイズの制約を受けることなく、測色器のアパーチャサイズ未満の大きさのカラー
パッチとすることができる。
【０３４３】
　すなわち、図２２に示すカラーチャート４６におけるカラーパッチ４７の１区画は、画
像読取部３０の読取分解能から規定される読取画素の１画素分の面積よりも大きく、かつ
、一辺が６ミリメートルの正方形よりも小さい面積とすることができる。カラーパッチ４
７の１区画のサイズは、好ましくは、一辺が３ミリメートル以下の正方形よりも小さいサ
イズであり、より好ましくは、一辺が２ミリメートル以下の正方形よりも小さいサイズで
あり、更に好ましくは、一辺が１ミリメートル以下の正方形よりも小さいサイズである。
パッチサイズが小さいほど、より少ない紙面面積でカラーチャートを印刷することができ
、色の測定に際して、ローカリティの影響を受けにくくなる。パッチサイズの下限は、画
像読取部３０の読取分解能から規定される読取画素のサイズでとすることができる。読取
分解能は読取解像度と同義である。
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【０３４４】
　なお、パッチサイズは、画像読取部３０から得られる読取画像のデータを処理する処理
アルゴリズムにおける演算対象画素範囲を規定するウインドウサイズにも依存して適切な
サイズに定められる。例えば、パッチサイズは、用紙上で１ミリメートル四方のサイズと
される。具体例１によれば、従来のカラーチャートよりも少ない紙面面積で９×９×９の
全カラーパッチを印刷することができる。
【０３４５】
　図２２では、９×９×９の均等（等間隔）分割によるカラーパッチを含んだカラーチャ
ートを例示したが、このように規則正しく各色が並んだカラーチャートに限らず、一部の
色が欠落していてもよいし、非等間隔の信号値で表される色のカラーパッチを含んでいて
もよい。
【０３４６】
　［カラーチャートの具体例２］
　図２２で説明した９×９×９のカラーチャートに代えて、これよりも更に細かいカラー
パッチを含むカラーチャートを用いることができる。図２３は、カラーチャートの他の例
を示す図である。図２３は、８６×８６×８６個のカラーパッチ４７を含んだカラーチャ
ート４６Ｂである。８６×８６×８６のカラーチャート４６Ｂは、ＲＧＢの各色の信号値
を0、3、6、9、12、・・・255に示すように、0から255の範囲の各色の信号値を、0，3，6
，9・・・，255という具合に「3」刻みで８６段階に変化させた色の組み合わせからなる
８６×８６×８６色のカラーパッチ４７を含んで構成される。
【０３４７】
　各カラーパッチ４７のサイズは、図２２の具体例１と同様に、画像読取部３０の読取画
素のサイズよりも大きく、かつ、６ミリメートル未満とすることができる。
【０３４８】
　図２３に例示したカラーチャートを用いると、８６×８６×８６色を一度に測定するこ
とが可能であり、細かい測定データを得ることができる。
【０３４９】
　図２３では、８６×８６×８６の均等（等間隔）分割によるカラーパッチを含んだカラ
ーチャートを例示したが、このように規則正しく各色が並んだカラーチャートに限らず、
一部の色が欠落していてもよいし、非等間隔の信号値で表される色のカラーパッチを含ん
でいてもよい。
【０３５０】
　［カラーチャートの具体例３］
　図２３で説明した８６×８６×８６のカラーチャート４６Ｂに代えて、これよりも更に
細かいカラーパッチ、究極的には階調「１」刻みの256×256×256色のカラーパッチを含
むカラーチャートを使用することができる。このようなカラーチャートは、いろいろな色
方向のグラデーションのチャートである。
【０３５１】
　図２４は、グラデーションチャートであるカラーチャート４６Ｃの一部を示した図であ
る。図２４では、３×６個のグラデーションタイル４８が並んだ例が示されているが、全
色ではグラデーションタイル４８が２５６個含まれる。図２４では図示の制約から十分に
表現されていないが、１つのグラデーションタイル４８の中には、２５６×２５６のカラ
ーパッチが含まれる。グラデーションチャートは、階調を連続的に変化させたチャートで
ある。
【０３５２】
　［カラーパッチの配列に関して］
　図２２から図２４の各具体例で説明したカラーチャートは、各カラーパッチが色の変化
順に規則的に並んだものとなっているが、これらのカラーパッチは、規則的に並べられる
必要性はなく、図２５に示すように、不規則に並べてもよい。図２５は、カラーチャート
の一部を示す拡大図である。図２５に示すカラーチャート４６Ｄでは、各カラーパッチ４
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７が不規則に並べられている。
【０３５３】
　〈一般画像を利用してプリンタプロファイルを作成する例〉
　図１８から図２５ではカラーチャートを使用してプリンタプロファイルを作成する形態
を説明したが、カラーチャートに代えて、一般画像を使用してプリンタプロファイルを作
成することも可能である。
【０３５４】
　「一般画像」とは、カラーチャート以外の画像であり、印刷ジョブによって印刷出力の
対象として指定される画像を指す。一般画像は、印刷目的画像、ユーザ画像、印刷対象画
像などの用語で呼ばれる場合がある。
【０３５５】
　図１８及び図２０で説明した構成において、カラーチャート画像データ４４に代えて、
一般画像の画像データを用い、かつ、カラーチャート印刷物５４に代えて、一般画像の印
刷物を用いることにより、出力デバイス色変換テーブルを作成することができる。ここで
の一般画像は「第１の画像」の一例に相当する。
【０３５６】
　一般画像の画像データと、一般画像の印刷物とを用いて、出力デバイス色変換テーブル
を作成する処理の流れは、図１８から図２１で説明した例と同様である。ただし、プリン
タプロファイルは、ソース側の目標プロファイルと違って、色空間の全域をカバーしてい
る必要がある。すなわち、プリンタプロファイルは、特定画像しか出力しない場合でも、
ある程度の広い色領域の範囲をプロファイル化することが必要とされる。
【０３５７】
　１枚の一般画像に使われている色は、カラーチャートと異なり、必ずしも色空間の全域
をカバーするものではない。このため、一般画像を基にプリンタプロファイルを作成する
場合には、如何にして色空間の全域をカバーするプロファイルを作成するかが課題となる
。
【０３５８】
　この点、異なる絵柄の複数枚の一般画像を利用することにより、広い色領域のデータを
得ることができる。その際、作成されたプリンタプロファイルが色空間の全域を満たして
いるか否かをユーザが把握できるような構成が望まれる。
【０３５９】
　そこで、任意の一般画像を用いてプリンタプロファイルを作成する形態の場合、何枚か
の異なる絵柄の一般画像を用いてプリンタプロファイルを作り上げる際、１枚の一般画像
を入力するごとに、どのくらいの色領域がプロファイル化によりカバーされたかという、
プロファイル化の色領域カバー率を数値及び／又はグラフィカルユーザインターフェース
（ＧＵＩ；graphical user interface）によって表示する構成を採用することが望ましい
。
【０３６０】
　図２６は、一般画像を用いて作成されたプロファイルの色領域カバー情報を提供するＧ
ＵＩ画面の例を示す図である。図２６に例示した情報提示画面２００は、図１で説明した
画像編集装置１２の表示部３４に表示される。情報提示画面２００には、色領域カバー率
数値表示エリア２０１と、色空間表示エリア２０２と、が含まれる。色領域カバー情報と
は、プリンタプロファイルに要求される全色領域のうち、どのくらいの色領域のデータが
カバーされているかを示す情報である。
【０３６１】
　色領域カバー率数値表示エリア２０１には、色空間の全域のうちプロファイルのデータ
がカバーしている色領域の割合である色領域カバー率の数値が表示される。図２４の例で
は全色域の７５％をカバーしているプロファイルが得られていることを示している。色領
域カバー率は、プリンタプロファイルの完成度を表す。
【０３６２】



(50) JP 2018-98630 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

　色空間表示エリア２０２には、３次元の色立体により、グラフィカルにカバー領域を表
している。なお、図２６では、説明を簡単にするために、ＲＧＢ色空間を例示するが、色
空間はＲＧＢに限らず、ＣＭＹであってもよく、また、ＣＭＹＫの４次元の色空間、若し
くは、ＣＭＹＫに特色を加えた５次元以上の色空間であってもよい。４次元以上の多次元
の色空間の場合、特定の色軸の値を選択して固定するなどして、２次元又は３次元の色空
間表示が行われる。
【０３６３】
　例えば、ＣＭＹＫの４色系の場合、ＣＭＹＫのどれか１つの成分の数値を指定すると、
残りの３つの色成分のデータによる色立体が表示される形になる。例えば、Ｋ＝５０と指
定すると、Ｋ＝５０に対応するＣＭＹの３次元色立体が表示される。また、例えば、Ｃ＝
２０と指定すると、Ｃ＝２０に対応するＭＹＫの３次元色立体が表示される。
【０３６４】
　図２６に示す色空間表示エリア２０２には、ＲＧＢ色空間の全域うち、どこまでの色領
域のデータがプロファイルのデータとして埋まっているかをグラフィカルに表示する色立
体図が表示される。
【０３６５】
　図２６のような情報提示画面２００を表示部３４に表示することにより、ユーザは、作
成されたプロファイルが色空間全体のうち、どのくらいの色領域のデータをカバーできて
いるかを容易に把握することができる。なお、色領域カバー率数値表示エリア２０１と色
空間表示エリア２０２のうち、少なくとも一方の表示エリアを有していればよく、どちら
か一方の表示エリアだけを有する画面形態も可能である。また、図示せぬ表示メニューな
どを用いてユーザから表示形態の選択操作を受け付け、色領域カバー率の数値情報の表示
と、色立体図による色領域のグラフィカル表示とを切り替える形態も可能である。
【０３６６】
　本システムによれば、カラーチャート以外の任意の一般画像を少なくとも１枚、好まし
