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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーション実行部と、
　キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前の濃度補正
情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、
　濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部と、
　印刷データに係る印刷設定情報を解析する解析部と、
　前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーシ
ョン実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき、更新
前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成す
るかを決定する制御部とを備え、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決定結果に基づき、印刷用画像データを
生成する印刷装置において、
　印刷処理実行前に、画質優先で印刷するか、または、速度優先で印刷するかの指示操作
を受け付ける操作部と、
　前記印刷用画像データ生成部が生成した１ページ毎の印刷用画像データを生成順に記憶
する印刷用画像データ記憶部とを備え、
　前記制御部は、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記
キャリブレーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記操作部からの指示
内容、および、前記解析部が解析した印刷データの解析結果に基づき、前記印刷用画像デ
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ータ記憶部に記憶された印刷用画像データの中から、更新後の濃度補正情報を使用して新
たに生成する印刷用画像データを選択し、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記選択に基づき、更新後の濃度補正情報を使用して
、印刷用画像データを生成することを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーション実行部と、
　キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前の濃度補正
情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、
　濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部と、
　印刷データに係る印刷設定情報を解析する解析部と、
　前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーシ
ョン実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき、更新
前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成す
るかを決定する制御部とを備え、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決定結果に基づき、印刷用画像データを
生成する印刷装置において、
　前記制御部は、生成する印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備
え、
　前記印刷データの印刷設定情報が、Ｎｕｐ印刷の場合、前記制御部は、キャリブレーシ
ョン実行後に生成する印刷用画像データのページ数がＮの倍数＋１の場合に、更新後の濃
度補正情報を使用してＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成すると決定することを特徴
とする印刷装置。
【請求項３】
　画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーション実行部と、
　キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前の濃度補正
情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、
　濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部と、
　印刷データに係る印刷設定情報を解析する解析部と、
　前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーシ
ョン実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき、更新
前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成す
るかを決定する制御部とを備え、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決定結果に基づき、印刷用画像データを
生成する印刷装置において、
　前記制御部は、生成する印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備
え、
　前記印刷データの印刷設定情報が、１ページの原稿に対応する印刷用画像データを拡大
しＭ×Ｎ分割して印刷するポスター印刷、又は、１ページの原稿に対応する印刷用画像デ
ータをＭ×Ｎに分割して、当該Ｍ×Ｎに分割した印刷用画像データを拡大印刷するポスタ
ー印刷の場合、
　前記制御部は、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データのページ数がＭ
×Ｎの倍数＋１の場合に、更新後の濃度補正情報を使用してポスター印刷用の印刷用画像
データを生成すると決定することを特徴とする印刷装置。
【請求項４】
　画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーション実行部と、
　キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前の濃度補正
情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、
　濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部と、
　印刷データに係る印刷設定情報を解析する解析部と、
　前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーシ
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ョン実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき、更新
前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成す
るかを決定する制御部とを備え、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決定結果に基づき、印刷用画像データを
生成する印刷装置において、
　前記制御部は、生成する印刷用画像データのカラーモードを検知するカラーモード検知
機能を備え、
　前記印刷データの印刷設定情報が、カラーモノクロ混在印刷の場合、
　前記制御部は、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データのカラーモード
が１ページ前に生成した印刷用画像データのカラーモードと異なる場合に、更新後の濃度
補正情報を使用してカラーモノクロ混在印刷用の印刷用画像データを生成すると決定する
ことを特徴とする印刷装置。
【請求項５】
　画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーション実行部と、
　キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前の濃度補正
情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、
　濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部と、
　印刷データに係る印刷設定情報を解析する解析部と、
　前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーシ
ョン実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき、更新
前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成す
るかを決定する制御部とを備え、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決定結果に基づき、印刷用画像データを
生成する印刷装置において、
