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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　元画像の陰影を反映した画像を織物生地上に織り込むためのジャカード織物の製造方法
であって、
　前記織物生地上に表現したい前記元画像のデータを読み込む入力手段と、
　前記元画像のデータに対して織物に適した特徴を備えるように、二値化処理後の結果が
織物組織となるようなマトリクスとしてあらかじめ作成された閾値サブマトリクスを使用
して組織的ディザ法により二値化処理を行い、前記元画像の持つ陰影が反映された織物用
データに変換するデータ変換手段と
　を備えたことを特徴とするジャカード織物の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のジャカード織物の製造方法において、
　前記データ変換手段は、前記元画像のデータに対し、織物組織の形状を元にあらかじめ
作成された第１の閾値サブマトリクスを前記閾値サブマトリクスとして使用して前記二値
化処理を行い、前記元画像の持つ陰影を織物組織に直接変換することで前記織物用データ
を生成することを特徴とするジャカード織物の製造方法。
【請求項３】
　元画像の陰影を反映した画像を織物生地上に織り込むためのジャカード織物の製造方法
であって、
　前記織物生地上に表現したい前記元画像のデータを読み込む入力手段と、
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　前記元画像のデータに対し、規則的な空間周波数を備えた繰り返しパターンを持つよう
にあらかじめ作成された第２の閾値サブマトリクスを使用して二値化処理を行い、前記元
画像の持つ陰影を前記織物生地上に織り込むパターンの線の太さの違いとして変換するこ
とで織物用データに変換するデータ変換手段と
　を備えたことを特徴とするジャカード織物の製造方法。
【請求項４】
　請求項２または３に記載のジャカード織物の製造方法において、
　前記入力手段は、前記元画像の陰影を反映した画像として３色の糸で擬似的なカラー写
真風の柄を前記織物生地上に織り込むために、前記元画像のデータに対し、図案として強
調したい特徴的な色彩をターゲット色、前記ターゲット色以外の淡い色の代表を第１の背
景色、前記ターゲット色以外の濃い色の代表を第２の背景色として選択された３つの色彩
を前記元画像のデータとともにさらに読み込み、
　前記データ変換手段は、前記入力手段で読み込まれた前記３つの色彩が効果的に現れる
ように前記元画像のデータを色分解し、色分解後の画像データに対して前記二値化処理を
行って前記織物用データを生成することを特徴とするジャカード織物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラやイメージスキャナ等の画像入力手段により読み取った風景
、絵画、図案等の画像データに対し、あらかじめ織物用に作成した閾値サブマトリクスを
活用して組織的ディザ法による二値化処理をコンピュータによって行い、元の画像データ
に備わった微妙な陰影や色彩を生地上に表出するジャカード織物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生地上に微妙な陰影を表現した織物を作成しようとする場合、ジャカード織物の伝統的
な作成方法においては、元絵となる画像やイラストを、同等の濃淡や色調を持つと認めら
れる幾つかの領域に分割し、その領域ごとに塗りわけて色まとめ作業を行う。さらに、塗
り分けた領域ごとに、経糸と緯糸の見え方の比率が異なる織物組織を適用し、それぞれ異
なる色で染められた経糸と緯糸を用いて製織を行う。その結果、元絵の持つ濃淡や色調が
織物として再現される。なお、ここで行われる通常のジャカード織物の製織手法について
は、公知のものであるため、説明を省略する。
【０００３】
　このように、生地上に微妙な陰影を表現した織物を作成する場合には、生地上に表出さ
れる陰影や色調のグラデーションの細かさは、元絵を幾つかの領域に分割する工程におけ
る分割数に依存する。従って、元絵が持つ陰影や色調の変化を、より高精細に表現しよう
とする場合には、より多くの細かい領域に元絵を分割する必要がある。
【０００４】
　フルカラーの画像データに対して画像処理を行い、それを元にして生地上にカラー写真
のようなフルカラーの柄を表出する手法としては、概ね経糸４色以上、緯糸３色以上の異
なる色に染めた糸を用い、その組み合わせによって多くの色を生地上に表現する伝統的な
手法であるゴブラン織の技術を応用したものがある（例えば、特許文献１参照）。また、
別の手法としては、カラー印刷で用いられる色分解の技術を応用し、フルカラー画像をＣ
ＭＹＫ（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）分解やＲＧＢ分解する画像処理を経て
、特定の色糸が生地表面に可視化するような織物組織に変換するものがある（例えば、特