くは複数枚用いて、それぞれの一般画像から出力デバイス色変換テーブル９４Ａを作成し
、その作成結果をマージすることにより、やがて色空間の全領域をカバーしたプリンタプ
ロファイルができあがる。つまり、複数枚の一般画像を入力する都度、図１１で説明した
表の下に、順次に、ＣＭＹＫ－Ｌａｂの対応データが追加されていくようなイメージで理
解される。
【０３６７】
　また、ユーザは１枚毎に蓄積されるプロファイルの作成進捗状況を、図２６のような情
報提示画面２００を通じて容易に把握することができる。複数枚の一般画像を順次に入力
してプロファイルのデータを蓄積していく構成において、新規に読み込んだ最新の読取画
像から得られるデータの色領域と、過去の読み取りによって既に得られているデータの色
領域と、これらの合算領域と、を区別して３パターンの表示ができるように表示モードを
切り替え可能に構成することが好ましい。３パターンをマルチ画面で表示してもよい、オ
ーバーレイ表示してもよい。これにより、新たに読み取られた画像によって追加されるデ
ータの色領域増加分と、最終的に得られる色領域を把握しやすくなる。
【０３６８】
　絵柄の異なる複数枚の一般画像の印刷物は「複数種類の第１の印刷物」に相当する。情
報提示画面２００の色領域カバー率数値表示エリア２０１に表示される情報と色空間表示
エリア２０２に表示される情報の各々は、ユーザに対して提供される「可視化情報」の一
例である。
【０３６９】
　また、図２６の情報提示画面２００は、除外領域指定ボタン２０４と、不足領域指定ボ
タン２０６と、ＯＫボタン２１２と、キャンセルボタン２１４と、を含む。除外領域指定
ボタン２０４は、色空間表示エリア２０２に表示されている色領域のうち、プロファイル
のデータから除外する領域及び／又は除外する点を指定する操作を受け付けるためのＧＵ
Ｉボタンである。例えば、除外領域指定ボタン２０４を押すと、色空間表示エリア２０２



(51) JP 2018-98630 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

の任意の領域又は任意の点を選択し得る図示せぬ選択枠が表示され、かつ、除外領域指定
ボタン２０４が強調表示される。ＧＵＩボタンについての強調表示とは、例えば、ＧＵＩ
ボタンの点滅表示やハイライト表示、若しくはこれらの組み合わせなどの表示形式により
、同ボタンが押されている状態であること視覚的に強調する表示形態を指す。なお、除外
領域指定ボタン２０４その他のＧＵＩボタンについて「押す」という表現には、クリック
する、タッチするなど、ボタンに対応した指令の入力を行う動作が含まれる。
【０３７０】
　図示せぬ選択枠の位置及び形状は、入力装置３６（図１参照）の操作により、任意の位
置及び形状に指定することができる。図示せぬ選択枠によって色空間から除外領域を選択
してＯＫボタン２１２を押すと、図示せぬ選択枠に囲まれた領域内のデータがプロファイ
ルのデータから削除される。ＯＫボタン２１２は、処理の実行の指令を行うＧＵＩボタン
である。キャンセルボタン２１４は、処理や操作を取り消す指令を与えるＧＵＩボタンで
ある。
【０３７１】
　色空間表示エリア２０２に、色立体図を表示すれば、１枚の一般画像のデータを入力す
ると、データの不足領域が明確に把握される。ユーザは、色空間表示エリア２０２に表示
される色立体図を参考にして、プリンタプロファイルを完成させるために必要な色領域を
指定することができる。
【０３７２】
　不足領域指定ボタン２０６は、色空間表示エリア２０２に表示されている色立体図から
、データの不足領域を指定する操作を受け付けるためのＧＵＩボタンである。例えば、不
足領域指定ボタン２０６を押すと、色空間表示エリア２０２の任意の領域又は任意の点を
選択し得る図示せぬ選択枠が表示され、かつ、不足領域指定ボタン２０６が強調表示され
る。
【０３７３】
　図示せぬ選択枠によって色空間から不足領域を指定してＯＫボタン２１２を押すと、図
示せぬ選択枠に囲まれた領域内の色のカラーパッチを含むカラーチャートのデジタルデー
タが作成され、追加の入力用データとして用いられる。画像編集装置１２は、指定された
不足領域の色領域を等分割した各色のカラーパッチを含むカラーチャートのデジタルデー
タを作成する処理を行う。カラーチャートのデジタルデータとは、カラーチャートの画像
内容を表す画像データであり、カラーチャート画像データと同義である。
【０３７４】
　こうして作成されたカラーチャートのデジタルデータを印刷装置１８に与えて、不足領
域のカラーチャート印刷物を印刷し、得られたカラーチャート印刷物を画像読取部３０に
よって読み取ることにより、不足領域のデータを含む出力デバイス色変換テーブル９４Ａ
を得ることができる。
【０３７５】
　不足領域を指定するための操作の手順は、上記に説明した例に限らない。他の操作手順
として、例えば、除外領域指定ボタン２０４を押す前に、マウスやタッチパネルなどによ
って対象領域の選択を行い、その後、除外領域指定ボタン２０４を押して除外処理を実行
してもよい。
【０３７６】
　［プリンタプロファイルの作成に用いるデータの指定について］
　一般画像を用いてプリンタプロファイルを作成する構成において、プロファイルの作成
処理に使うデータを選択的に指定し得る構成を採用することができる。かかる構成によれ
ば、一般画像の画像データを基に印刷装置１８を用いて印刷された印刷物を画像読取部３
０によって読み取った際のゴミや傷のある画像領域のデータを外すことができる。
【０３７７】
　また、かかる構成によれば、例えば、印刷装置１８のプリンタローカリティを考慮して
、印刷物の真ん中部分だけのデータを使うように指定することもできる。プリンタローカ
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リティとは、印刷装置１８における印刷特性の１種であり、印刷物の場所に依存する印刷
性能の不均一性を指す。例えば、印刷物の中央部分に比べて周辺部分の印刷濃度が薄くな
るなど、印刷装置１８に特有の特性である。
【０３７８】
　具体的には、画像読取部３０による読取画像からノイズが多い領域を指定して、使用デ
ータから除外することが考えられる。ノイズが多い領域として、例えば、ゴミの付着して
いる部分、印刷画像に傷がある部分、印刷装置１８における面内不均一性、印刷不安定領
域などがある。
【０３７９】
　除外する領域を指定する態様に代えて、又は、これと組み合わせて、画像読取部３０に
よる読取画像から使いたい領域だけを指定して、使用データとして入力するという構成も
可能である。使いたい領域としては、例えば、ゴミや傷が無い部分、印刷が安定している
印刷物の中央部分、色空間表示エリア２０２の色立体図の表示からデータが不足している
色領域など、がありうる。ユーザは、図２５で説明した情報提示画面２００を参考にして
、色空間表示エリア２０２の表示にて不足している領域のみを指定するなどの態様が可能
である。
【０３８０】
　図２７は、入力データの指定操作画面の例を示す図である。図２７に例示した指定操作
画面２２０には、読取画像表示エリア２２２と、除外領域指定ボタン２２４と、入力領域
指定ボタン２２６と、ＯＫボタン２１２と、キャンセルボタン２１４とが含まれる。
【０３８１】
　読取画像表示エリア２２２には、画像読取部３０を用いて読み込んだ読取画像の内容が
表示される。除外領域指定ボタン２２４は、読取画像のうち、使用したくない画像領域で
ある除外領域を指定する操作を受け付けるためのＧＵＩボタンである。
【０３８２】
　入力領域指定ボタン２２６は、読取画像のうち、データとして使いたい画像領域である
使用領域を指定する操作を受け付けるためのＧＵＩボタンである。
【０３８３】
　例えば、除外領域指定ボタン２２４を押すと、読取画像表示エリア２２２内の任意の領
域又は任意の点を選択し得る選択枠２２８が表示され、かつ、除外領域指定ボタン２２４
が強調表示される。選択枠２２８の位置及び形状は、マウス及び／タッチパネルに代表さ
れる入力装置３６（図１参照）からの操作により、任意の位置及び形状に指定することが
できる。選択枠２２８によって読取画像から除外領域を選択してＯＫボタン２１２を押す
と、第２の色変換テーブル作成部６６Ａにおける出力デバイス色変換テーブルの作成処理
に際して、選択枠２２８に囲まれた領域内のデータの使用が禁止され、残りのデータを用
いて色変換テーブルの作成が行われる。
【０３８４】
　このような構成により、読取画像のデータから、ノイズの多い領域のデータを取り除く
ことができ、精度のよい色変換テーブルを作成することができる。
【０３８５】
　また、例えば、入力領域指定ボタン２２６を押すと、読取画像表示エリア２２２内の任
意の領域又は任意の点を選択し得る選択枠２２８が表示され、かつ、入力領域指定ボタン
２２６が強調表示される。選択枠２２８によって読取画像から使用領域を選択してＯＫボ
タン２１２を押すと、第２の色変換テーブル作成部６６Ａにおける出力デバイス色変換テ
ーブルの作成処理に際して、選択枠２２８に囲まれた領域内のデータのみが使用されて色
変換テーブルの作成が行われる。
【０３８６】
　これにより、ノイズの多い領域のデータを取り除くことができ、精度のよいテーブルを
作成することができる。
【０３８７】
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　なお、読取画像から除外領域を指定する構成は、カラーチャートを読み取る構成につい
ても適用することができる。本実施形態では、図２３及び図２４で例示したように、細か
い刻みのカラーパッチを含むカラーチャートを用いて大量に色度値データを得ることがで
きるため、ノイズの影響を含む一部のデータを除外しもて、プリンタプロファイルの作成
に必要とされる十分なデータ群を確保することができる。
【０３８８】
　［不足領域のデータを作成する機能］
　図２６を用いて説明した構成を採用するなどして色領域の表示を行うことにより、１回
の（１枚の）一般画像のデータ入力によって作成されるプリンタプロファイルにおけるデ