　前記制御部は、生成する印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備
え、
　前記印刷データの印刷設定情報が、Ｎページの原稿を部単位で複数部数印刷する複数部
数印刷の場合、
　前記制御部は、次の部の先頭ページから更新後の濃度補正情報を使用して複数部数印刷
用の印刷用画像データを生成すると決定することを特徴とする印刷装置。
【請求項６】
　画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーション実行部と、
　キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前の濃度補正
情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、
　濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部と、
　印刷データに係る印刷設定情報を解析する解析部と、
　前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーシ
ョン実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき、更新
前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成す
るかを決定する制御部とを備え、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決定結果に基づき、印刷用画像データを
生成する印刷装置において、
　前記制御部は、生成する印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備
え、
　前記印刷データの印刷設定情報が、中綴じ印刷、または、両面印刷の場合、
　前記制御部は、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データのページ数が偶
数の場合に、更新後の濃度補正情報を使用して中綴じ印刷用の印刷用画像データ、または
、両面印刷用の印刷用画像データを生成すると決定することを特徴とする印刷装置。
【請求項７】
　画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーション実行部と、
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　キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前の濃度補正
情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、
　濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部と、
　印刷データに係る印刷設定情報を解析する解析部と、
　前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーシ
ョン実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき、更新
前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成す
るかを決定する制御部とを備え、
　前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決定結果に基づき、印刷用画像データを
生成する印刷装置において、
　前記印刷データの印刷設定情報が、通常の片面印刷の場合、
　前記制御部は、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データから、更新後の
濃度補正情報を使用して片面印刷用の印刷用画像データを生成すると決定することを特徴
とする印刷装置。
【請求項８】
　請求項２～７の何れかに記載の印刷装置において、
　印刷設定情報を入力する操作を受け付ける操作部を備え、
　前記制御部は、前記操作部から受け付けた印刷設定情報と、前記解析部が解析した印刷
データの印刷設定情報とが同じ場合にのみ、前記決定を実行することを特徴とする印刷装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリブレーションを実行する印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷時における温度や湿度等の環境の変化や、印刷装置の消耗部品の状態や、印刷枚数
等により印刷物の印刷画質が低下する。そこで、印刷装置は、例えば、温度や湿度の変化
がX以上の場合、XX日経過ごと、印刷枚数がXXX枚ごと等、特定の条件を満たすと、キャリ
ブレーション（プロコンとも言う）を実行して、濃度補正情報を生成する。そして、生成
された濃度補正情報を使用して印刷用画像データ（ビットマップ）を生成し、この印刷用
画像データを印刷することで印刷画質の低下を防いでいる。
【０００３】
　キャリブレーションにおいては、主に以下の処理が実行される。まず、前記特定の条件
（以下、キャリブレーション実行条件と記す）を満たすと、印刷装置は、感光体ドラム表
面上や中間転写体上に濃度の異なるテスト用トナー画像(トナーパッチとも言う)を作成し
、光学センサ等の濃度センサを用いてトナーパッチからの反射光を検出し、トナー画像の
濃度を測定する。
【０００４】
　そして、測定した濃度を基に「濃度補正情報」を生成する。濃度補正情報は、例えば、
測定したトナー画像の濃度が低い場合、新たに感光体ドラム表面上等に生成するトナー画
像の濃度が高くなるようにＲＩＰ（Raster Image Processing）の処理内容を変更する際
に使用される情報である。ＲＩＰとは、濃度補正情報を使用して、１ページ分のＰＤＬ（
Page Description Language）データから印刷用画像データ（ビットマップ）を生成する
処理を意味する。
　このような濃度補正情報としては、例えば、ＲＩＰにより生成するディザパターンを、
塗りつぶし面積が大きくなるようなディザパターンに変える情報がある。
　濃度補正情報の更新が終了すると、更新後の濃度補正情報を使用して、ＲＩＰを実行し
て印刷用画像データを生成し、この印刷用画像データの印刷処理を実行する。
　このようなキャリブレーションを実行する印刷実行データ出力システムが特許文献１に
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、同画像処理システムが特許文献２に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０８２４８２号公報
【特許文献２】特開２００６－２８７７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、例えば、集約印刷（以下、Ｎｕｐ印刷と記す）の実行中に、キャリブレーシ
ョン実行条件を満たし、キャリブレーションを実行すると、更新前の濃度補正情報を使用
して生成した印刷用画像データの印刷物の画像濃度（色味とも言う）と更新後の濃度補正
情報を使用して生成した印刷用画像データの印刷物の画像濃度に差が生じ、ユーザーが不
快に感じるという問題があった。なお、Ｎｕｐ印刷とは、複数ページの原稿に対応する印
刷用画像データを１ページに対応する印刷用画像データに集約しこの集約した印刷用画像
データを印刷する処理を意味する。
【０００７】
　図１４は、このような問題を具体的に説明する図である。
　図１４（Ａ）は、８ページ分の原稿に対応する印刷用画像データを示す図である。
　図１４（Ｂ）は、図１４（Ａ）に示した印刷用画像データを４ｕｐ印刷（左上→右上→
左下→右下の順）する際に生成される４ｕｐ印刷用の印刷用画像データを示す図である。
【０００８】
　４ｕｐ印刷を実行する場合、印刷装置は、通常、１ページ目から順に印刷用画像データ
を生成し、１～４ページの原稿に対応する印刷用画像データを生成すると、符号Ｐ１４に
示すように、この４ページ分の印刷用画像データを集約して１つの４ｕｐ印刷用の印刷用
画像データを生成する。
【０００９】
　ここで、例えば、図１４（Ａ）に示す２ページ目の原稿に対応する印刷用画像データの
生成処理が終了した時点で、キャリブレーション実行条件を満たし、濃度補正情報が更新
されるとする。このとき、従来の印刷装置は、３ページ目の原稿に対応する印刷用画像デ
ータの生成時に更新後の濃度補正情報を使用する。そして、更新後の濃度補正情報を使用
して３ページ以降の印刷用画像データを生成する。すると、符号Ｐ１５に示すように、同
一ページの印刷用画像データにおいて、色味の異なる画像が生成されてしまう。この印刷
用画像データを印刷すると、同一ページの印刷物に色味の異なる画像が印刷され、これを
見たユーザーは不快に感じることがある。
【００１０】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、印刷処理の実行中にキャリブレー
ション実行条件を満たし、濃度補正情報を更新した場合にも、同一ページの印刷物がほぼ
同じ色味で印刷される印刷装置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】
　第１の技術手段は、画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーショ
ン実行部と、キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前
の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、濃度補正情報を使用して印刷用画像デ
ータを生成する印刷用画像データ生成部と、印刷データに係る印刷設定情報を解析する解
析部と、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブ
レーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき
、更新前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成するかを決定する制御部とを備え、前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決
定結果に基づき、印刷用画像データを生成する印刷装置において、印刷処理実行前に、画
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質優先で印刷するか、または、速度優先で印刷するかの指示操作を受け付ける操作部と、
前記印刷用画像データ生成部が生成した１ページ毎の印刷用画像データを生成順に記憶す
る印刷用画像データ記憶部とを備え、前記制御部は、前記印刷設定情報に基づく、印刷用
画像データ生成処理を実行中に前記キャリブレーション実行部がキャリブレーションを実
行した場合、前記操作部からの指示内容、および、前記解析部が解析した印刷データの解
析結果に基づき、前記印刷用画像データ記憶部に記憶された印刷用画像データの中から、
更新後の濃度補正情報を使用して新たに生成する印刷用画像データを選択し、前記印刷用
画像データ生成部は、前記選択に基づき、更新後の濃度補正情報を使用して、印刷用画像
データを生成するものである。
【００１３】
　第２の技術手段は、画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーショ
ン実行部と、キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前
の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、濃度補正情報を使用して印刷用画像デ
ータを生成する印刷用画像データ生成部と、印刷データに係る印刷設定情報を解析する解
析部と、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブ
レーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき
、更新前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成するかを決定する制御部とを備え、前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決
定結果に基づき、印刷用画像データを生成する印刷装置において、前記制御部は、生成す
る印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備え、前記印刷データの印
刷設定情報が、Ｎｕｐ印刷の場合、前記制御部は、キャリブレーション実行後に生成する
印刷用画像データのページ数がＮの倍数＋１の場合に、更新後の濃度補正情報を使用して
Ｎｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成すると決定するものである。
【００１４】
　第３の技術手段は、画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーショ
ン実行部と、キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前
の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、濃度補正情報を使用して印刷用画像デ
ータを生成する印刷用画像データ生成部と、印刷データに係る印刷設定情報を解析する解
析部と、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブ
レーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき
、更新前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成するかを決定する制御部とを備え、前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決
定結果に基づき、印刷用画像データを生成する印刷装置において、前記制御部は、生成す
る印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備え、前記印刷データの印
刷設定情報が、１ページの原稿に対応する印刷用画像データを拡大しＭ×Ｎ分割して印刷
するポスター印刷、又は、１ページの原稿に対応する印刷用画像データをＭ×Ｎに分割し
て、当該Ｍ×Ｎに分割した印刷用画像データを拡大印刷するポスター印刷の場合、前記制
御部は、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データのページ数がＭ×Ｎの倍
数＋１の場合に、更新後の濃度補正情報を使用してポスター印刷用の印刷用画像データを
生成すると決定するものである。
【００１５】
　第４の技術手段は、画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーショ
ン実行部と、キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前
の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、濃度補正情報を使用して印刷用画像デ
ータを生成する印刷用画像データ生成部と、印刷データに係る印刷設定情報を解析する解
析部と、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブ
レーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき
、更新前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成するかを決定する制御部とを備え、前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決
定結果に基づき、印刷用画像データを生成する印刷装置において、前記制御部は、生成す
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る印刷用画像データのカラーモードを検知するカラーモード検知機能を備え、前記印刷デ
ータの印刷設定情報が、カラーモノクロ混在印刷の場合、前記制御部は、キャリブレーシ
ョン実行後に生成する印刷用画像データのカラーモードが１ページ前に生成した印刷用画
像データのカラーモードと異なる場合に、更新後の濃度補正情報を使用してカラーモノク
ロ混在印刷用の印刷用画像データを生成すると決定するものである。
【００１６】
　第５の技術手段は、画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーショ
ン実行部と、キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前
の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、濃度補正情報を使用して印刷用画像デ
ータを生成する印刷用画像データ生成部と、印刷データに係る印刷設定情報を解析する解
析部と、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブ
レーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき
、更新前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成するかを決定する制御部とを備え、前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決
定結果に基づき、印刷用画像データを生成する印刷装置において、前記制御部は、生成す
る印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備え、前記印刷データの印
刷設定情報が、Ｎページの原稿を部単位で複数部数印刷する複数部数印刷の場合、前記制
御部は、次の部の先頭ページから更新後の濃度補正情報を使用して複数部数印刷用の印刷
用画像データを生成すると決定するものである。
【００１７】
　第６の技術手段は、画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーショ
ン実行部と、キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前
の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、濃度補正情報を使用して印刷用画像デ
ータを生成する印刷用画像データ生成部と、印刷データに係る印刷設定情報を解析する解