許文献２、３参照）。
【０００５】
　これらの手法では、数色～十数色の限られた色の糸を経糸、緯糸に用いて、カラー写真
のようなフルカラーの絵柄を、元画像に近似させた色合いで生地上に表出することが可能
である。
【０００６】
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【特許文献１】特開２００５－１４６５０４号公報
【特許文献２】特開２００６－２１９８１０号公報
【特許文献３】特表２００４－５０９２４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術には次のような課題がある。上述したジャカード織物の伝統的
な色まとめに基づく前者の手法においては、元となる画像を陰影や色調の濃淡を表現する
ために、同等程度の濃度や色合いの領域で画像を細分化する。そして、それぞれの領域ご
とに、濃度や色合いに応じた織物組織を適用することで、陰影や色調を織物に表現してい
る。
【０００８】
　しかしながら、陰影や色調の変化を高精細に表現する必要から、領域の分割を細かくす
る手法が考えられる。しかしながら、細分化するにつれて作業量が増大し、効率を悪化さ
せるため、細分化には限界がある。また、隣接する領域に異なる系統の織物組織を適用し
た場合には、領域同士の境界線上の組織がノイズ状となることに対処しなければならない
。その結果、陰影や色調の変化の精細さがかえって損なわれてしまう。このため、従来か
らの色まとめの手法によって、高精細な陰影や色調を表現するには限界があった。
【０００９】
　また、フルカラーの写真調の絵柄を織物に表現するため、ＣＭＹＫ分解などの画像処理
によって、複数色に染めた糸を使用し、減法混色によって色彩表現を行う、後者の手法に
おいては、次のような課題がある。生地上のある一点で特定の色を表現するときに、必要
のない色の糸は、表面から不可視となるように、生地の裏面に配置させる必要がある。こ
の結果、目に見えない部分にも糸を使用しなくてはならないという制約がある。
【００１０】
　また、４～十数色の色に染めた糸をあらかじめ準備しておく必要があるうえに、生地表
面で多く使用されている色の糸も、生地表面にはごくわずかしか現れず裏面に配置されて
不可視化される色の糸も、生産上は同様に消耗される。このため、生産コストが高くなっ
てしまうという欠点があり、さらに、使用する糸の色数が多いほど裏面に配置される色糸
が多くなり、生地が厚手になってしまうという課題がある。
【００１１】
　また、フルカラーの写真調の織物は、このようなコスト面や生産面における短所だけで
なく、織物知識の乏しい消費者から見た場合には、カラー写真の見え方に近いものほど、
カラープリントされた低コストの生地と違いが判別しにくくなる。このため、手間とコス
トをかけた分相応の付加価値が伝わりにくいという、商品訴求力の面での欠点も併せ持っ
ている。
【００１２】
　写真調の織物としての商品の魅力や価値を消費者に訴求するためには、「写真織り」な
どのキャッチフレーズを前面に出すことなどが手法として考えられる。しかしながら、通
常の被服やインテリア用の生地素材として用いる場合には、「写真織り」などの呼称を前
面に出す手法は、不適当な場合が多いと考えられる。
【００１３】
　また、通常の被服やインテリアの素材として用いられるもののうち、大半を占めるのは
２～３色、あるいはモノトーンの生地であり、カラフルなものでも数色以内の色使いであ
る。このことを考慮すると、フルカラーの写真調の生地を受け入れることが可能な商品分
野は、あまり多くなり得ないという課題もある。
【００１４】
　本発明は上述のような課題を解決するためになされたもので、色まとめの手法では表現
することが困難であった微妙な陰影の階調表現を実現し、また、フルカラーの写真調の織
物では実現が困難であった薄物の生地にも適用可能であり、さらに、通常の被服、インテ
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リアなどの素材にも適用しうるデザイン性を備え、かつ豊かな陰影や色調の表現が可能な
織物を製造することができるジャカード織物の製造方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係るジャカード織物の製造方法は、元画像の陰影を反映した画像を織物生地上
に織り込むためのジャカード織物の製造方法であって、織物生地上に表現したい元画像の
データを読み込む入力手段と、元画像のデータに対して織物に適した特徴を備えるように
、二値化処理後の結果が織物組織となるようなマトリクスとしてあらかじめ作成された閾
値サブマトリクスを使用して組織的ディザ法により二値化処理を行い、元画像の持つ陰影
が反映された織物用データに変換するデータ変換手段とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、元画像のデータに対して織物に適した特徴を備えるようにあらかじめ
作成された閾値サブマトリクスを使用して組織的ディザ法により二値化処理を行い、元画