ータの不足領域が明確に把握される。そこで、手動により不足領域を指定して、又は自動
判定により不足領域を自動的に指定して、その不足領域に属する色のデジタルデータを作
成して出力する機能を備える形態とする構成を採用してもよい。
【０３８９】
　不足領域に属する色のデジタルデータは、例えば、不足領域に属する色のカラーパッチ
を含むカラーチャートの画像内容を表すデジタル画像データである。手動又は自動により
指定された不足領域に属する色のデジタルデータを「不足領域画像データ」と呼ぶ。
【０３９０】
　〈色変換テーブル作成装置１２Ａの変形例１〉
　図２８は、不足領域画像データを作成する機能を提供する色変換テーブル作成装置の構
成の例を示すブロック図である。図２８は、図１８で説明した第１類型の色変換テーブル
作成装置１２Ａの構成に対して、更に不足領域画像データを作成する機能を提供するため
の構成を付加したものとなっている。
【０３９１】
　図２８において、図１８で説明した構成と同一又は類似する要素には同一の符号を付し
、その説明は省略する。
【０３９２】
　図２８に示す色変換テーブル作成装置１２Ａは、記憶部２９０と、表示制御部２９１と
、指定操作部２９２と、デジタルデータ作成部２９６と、を備える。記憶部２９０は、第
２の色変換テーブル作成部６６Ａによって作成された出力デバイス色変換テーブル９４Ａ
を記憶する。記憶部２９０は、メモリであってもよいし、ハードディスクドライブその他
のストレージであってもよい。
【０３９３】
　表示制御部２９１は、表示部３４の表示内容を制御する。表示制御部２９１は、図２６
に例示した情報提示画面２００、及び、図２７に例示した指定操作画面２２０などを表示
部３４に表示させるための表示用信号を作成し、作成した表示用信号を表示部３４に供給
する。
【０３９４】
　指定操作部２９２は、入力領域指定操作部２９２Ａと、除外領域指定操作部２９２Ｂと
、不足領域指定操作部２９２Ｃと、を含む。入力領域指定操作部２９２Ａは、出力デバイ
ス色変換テーブル９４Ａの作成に使用するデータをユーザが指定するための操作を受け付
ける操作部である。図２７で説明した入力領域指定ボタン２２６を操作するための入力装
置３６（図１参照）は、入力領域指定操作部２９２Ａとして機能する。入力領域指定操作
部２９２Ａを用いてユーザが出力デバイス色変換テーブル９４Ａの作成に使用するデータ
を指定する操作は「第１の指定操作」の一例に相当する。
【０３９５】
　除外領域指定操作部２９２Ｂは、ユーザが除外領域を指定するための操作を受け付ける
操作部である。図２６で説明した除外領域指定ボタン２０４若しくは図２７で説明した除
外領域指定ボタン２２４を操作するための入力装置３６は、除外領域指定操作部２９２Ｂ
として機能する。除外領域指定操作部２９２Ｂを用いてユーザが除外領域を指定する操作
、すなわち、出力デバイス色変換テーブル９４Ａの作成に使用しない不使用データを指定
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する操作は「第２の指定操作」の一例に相当する。
【０３９６】
　不足領域指定操作部２９２Ｃは、ユーザが不足領域を指定するための操作を受け付ける
操作部である。すなわち、不足領域指定操作部２９２Ｃは、プリンタプロファイルとして
用いる出力デバイス色変換テーブルに要求される全色領域のうち、データが不足している
色領域である不足領域をユーザが指定する操作を受け付ける操作部である。図２６で説明
した不足領域指定ボタン２０６を操作するための入力装置３６は、不足領域指定操作部２
９２Ｃとして機能する。
【０３９７】
　デジタルデータ作成部２９６は、不足領域指定操作部２９２Ｃからの指定に従い不足領
域画像データ２９８を作成する。デジタルデータ作成部２９６は、指定された不足領域を
均等に割って各色のカラーパッチの信号値を計算し、各カラーパッチを含むカラーチャー
トの画像データを作成する。
【０３９８】
　図２８に示された構成の動作は次のとおりである。
【０３９９】
　印刷装置１８に対して一般画像データ４５を与え、一般画像データ４５を基に印刷装置
１８を用いて印刷を行い、一般画像の印刷物５５を得る。この印刷物５５を画像読取部３
０によって読み取り、印刷物５５の読取画像を取得する。印刷物５５の読取画像と、印刷
物５５の一般画像データ４５とを基に、画像対応付け部６２、第１の色変換部６４、及び
第２の色変換テーブル作成部６６Ａの処理を経て、出力デバイス色変換テーブル９４Ａを
作成する処理プロセスは、図１８で説明した例と同様である。図２８に示した一般画像デ
ータ４５とは、カラーチャート以外の一般画像の画像データを指す。一般画像データ４５
は、印刷ジョブで指定される原稿画像の画像データである。
【０４００】
　第２の色変換テーブル作成部６６Ａにて作成された出力デバイス色変換テーブル９４Ａ
は記憶部２９０に記憶される。また、作成された出力デバイス色変換テーブル９４Ａにつ
いて、図２６で説明したように、色領域のカバー率に関する情報が表示部３４に表示され
る。
【０４０１】
　ユーザが不足領域指定操作部２９２Ｃを操作して、不足領域を指定すると、デジタルデ
ータ作成部２９６、指定に係る不足領域画像データ２９８を作成する。デジタルデータ作
成部２９６により作成された不足領域画像データ２９８を印刷装置１８に与え、不足領域
画像データの印刷物を得る。不足領域画像データの印刷物を「不足領域画像印刷物」と呼
ぶ。こうして得られた不足領域印刷物を画像読取部３０によって読み取り、不足領域画像
印刷物の読取画像を取得する。
【０４０２】
　そして、不足領域画像印刷物の読取画像と、不足領域画像データとを基に、画像対応付
け部６２、第１の色変換部６４、及び第２の色変換テーブル作成部６６Ａの処理を経て、
不足領域の出力デバイス色変換テーブルを作成する。こうして得られた不足領域の出力デ
バイス色変換テーブルと、一般画像データ４５から作成した出力デバイス色変換テーブル
９４Ａとをマージして、色空間の全域をカバーした出力デバイス色変換テーブルを得るこ
とができる。
【０４０３】
　デジタルデータ作成部２９６により作成される不足領域画像データ２９８は、「第１の
画像データ」の一例に相当する。また、不足領域画像印刷物は、「第１の印刷物」の一例
に相当する。一般画像データ４５と不足領域画像データ２９８は、「複数種類の第１の画
像データ」の一例に相当する。
【０４０４】
　〈色変換テーブル作成装置１２Ａの変形例２〉
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　図２９は、不足領域画像データを作成する機能を提供する色変換テーブル作成装置の他
の構例を示すブロック図である。図２９は、図２８で説明した色変換テーブル作成装置１
２Ａにおける「不足領域指定操作部２９２Ｃ」に代えて、不足領域自動判定部２９４を備
えた構成となっている。
【０４０５】
　図２９において、図２８で説明した構成と同一又は類似する要素には同一の符号を付し
、その説明は省略する。図２９に示す色変換テーブル作成装置１２Ａの不足領域自動判定
部２９４は、一般画像データ４５を基に第２の色変換テーブル作成部６６Ａにて作成され
た出力デバイス色変換テーブル９４Ａから、自動的に不足領域を判定する。不足領域自動
判定部２９４には、プリンタプロファイルに必要とされる色領域を規定した目標色領域が
定められている。不足領域自動判定部２９４は、第２の色変換テーブル作成部６６Ａによ
って作成された出力デバイス色変換テーブル９４Ａのデータと、予め定められている目標
色領域とを比較して、不足領域を自動的に判定し、その判定結果に従い不足領域が自動的
に指定される。不足領域自動判定部２９４による判定結果はデジタルデータ作成部２９６
に送られる。
【０４０６】
　デジタルデータ作成部２９６は、不足領域自動判定部２９４によって指定された不足領
域に対応する不足領域画像データ２９８を生成する。こうして自動作成された不足領域画
像データ２９８を用いて、不足領域の出力デバイス色変換テーブルを作成し、一般画像デ
ータ４５を基に作成した出力デバイス色変換テーブル９４Ａとマージして、色空間の全域
をカバーした出力デバイス色変換テーブルを得ることができる。
【０４０７】
　なお、図２８及び図２９において説明したデジタルデータ作成部２９６の機能は、印刷
装置１８に搭載されていてもよく、印刷装置１８が不足領域画像データ２９８を作成して
、不足領域画像印刷物を出力する形態であってもよい。
【０４０８】
　〈第２類型の色変換テーブル作成装置１２Ｂへの適用〉
　図２８及び図２９では第１類型の色変換テーブル作成装置１２Ａを例に説明したが、第
２類型の色変換テーブル作成装置１２Ｂについても同様の変形例の構成を採用し得る。
【０４０９】
　〈一般画像を利用したプリンタプロファイルの更新処理について〉
　既述のとおり、本実施形態によれば、一般画像を利用することにより、出力デバイス色
変換テーブル９４Ａを作成することができる。この機能により、複数枚の一般画像を用い
てプリンタプロファイルを完成させることができ、また、一旦作成したプリンタプロファ
イルを随時更新することができる。
【０４１０】
　例えば、カラーチャートを用いて、又は、複数枚の一般画像を用いて、一旦、プリンタ
プロファイルを完成させた後は、そのプリンタプロファイルを利用して印刷ジョブを実行
し、目的の印刷物を得ることができる。そして、印刷ジョブが終了したら、その都度、印
刷ジョブの出力結果である印刷物を画像読取部３０によって読み取り、かつ、その印刷ジ
ョブで指定した画像データ（一般画像データ）を用いて、出力デバイス色変換テーブル９
４Ａを作成し、プリンタプロファイルを自動的に最新のデータに更新してもよい。このよ
うな更新処理を行うことにより、印刷装置１８の経時的な変動に合わせて、最新のプリン
タプロファイルを得ることができる。
【０４１１】
　かかる形態によれば、印刷業務における印刷ジョブの指定に係る画像データと、印刷ジ
ョブの出力結果である印刷物とを用いて、随時、プリンタプロファイルが最新のデータに