析部と、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブ
レーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき
、更新前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成するかを決定する制御部とを備え、前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決
定結果に基づき、印刷用画像データを生成する印刷装置において、前記制御部は、生成す
る印刷用画像データのページ数をカウントするカウンタ機能を備え、前記印刷データの印
刷設定情報が、中綴じ印刷、または、両面印刷の場合、前記制御部は、キャリブレーショ
ン実行後に生成する印刷用画像データのページ数が偶数の場合に、更新後の濃度補正情報
を使用して中綴じ印刷用の印刷用画像データ、または、両面印刷用の印刷用画像データを
生成すると決定するものである。
【００１８】
　第７の技術手段は、画像濃度の補正のための濃度補正情報を更新するキャリブレーショ
ン実行部と、キャリブレーションの実行により更新された更新後の濃度補正情報と更新前
の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部と、濃度補正情報を使用して印刷用画像デ
ータを生成する印刷用画像データ生成部と、印刷データに係る印刷設定情報を解析する解
析部と、前記印刷設定情報に基づく、印刷用画像データ生成処理を実行中に前記キャリブ
レーション実行部がキャリブレーションを実行した場合、前記解析部の解析結果に基づき
、更新前の濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成するかを決定する制御部とを備え、前記印刷用画像データ生成部は、前記制御部の決
定結果に基づき、印刷用画像データを生成する印刷装置において、前記印刷データの印刷
設定情報が、通常の片面印刷の場合、前記制御部は、キャリブレーション実行後に生成す
る印刷用画像データから、更新後の濃度補正情報を使用して片面印刷用の印刷用画像デー
タを生成すると決定するものである。
【００１９】
　第８の技術手段は、第２～第７のいずれかの技術手段の印刷装置において、印刷設定情
報を入力する操作を受け付ける操作部を備え、前記制御部は、前記操作部から受け付けた
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印刷設定情報と、前記解析部が解析した印刷データの印刷設定情報とが同じ場合にのみ、
前記決定を実行するものである。
 
【発明の効果】
【００２０】
　本発明により、印刷処理の実行中にキャリブレーション実行条件を満たし、濃度補正情
報を更新しても、同一ページの印刷物の色味が目立って異なることがない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る印刷装置で実行される印刷処理の一例を説明する図である。
【図２】本発明に係る印刷装置の機能ブロック図である。
【図３Ａ】キャリブレーションについて説明するフロー図である。
【図３Ｂ】本発明に係る印刷処理を説明するフロー図である。
【図４】ポスター印刷時における本発明の印刷装置で実行される印刷処理の一例を示す図
である。
【図５】カラーモノクロ混在印刷時における本発明の印刷装置で実行される印刷処理の一
例を示す図である。
【図６】複数部数印刷時における本発明の印刷装置で実行される印刷処理の一例を示す図
である。
【図７】中綴じ印刷時における本発明の印刷装置で実行される印刷処理の一例を示す図で
ある。
【図８】両面印刷時における本発明の印刷装置で実行される印刷処理の一例を示す図であ
る。
【図９】通常の片面印刷時における本発明の印刷装置で実行される印刷処理の一例を示す
図である。
【図１０Ａ】本発明に係る印刷処理を説明する他の第１フロー図である。
【図１０Ｂ】本発明に係る印刷処理を説明する他の第２フロー図である。
【図１０Ｃ】本発明に係る印刷処理を説明する他の第３フロー図である。
【図１１】設定画面の一例を示す図である。
【図１２】複数の印刷用画像データを順次印刷する場合における、更新前後の濃度補正情
報の使用について説明する図である。
【図１３Ａ】本発明に係る複数の印刷用画像データを順次印刷する処理を説明する第１フ
ロー図である。
【図１３Ｂ】本発明に係る複数の印刷用画像データを順次印刷する処理を説明する第２フ
ロー図である。
【図１４】従来の印刷装置における問題を具体的に説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（実施例１）
　図１を用いて本発明に係る印刷装置で実行される印刷処理の一例を説明する。
　図１（Ａ）は、８ページ分の原稿に対応する印刷用画像データを示す図である。
　図１（Ｂ）は、図１（Ａ）に示した印刷用画像データを４ｕｐ印刷（左上→右上→左下
→右下の順）する際に生成される４ｕｐ印刷用の印刷用画像データを示す図である。
【００２３】
　４ｕｐ印刷を実行する場合、印刷装置は、通常、１ページ目から順に印刷用画像データ
を生成し、１～４ページの原稿に対応する印刷用画像データを生成すると、符号Ｐ１に示
すように、この４ページ分の印刷用画像データを集約して１つの４ｕｐ印刷用の印刷用画
像データを生成する。
【００２４】
　ここで、例えば、図１（Ａ）に示す２ページ目の原稿に対応する印刷用画像データの生
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成処理が終了した時点で、キャリブレーション実行条件を満たし、濃度補正情報が更新さ
れるとする。この場合、本発明に係る印刷装置は、３ページ目の原稿に対応する印刷用画
像データの生成時に更新後の濃度補正情報を使用するのではなく、符号Ｐ２に示す４ｕｐ
印刷用の印刷用画像データの先頭ページに対応する５ページ目以降の原稿に対応する印刷
用画像データの生成時に更新後の濃度補正情報を使用する。そして、この更新後の濃度補
正情報を使用して生成された５ページ目～８ページ目までの印刷用画像データを集約して
生成された１つの４ｕｐ印刷用の印刷用画像データを印刷する。
【００２５】
　このようにすることで、図１（Ｂ）に示すように、同一印刷用紙内の色味が目立って異
ならないようにする。なお、ここでのＮｕｐ印刷は、印刷装置外部のプリンタドライバや
アプリケーションで生成されたＮｕｐ印刷用の印刷用画像データに基づいて実行されるの
ではなく、印刷装置内部で生成されたＮｕｐ印刷用の印刷用画像データに基づいて実行さ
れるものとする。
【００２６】
　他にも、ポスター印刷、カラーモード印刷等様々な種類の印刷が可能であるが、その説
明については後述する。
【００２７】
　図２は、本発明に係る印刷装置の機能ブロック図である。
　本発明に係る印刷装置１００は、Ｉ／Ｏ部１０１、データ解析部１０２、印刷用画像デ
ータ生成部１０３、印刷部１０４、キャリブレーション実行部１０５、記憶部１０６、操
作部１０７、制御部１０８を備える。
　Ｉ／Ｏ部１０１は、ネットワーク、ＵＳＢ等の外部装置と接続するためのインターフェ
イス機能を備える。印刷装置１００は、Ｉ／Ｏ部１０１を介して、図示しないＰＣにイン
ストールされたプリンタドライバから、印刷処理の実行指示を受け、このＰＣから送信さ
れた印刷データを受信する。この印刷データは、記憶部１０６に記憶される。この印刷デ
ータには、ＰＤＬで記述されたＰＤＬデータに加えて、Ｎｕｐ印刷、ポスター印刷等の印
刷設定情報が含まれている。
【００２８】
　データ解析部１０２は、記憶部１０６に記憶された印刷データの内容から、印刷データ
に係るＮｕｐ印刷、ポスター印刷、カラーモノクロ混在印刷、複数部数印刷、中綴じ印刷
、両面印刷、通常片面印刷等の印刷設定情報を解析し、印刷用画像データ生成部１０３、
制御部１０８に出力する。
　印刷用画像データ生成部１０３は、濃度補正情報を使用して記憶部１０６に記憶された
印刷データから印刷用画像データを生成する。例えば、この印刷データに含まれる１ペー
ジ分のＰＤＬデータ（印刷データ）を抽出し、このＰＤＬデータをラスター・イメージに
展開して１ページ分の印刷用画像データを生成する。１ページ分の印刷用画像データ生成
時に、記憶部１０６に記憶された更新前、または、更新後の濃度補正情報が使用される。
　その後、１ページ分の印刷用画像データから、データ解析部１０２により得た印刷設定
情報に応じた印刷用画像データを生成する。例えば、Ｎｕｐ印刷の場合には、Ｎページ分
の印刷用画像データを集約したＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成する。
【００２９】
　なお、ポスター印刷の場合も、ポスター印刷用の印刷用画像データを作成する。中綴じ
印刷の場合も同様に、中綴じ印刷用の印刷用画像データを生成する。なお、中綴じ印刷と
は、印刷用紙を半分に折ったとき、冊子のように各ページがレイアウトされるように、元
原稿を２ｕｐで両面印刷する機能を言う。
【００３０】
　印刷部１０４は、感光体ドラム等の印刷用部品、この印刷用部品の動作制御を行う制御
装置から構成され、印刷用画像データ生成部１０３が生成した印刷用画像データに基づき
印刷処理を実行する。
　キャリブレーション実行部１０５は、例えば、印刷枚数が特定枚数を越えた場合、ドラ