像の持つ陰影が反映された織物用データに変換する手段を用いることにより、色まとめの
手法では表現することが困難であった微妙な陰影の階調表現を実現し、また、フルカラー
の写真調の織物では実現が困難であった薄物の生地にも適用可能であり、さらに、通常の
被服、インテリアなどの素材にも適用しうるデザイン性を備え、かつ豊かな陰影や色調の
表現が可能な織物を製造することができるジャカード織物の製造方法を得ることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明のジャカード織物の製造方法の好適な実施の形態につき図面を用いて説明
する。
【００１８】
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１におけるジャカード織物の製造方法に関する一連の処理
工程のフローチャートである。本発明のジャカード織物の製造方法は、ハードウェアとし
て演算処理手段であるＣＰＵ、データの記憶部であるメモリ、およびデータの入出力手段
を備えたコンピュータによる一連の処理方法に関するものである。そこで、図１のフロー
チャートを用いて、元画像の陰影を反映した画像を織物生地上に織り込むためにコンピュ
ータで行われるデータ変換処理について詳細に説明する。
【００１９】
　まず初めのステップＳ１０１における第１の準備工程は、所望する大きさの柄が生地上
に表出されるよう、画像の縦、横方向の画素数を、使用する経糸、緯糸の本数に一致させ
、画像データのサイズ調整等を行う工程である。なお、この第１の準備工程は、従来から
あるジャカード織の準備工程と同様のものであるため、詳細な説明を省略する。
【００２０】
　次に、ステップＳ１０２における色分解工程は、フルカラーの元画像データをフルカラ
ーの織物として再現するのではなく、３色を用いて擬似的なカラー写真風の織物を生成す
るために行われる前処理である。元画像データの持つ特徴的な色相であるターゲット色１
色と、ターゲット色の背景となる他の領域を明－暗に分ける第１の背景色および第２の背
景色の合計３色が、オペレータにより選択され、入力手段を介してコンピュータに読み込
まれる。
【００２１】
　例えば、第１の背景色および第２の背景色をそれぞれ白と黒、ターゲット色を赤とした
３つの色がオペレータにより選択されて本発明の方法で織物を作成した場合、白と黒の対
比による明度、および赤と（白および黒）の対比による彩度の表現が可能である。すなわ
ち、色彩の３要素である明度、彩度、色相のうち、明度と彩度の２つの要素を表現できる
こととなる。
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【００２２】
　このことは、白黒画像が明度のみの１要素を表現可能であり、カラー画像が明度、彩度
、色相の３要素を表現可能であることと比較すると、本発明では、白黒画像とカラー画像
の中間の表現能力を保持することが可能となる。
【００２３】
　このように、本発明における擬似的なカラー表示では、３色の糸のみによって明暗や色
調を表現するため、表現可能な色彩の幅は、非常に限られ、多くの色が入り混じったよう
な表現は困難となる。しかしながら、被服やインテリア用の素材として用いられる生地に
対して一般的に求められる色彩としては、単色や数色の組み合わせが大半である。
【００２４】
　従って、このことを考慮すれば、３つの色の組み合わせが少なすぎるとは考えられない
。逆に、使用する色が少ないことによって、準備しなくてはならない色の糸が少なくて済
むこと、薄手の生地の製造が可能となること、ターゲット色や背景色を別の色と交換する
ことによって、織物製品の開発には欠かすことのできない配色展開を容易に行うことがで
きることといったメリットが生まれる。
【００２５】
　ステップＳ１０２の色分解工程の具体的な処理としては、まず、オペレータにより選択
されたターゲット色、第１の背景色、および第２の背景色の３色を、入力手段を介して読
み込む。オペレータによる３色の選択基準は、元となる画像のモチーフによって異なるが
、基本的には、画像データの中に特徴的に含まれる色相をターゲット色として選択し、タ
ーゲット色以外のうち、淡い色成分の主たるものを第１の背景色、濃い色成分の主たるも
のを第２の背景色として選択する。
【００２６】
　例えば、元の画像が、ぼんやりとした背景の前にある、人物の顔のような写真の場合に
は、ターゲット色を人物の肌や唇の色とし、第１の背景色を白、第２の背景色を人物の瞳
や髪の色が黒であれば黒とする。このようにして、オペレータは、デザイン上の理由から
最も強調したいモチーフが最も効果的に表現できる色を基準として、ターゲット色を選択
する。
【００２７】
　３色が選択された後の色分解工程において、コンピュータは、画像レタッチソフトやＤ
ＴＰで用いられる色分解ソフトとして一般的に使用されているソフトの機能を用いて、Ｃ
ＭＹＫ色分解やＲＧＢ色分解を行う。次に、オペレータは、色分解された画像チャンネル