更新されるため、別途のキャリブレーション操作などが不要である。
【０４１２】
　最初にカラーチャートを用いてプリンタプロファイルを作成し、その後の印刷ジョブで
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指定した一般画像データ及びその印刷物を用いてプリンタプロファイルを更新する場合に
おけるカラーチャート画像データと一般画像データとは「複数種類の第１の画像データ」
の一例に相当する。
【０４１３】
　《スキャナプロファイルを選択する機能について》
　同じスキャナを利用する場合であっても、印刷に使用する色材の種類、基材の種類、及
び印刷装置の機種の組み合わせに応じて、適切なスキャナプロファイルを選択的に適用す
ることが好ましい。
【０４１４】
　図３０は、スキャナプロファイルを選択できる手段を備えた印刷システムの構成例を示
すブロック図である。図３０において、図２に示した構成と同一又は類似する要素には同
一の符号を付し、その説明は省略する。
【０４１５】
　図３０に示された印刷システム１０は、図２に示した構成に対して、第１の色変換テー
ブルデータベース２５０と、第１の色変換テーブル選択部２５２と、ユーザインターフェ
ース２５４と、が追加された構成となっている。
【０４１６】
　ユーザインターフェース２５４は、図１で説明した表示部３４と入力装置３６とを含ん
で構成される。ユーザインターフェース２５４は、ユーザからの各種情報の入力を受け付
ける。ユーザは、ユーザインターフェース２５４を操作することにより、色材情報、基材
種情報、及び印刷装置情報の少なくとも一つを含む情報２５５Ａを入力することができる
。
【０４１７】
　色材情報は、印刷に使用する色材の種類を特定する情報である。色材の種類を色材種と
いう。色材種として、例えば、インクジェット用染料、インクジェット用顔料、オフセッ
ト印刷用インク、トナーなどがありうる。
【０４１８】
　基材種情報は、印刷に使用する基材の種類を特定する情報である。基材の種類を基材種
という。基材種として、例えば、普通紙、上質紙、インクジェット専用紙、建材のタイル
、綿の織物、ポリエステルの織物などがあり得る。
【０４１９】
　印刷装置情報は、印刷に使用する印刷装置の機種を特定する情報である。印刷装置の機
種として、例えば、インクジェット印刷機、オフセット印刷機、電子写真プリンタなどが
あり得る。なお、印刷に使用する印刷装置が固定的に特定されている場合には、印刷装置
情報の入力を省略してもよい。
【０４２０】
　ユーザによる情報の入力作業を容易化するために、印刷に使用する色材と基材の組み合
わせを簡単に選べるような、グラフィカルユーザインターフェースを採用することが好ま
しい。
【０４２１】
　ユーザインターフェース２５４は、印刷装置１８による印刷物５０の作成に使用される
色材種と基材種の組み合わせを特定するための情報２５５Ａの入力操作を受け付ける。ユ
ーザインターフェース２５４は、「印刷装置による印刷物の作成に使用される色材種と基
材種の組み合わせを特定するための情報を取得する情報取得部」の一例に相当する。
【０４２２】
　第１の色変換テーブルデータベース２５０には、様々な色材や基材の組み合わせに対す
る複数のスキャナプロファイルが格納されている。また、色変換テーブルデータベース２
５０には、過去に本システムで作成又は修正されたスキャナプロファイルを保存しておく
ことができる。第１の色変換テーブルデータベース２５０には、印刷装置１８による印刷
に使用することができる色材種と基材種の様々な組み合わせに対して、組み合わせ毎の画
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像読取部３０からの読取信号と色度値の対応関係を表す色変換テーブルが格納されている
。
【０４２３】
　例えば、第１の色変換テーブルデータベース２５０に格納される複数の色変換テーブル
は、紙、布帛、及び建材の３つのカテゴリーのうち、少なくとも２つのカテゴリーに分類
される複数の基材種の各々に対応する色変換テーブルを含む構成とすることができる。
【０４２４】
　第１の色変換テーブルデータベース２５０は、画像編集装置１２（図１参照）の内部に
備えられたストレージ等の記憶装置に記憶されていてもよいし、画像編集装置１２に接続
された外部記憶装置に記憶されていてもよい。「接続」は、データの受け渡しが可能な関
係をいい、有線接続に限らず、無線接続であってもよい。
【０４２５】
　第１の色変換テーブル選択部２５２は、ユーザインターフェース２５４から得られる情
報２５５を基に、第１の色変換テーブルデータベース２５０の中から適切な１つのスキャ
ナプロファイルを選択する処理を行う。第１の色変換テーブル選択部２５２による選択処
理を経て得られた第１の色変換テーブル６８Ａが、第１の色変換部６４に適用される。第
１の色変換テーブル選択部２５２は、画像編集装置１２（図１参照）における処理部の１
つとして構成される。
【０４２６】
　図３０に示した構成例によれば、使用する色材と基材の組み合わせに応じて、適切なス
キャナプロファイル（第１の色変換テーブル）を用いて第１の色変換部６４による変換処
理を行うことができる。
【０４２７】
　スキャナプロファイルは、必要に応じて適宜のタイミングで切り替えることができる。
例えば、目標プロファイル９２を作成する際に、スキャナプロファイルの選択を実施する
ことができる。また、出力デバイス色変換テーブル９４Ａを作成する際に、スキャナプロ
ファイルの選択を実施することができる。また、図５で説明した第３の色変換テーブル作
成部１０２によって色変換テーブルを修正する際に、スキャナプロファイルの選択を実施
することができる。
【０４２８】
　図３１は、スキャナプロファイルを選択できる手段を備えた印刷システムの他の構成例
を示すブロック図である。図３１において、図３０に示した構成と同一又は類似する要素
には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【０４２９】
　図３１に示された印刷システム１０は、印刷装置１８から色材種と基材種の組み合わせ
を特定するための情報２５５Ｂを取得する情報取得部としての通信部２５６を備えている
。画像編集装置１２（図１参照）は、印刷装置１８から情報２５５Ｂを取り込むための通
信部２５６を備える。図３１で説明したユーザインターフェース２５４に代えて、又はこ
れと組み合わせて、印刷装置１８から通信部２５６を介して情報２５５Ｂを自動的に取得
する構成を採用してもよい。印刷装置１８からの情報２５５Ｂには、色材情報及び基材種
情報が含まれる。
【０４３０】
　第１の色変換テーブル選択部２５２は、通信部２５６を介して取得された情報２５５Ｂ
を基に、第１の色変換テーブルデータベース２５０の中から適切な１つのスキャナプロフ
ァイルを選択する処理を行う。
【０４３１】
　図３１に示した構成例によれば、使用する色材と基材の組み合わせに応じて、適切なス
キャナプロファイル（第１の色変換テーブル）を用いて第１の色変換部６４による変換処
理を行うことができる。
【０４３２】
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　図３０及び図３１では、第１類型の例を示したが、図４で説明した第２類型の構成につ
いても、図３０及び図３１と同様にスキャナプロファイルを選択する機能を実現する構成
を採用することができる。
【０４３３】
　〈４色系のシステムを使って３色系に適用する場合〉
　これまでＣＭＹＫ４色の原稿画像データをＣＭＹＫ４色の印刷画像データに変換して出
力する４色－４色変換システムの例を説明したが、本発明はＣＭＹ、ＲＧＢなどの３色系
に対しても同様に適用できる。また、５色以上の多色系も同様に適用可能である。
【０４３４】
　以下、４色－４色変換システムの構成を、３色－３色変換システムとして利用する場合
の例を説明する。まず、４色－４色変換システムの概要について説明する。
【０４３５】
　図３２は、実施形態に係る色変換テーブル作成装置１２Ａを含んだ４色－４色変換シス
テム２６０の構成を簡略化して示したブロック図である。なお、色変換テーブル作成装置
１２Ａに代えて、図２０で説明した色変換テーブル作成装置１２Ｂを含む４色－４色変換
システムとすることができる。
【０４３６】
　４色－４色変換システム２６０は、色変換テーブル作成装置１２Ａと、第２の色変換部
８０とを含んで構成される。色変換テーブル作成装置１２Ａは、ＣＭＹＫの原稿画像デー
タ４０と、色見本である目標印刷物４２から「ＣＭＹＫ→Ｌａｂ」の変換関係を規定する
ＣＭＹＫ－Ｌａｂプロファイル２６２Ａを作成する。ＣＭＹＫ－Ｌａｂプロファイル２６
２Ａは、第２の色変換部８０における入力プロファイル２６２として用いられる。ＣＭＹ
Ｋ－Ｌａｂプロファイル２６２Ａは、図３で説明した第２の色変換テーブル９２Ａに相当
する。
【０４３７】
　また、色変換テーブル作成装置１２Ａは、カラーチャート又は一般画像であるＣＭＹＫ
の第１の画像データ２７０と、その印刷物である第１の印刷物２７２から「Ｌａｂ→ＣＭ
ＹＫ」の変換関係を規定するＬａｂ－ＣＭＹＫプロファイル２６４Ｂを作成する。Ｌａｂ
－ＣＭＹＫプロファイル２６４Ｂは、第２の色変換部８０における出力プロファイル２６
４として用いられる。
【０４３８】
　第１の画像データ２７０と第１の印刷物２７２は、図１８に示したカラーチャート画像
データ４４とカラーチャート印刷物５４に相当する。或いはまた、図３２に示した第１の
画像データ２７０と第１の印刷物２７２は、図２８及び図２９に示した一般画像データ４
５と印刷物５５に相当する。図３２に示したＬａｂ－ＣＭＹＫプロファイル２６４Ｂは、
図１８に示した出力デバイス色変換テーブル９４Ａに相当する。
【０４３９】
　第２の色変換部８０は、入力されたＣＭＹＫの原稿画像データ４０に対して、入力プロ
ファイル６２６と出力プロファイル２６４を用いてＣＭＹＫ→ＣＭＹＫの変換処理を行い
、ＣＭＹＫの印刷画像データ１７０を生成する。こうして、４色－４色変換システム２６