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ム回転数が特定回転数を超えた場合、印刷装置１００の設置場所の温度や湿度の変化量が
大きい場合、電源がオンされてからの経過時間が特定時間を超えた場合に、キャリブレー
ション実行条件を満たしたと判定し、キャリブレーションを実行し、画像濃度の補正のた
めの濃度補正情報を更新する。そして、更新前の濃度補正情報と共に、キャリブレーショ
ンの実行により更新された更新後の濃度補正情報を記憶部１０６に記憶する。
【００３１】
　記憶部１０６は、ハードディスク装置や不揮発性のメモリからなり、印刷データ、印刷
データの印刷設定情報、更新前の濃度補正情報、更新後の濃度補正情報、印刷用画像デー
タを生成する際に更新後の濃度補正情報を使用するかまたは更新前の濃度補正情報を使用
するかを決定する際に参照される濃度補正情報フラグ（ページ情報とも言う）、印刷用画
像データを記憶する。記憶部１０６は、キャリブレーションの実行により更新された更新
後の濃度補正情報と更新前の濃度補正情報を記憶する濃度補正情報記憶部として機能する
。
　なお、この濃度補正情報フラグについては後述する。
　操作部１０７は、コピー実行キー、テンキー等のハードウェアキーやタッチパネル等か
ら構成され、印刷装置１００に対して実行される各種指示操作を受け付ける。操作部１０
７は、後述する図１１の設定画面を介して印刷設定情報を受け付ける操作部として機能す
る。
【００３２】
　制御部１０８は、印刷用画像データ生成部１０３が生成する印刷用画像データのページ
数をカウントする機能や、カラーモードの検知、具体的には、印刷用画像データがモノク
ロまたはカラーかを検知する機能等を備えると共に、各機能ブロックを制御する。
　決定部１０８ａは、Ｎｕｐ印刷、ポスター印刷等の印刷設定情報に基づく、印刷用画像
データ生成処理を実行中にキャリブレーション実行部１０５がキャリブレーションを実行
した場合、データ解析部１０２が解析した印刷設定情報（解析結果）に基づき、更新前の
濃度補正情報、または、更新後の濃度補正情報を使用してＮｕｐ印刷、ポスター印刷等の
印刷用画像データを生成するかを決定する。ここでは、更新前の濃度補正情報、または、
更新後の濃度補正情報を使用して１ページ分の印刷用画像データを生成するか決定する。
　そして、印刷用画像データ生成部１０３は、この決定結果に基づいて、Ｎｕｐ印刷、ポ
スター印刷等の印刷用画像データを生成する。
【００３３】
　図３は、印刷装置１００で実行される処理を説明するフロー図であり、図３Ａは、キャ
リブレーションについて説明するフロー図、図３Ｂは、本発明に係る印刷処理を説明する
フロー図である。
【００３４】
　印刷装置の電源がオンされると、キャリブレーション実行部１０５は、キャリブレーシ
ョン実行条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ１）。
　キャリブレーション実行条件を満たさない場合（ステップＳ１のＮＯ）、キャリブレー
ション実行条件を満たすまで判定を繰り返す。
　キャリブレーション実行条件を満たす場合（ステップＳ１のＹＥＳ）、キャリブレーシ
ョン実行部１０５は、キャリブレーションを実行し（ステップＳ２）、濃度補正情報を更
新する（ステップＳ３）。このとき、既に記憶部１０６に記憶されている更新前の濃度補
正情報と共に、更新後の濃度補正情報を記憶部１０６に記憶する。印刷装置１００は、電
源がオフになるまで、ステップＳ１～Ｓ３の処理を繰り返す。
【００３５】
　次に、印刷装置１００が実行する印刷処理について、図３Ｂのフロー図を用いて説明す
る。
　ここでは、実行する印刷処理として、図１で説明した４ｕｐ印刷（Ｎｕｐ印刷）を例示
して説明するが、ポスター印刷等の他の印刷処理については、後述する。
　また、通常、１つの印刷処理（印刷ジョブ）の実行においては、複数回のキャリブレー
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ションが実行されることはまれなので、以下の説明では、１つの印刷ジョブの実行中に、
１回だけキャリブレーションが実行される場合を想定して説明する。
【００３６】
　印刷装置１００が、図示しないＰＣにインストールされたプリンタドライバから、印刷
処理の実行指示を受け、Ｉ／Ｏ部１０１を介してこの印刷処理に係る印刷データを受信す
ると、データ解析部１０２は、この印刷データを解析して、この印刷データに含まれてい
る印刷設定情報を取得する（ステップＳ１１）。この印刷設定情報は、ポスター印刷、Ｎ
ｕｐ印刷等であるが、ここでは、印刷設定情報としてＮｕｐ印刷を取得している。
【００３７】
　次に、制御部１０８は、既に、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データの生
成処理を実行しているか否かを判定する（ステップＳ１２）。ここでは、まだ、キャリブ
レーション実行部１０５が、キャリブレーションを実行していないとする。キャリブレー
ションを実行していなければ、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データの生成
処理を実行していない（ステップＳ１２のＮＯ）ので、ステップＳ１３の決定処理に移る
。
【００３８】
　ステップＳ１３では、制御部１０８の決定部１０８ａは、更新前の濃度補正情報、また
は、更新後の濃度補正情報を使用して１ページ分の印刷用画像データを生成するか決定す
る。このとき、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成すると決定した
場合には、濃度補正情報フラグにオンを設定し、更新前の濃度補正情報を使用して印刷用
画像データを生成すると決定した場合には、濃度補正情報フラグにオフを設定する。ここ
では、４ｕｐ印刷を実行するので、４ｕｐ印刷用の印刷用画像データの先頭（左上）に配
置される印刷用画像データを生成する場合、即ち、これから作成する印刷用画像データの
ページ数が４の倍数＋１の場合に濃度補正情報フラグをオンに設定し、それ以外の場合に
は、オフに設定する。
　図１の例では、これから作成する印刷用画像データのページ数が５ページの場合に、濃
度補正情報フラグをオンに設定する。
　なお、印刷処理がポスター印刷等の場合については、図１０のフロー図で説明する。
【００３９】
　次に、制御部１０８は、キャリブレーション実行部１０５が、キャリブレーションを実
行し、記憶部１０６に更新後の濃度補正情報が新たに記憶されたか、即ち、濃度補正情報
が更新されているか否かを判定する（ステップＳ１４）。ここでは、キャリブレーション
実行部１０５は、キャリブレーションを実行していないので、濃度補正情報が更新されて
おらず（ステップＳ１４のＮＯ）、ステップＳ１５に移る。
【００４０】
　ステップＳ１５では、印刷用画像データ生成部１０３が、更新前の濃度補正情報を使用
して印刷用画像データを生成する。このとき、印刷用画像データ生成部１０３は、生成し
た印刷用画像データを記憶部１０６に記憶する。
　次に、制御部１０８は、実行する印刷処理が、Ｎｕｐ印刷または中綴じ印刷であるか判
定する（ステップＳ１６）。
　印刷処理がＮｕｐ印刷または中綴じ印刷の場合（ステップＳ１６のＹＥＳ）、制御部１
０８は、Ｎｕｐ印刷用または中綴じ印刷用の印刷用画像データを生成できるか判定する（
ステップＳ１７）。ここでは、印刷処理が４ｕｐ印刷なので、４ページ分の印刷用画像デ
ータが記憶部１０６に記憶されている場合には、４ｕｐ印刷用画像データを生成できるが
、４ページ分の印刷用画像データが記憶部１０６に記憶されていないと、４ｕｐ印刷用画
像データを生成できない。
【００４１】
　Ｎｕｐ印刷用または中綴じ印刷用の印刷用画像データを生成できる場合（ステップＳ１
７のＹＥＳ）、印刷用画像データ生成部１０３は、Ｎｕｐ印刷または中綴じ印刷用画像デ
ータを生成し（ステップＳ１８）、印刷部１０４が、この印刷用画像データの印刷処理を
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実行する（ステップＳ１９）。
　Ｎｕｐ印刷用または中綴じ印刷用の印刷用画像データを生成できない場合（ステップＳ
１７のＮＯ）、ステップＳ１２に戻る。Ｎｕｐ印刷または中綴じ印刷でない場合（ステッ
プＳ１６のＮＯ）、ステップＳ１７、Ｓ１８の処理を省略し、印刷部１０４は、既に記憶
部１０６に記憶されている印刷用画像データの印刷処理を実行する（ステップＳ１９）。
【００４２】
　現在、１ページ目の印刷用画像データの生成が終了し、この印刷用画像データが記憶部
１０６に記憶されているとする。この場合、４ｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成でき
ない（ステップＳ１７のＮＯ）ので、ステップ１２に戻り、２ページ目の印刷画像データ
を生成するため、ステップＳ１３～Ｓ１７の処理が実行される。その結果、２ページ目の
印刷用画像データが生成されて、記憶部１０６に記憶される。
【００４３】
　２ページ目の印刷用画像データ生成後、３ページ目の印刷用画像データを生成するため
、ステップＳ１２に戻り、次いで、ステップＳ１３の決定処理を実行する。ここでは、３
ページ目の印刷用画像データを生成するので、濃度補正情報フラグにはオフが設定される
。
　また、図１で説明したように、２ページ目の印刷用画像データが生成された時点で、キ
ャリブレーション実行部１０５が、キャリブレーションを実行したとする（図３Ａのステ
ップＳ２）。
【００４４】