（上記のＣＭＹＫ色分解およびＲＧＢ色分解を行った場合には、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、Ｒ、Ｇ
、Ｂの７チャンネル分のデータに相当）の中から、ターゲット色および第２の背景色が強
い信号として表われ、その他の色が弱い信号となって表われることによって陰と陽の対比
となってグレースケール化される第１のグレー画像を抽出する。図２は、本発明の実施の
形態１において第１のグレー画像として抽出された画像の一例を示した図である。
【００２８】
　同様に、オペレータは、第２の背景色とそのほか全ての色が陰と陽の対比としてグレー
スケール化される第２のグレー画像を抽出する。図３は、本発明の実施の形態１において
第２のグレー画像として抽出された画像の一例を示した図である。
【００２９】
　ここで、ターゲット色がＣＭＹおよびＲＧＢのいずれかの色相と一致しない場合など、
第１のグレー画像を抽出することとが困難な場合があることが考えられる。このような場
合には、オペレータは、画像レタッチソフトの機能などを用いて色相をシフトし、ターゲ
ット色がＣＭＹおよびＲＧＢのいずれかに一致させるなど、元となる画像を編集してから
、この色分解工程を行うことができる。
【００３０】
　ここで、色分解工程そのもの、および画像の色相をシフトさせる方法については、画像
レタッチソフトなどで容易に行うことができる公知の技術であるため、詳細な説明は省略
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する。
【００３１】
　次に、ステップＳ１０３における第２の準備工程について説明する。画像の陰影の濃度
を適正なレベルに補正するこの第２の準備工程の目的は、次のステップＳ１０４における
二値化処理工程で、より良好な結果を得るための調整を行うことである。本発明では、二
値化処理工程によって第１のグレー画像および第２のグレー画像は二値化され、白か黒の
２色からなる第１の二値画像および第２の二値画像に変換される。その結果、最終的に画
像内の空間周波数がほぼ一定に近い値となって、画像内のどの部分にも白と黒が交互に現
出する繰り返しパターンが生じるように二値化処理を行うことによって、画像を製織可能
な織物組織に変換することを主たる目的としている。
【００３２】
　ここで、「白と黒が交互に現出する繰り返しパターン」とは、例えば、後述する図５に
示すような織物組織の８枚繻子に見られるように、どの部分をとっても必ず８マスの間に
は白と黒の両方が入っていること、あるいは後述する図９のシマウマ模様でいえば、画像
内がシマウマの模様状の縞模様で埋め尽くされて、無地の場所がないようにすることを意
味している。
【００３３】
　しかしながら、二値化処理工程によって二値化された画像中に空間周波数の低い領域（
言い換えれば、黒のみ、あるいは白のみで構成された無地の領域）の面積が多くあればあ
るほど、二値化処理工程で行う画像処理の効果の及ばない領域が増えることとなる。そし
て、このような場合には、本発明の目的である陰影や色調の微妙な変化の表現の精度が損
なわれる結果を招くこととなる。
【００３４】
　そこで、ステップＳ１０３の第２の準備工程において、コンピュータは、ステップＳ１
０４の二値化処理工程の結果として、画像内の空間周波数をほぼ一定に近づけるために、
０～２５５の値を持つグレースケール画像の信号を、必要に応じて最小値が１以上、最大
値が２５５未満となるようなレベル補正を行う。
【００３５】
　このようなレベル補正を行う分量については、元画像や二値化処理工程で用いる閾値サ
ブマトリクスの量によって変化する。また、図１のフローチャートに示されているように
、この第２の準備工程は、二値化処理工程の結果によっては、トライアンドエラーを繰り
返し、または、二値化処理工程の結果をフィードバックして繰り返し処理を行うこととな
る。
【００３６】
　次に、ステップＳ１０４の二値化処理工程において、コンピュータは、すでにオペレー
タにより抽出されたグレースケール画像である第１のグレー画像および第２のグレー画像
に対して、あらかじめ作成した閾値サブマトリクスを用いて組織的ディザ法により二値化
処理を行う。
【００３７】
　本発明で使用する閾値サブマトリクスには、大きく分類して２種類がある。第１の閾値
サブマトリクスは、二値化処理の結果が織物組織の変化組織となるようなマトリクスで表
されるものである。また、第２の閾値サブマトリクスは、規則的な空間周波数を備えた、
繰り返しパターン状のものである。まず初めに、第１の閾値サブマトリクスを適用する場
合について説明する。
【００３８】
　図４は、本発明の実施の形態１における第１の閾値サブマトリクスの一例を示した図で
ある。また、図５は、本発明の実施の形態１における図４に示した第１の閾値サブマトリ
クスでグレー画像を二値化処理した結果の二値画像と、通常の織物製造で用いられる織物
組織の代表的なものである繻子組織とその変化組織を比較した図である。
【００３９】
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　より具体的には、図４に示した第１の閾値サブマトリクスは、８×８の計６４個のマス