０によって生成された印刷画像データ１７０がＣＭＹＫ４色対応の印刷装置１８に送られ
、印刷が実行される。
【０４４０】
　（１）３色－３色変換システムの対応例
　原稿画像として入力される画像データがＣＭＹデータ或いはＲＧＢデータなどの３色系
のデータであり、印刷装置が３色系対応の印刷装置である場合に、３色系の入力及び出力
に対応した３色系のシステムを作り直さなくても、ＣＭＹＫ４色系のシステムの前段に、
３色→４色変換の処理を挟むことにより、３色系の画像信号を４色系の画像信号に変換し
、かつ、第２の色変換部８０の処理の後段に４色→３色変換の処理を挟むことにより、４
色系の画像信号を３色系の画像信号に変換して、４色系のシステムをそのまま使用するこ
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とができる。「３色→４色変換」の表記は、３色系の信号を４色系の信号に変換すること
を意味する。例えば、ＲＧＢの信号をＣＭＹＫの信号に変換する「ＲＧＢ→ＣＭＹＫ」の
変換、又は、ＣＭＹの信号をＣＭＹＫの信号に変換する「ＣＭＹ→ＣＭＹＫ」の変換など
が「３色→４色変換」に該当する。
【０４４１】
　「４色→３色変換」の表記は、４色系の信号を３色系の信号に変換することを意味する
。例えば、ＣＭＹＫの信号をＲＧＢの信号に変換する「ＣＭＹＫ→ＲＧＢ」の変換、又は
、ＣＭＹＫの信号をＣＭＹの信号に変換する「ＣＭＹＫ→ＣＭＹ」の変換などが「４色→
３色変換」に該当する。
【０４４２】
　図３３は、４色－４色変換システム２６０を３色－３色変換システム２８０に応用する
例を示したブロック図である。図３３において、図３２に示した構成と同一又は類似する
要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。図３３では、ＲＧＢデータの入力及び
出力に対応した３色系のシステムを例示する。
【０４４３】
　図３３に示した３色－３色変換システム２８０の場合、目標印刷物４２と、そのＲＧＢ
の原稿画像データ４０Ａが与えられる。また、出力プロファイル２６４として用いるＬａ
ｂ－ＣＭＹＫプロファイル２６４Ｂを作成するに際して、ＲＧＢの第１の画像データ２７
０Ａと、その印刷物である第１の印刷物２７２が与えられる。
【０４４４】
　３色－３色変換システム２８０は、３色－４色変換処理部２８２と、４色－４色変換シ
ステム２６０と、４色－３色変換処理部２８４と、を含む。３色－４色変換処理部２８２
は、４色－４色変換システム２６０による処理の前段において、３色→４色換の処理を行
う。３色－４色変換処理部２８２は、第１の３色－４色変換処理部２８２Ａと、第２の３
色－４色変換処理部２８２Ｂと、を含んで構成されてもよい。第１の３色－４色変換処理
部２８２Ａは、入力プロファイル２６２として用いるＣＭＹＫ－Ｌａｂプロファイル２６
２Ａを作成する際に、与えられたＲＧＢの原稿画像データ４０ＡをＣＭＹＫの原稿画像デ
ータ４０Ｂに変換する処理を行う。
【０４４５】
　第２の３色－４色変換処理部２８２Ｂは、出力プロファイル２６４として用いるＬａｂ
－ＣＭＹＫプロファイル２６４Ｂを作成する際に、ＲＧＢの第１の画像データ２７０Ａを
ＣＭＹＫの第１の画像データ２７０Ｂに変換する処理を行う。
【０４４６】
　また、第１の３色－４色変換処理部２８２Ａは、ＲＧＢの原稿画像データ４０Ａから、
第２の色変換部８０による処理を経て、ＲＧＢの印刷画像データ１７０Ａに変換する際に
、ＲＧＢの原稿画像データ４０ＡをＣＭＹＫの原稿画像データ４０Ｂに変換する処理を行
う。
【０４４７】
　第１の３色－４色変換処理部２８２Ａによる変換処理と、第２の３色－４色変換処理部
２８２Ｂによる変換処理は、それぞれ異なる色変換テーブルを用いることができる。第１
の３色－４色変換処理部２８２Ａによる変換処理と、第２の３色－４色変換処理部２８２
Ｂによる変換処理は、同じ色変換テーブルを用いてもよく、その場合、第１の３色－４色
変換処理部２８２Ａと第１の３色－４色変換処理部２８２Ｂとを共通化して１つの３色－
４色変換処理部とすることができる。
【０４４８】
　４色－３色変換処理部２８４は、第２の色変換部８０による変換処理の後段において、
４色→３色変換の処理を行う。４色－３色変換処理部２８４の変換処理は、第２の３色－
４色変換処理部２８２Ｂによる変換処理の逆の変換処理とする。
【０４４９】
　なお、図３３に示した３色－４色変換処理部２８２と４色－３色変換処理部２８４の処
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理機能は、色変換テーブル作成装置１２Ａに含まれていてもよい。また、図３３における
色変換テーブル作成装置１２Ａに代えて、図２０で説明した色変換テーブル作成装置１２
Ｂを含む４色－４色変換システムとすることができる。図３３に示した３色－３色変換シ
ステム２８０は、色変換装置の一例に相当する。
【０４５０】
　（２）３色→４色変換の具体例１
　３色系の信号を４色系の信号に変換する３色→４色変換の方法は、様々な方法が考えら
れる。３色→４色変換の１つの方法は、ＲＧＢ→Ｌａｂのプロファイルと、Ｌａｂ→ＣＭ
ＹＫのプロファイルとを使って、ＲＧＢ画像データに対してＲＧＢ→ＣＭＹＫの色変換処
理を行い、変換後のＣＭＹＫ信号をＣＭＹＫ４色系のシステムに入力する方法である。
【０４５１】
　ＲＧＢ→ＣＭＹＫの色変換処理に用いるＲＧＢ→Ｌａｂのプロファイル及びＬａｂ→Ｃ
ＭＹＫのプロファイルとして、例えば、Japan Color（登録商標）など標準のプロファイ
ルを用いることができる。この場合は、Ｋが０でないことがある。
【０４５２】
　（３）３色→４色変換の具体例２
　３色→４色変換の別の１つの方法は、例えば、ＣＭＹＫの各信号及びＲＧＢの各信号の
それぞれが０から１の範囲の値に規格化された信号である場合に、Ｃ＝（１－Ｒ）、Ｍ＝
（１－Ｇ）、Ｙ＝（１－Ｂ）、及びＫ＝０のような変換を利用する方法である。ＣＭＹＫ
４色のうち、ＣＭＹの３色がＲＧＢの３色と一対一に対応している変換関係を利用するこ
とにより、４色系のシステムを３色系に適用する上で補間精度を向上させることができる
。その理由はＫ≠０の画素が発生しないからである。
【０４５３】
　例えば、図３３における第１の３色－４色変換処理部２８２Ａと第２の３色－４色変換
処理部２８２Ｂとに共通の変換として、Ｃ＝（１－Ｒ）、Ｍ＝（１－Ｇ）、Ｙ＝（１－Ｂ
）、及びＫ＝０の変換を利用することができる。この場合、４色－３色変換処理部２８４
では、第２の色変換部８０から出力されたＣＭＹＫデータを、第２の３色－４色変換処理
部２８２Ｂの変換の逆変換、つまり、Ｒ＝Ｃ－１、Ｇ＝１－Ｍ、Ｂ＝１－Ｙ、Ｋは使わな
い、という変換関係によって、ＲＧＢデータに変換する。
【０４５４】
　なお、変換関係は、数式によって特定されていてもよいし、数式による演算と同等の変
換結果を導くルックアップテーブルによって特定されていてもよい。また、「Ｋは使わな
い」という定めは、Ｋを不使用とすること、つまり、Ｋのデータを無視することと同義で
ある。
【０４５５】
　（４）３色→４色変換の具体例３
　上記の具体例２では、Ｋ＝０とする変換の例を説明したが、ＣＭＹＫのうち、Ｋ以外の
いずれか１つの色の信号が０であってもよい。例えば、Ｃ＝０、Ｍ＝（１－Ｒ）、Ｙ＝（
１－Ｇ）、及びＫ＝（１－Ｂ）などと変換してもよい。或いはまた、Ｋ＝（１－Ｒ）、Ｃ
＝（１－Ｇ）、Ｍ＝（１－Ｂ）、及びＹ＝０などと変換してもよい。
【０４５６】
　図３３における第１の３色－４色変換処理部２８２Ａの変換として、Ｃ＝（１－Ｒ）、
Ｍ＝（１－Ｇ）、Ｙ＝（１－Ｂ）、及びＫ＝０の変換を利用し、かつ、第２の３色－４色
変換処理部２８２Ｂの変換として、Ｋ＝（１－Ｒ）、Ｃ＝（１－Ｇ）、Ｍ＝（１－Ｂ）、
及びＹ＝０の変換を利用してもよい。この場合、４色－３色変換処理部２８４では、第２
の色変換部８０から出力されたＣＭＹＫデータを、第２の３色－４色変換処理部２８２Ｂ
の変換の逆変換、つまり、Ｒ＝Ｋ－１、Ｇ＝１－Ｃ、Ｂ＝１－Ｍ、Ｙは使わない、という
変換関係によって、ＲＧＢデータに変換する。
【０４５７】
　（５）３色－３色変換システム２８０の動作



(61) JP 2018-98630 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

　３色－３色変換システム２８０の主な機能は、入力プロファイル２６２を作成する機能
と、出力プロファイル２６４を作成する機能と、作成した入力プロファイル２６２と出力
プロファイル２６４を使って画像データの色変換の処理を行う機能と、である。
【０４５８】
　図３４は、３色－３色変換システム２８０によるプロファイル作成処理の手順の例を示
したフローチャートである。図３４に示す各工程は、３色－３色変換システム２８０とし
て機能する画像編集装置１２によって実行される。
【０４５９】
　図３４のステップＳ４０２において、第１の３色－４色変換処理部２８２Ａは、ＲＧＢ
の原稿画像データ４０Ａを、ＣＭＹＫの原稿画像データ４０Ｂに変換する。例えば、第１
の３色－４色変換処理部２８２Ａは、Ｃ＝（１－Ｒ）、Ｍ＝（１－Ｇ）、Ｙ＝（１－Ｂ）
、及びＫ＝０の関係によって、３色→４色変換を行う。
【０４６０】
　ステップＳ４０４において、色変換テーブル作成装置１２Ａは、ステップＳ４０２の処
理から得られたＣＭＹＫの原稿画像データ４０Ｂを使って、ＣＭＹＫ－Ｌａｂプロファイ
ル２６２Ａを作成する。
【０４６１】
　また、ステップＳ４０６において、第２の３色－４色変換処理部２８２Ｂは、ＲＧＢの
カラーチャート画像データを、ＣＭＹＫのカラーチャート画像データに変換する。例えば
、第２の３色－４色変換処理部２８２Ｂは、Ｋ＝（１－Ｒ）、Ｃ＝（１－Ｇ）、Ｍ＝（１
－Ｂ）、及びＹ＝０の関係によって、３色→４色変換を行う。ＲＧＢのカラーチャート画
像データは、ＲＧＢの第１の画像データ２７０Ａの例である。ステップＳ４０６の処理に
よって得られるＣＭＹＫのカラーチャート画像データは、ＣＭＹＫの第１の画像データ２
７０Ｂの例である。
【０４６２】
　ステップＳ４０８において、色変換テーブル作成装置１２Ａは、ＲＧＢのカラーチャー