　この場合、濃度補正情報が更新される（ステップＳ１４のＹＥＳ）ので、ステップＳ２
０に移る。
　ステップＳ２１では、制御部１０８が、印刷用画像データの生成時において、更新前の
濃度補正情報を使用するか、または、更新後の濃度補正情報を使用するかを判定する。
　具体的には、濃度補正情報フラグにオンが設定されているかオフが設定されているかを
判定する。
【００４５】
　ここでは、濃度補正情報フラグにはオフが設定されているので、制御部１０８は、印刷
用画像データの生成時において、更新前の濃度補正情報を使用すると判定し（ステップＳ
２１のＮＯ）、印刷用画像データ生成部１０３は、更新前の濃度補正情報を使用して３ペ
ージ目の印刷用画像データの生成する（ステップＳ１５）。そして、ステップＳ１６、Ｓ
１７の処理を実行する。次に、印刷用画像データ生成部１０３が、４ページ目の印刷用画
像データの生成処理を実行するが、この処理は、３ページ目の印刷用画像データの生成処
理と同じなので省略する。
【００４６】
　４ページ目の印刷用画像データの生成処理（ステップＳ１５）が終了すると、４ページ
分の印刷用画像データが記憶部１０６に記憶され、Ｎｕｐ印刷用の印刷用画像データを生
成できる（ステップ１７のＹＥＳ）ので、印刷用画像データ生成部１０３は、４ページ分
の印刷用画像データが集約されたＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成し（ステップＳ
１８）、印刷部１０４は、このＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを印刷する（ステップＳ
１９）。１ページ分の印刷処理が実行されると、制御部１０８は、この印刷したページが
最終ページか否かを判定し（ステップＳ２０）、最終ページでない場合（ステップＳ２０
のＮＯ）、ステップＳ１２に戻る。なお、最終ページの場合には（ステップＳ２０のＹＥ
Ｓ）、印刷処理を終了する。
【００４７】
　ここでは、まだ最終ページではないので、次に、ステップＳ１２に戻り、５ページ目の
印刷用画像データの生成処理を開始するが、前述のように、まだ、更新後の濃度補正情報
を使用して印刷用画像データの生成処理を実行していない（ステップＳ１２のＮＯ）ので
、ステップＳ１３の決定処理を実行する。
　このとき、これから生成する印刷用画像データのページ数は４の倍数＋１（５ページ）
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なので、ステップＳ１３において、決定部１０８ａは、更新後の濃度補正情報を使用して
、５ページ目の印刷用画像データを生成すると決定し、濃度補正情報フラグにオンを設定
する。
【００４８】
　前述のように、既に、キャリブレーション実行部１０５が、キャリブレーションを実行
することにより、濃度補正情報が更新されている（ステップＳ１４のＹＥＳ）ので、ステ
ップＳ２１の判定処理に移る。
　ステップＳ２１では、制御部１０８は、これから生成する印刷用画像データに対して更
新後の濃度補正情報を使用するか否かを判定する。ここでは、既に、ステップＳ１３にお
いて、更新後の濃度補正情報を使用して５ページ目の印刷用画像データの生成処理を実行
すると決定しているので（濃度補正情報フラグがオン）、制御部１０８は、これから生成
する印刷用画像データに対して更新後の濃度補正情報を使用すると判定し（ステップＳ２
１のＹＥＳ）、印刷用画像データ生成部１０３は、更新後の濃度補正情報を使用して５ペ
ージ目の印刷用画像データを生成する（ステップＳ２２）。
【００４９】
　次に、ステップＳ１６、Ｓ１７の処理を実行して、ステップＳ１２に戻り、６ページ目
の印刷用画像データの生成処理を開始するが、前述のように、既に、更新後の濃度補正情
報を使用して印刷用画像データの生成処理を実行している（ステップＳ１２のＹＥＳ）の
で、更新後の濃度補正情報を使用して６ページ目の印刷用画像データの生成処理を実行す
る（ステップＳ２２）。
　次に、ステップＳ１６、Ｓ１７の処理を実行して、ステップＳ１２に戻り、６ページ目
と同様に、更新後の濃度補正情報を使用して７ページ目、８ページ目の印刷用画像データ
の生成処理を実行する。
【００５０】
　５ページ目～８ページ目の印刷用画像データの生成処理が終了すると、４ページ分の印
刷用画像データが記憶部１０６に記憶され、Ｎｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成でき
る（ステップ１７のＹＥＳ）ので、印刷用画像データ生成部１０３は、４ページ分の印刷
用画像データが集約されたＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成し（ステップＳ１８）
、印刷部１０４は、このＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを印刷する（ステップＳ１９）
。
【００５１】
　この印刷したページは最終ページ（ステップＳ２０のＹＥＳ）なので、印刷処理を終了
する。
　このように印刷することにより、同一印刷用紙内に色味の違う画像が印刷されることが
無いので、ユーザーに対して色味の変化を目立たなくすることができる。
【００５２】
　次に、図４～図９を用いて本発明の印刷装置１００で実行される他の印刷処理について
模式的に説明する。
　図４は、ポスター印刷時における印刷装置１００で実行される印刷処理の一例を示す図
である。ここで、ポスター印刷とは、１ページの原稿に対応する印刷用画像データを拡大
し、この拡大した印刷用画像データをＭ×Ｎに分割して印刷することを意味する。なお、
１ページの原稿に対応する印刷用画像データをＭ×Ｎに分割して、この分割した印刷用画
像データを拡大印刷してもよい。
【００５３】
　例えば、‘１’、‘２’が記載された２ページの原稿を、図４（Ａ）に示すように、２
×２（左上→右上→左下→右下の順）でポスター印刷すると、前記原稿の内容が２×２に
分割されて計８ページの用紙にそれぞれ印刷される。ここで、例えば、このポスター印刷
処理の実行において、２ページ目の印刷用画像データを生成後にキャリブレーション実行
条件を満たし、濃度補正情報が更新されたとする。この場合、３ページ目から更新後の濃
度補正情報を使用して印刷用画像データを生成すると、図４（Ａ）の符号Ｐ３に示すよう
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に、同一ポスター内に色味の違う画像が含まれるので、色味の違いが目立つ。
【００５４】
　そこで、印刷装置１００は、２ページ目の印刷用画像データを生成後に濃度補正情報が
更新された場合でも、３ページ目からではなく、次のポスターの先頭ページである５ペー
ジ目の印刷用画像データを生成する際に、更新後の濃度補正情報を使用することで、図４
（Ｂ）に示すように、同一ポスター内における色味が目立って異ならないようにする。
【００５５】
　図５は、カラーモノクロ混在印刷時における印刷装置１００で実行される印刷処理の一
例を示す図である。
　図５（Ａ）に示すように、１、２、３ページのカラー印刷用画像データ、４、５、６ペ
ージのモノクロ印刷用画像データ、７、８ページのカラー印刷用画像データの印刷処理に
おいて、２ページ目の印刷用画像データを生成後にキャリブレーション実行条件を満たし
、濃度補正情報が更新されたとする。この場合、３ページ目から更新後の濃度補正情報を
使用して印刷用画像データを生成すると、図５（Ａ）の符号Ｐ４に示すようにカラー原稿
である２ページ目の色味と、同３ページ目の色味が異なり、一連のカラー印刷ページにお
いて、色味の違う画像が連続することになり、色味の違いが目立つ。
【００５６】
　そこで、印刷装置１００は、２ページ目の印刷用画像データを生成後に濃度補正情報が
更新された場合でも、３ページ目からではなく、カラーモードが異なるページである４ペ
ージ目の印刷用画像データを生成する際に更新後の濃度補正情報を使用することで、図５
（Ｂ）に示すように、色味が目立って異ならないようにする。
【００５７】
　図６は、複数部数印刷時における印刷装置１００で実行される印刷処理の一例を示す図
である。
　Ｎページの原稿を部単位で複数部数印刷するとする。例えば、１～３ページの原稿を部
単位で３部印刷するとする。このとき、１～３ページの原稿に対応する３ページの印刷用
画像データが生成される。また、２ページ目の印刷用画像データを生成した後にキャリブ
レーション実行条件を満たし、濃度補正情報が更新されたとする。この場合、３ページ目
から更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成すると、図６（Ａ）の符号
Ｐ５に示すように、色味の違う画像が同一部内に含まれるため、色味の違いが目立つ。ま
た複数部数印刷の場合、１部目に生成した印刷用画像データを２部目以降にも使用するこ
とが考えられるため、すべての部に色味の違う画像が含まれることになる。
【００５８】
　そこで、印刷装置１００は、２ページ目の印刷用画像データを生成後に濃度補正情報が
更新された場合でも、３ページ目から更新後の濃度補正情報を使用するのではなく、次の
部の１ページ目（先頭からは４ページ目）の印刷用画像データを生成する際に更新後の濃
度補正情報を使用することで、図６（Ｂ）に示すように同一部内に色味の違う画像が含ま
れないようにして、色味が目立って異ならないようにする。また、３部目以降は更新後の
濃度補正情報を使用して作成した２部目の印刷用画像データを印刷することで色味の変化