目のそれぞれに対して、０～２５５のうちの５０種類の閾値のいずれかを当てはめて構成
されている。そして、この第１の閾値サブマトリクスで、グレー画像を二値化処理した結
果の二値画像（図５の上段参照）と、通常の織物製造で用いられる織物組織の代表的なも
のである繻子組織とその変化組織（図５の下段参照）とは、同じパターンとなっている。
【００４０】
　このことは、この第１の閾値サブマトリクスを用いて画像の二値化処理を行うだけで、
元画像は、画像の陰影に応じた織物組織の変化組織と同じパターンによって構成される二
値画像となり、製織可能な織物用データに変換できることを示している。また、基本的な
織物組織とその変化組織を、図４に示したような第１の閾値サブマトリクスに変換して二
値化処理を行った場合、生地上には、通常用いられる織物組織とその変化組織で製織され
た柄が表出することとなる。
【００４１】
　また、図５に示した８枚繻子組織を元にした第１の閾値サブマトリクス（図４参照）で
は、８×８のマトリクスの中に０の値を持つ点が８マス、２５５の値を持つ点が８マスあ
り、残りの４８マスには５～２４０までの値のうち重複しない４８の数値が配置されてい
る。このため、この第１の閾値サブマトリクスを使用して組織的ディザ法による二値化処
理を行った場合、８×８ピクセルの領域内に最大で５０段階の濃度が表現可能となり、そ
のすべての段階が８枚繻子組織を基本とした変化組織となる。
【００４２】
　なお、０の値および２５５の値を持つマスがそれぞれ８マスずつあるのは、二値化処理
の結果、８×８のマトリクスの各列に最低１マスは組織点となるマスが発生することが必
要であるという、織物組織の必要条件を保持するためである。これによって、陰影の階調
の最も淡い領域は、軽口繻子となり、最も暗い領域は、重口繻子となり、その中間の領域
は、全て繻子の変化組織となって、全体として織物組織としての破綻が生じないようにす
ることが可能となる。図６は、本発明の実施の形態１における図４の閾値サブマトリクス
を用いてグラデーション状の画像を二値化処理した結果を示した図である。
【００４３】
　なお、二値化処理の結果が織物組織の変化組織となるような第１の閾値サブマトリクス
は、先の図４に示したような８枚繻子組織を元にしたものには限定されない。たとえば、
８枚繻子と同様の手法によって５枚繻子、１０枚繻子、１６枚繻子などの他の繻子組織の
変化組織となるような第１の閾値サブマトリクスを適用することが可能である。
【００４４】
　また、図７は、本発明の実施の形態１における織物組織の綾織を元にした第１の閾値サ
ブマトリクスを示した図であり、図８は、本発明の実施の形態１における織物組織の変化
組織を元にした第１の閾値サブマトリクスを示した図である。このように、図７に示すよ
うな綾織の組織、あるいは、図８に示すような変化組織を元にした第１の閾値サブマトリ
クスを作成することも可能である。
【００４５】
　次に、閾値サブマトリクスとして、規則的な空間周波数を備えた、繰り返しパターン状
のものである第２の閾値サブマトリクスを適用する場合について説明する。図９は、本発
明の実施の形態１における第２の閾値サブマトリクスを例示した図であり、シマウマの模
様を模したパターンの例を示している。
【００４６】
　この図９は、本来あるパターンに従って段階的に変化する数値を配置したマトリクスで
ある閾値サブマトリクスを、その各マスの値に従ってグレースケールの画像で表したもの
である。第２の閾値サブマトリクスを使用した組織的ディザ法による二値化処理を行うこ
とによっては、先の実施の形態１で説明したような第１の閾値サブマトリクスのように、
直接的に画像を織物組織に変換することはできない。
【００４７】



(8) JP 5311092 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

　しかしながら、例えば、図９に示したような第２の閾値サブマトリクスを適用すること
により、元となる画像の濃淡を、シマウマの縞模様のようなパターンの太さの違いで表現
できる織物用データに変換することが可能となる。
【００４８】
　図１０は、本発明の実施の形態１における図９の第２の閾値サブマトリクスを用いてグ
ラデーション状の画像を二値化処理した結果を示した図である。図９に示した第２の閾値
サブマトリクスは、白と黒の階調をそれぞれ０、２５５とした場合、閾値サブマトリクス
にあるシマウマの模様状の陰影の一本一本が、それぞれ濃度０から２５５へ、そして２５
５から０へと推移するグラデーションとなっており、その繰り返しによるパターンによっ
て閾値サブマトリクス全体が構成されている。第２の閾値サブマトリクスは、このような
繰り返しによるパターンを備えている点が特徴である。
【００４９】
　このため、図９に示した第２の閾値サブマトリクスを用いて組織的ディザ法による二値
化処理を行った場合、濃淡の淡い領域では縞模様が細くなり、濃い領域では縞模様が太く
なって、元画像の陰影を二値画像上で表現する効果を生じさせている。この手法を用いる