ト画像データを基に印刷装置１８Ａにて印刷したカラーチャート印刷物を読み取り、Ｌａ
ｂ－ＣＭＹＫプロファイル２６４Ｂを作成する。
【０４６３】
　図３４におけるステップＳ４０２とステップＳ４０４は、入力プロファイルの作成ステ
ップに相当する。ステップＳ４０６とステップＳ４０８は、出力プロファイルの作成ステ
ップに相当する。入力プロファイルの作成ステップと、出力プロファイルの作成ステップ
の順番は入れ換え可能である。
【０４６４】
　図３５は、３色－３色変換システム２８０による色変換処理の手順の例を示したフロー
チャートである。図３５に示す各工程は、３色－３色変換システム２８０として機能する
画像編集装置１２によって実行される。
【０４６５】
　ステップＳ４１２において、第１の３色－４色変換処理部２８２Ａは、入力されたＲＧ
Ｂの原稿画像データ４０ＡをＣＭＹＫの原稿画像データ４０Ｂに変換する。ステップＳ４
１２の処理は、図３４のステップＳ４０２の処理と同等である。ステップＳ４０２の処理
結果を活用できる場合、図３５のステップＳ４１２の処理を省略してもよい。
【０４６６】
　ステップＳ４１４において、第２の色変換部８０は、ＣＭＹＫの原稿画像データ４０Ｂ
を、入力プロファイル２６２と出力プロファイル２６４を用いて変換する。入力プロファ
イル２６２には、図３４のステップＳ４０４にて作成されたＣＭＹＫ－Ｌａｂプロファイ
ル２６２Ａが用いられる。出力プロファイル２６４として図３４のステップＳ４０８にて
作成されたＬａｂ－ＣＭＹＫプロファイル２６４Ｂが用いられる。
【０４６７】
　ステップＳ４１６において、４色－３色変換処理部２８４は、ステップＳ４１４の処理
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によって得られたＣＭＹＫデータを、ＲＧＢデータに変換する。４色－３色変換処理部２
８４は、Ｒ＝Ｋ－１、Ｇ＝１－Ｃ、Ｂ＝１－Ｍ、Ｙは使わない、という変換関係によって
、ＣＭＹＫデータをＲＧＢデータに変換する。ステップＳ４１６の処理により、ＲＧＢの
印刷画像データ１７０Ａが得られる。
【０４６８】
　ステップＳ４１８において、４色－３色変換処理部２８４は、得られたＲＧＢデータを
印刷装置１８Ａに出力する。こうして、印刷装置１８Ａにより印刷が実行される。
【０４６９】
　（６）ＲＧＢとＣＭＹＫの変換関係について
　ＲＧＢとＣＭＹＫの変換関係は、Ｃ＝（１－Ｒ）、Ｍ＝（１－Ｇ）、Ｙ＝（１－Ｂ）の
ように、色が近いものである必要はなく、どれか１つの色が別の１つの色に一対一対応し
ていればよい。
【０４７０】
　ＣＭＹＫの各信号及びＲＧＢの各信号のそれぞれが０から１の範囲の値に規格化された
信号である場合の「一対一対応」の他の具体例として、例えば、「Ｃ＝Ｒ、Ｍ＝Ｂ、Ｙ＝
Ｇ、Ｋ＝０」という対応関係、若しくは、「Ｃ＝Ｇ２、Ｍ＝Ｂ２、Ｙ＝Ｒ２、Ｋ＝０」と
いう対応関係などであってもよい。
【０４７１】
　〈多色系のシステムを３色系に適用する例〉
　また、４色系のシステムに限らず、５色系以上の多色系のシステムであっても、どれか
３色が一対一に対応していれは、精度よく３色系にも対応可能である。一例として７色系
のシステムを３色系に適用する例を説明する。７色系の各色をＨ、Ｉ、Ｊ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、
Ｑと表し、ＨＩＪＬＮＰＱの各色の信号値とＲＧＢの各色の信号値のそれぞれが０から１
の範囲の値に規格化された信号値である場合、「Ｈ＝１－Ｒ、Ｉ＝１－Ｇ、Ｊ＝１－Ｂ、
Ｌ＝０、Ｎ＝０、Ｐ＝０、Ｑ＝０」という「一対一対応」の対応関係にしたがって、３色
→７色変換を行えばよい。
【０４７２】
　この場合、第２の色変換部８０から出力された７色データに対して、Ｒ＝１－Ｈ、Ｇ＝
１－Ｉ、Ｂ＝１－Ｊ、ＬとＮとＰとＱは使わない、という変換関係により、７色→３色変
換の処理を行い、ＲＧＢデータ（３色データ）に変換する。
【０４７３】
　また、９色系のシステムを３色系に適用する例を説明する。９色系の各色をＨ、Ｉ、Ｊ
、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｓ、Ｔと表し、ＨＩＪＬＮＰＱＳＴの各色の信号値とＲＧＢの各色の
信号値のそれぞれが０から１の範囲の値に規格化された信号値である場合、「Ｈ＝０、Ｉ
＝０、Ｊ＝０、Ｌ＝Ｒ、Ｎ＝Ｇ、Ｐ＝Ｂ、Ｑ＝０、Ｓ＝０、Ｔ＝０」という「一対一対応
」の対応関係にしたがって、３色→９色変換を行えばよい。
【０４７４】
　この場合、第２の色変換部８０から出力された９色データに対して、Ｒ＝Ｌ、Ｇ＝Ｎ、
Ｂ＝Ｐ、ＨとＩとＪとＱとＳとＴは使わない、という変換関係により、９色→３色変換の
処理を行い、ＲＧＢデータ（３色データ）に変換する。
【０４７５】
　同様にして、７色系のシステムを４色系に適用したり、９色系のシステムを４色系に適
用したりすることができる。
【０４７６】
　〈色空間の次元数を変換する処理の一般化について〉
　ｐが３以上の整数であり、ｕがｐよりも大きな整数である場合に、ｕ色系のシステムを
ｐ色系に適用することができる。すなわち、ｕ色系の色変換システムによる処理の前段に
ｐ色→ｕ色の変換処理を追加し、かつ、ｕ色系の色変換システムによる処理の後段にｕ色
→ｐ色の変換処理を追加することにより、全体としてｐ色→ｐ色の色変換を行うｐ色系の
システムとして利用し得る。
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【０４７７】
　図３６は、ｕ色－ｕ色変換システム３００を、ｐ色－ｐ色変換システム３１０に応用す
る例を示したブロック図である。図３６において、図３３に示した構成と同一又は類似す
る要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。図３６に示した色変換テーブル作成
装置１２Ｃは、図１８で説明した例と同様に、ｕ色系の画像データを処理するｕ色系の画
像対応付け部６２及び第２の色変換テーブル作成部６６Ａを含んだｕ色系の色変換テーブ
ル作成装置である。
【０４７８】
　図３６に示したｐ色－ｐ色変換システム３１０の場合、目標印刷物４２と、その目標印
刷物４２に対応するｐ色系の原稿画像データ４０Ｃが与えられる。ｐ色－ｐ色変換システ
ム３１０と組み合わせて使用される印刷装置１８Ｂは、ｐ色系の印刷装置である。
【０４７９】
　また、出力プロファイル２６４として用いるＬａｂ－ｕ色プロファイル３１４Ｂを作成
するに際して、ｐ色系の第１の画像データ２７０Ｃと、第１の画像データ２７０Ｃに基づ
く印刷物である第１の印刷物２７２が与えられる。
【０４８０】
　ｐ色－ｐ色変換システム３１０は、ｐ色－ｕ色変換処理部３０２と、ｕ色－ｕ色変換シ
ステム３００と、ｕ色－ｐ色変換処理部３０４と、を含む。ｐ色－ｕ色変換処理部３０２
は、ｕ色－ｕ色変換システム３００による処理の前段において、ｐ色→ｕ色変換の処理を
行う。ｐ色－ｕ色変換処理部３０２は、第１のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ａと、第２の
ｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ｂと、を含んで構成されてもよい。
【０４８１】
　第１のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ａは、入力プロファイル２６２として用いるｕ色－
Ｌａｂプロファイル３１２Ａを作成する際に、与えられたｐ色系の原稿画像データ４０Ｃ
をｕ色系の原稿画像データ４０Ｄに変換する処理を行う。
【０４８２】
　第２のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ｂは、出力プロファイル２６４として用いるＬａｂ
－ｕ色プロファイル３１４Ｂを作成する際に、ｐ色系の第１の画像データ２７０Ｃをｕ色
系の第１の画像データ２７０Ｄに変換する処理を行う。
【０４８３】
　また、第１のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ａは、ｐ色系の原稿画像データ４０Ｃから、
第２の色変換部８０による処理を経て、ｐ色系の印刷画像データ１７０Ｂに変換する際に
、ｐ色系の原稿画像データ４０Ｃをｕ色系のＣＭＹＫの原稿画像データ４０Ｄに変換する
処理を行う。
【０４８４】
　第１のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ａによる変換処理と、第２のｐ色－ｕ色変換処理部
３０２Ｂによる変換処理は、それぞれ異なる色変換テーブルを用いることができる。第１
のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ａによる変換処理と、第２のｐ色－ｕ色変換処理部３０２
Ｂによる変換処理は、同じ色変換テーブルを用いてもよく、その場合、第１のｐ色－ｕ色
変換処理部３０２Ａと第２のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ｂとを共通化して１つのｐ色－
ｕ色変換処理部とすることができる。
【０４８５】
　ｕ色－ｐ色変換処理部３０４は、第２の色変換部８０による変換処理の後段において、
ｕ色→ｐ色変換の処理を行う。ｕ色－ｐ色変換処理部３０４の変換処理は、第２のｐ色－
ｕ色変換処理部３０２Ｂによる変換処理の逆の変換処理とする。
【０４８６】
　ｐ色－ｕ色変換処理部３０２におけるｐ色→ｕ色の変換処理において、ｕ色のうちのｐ
色が一対一対応の対応関係を有し、ｕ色のうち残りの（ｕ－ｐ）色の各成分を「０」とす
る対応関係を用いて、ｐ色→ｕ色変換を行うことが好ましい。
【０４８７】
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　この場合、ｕ色－ｐ色変換処理部３０４では、第２のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ｂに