を最小限にすることができる。
【００５９】
　図７は、中綴じ印刷時における印刷装置１００で実行される印刷処理の一例を示す図で
ある。
　図７（Ａ）に示すように、‘１’から‘８’までを記載した８ページの原稿に対応する
印刷用画像データを中綴じ印刷したとき、計２ページの用紙の裏表に前記原稿の内容が２
ｕｐで印刷される。図中の点線で記載した数字は用紙の裏面に印刷された画像であること
意味する。用紙中央の点線部分で用紙を折り曲げると冊子になる。
　ここで、例えば、この中綴じ印刷処理の実行において、２ページ目の印刷用画像データ
を生成後にキャリブレーション実行条件を満たし、濃度補正情報が更新されたとする。こ
の場合、３ページ目から更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成すると
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、図７（Ａ）の符号Ｐ６に示すように、冊子の１ページ目の画像を上にして１枚を見開い
たとき、色味の違う２ページ目の画像と３ページ目の画像が同一見開き内に含まれるため
、色味の違いが目立つ。
【００６０】
　そこで、印刷装置１００は、２ページ目の印刷用画像データを生成後に濃度補正情報が
更新された場合でも、３ページ目からではなく、次の見開き開始となる４ページ目の印刷
用画像データを生成する際に更新後の濃度補正情報を使用することで、図７（Ｂ）に示す
ように、色味が目立って異ならないようにする。なお、ここでの中綴じ印刷は、印刷装置
外部のプリンタドライバやアプリケーションで生成された中綴じ印刷用の印刷用画像デー
タに基づいて実行されるのではなく、印刷装置内部で生成された中綴じ印刷用の印刷用画
像データに基づいて実行されるものとする。
【００６１】
　図８は、両面印刷時における印刷装置１００で実行される印刷処理の一例を示す図であ
る。
　図８（Ａ）に示すように、４ページの原稿を両面印刷（左綴じ）したとき、計２ページ
の用紙の表面裏面に前記原稿の内容が両面印刷される。図中のグレーで記載した文字は、
用紙裏面に印刷された画像であることを意味する。ここで、例えば、この両面印刷処理の
実行において、２ページ目の印刷用画像データを生成後にキャリブレーション実行条件を
満たし、濃度補正情報が更新されたとする。この場合、３ページ目から更新後の濃度補正
情報を使用して印刷用画像データを生成すると、図８（Ａ）の符号Ｐ７に示すように、同
一見開きとなる１枚目用紙裏面（２ページ目）と２枚目用紙表面（３ページ目）に色味の
違う画像が印刷されるため、２枚の用紙を重ねて左綴じで見開いたとき色味の違いが目立
つ。
【００６２】
　そこで、印刷装置１００は、２ページ目の印刷用画像データを生成後に濃度補正情報更
新された場合でも、３ページ目からではなく、次の見開き開始となる２枚目裏面（４ペー
ジ目）の印刷用画像データを生成する際に更新後の濃度補正情報を使用することで、図８
（Ｂ）に示すように、見開き状態において色味が目立って異ならないようにする。
【００６３】
　図９は、上記印刷設定以外の通常の片面印刷時における印刷装置１００で実行される印
刷処理の一例を示す図である。図９（Ａ）に示すように、４ページの原稿を印刷したとき
、例えば、２ページ目の印刷用画像データを生成後にキャリブレーション実行条件を満た
し、濃度補正情報が更新されたとする。この場合、３ページ目から更新後の濃度補正情報
を使用して印刷用画像データを生成する。このようにすることで、通常印刷の場合には、
更新後の濃度補正情報を即時に反映することができる。
【００６４】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、図１、図４～図９で説明したＮｕｐ印刷、ポスター印刷等の印
刷処理を実行する場合に、印刷装置１００で実行される処理について説明するフロー図で
ある。
　このフロー図は、図３ＢのステップＳ１３で説明した、更新前の濃度補正情報を使用し
て印刷処理を実行するか、または、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行する
かを決定する処理に対応するフロー図であり、図３ＢのステップＳ１３で実行される処理
を詳細に説明したものである。
【００６５】
　ユーザーが、印刷処理実行中に、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを
生成（印刷処理の実行）すること許可していない場合（ステップＳ３１のＹＥＳ）、決定
部１０８ａは、濃度補正情報フラグをオフに設定して処理を終了する（図１０Ｃのステッ
プＳ３２）。
【００６６】
　ユーザーは、例えば、操作部１０７の表示パネルやリモートアクセス可能なブラウザに
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表示される設定画面を介して印刷装置１００に、印刷処理実行中において、更新後の濃度
補正情報を使用して印刷用画像データを生成することの許可／不許可を指示することがで
きる。
　図１１は、この設定画面の一例を示す図であり、ユーザーが、図１１の“ページ間を許
可しない”のラジオボタンをオンにした場合、印刷装置１００は、印刷処理実行中におい
て、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成しない。ユーザーはこの画
面を介して、印刷処理毎に濃度補正情報の更新タイミングを指定することができる。
【００６７】
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“ページ間を許可する”、“すべて許可
する”のラジオボタンをオンにした場合、即ち、印刷処理実行中において、更新後の濃度
補正情報を使用して印刷用画像データを生成することを無条件で許可している場合（ステ
ップＳ３３のＹＥＳ）、決定部１０８ａは、濃度補正情報フラグにオンを設定する（図１
０ＣのステップＳ３４）。
【００６８】
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“ポスター印刷”のチェックボックスを
オンにした場合、即ち、ポスター印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処
理を実行することを許可している場合（ステップＳ３５のＹＥＳ）、制御部１０８は、印
刷処理がポスター印刷（Ｍ×Ｎ分割）であるか否かを判定する（ステップＳ３６）。ポス
ター印刷であったとき（ステップＳ３６のＹＥＳ）、決定部１０８ａは、これから印刷用
画像データを生成するページが（（Ｍ×Ｎ）の倍数＋１）ページ目であるか否かを判定す
る（ステップＳ３７）。
【００６９】
　例えば、２×２のポスター印刷であれば、１ページ目（（２×２）×０＋１）、５ペー
ジ目（（２×２）×１＋１）、９ページ目（（２×２）×２＋１）、…がこの条件に該当
し、その場合（ステップＳ３７のＹＥＳ）、決定部１０８ａは、濃度補正情報フラグをオ
ンに設定する（図１０ＣのステップＳ３４）。即ち、決定部１０８ａは、キャリブレーシ
ョン実行後に生成する印刷用画像データのページ数がＭ×Ｎの倍数＋１の場合に、更新後
の濃度補正情報を使用してポスター印刷用の印刷用画像データを生成すると決定する。
【００７０】
　このように、図１１に示した設定画面の印刷設定情報を示す「ポスター印刷」のチェッ
クボックスをオンにすることにより操作部１０７を介して受け付けたポスター印刷を示す
印刷設定情報と印刷データの印刷設定情報（ポスター印刷）とが同じ場合にのみ、決定部
１０８ａは、前記決定を実行する。
【００７１】
　ポスター印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行することを許
可していない場合（ステップＳ３５のＮＯ）、印刷設定がポスター印刷でない場合（ステ
ップＳ３６のＮＯ）、ポスター印刷であるが該当ページでない場合（ステップＳ３７のＮ
Ｏ）、次の印刷設定の判定に移る。
【００７２】
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“Ｎｕｐ印刷”のチェックボックスをオ
ンにした場合、即ち、Ｎｕｐ印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を
実行することを許可している場合（ステップＳ３８のＹＥＳ）、制御部１０８は、印刷処
理がＮｕｐ印刷であるか否かを判定する（ステップＳ３９）。Ｎｕｐ印刷であったとき（
ステップＳ３９のＹＥＳ）、決定部１０８ａは、これから印刷用画像データを生成するペ
ージが（Ｎの倍数＋１）ページ目であるか否かを判定する（ステップＳ４０）。
【００７３】
　例えば、４ｕｐ印刷であれば、１ページ目（４×０＋１）、５ページ目（４×１＋１）
、９ページ目（４×２＋１）、…がこの条件に該当し、その場合（ステップＳ４０のＹＥ
Ｓ）、決定部１０８ａは、濃度補正情報フラグをオンに設定する（図１０ＣのステップＳ
３４）。即ち、決定部１０８ａは、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像デー
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タのページ数がＮの倍数＋１の場合に、更新後の濃度補正情報を使用してＮｕｐ印刷用の
印刷用画像データを生成すると決定する。
【００７４】
　このように、図１１に示した設定画面の印刷設定情報を示す「Ｎｕｐ印刷」のチェック