ことによって、図１０に示したように、元の画像の濃淡と、シマウマの縞模様のようなパ
ターンの両方を同時に表現することが可能となる。
【００５０】
　織物を製織するジャカード織機の口数が経糸総本数に満たない場合には、織物の柄は、
口数に等しいか口数を整数で割った経糸本数分の繰り返し柄として作成される必要がある
。この手法で織物の柄を作成しようとする場合、第２の閾値サブマトリクス自体も前後左
右に展開したときに連続性を保ったパターンとなっている必要がある。
【００５１】
　ただし、繰り返し柄を表出するのに必要な経糸本数と、閾値サブマトリクスの幅とが等
しい数値である必要はなく、閾値サブマトリクスのサイズは、作成しようとする柄サイズ
の縦横ともに整数分の１のサイズであればよい。なお、図９に示した第２の閾値サブマト
リクスは、前後左右への繰り返しを行っても連続性を保ったパターンとなっている。より
具体的には、この図９に示した第２の閾値サブマトリクスを前後左右へ繰り返し並べた際
に、隣接する２つの第２の閾値サブマトリクスの境界面でパターンの太さ、およびパター
ンの濃淡レベルが連続性を有している。
【００５２】
　次に、先の図１のフローチャートのステップＳ１０５における画像の合成工程について
説明する。この画像の合成工程では、二値化処理をした第１の二値画像と第２の二値画像
とを合成して、ターゲット色、第１の背景色、第２の背景色の３色からなる画像に変換す
る。
【００５３】
　合成をする際には、まず白と黒で示されている第１の二値画像の黒を、ターゲット色の
ような有彩色に変換し、そして、この第１の二値画像の上に、第２の二値画像を重ね合わ
せて乗算処理を行うことによって、ターゲット色と、白で示された第１の背景色、黒で示
された第２の背景色の、３色からなる合成画像が作成される。画像の乗算処理による重ね
合わせは、通常使用されている画像レタッチソフトの機能を使うことで容易に行うことの
できる公知の技術であるため、詳細な説明は省略する。
【００５４】
　また、この画像の合成工程で、第２の二値画像の黒を、黒と白以外の色、例えば灰色に
変換してから乗算による合成を行った場合、作成される合成後の画像は、ターゲット色、
白で示された第１の背景色、灰色、灰色とターゲット色が乗算された色、の４色の画像を
作成することができる。こうして新たに追加された、灰色とターゲット色とが乗算された
色があることによって、第２の２値画像の黒色をそのままで合成した場合と比較して、次
のステップＳ１０６における調整工程で織物組織への補正を行う際に、より細かい織物組
織上の処理を行うことができる。
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【００５５】
　ステップＳ１０６における調整工程では、先のステップＳ１０５の画像の合成工程の結
果得られた合成画像の中で、経糸や緯糸が必要以上に長い区間で浮くことのないように組
織点を追加することによって、織物組織として適した形に調整を行う。織物は、経糸と緯
糸が連続的に上下関係を交互に入れ替えられて配列された構造物である。そこで、経糸が
ある本数以上連続して緯糸の上、あるいは下に配置されているような箇所があった場合に
は、織物の品質上の瑕疵であるピリングや目寄りを生じさせる原因となる。このため、過
剰に連続して糸が浮いた状態を避ける必要がある。
【００５６】
　そこで、この調整工程では、このような理由から、先の画像の合成工程の結果得られた
合成画像の中で、縦方向ないし横方向に、ある本数以上の糸の浮きが発生するような場合
に、組織点を追加する処理を行う。この組織点を追加する調整工程の具体的な手順につい
ては、通常のジャカード織物のデータ作成で行われている作業と同等の内容であるため、
ここでは詳細な説明を省略する。
【００５７】
　その後、この調整工程を経て得られた画像を元にジャカード織機を稼動させるＣＧＳデ
ータを作成し、ＣＧＳデータを織機に転送して製織工程に入る。しかしながら、この工程
は、本発明に限らず、通常のジャカード織物の製造で行われている作業と同等の内容であ
るため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００５８】
　上述の説明では、元となる画像がフルカラーの画像であり、これをターゲット色と第１
の背景色と第２の背景色の３色で擬似的なカラー画像に変換することを前提とした。これ
に対して、３色を使用するのではなく、２色のみの色調でモノトーンの織物を表現するこ
とも可能である。この際には、先の図１に示したステップＳ１０２の色分解工程、および
ステップＳ１０５の画像の合成工程を省略することで、モノトーン調の織物を作成するこ
とができる。
【００５９】
　最後に、本発明における一連の処理を施した結果得られる画像について、いくつかの例
を示す。図１１は、本発明の実施の形態１における元画像の一例である。これに対して、
図１２は、本発明の実施の形態１における図１１の元画像に対して、色分解工程、第２の
準備工程、そして先の図４に示したような８枚繻子を元とした第１の閾値サブマトリクス