おける一対一対応の関係に基づき、第２のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ｂの変換処理と逆
の変換を行い、かつ、第２のｐ色－ｕ色変換処理部３０２Ｂにおいて信号成分を０とする
対応関係を適用した（ｕ－ｐ）色の信号を使わないことにより、ｐ色系の画像データをｕ
色系の画像データに変換する。
【０４８８】
　このような変換を行うことにより、ｕ色系のシステムをｐ色系で精度良く利用すること
ができる。
【０４８９】
　なお、図３６に示したｐ色－ｕ色変換処理部３０２とｕ色－ｐ色変換処理部３０４の処
理機能は、色変換テーブル作成装置１２Ａに含まれていてもよい。また、図３６における
色変換テーブル作成装置１２Ｃに代えて、図２０で説明した色変換テーブル作成装置１２
Ｂと同様のｕ色系の色変換テーブル作成装置を含むｕ色－ｕ色変換システムとすることが
できる。図３６に示したｐ色－ｐ色変換システム３１０は、色変換装置の一例に相当する
。
【０４９０】
　〈ｐ色－ｕ色変換処理部を備えた色変換テーブル作成装置の例〉
　図３７は、４色以上の多色系（ｕ色系）のシステムを、より少ない色数系（ｐ色系）に
適用する場合に用いられる色変換テーブル作成装置の構成例を示したブロック図である。
図３７には、図１８で説明した第１類型の色変換テーブル作成装置１２Ａを利用する例が
示されている。
【０４９１】
　図３７において、図１８に示した構成と同一又は類似する要素には同一の符号を付し、
その説明は省略する。
【０４９２】
　図３７に示した色変換テーブル作成装置１２Ａにおける画像対応付け部６２及び第２の
色変換テーブル作成部６６Ａは、ｕ色系の画像データを取り扱うものとして構成されてい
るものであるとする。
【０４９３】
　図３７に示した色変換テーブル作成装置１２Ａは、ｐ色－ｕ色変換処理部３０２を備え
ている。ｐ色－ｕ色変換処理部３０２は、ｐ色系の画像データ４９をｕ色系の画像データ
に変換するｐ色→ｕ色変換の処理を行う。ｐ色系は、例えばＲＧＢの３色系であり、ｕ色
系は、例えばＣＭＹＫの４色系である。ｐ色系の画像データ４９は、原稿画像の画像デー
タであってもよいし、カラーチャートの画像データであってもよい。
【０４９４】
　ｐ色－ｕ色変換処理部３０２は、ｕ色のうちのｐ色が一対一の対応関係であり、かつ、
ｕ色のうち残りの（ｕ－ｐ）色の各信号成分を０とする対応関係を用いて、ｐ色系の画像
データをｕ色系の画像データに変換する。
【０４９５】
　画像対応付け部６２の前段に、ｐ色－ｕ色変換処理部３０２によるｐ色→ｕ色変換の処
理を挿入することで、ｕ色系のシステムをｐ色系に適用することができる。
【０４９６】
　図３７に示した色変換テーブル作成装置１２Ａと、図３６で説明した第２の色変換部８
０及びｕ色－ｐ色変換処理部３０４とを組み合わせることにより、ｐ色系の色変換システ
ムを実現することができる。
【０４９７】
　なお、図３７では、第１類型の色変換テーブル作成装置１２Ａを例示したが、図２０に
示した第２類型の色変換テーブル作成装置１２Ｂについても、同様にｐ色－ｕ色変換処理
部３０２を追加する形態が可能である。
【０４９８】
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　［第３の色変換テーブル作成部１０２によるフィードバック調整について］
　図５で説明した第３の色変換テーブル作成部１０２は、原稿画像データ４０と目標印刷
物４２の読取画像から作成したＣＭＹＫ－Ｌａｂの対応関係データ（これを「第１のＣＭ
ＹＫ－Ｌａｂデータ」という。）と、実際の印刷物５０の読取画像と原稿画像データ４０
から作成したＣＭＹＫ－Ｌａｂの対応関係データ（これを「第２のＣＭＹＫ－Ｌａｂデー
タ」という。）を基に、第２の色変換部８０における色変換テーブルを修正する役割を果
たす。このような修正の処理を「フィードバック調整」と呼ぶ。
【０４９９】
　図５で説明した構成の場合、第１のＣＭＹＫ－Ｌａｂデータを作成する処理と、第２の
ＣＭＹＫ－Ｌａｂデータを作成する処理とは、それぞれ独立に実施され、それぞれの処理
において色抽出の処理も独立に実施される。したがって、第１のＣＭＹＫ－Ｌａｂデータ
と、第２のＣＭＹＫ－Ｌａｂデータとが必ずしも対応していない場合があり得る。
【０５００】
　そのため、第１のＣＭＹＫ－Ｌａｂデータと第２のＣＭＹＫ－Ｌａｂデータとが対応し
ているか否かを確認する処理を追加し、両者のデータのうち、ＣＭＹＫ値が一致するデー
タのみをフィードバック調整に使用する構成とする形態も好ましい。
【０５０１】
　すなわち、第１のＣＭＹＫ－Ｌａｂデータの作成過程で抽出されたＣＭＹＫ－Ｌａｂ抽
出データ群と、第２のＣＭＹＫ－Ｌａｂデータの作成過程で抽出されたＣＭＹＫ－Ｌａｂ
抽出データ群のうち、ＣＭＹＫ値が一致するデータのみを抽出する「抽出データ対応付け
処理」を行う構成とすることができる。
【０５０２】
　抽出データ対応付け処理を行う処理部としての抽出データ対応付け処理部は、図５に示
した第１の色変換部６４と第３の色変換テーブル作成部１０２の間、すなわち、第１の色
変換部６４の後段、かつ、第３の色変換テーブル作成部１０２の前段に設けることができ
る。或いはまた、抽出データ対応付け処理部は、第３の色変換テーブル作成部１０２の機
能の一部として搭載することができる。
【０５０３】
　抽出データ対応付け処理の工程は、図６におけるステップＳ１４６の前処理として追加
することができる。
【０５０４】
　［画像読取部にカメラを用いる場合について］
　カメラを画像読取に使用する場合、印刷物上にあたる光のムラにより、読取画像にもム
ラが出る可能性がある。印刷物上にあたる光としては、環境光、若しくは、照明光、又は
、これらの組み合わせがあり得る。このように印刷物上にあたる光のムラにより、カメラ
で取得する読取画像にムラが出る可能性があるという問題に対処するため、画像読取部３
０（図１参照）にカメラを利用する場合は、シェーディング補正を併せて実施することも
好ましい。
【０５０５】
　なお、カメラによって撮影して得られる撮影画像が「読取画像」に相当する。「撮影」
という用語は「撮像」と同義である。カメラは撮像素子としての二次元イメージセンサを
有し、撮影した光学像を電子画像データに変換し、撮影画像を表すカラー画像としての撮
影画像データを生成する。カメラの具体的な形態は特に限定されない。カメラは、二次元
イメージセンサの受光面の各感光画素に対応してＲ，Ｇ，Ｂのカラーフィルタがモザイク
状に配列された単板式の撮像装置であってもよいし、入射光をＲ，Ｇ，Ｂの色成分に分け
る色分解光学系とＲ，Ｇ，Ｂの各チャンネルについて、チャネルごとに二次元イメージセ
ンサを備えた三板式の撮像装置であってもよい。
【０５０６】
　〈画像編集装置１２として機能させるコンピュータのハードウェア構成〉
　図３８は、画像編集装置１２として機能させるコンピュータのハードウェア構成の例を
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示すブロック図である。画像編集装置１２は、コンピュータを用いて実現することができ
る。コンピュータには、デスクトップ型、ノート型、又はタブレット型など、各種形態の
コンピュータが含まれる。また、コンピュータは、サーバコンピュータであってもよいし
、マイクロコンピュータであってもよい。
【０５０７】
　画像編集装置１２として機能するコンピュータは、ＣＰＵ（Central Processing Unit
）３８１と、メモリ３８２と、ストレージ３８３と、入力インターフェース部３８４と、
ネットワーク接続用の通信インターフェース部３８５と、表示制御部２９１と、周辺機器
用インターフェース部３８７と、バス３８８と、を備える。図３１において「ＩＦ」の表
記は「インターフェース」を表す。
【０５０８】
　ストレージ３８３は、例えば、ハードディスクドライブ及び／又はソリッドステートド
ライブなどの記憶装置である。ストレージ３８３には、信号処理に必要な各種プログラム
やデータ等が格納されている。ストレージ３８３に格納されているプログラムがメモリ３
８２にロードされ、これをＣＰＵ３８１が実行することにより、コンピュータは、プログ
ラムで規定される各種の手段として機能する。入力装置３６は入力インターフェース部３
８４に接続される。表示部３４は表示制御部２９１に接続される。
【０５０９】
　なお、画像編集装置１２における色変換テーブル作成機能及び色変換処理機能を含む各
機能は、複数台のコンピュータによって実現されてもよい。
【０５１０】
　〈コンピュータを色変換テーブル作成装置として機能させるプログラムについて〉
　上述の実施形態で説明した色変換テーブル作成装置として、コンピュータを機能させる
ためのプログラムをＣＤ－ＲＯＭ或いは磁気ディスクその他のコンピュータ可読媒体（有
体物たる非一時的な情報記憶媒体）に記録し、この情報記憶媒体を通じてプログラムを提
供することが可能である。このような情報記憶媒体にプログラムを記憶させて提供する態
様に代えて、インターネットなどの通信ネットワークを利用してプログラム信号をダウン
ロードサービスとして提供することも可能である。
【０５１１】
　また、このプログラムをコンピュータに組み込むことにより、コンピュータに色変換テ
ーブル作成装置の各機能を実現させることができ、上述の実施形態で説明した色変換テー
ブルの作成機能や色変換の処理機能を実現させることができる。
【０５１２】
　〈実施形態の変形例について〉
　図３、図４、図１８、図２０、及び図２８から図３７で説明した第１の主要構成及びそ
の追加構成に関する構成例と、図５及び図１６で説明した第２の主要構成及びその追加構
成に関する構成例とは、適宜組み合わせることができる。
【０５１３】
　また、図１８から図２５で説明したカラーチャートを用いる構成と、図２６から図２９
で説明した一般画像を用いる構成とを組み合わせることができる。
【０５１４】
　〈実施形態の利点〉
　（１）本実施形態によれば、目標印刷物とその原稿画像データから目標プロファイルを