を用いて二値化処理工程を行った結果得られた第１の二値画像および第２の二値画像を示
した図である。
【００６０】
　また、図１３は、本発明の実施の形態１における図１１の元画像に対して、色分解工程
、第２の準備工程、そして先の図９に示したようなシマウマ状の第２の閾値サブマトリク
スを用いて二値化処理工程を行った結果得られた第１の二値画像および第２の二値画像を
示した図である。
【００６１】
　また、図１４は、本発明の実施の形態１における図１２および図１３のそれぞれで得ら
れた第１の二値画像および第２の二値画像に対して、画像の合成工程を行った結果得られ
た合成画像を示した図である。図１４の上段が第１の閾値サブマトリクスを用いた場合の
合成画像であり、図１４の下段が第２の閾値サブマトリクスを用いた場合の合成画像であ
る。
【００６２】
　さらに、図１５は、本発明の実施の形態１における図１４で得られた合成画像に対して
調整工程を行った結果得られた画像を示した図である。図１５の上段が第１の閾値サブマ
トリクスを用いた場合の調整工程後の画像であり、図１５の下段が第２の閾値サブマトリ
クスを用いた場合の調整工程後の画像である。
【００６３】
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　これらの結果を元に、緯糸２丁の織物を製織する場合には、経糸に黒い糸を用いて第２
の背景色を表し、緯糸にターゲット色および第１の背景色の色を持つ糸を使用する。そし
て、画像中の第２の背景色のエリアでは黒い経糸を表面に現し、ターゲット色のエリアで
はターゲット色の緯糸、第１の背景色のエリアでは第１の背景色の緯糸が表面に現れるよ
うメートルデータを作成し、ジャカード織機を駆動するＣＧＳデータを作成して製織を行
う。これにより、元画像の陰影や色調を生地上で表現した織物を作成することが可能とな
る。
【００６４】
　以上のように、本発明に係るジャカード織物の製造方法は、デジタルカメラやイメージ
スキャナ等の画像入力手段により読み取った絵画、図案、風景等の画像データを、デザイ
ン上の意図に沿って図案化などの加工を施し、繰り返し柄となる場合には、前後左右に繰
り返し配置した場合に継ぎ目を目に付かないようにするリピート処理を行う。画像データ
の中に特徴的に含まれる色相をターゲット色として選択し、また、それ以外のうち淡い色
成分の主たるものを第１の背景色、濃い色成分の主たるものを第２の背景色として選択す
る。
【００６５】
　そして、ＣＭＹＫ色分解、またはＲＧＢ色分解によって、色分解した画像チャンネルの
中から、ターゲット色および第２の背景色とそのほかの色が陰と陽の対比となってグレー
スケール化された第１のグレー画像を抽出する。さらに、第２の背景色とそのほか全ての
色が陰と陽の対比としてグレースケール化された第２のグレー画像を抽出する。
【００６６】
　そして、２つのグレー画像のそれぞれに対して、後続の二値化処理工程で効果的な結果
が得られるように、陰影の濃度を適正なレベルに補正する。そして、補正後の２つのグレ
ー画像に対して、あらかじめ作成した閾値サブマトリクスを使用して組織的ディザ法によ
る二値化処理を行う。
【００６７】
　さらに、二値化処理をした２つの画像を合成して、ターゲット色、第１の背景色、第２
の背景色の３色からなる画像に変換するとともに、二値化処理で得られた画像に対して、
経糸や緯糸が必要以上に長い区間で浮かないよう組織点を追加する織物組織としての調整
処理を施す。
【００６８】
　ここで、二値化処理工程において使用する閾値サブマトリクスは、元となる画像を組織
的ディザ法によって二値化する際に用いるものである。そして、本発明で使用する閾値サ
ブマトリクスのうち、第１の閾値サブマトリクスを用いて二値化処理を行うことで、元の
画像の陰影を、織物組織に直接的に変換する作用を有する。また、第２の閾値サブマトリ
クスを用いて二値化処理を行うことで、元の画像の陰影を、例えばシマウマの模様状の縞
の太さによって表すように変換する作用を有する。
【００６９】
　第１の閾値サブマトリクスを用いた二値化処理によって、元の画像の陰影を織物組織に
変換することにより、規則性をもったパターンを有する織物用データを生成することがで
きる。従って、写真織と一般に呼ばれている従来技術が通常の織物組織のパターンではな
く、ノイズ状のパターンとなっていることと比較して、糸の光沢が損なわれることが少な
い点、および糸が規則的に配列された織物となる点から、通常の織物が持っている織物の
風合いに近い織物が製織可能となる。
【００７０】
　また、第２の閾値サブマトリクスを用いた二値化処理によって、元の画像の陰影の濃淡
と、閾値サブマトリクスが持つ陰影パターンの形状を同時に表現する織物用データを生成
することができる。その結果を織物にした場合には、例えば、写真を元にした絵柄を写真
そっくりに表現したときと比べて、次のような利点を有する。
【００７１】
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　まず第１点として、第２の閾値サブマトリクスのパターンによって図案としての装飾性
を増すことができる。また、第２点として、同じ元画像を使用して図案を作成しても、様
々な第２の閾値サブマトリクスを使い分けることによって、デザインのテイストを変化さ
せることができ、バリエーションの自由度が増す。
【００７２】
　また、第３点として、デザイン上の理由から、元画像の陰影と第２の閾値サブマトリク
スのパターンのどちらか一方を意図的に目立たせ、他方を目立たなくさせる操作を行うこ
とが可能である。また、第４点として、元の画像が、ある角度に長く伸びたモチーフの繰
り返しのような柄である場合に、第２の閾値サブマトリクスのパターンが元の画像のモチ
ーフの繰り返しが持つ角度に対して直角に交わるような角度の繰り返し柄のものを使用し
た場合、織物を見る角度によって第２の閾値サブマトリクスのパターンだけが目立つ場合
と、逆に元の画像の陰影が目立つ場合が生じるという視覚的な効果をもたらすことが可能
である。
【００７３】
　さらに、第５点として、経糸と緯糸にほとんど同じ色調の糸を用いてモノトーン調の織
物とした場合に、縦方向あるいは横方向から見たときに、経糸ないし緯糸のどちらかの糸
の光沢が勝ることによって、元の画像の陰影、第２の閾値サブマトリクスが持つ陰影パタ
ーンの、どちらか一方が目立ち、見る角度を変えたときに他方が目立つような効果をもた
らすことが可能である。
【００７４】
　なお、第３点として挙げた、一方のみを目立たせるような操作は、具体的には、例えば
、写実的な柄をあえて目立たなくさせたい場合には、第２の閾値サブマトリクスの濃淡の
空間周波数を大きくすることや複雑なパターンにすることによって、元画像の陰影を目立
たなくさせることが可能となる。
【００７５】
　本発明は、ジャカード織物の製造に適用した場合、特殊な装置やソフトを使用すること
なく、また織機に仕掛ける糸の色数も通常の織物製造を行う場合とほぼ同じ条件で、つま
り、通常の織物と同等のコストで、これまでにない表現の織物製造を行うことが可能であ
る。このため、産業上の実現可能性は高く、またデザインの可能性の幅も広がるために、
産業上の価値は高く、利用可能性は十分認められる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施の形態１におけるジャカード織物の製造方法に関する一連の処理工
程のフローチャートである。
【図２】本発明の実施の形態１において第１のグレー画像として抽出された画像の一例を
示した図である。
【図３】本発明の実施の形態１において第２のグレー画像として抽出された画像の一例を
示した図である。
【図４】本発明の実施の形態１における第１の閾値サブマトリクスの一例を示した図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態１における図４に示した第１の閾値サブマトリクスでグレー
画像を二値化処理した結果の二値画像と、通常の織物製造で用いられる織物組織の代表的
なものである繻子組織とその変化組織を比較した図である。
【図６】本発明の実施の形態１における図４の閾値サブマトリクスを用いてグラデーショ
ン状の画像を二値化処理した結果を示した図である。
【図７】本発明の実施の形態１における織物組織の綾織を元にした第１の閾値サブマトリ
クスを示した図である。
【図８】本発明の実施の形態１における織物組織の変化組織を元にした第１の閾値サブマ
トリクスを示した図である。
【図９】本発明の実施の形態１における第２の閾値サブマトリクスを例示した図である。
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【図１０】本発明の実施の形態１における図９の第２の閾値サブマトリクスを用いてグラ
デーション状の画像を二値化処理した結果を示した図である。
【図１１】本発明の実施の形態１における元画像の一例である。
【図１２】本発明の実施の形態１における図１１の元画像に対して、色分解工程、第２の
準備工程、そして先の図４に示したような８枚繻子を元とした第１の閾値サブマトリクス
を用いて二値化処理工程を行った結果得られた第１の二値画像および第２の二値画像を示
した図である。
【図１３】本発明の実施の形態１における図１１の元画像に対して、色分解工程、第２の
準備工程、そして先の図９に示したようなシマウマ状の第２の閾値サブマトリクスを用い
て二値化処理工程を行った結果得られた第１の二値画像および第２の二値画像を示した図
である。
【図１４】本発明の実施の形態１における図１２および図１３のそれぞれで得られた第１
の二値画像および第２の二値画像に対して、画像の合成工程を行った結果得られた合成画
像を示した図である。
【図１５】本発明の実施の形態１における図１４で得られた合成画像に対して調整工程を
行った結果得られた画像を示した図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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