作成する仕組みを利用して、印刷装置の出力デバイス色変換テーブルを作成することがで
きる。本実施形態によれば、カラーマッチング精度を向上させることができる。
【０５１５】
　（２）本実施形態によれば、測色器を用いることなく、精度のよいプリンタプロファイ
ルを作成することができる。もちろん、本実施形態において、測色器を併用して測定の精
度を更に高めることも可能である。
【０５１６】
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　（３）本実施形態によれば、従来の測色器を用いてプリンタプロファイルを作成する方
式では実現が困難であった大量のカラーパッチを使って、精度のよい出力デバイス色変換
テーブルを作成することができる。
【０５１７】
　（４）本実施形態によれば、グラデーションチャートや一般画像のデータと、それらの
印刷物から出力デバイス色変換テーブルを作成することが可能である。
【０５１８】
　（５）図２６から図２９で説明した形態によれば、プロファイルの作成処理に使用する
測定データを選択することができ、かつ、十分な量の測定データを確保することができる
ため、精度のよい出力デバイス色変換テーブルを作成することができる。
【０５１９】
　（６）印刷ジョブに用いた画像データと、印刷ジョブの実行によって得られた印刷物と
を用いて、最新のプリンタプロファイルに更新することができるため、別途、印刷装置に
ついて特別なキャリブレーションの作業が不要である。
【０５２０】
　（７）図３０で説明したように、スキャナプロファイルを選択し得る形態によれば、ス
キャナプロファイルを切り替えることで、顧客の要求精度に応じて、カラーマネージメン
トの精度を上げることができる。例えば、ユーザインターフェースを通じてスキャナプロ
ファイルを選択し得るオプション機能を搭載した形態によれば、ユーザが必要に応じてス
キャナプロファイルの切り替えの要否を判断して、スキャナプロファイルの選択操作を行
うことができる。かかる形態によれば、顧客の要求レベルを満たす色再現精度を実現でき
ている場合には、スキャナプロファイルの選択操作は省くことができ、ユーザの操作の負
担を軽減することができる。その一方で、顧客の要求レベルを満たさない場合には、スキ
ャナプロファイルを選択する操作の負担は加わるものの、より適切なスキャナプロファイ
ルへの変更により、精度向上を達成し得る。
【０５２１】
　（８）図３３から図３７で説明した形態によれば、ｕ色系の色変換システムをｐ色系の
色変換システムとして利用することが可能である。
【０５２２】
　（９）第１の主要構成によれば、目標印刷物４２を画像読取部３０で読み取って色度値
を取得し、目標印刷物４２から目標プロファイルの色変換テーブル（第２の色変換テーブ
ル９２Ａ）を作成できる。すなわち、印刷物５０の印刷と印刷物５０の読み取り作業を実
施することなく、原稿画像データ４０と目標印刷物４２の読取画像データに基づいて、目
標プロファイルの色変換テーブルを作成することができる。
【０５２３】
　第１の主要構成によれば、目標プロファイルを作成する際に、印刷装置１８による印刷
やその印刷物を読み取るなどの作業の手間がかからない。
【０５２４】
　（１０）第２の主要構成によれば、目標印刷物４２を画像読取部３０で読み取って取得
した目標印刷物の色度値と、仮の入力色変換テーブルを用いて色変換して印刷した印刷物
を画像読取部３０で読み取って取得した印刷物の色度値と、に基づき、暫定的な入力色変
換テーブルを補正、若しくは出力色変換テーブルを補正、又は色補正テーブルを作成する
ことができる。これにより、第２の色変換部８０に適用する色変換テーブルをより一層適
切なものにすることができ、色変換の精度を向上させることができる。
【０５２５】
　更に、かかる処理を繰り返すことで、印刷物の色を目標印刷物４２の色に一層近づける
ことが可能になる。
【０５２６】
　（１１）第１の主要構成によって作成した第２の色変換テーブル９２Ａを、第２の主要
構成における初回の入力色変換テーブルとして用いることで、初回の印刷での色再現の精
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度が最適化され、色合わせの収束が速くなる。
【０５２７】
　（１２）本実施形態によれば、原稿画像データ４０と対応する色度値の多次元の対応関
係を表す色変換テーブルを作成して、目標印刷物と印刷物との色を合わせるため、従来の
方法に比べて、色補正の自由度が高く、より高精度な色補正（色合わせ）が可能となる。
本実施形態によれば、目標印刷物を出力した印刷機と、印刷物５０の印刷に用いる印刷装
置１８との色再現特性が大きく異なる場合であっても、十分な色合わせ精度が得られる。
【０５２８】
　（１３）本実施形態によれば、色再現目標が現物の印刷物（目標印刷物）で指定されて
いる場合でも、適切な色変換テーブルを作成することができ、ＩＣＣプロファイルを利用
したカラーマネージメントが可能となる。また、目標印刷物に対する色合わせ工程を効率
化できる。
【０５２９】
　以上説明した本発明の実施形態は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜構成要件を
変更、追加、削除することが可能である。本発明は以上説明した実施形態に限定されるも
のでは無く、本発明の技術的思想内で当該分野の通常の知識を有するものにより、多くの
変形が可能である。
【符号の説明】
【０５３０】
１０　印刷システム
１２　画像編集装置
１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ　色変換テーブル作成装置
１４　印刷制御装置
１６　印刷部
１８、１８Ａ、１８Ｂ　印刷装置
２０　画像データ入力部
２２　画像データ記憶部
２４　画像処理部
２６　制御部
３０　画像読取部
３４　表示部
３６　入力装置
４０　原稿画像データ
４０Ａ　ＲＧＢの原稿画像データ
４０Ｂ　ＣＭＹＫの原稿画像データ
４０Ｃ　ｐ色系の原稿画像データ
４０Ｄ　ｕ色系の原稿画像データ
４２　目標印刷物
４４　カラーチャート画像データ
４５　一般画像データ
４６、４６Ｂ、４６Ｃ、４６Ｄ　カラーチャート
４７　カラーパッチ
４８　グラデーションタイル
４９　ｐ色系の画像データ
５０　印刷物
５４　カラーチャート印刷物
５５　印刷物
６２　画像対応付け部
６４　第１の色変換部
６６　目標プロファイル作成部
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６６Ａ　第２の色変換テーブル作成部
６８　スキャナプロファイル
６８Ａ　第１の色変換テーブル
８０　第２の色変換部
８２　第２のプロファイル補正部
８４　差分色度値演算部
９２　目標プロファイル
９２Ａ　第２の色変換テーブル
９４　プリンタプロファイル
９４Ａ　出力デバイス色変換テーブル
９６　色補正プロファイル
１０２　第３の色変換テーブル作成部
１１２　幾何対応関係推定部
１１４　幾何変換部
１２０　読取画像データ
１２２　対応付け済み読取画像データ
１３０　原稿対応画像抜き出し部
１３２　グレースケール変換部
１３４　エッジ抽出部
１３６　細線化部
１４０　読取原画像データ
１６０　色変換テーブルデータベース
１６２　入力色変換テーブル選択部
１６４　原稿画像信号と色度値の対応関係データ
１６６　色変換テーブル
１６６　入力プロファイルの色変換テーブル
１６８　色変換テーブル
１６８　出力プロファイルの色変換テーブル
１７０　印刷画像データ
１７０Ａ　ＲＧＢの印刷画像データ
１７０Ｂ　ｐ色系の印刷画像データ
１８２　色補正テーブル
１８２　色変換テーブル
２００　情報提示画面
２０１　色領域カバー率数値表示エリア
２０２　色空間表示エリア
２０４　除外領域指定ボタン
２０６　不足領域指定ボタン
２１２　ＯＫボタン
２１４　キャンセルボタン
２２０　指定操作画面
２２２　読取画像表示エリア
２２４　除外領域指定ボタン
２２６　入力領域指定ボタン
２２８　選択枠
２５０　第１の色変換テーブルデータベース
２５２　第１の色変換テーブル選択部
２５４　ユーザインターフェース
２５５、２５５Ａ、２５５Ｂ　情報
２５６　通信部
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２６０　４色－４色変換システム
２６２　入力プロファイル
２６２Ａ　ＣＭＹＫ－Ｌａｂプロファイル
２６４　出力プロファイル
２６４Ｂ　Ｌａｂ－ＣＭＹＫプロファイル
２７０　第１の画像データ
２７０Ａ　ＲＧＢの第１の画像データ
２７０Ｂ　ＣＭＹＫの第１の画像データ
２７０Ｃ　ｐ色系の第１の画像データ
２７０Ｄ　ｕ色系の第１の画像データ
２７２　第１の印刷物
２８０　３色－３色変換システム
２８２　３色－４色変換処理部
２８２Ａ　第１の３色－４色変換処理部
２８２Ｂ　第２の３色－４色変換処理部
２８４　４色－３色変換処理部
２９０　記憶部
２９１　表示制御部
２９２　指定操作部
２９２Ａ　入力領域指定操作部
２９２Ｂ　除外領域指定操作部
２９２Ｃ　不足領域指定操作部
２９４　不足領域自動判定部
２９６　デジタルデータ作成部
２９８　不足領域画像データ
３００　ｕ色－ｕ色変換システム
３０２　ｐ色－ｕ色変換処理部
３０２Ａ　第１のｐ色－ｕ色変換処理部
３０２Ｂ　第２のｐ色－ｕ色変換処理部
３０４　ｕ色－ｐ色変換処理部
３１０　ｐ色－ｐ色変換システム
３１２Ａ　ｕ色－Ｌａｂプロファイル
３１４Ｂ　Ｌａｂ－ｕ色プロファイル
３８１　ＣＰＵ
３８２　メモリ
３８３　ストレージ
３８４　入力インターフェース部
３８５　通信インターフェース部
３８７　周辺機器用インターフェース部
３８８　バス
Ｓ１１０～Ｓ１４８　第２の主要構成による処理のステップ
Ｓ２０２～Ｓ２１２　色抽出処理のステップ
Ｓ３０２～Ｓ３１２　実施形態に係る色変換テーブル作成方法のステップ
Ｓ４０２～Ｓ４０８　プロファイル作成処理のステップ
Ｓ４１２～Ｓ４１８　色変換処理のステップ
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