ボックスをオンにすることにより操作部１０７を介して受け付けたＮｕｐ印刷を示す印刷
設定情報と印刷データの印刷設定情報（Ｎｕｐ印刷）とが同じ場合にのみ、決定部１０８
ａは、前記決定を実行する。
【００７５】
　Ｎｕｐ印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行することを許可
していない場合（ステップＳ３８のＮＯ）、印刷設定がＮｕｐ印刷でない場合（ステップ
Ｓ３９のＮＯ）、Ｎｕｐ印刷であるが該当ページでない場合（ステップＳ４０のＮＯ）、
図１０Ｂに示す次の印刷設定の判定に移る。
【００７６】
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“カラーモノクロ混在”のチェックボッ
クスをオンにした場合、即ち、カラーモノクロ混在原稿において、更新後の濃度補正情報
を使用して印刷処理を実行することを許可している場合（ステップＳ４１のＹＥＳ）、制
御部１０８は、これから印刷用画像データを生成するページのカラーモード（カラーorモ
ノクロ）と、１ページ前のカラーモードを比較して、カラーモードが異なるか否かを判定
する（ステップＳ４２）。異なる場合（ステップＳ４２のＹＥＳ）、濃度補正情報フラグ
をオンに設定する（図１０ＣのステップＳ３４）。
【００７７】
　即ち、決定部１０８ａは、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データのカ
ラーモードが１ページ前に生成した印刷用画像データのカラーモードと異なる場合に、更
新後の濃度補正情報を使用してカラーモノクロ混在印刷用の印刷用画像データを生成する
と決定する。
【００７８】
　このように、図１１に示した設定画面の印刷設定情報を示す「カラーモノクロ混在」の
チェックボックスをオンにすることにより操作部１０７を介して受け付けたカラーモノク
ロ混在印刷を示す印刷設定情報と印刷データの印刷設定情報（カラーモノクロ混在印刷）
とが同じ場合にのみ、決定部１０８ａは、前記決定を実行する。
【００７９】
　カラーモノクロ混在原稿において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行す
ることを許可していない場合（ステップＳ４１のＮＯ）、カラー連続またはモノクロ連続
の印刷の場合（ステップＳ４２のＮＯ）、次の印刷設定の判定に移る。
【００８０】
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“部数”のチェックボックスをオンにし
た場合、即ち、Ｎページの原稿を部単位で複数部数印刷する複数部数印刷において、更新
後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行することを許可している場合（ステップＳ４
３のＹＥＳ）、制御部１０８は、印刷処理が複数部数印刷であるか否かを判定する（ステ
ップＳ４４）。複数部数印刷であったとき（ステップＳ４４のＹＥＳ）、制御部１０８は
、部単位の印刷であるか否かを判定する（ステップＳ４５）。部単位の印刷の場合（ステ
ップＳ４５のＹＥＳ）、決定部１０８ａは、これから印刷用画像データを生成するページ
が部単位の１ページ目であるか否かを判定し（ステップＳ４６）、１ページ目であれば（
ステップＳ４６のＹＥＳ）、濃度補正情報フラグをオンに設定する（図１０Ｃのステップ
Ｓ３４）。
　即ち、決定部１０８ａは、次の部の先頭ページから更新後の濃度補正情報を使用して複
数部数印刷用の印刷用画像データを生成すると決定する。
【００８１】
　このように、図１１に示した設定画面の印刷設定情報を示す「部数」のチェックボック
スをオンにすることにより操作部１０７を介して受け付けた印刷設定情報と印刷データの
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印刷設定情報（複数部数印刷）とが同じ場合にのみ、決定部１０８ａは、前記決定を実行
する。
【００８２】
　複数部数印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行することを許
可していない場合（ステップＳ４３のＮＯ）、印刷設定が複数部数印刷でない場合（ステ
ップＳ４４のＮＯ）、複数部数印刷であるが部単位の印刷でない場合（ステップＳ４５の
ＮＯ）、複数部数印刷であるが部単位の１ページ目でない場合（ステップＳ４６のＮＯ）
、図１０Ｃに示す次の印刷設定の判定に移る。
【００８３】
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“中綴じ印刷”のチェックボックスをオ
ンにした場合、即ち、中綴じ印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を
実行することを許可している場合（ステップＳ４７のＹＥＳ）、制御部１０８は、印刷処
理が中綴じ印刷であるか否かを判定する（ステップＳ４８）。中綴じ印刷であったとき（
ステップＳ４８のＹＥＳ）、決定部１０８ａは、これから印刷用画像データを生成するペ
ージが１ページ目であるかどうか（ステップＳ５１）、偶数ページ目であるか否かを判定
する（ステップＳ５２）。１ページ目（ステップＳ５１のＹＥＳ）、または偶数ページ目
（ステップＳ５２のＹＥＳ）の場合、決定部１０８ａは、濃度補正情報フラグをオンに設
定する（ステップＳ３４）。
【００８４】
　即ち、決定部１０８ａは、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データのペ
ージ数が１ページまたは偶数の場合に、更新後の濃度補正情報を使用して中綴じ印刷用の
印刷用画像データを生成すると決定する。
【００８５】
　このように、図１１に示した設定画面の印刷設定情報を示す「中綴じ印刷」のチェック
ボックスをオンにすることにより操作部１０７を介して受け付けたポスター印刷を示す印
刷設定情報と印刷データの印刷設定情報（中綴じ印刷）とが同じ場合にのみ、決定部１０
８ａは、前記決定を実行する。
【００８６】
　中綴じ印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行することを許可
していない場合（ステップＳ４７のＮＯ）、印刷設定が中綴じ印刷でない場合（ステップ
Ｓ４８のＮＯ）、次の印刷設定の判定に移る。１ページ目以外の奇数ページ目である場合
（ステップＳ５２のＮＯ）、決定部１０８ａは、濃度補正情報フラグをオフに設定して処
理を終了する（ステップＳ３２）。
【００８７】
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“両面印刷”のチェックボックスをオン
にした場合、即ち、両面印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行
することを許可している場合（ステップＳ４９のＹＥＳ）、制御部１０８は、印刷処理が
両面印刷であるか否かを判定する（ステップＳ５０）。両面印刷であったとき（ステップ
Ｓ５０のＹＥＳ）、決定部１０８ａは、これから印刷用画像データを生成するページが１
ページ目であるかどうか（ステップＳ５１）、偶数ページ目であるか否かを判定する（ス
テップＳ５２）。
【００８８】
　１ページ目（ステップＳ５１のＹＥＳ）、または偶数ページ目（ステップＳ５２のＹＥ
Ｓ）の場合、決定部１０８ａは、濃度補正情報フラグをオンに設定する（ステップＳ３４
）。
【００８９】
　即ち、決定部１０８ａは、キャリブレーション実行後に生成する印刷用画像データのペ
ージ数が１ページまたは偶数の場合に、更新後の濃度補正情報を使用して、両面印刷用の
印刷用画像データを生成すると決定する。
【００９０】
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このように、図１１に示した設定画面の印刷設定情報を示す「両面印刷」のチェックボッ
クスをオンにすることにより操作部１０７を介して受け付けた印刷設定情報と印刷データ
の印刷設定情報（両面印刷）とが同じ場合にのみ、決定部１０８ａは、前記決定を実行す
る。
【００９１】
　両面印刷において、更新後の濃度補正情報を使用して印刷処理を実行することを許可し
ていない場合（ステップＳ４９のＮＯ）、印刷設定が両面印刷でない場合（ステップＳ５
０のＮＯ）、１ページ目以外の奇数ページ目である場合（ステップＳ５２のＮＯ）、濃度
補正情報フラグをオフに設定して処理を終了する（ステップＳ３２）。
　なお、印刷データの印刷設定情報が、通常の片面印刷の場合、決定部１０８ａは、キャ
リブレーション実行後に生成する印刷用画像データから、更新後の濃度補正情報を使用し
て片面印刷用の印刷用画像データを生成すると決定する。
【００９２】
　上記、ステップＳ３１～Ｓ５２の処理が終了すると、印刷装置１００は、図３Ｂで説明
したステップＳ１４の処理を実行することになる。
【００９３】
　このようにすることで、Ｎｕｐ印刷、ポスター印刷等、様々な印刷処理を実行する場合
であっても、印刷物の色味の違いが目立って異なることがない。
　また、更新後の濃度補正情報を使用してＮｕｐ印刷用、ポスター印刷用の印刷用画像デ
ータを生成すると、色味の違いが目立つため、更新後の濃度補正情報を使用しないといっ
たユーザー毎の設定や、両面印刷等それ以外の場合は色味の違いを気にしないため、任意
のページで更新後の濃度補正情報を使用するといったユーザー毎の設定が可能になる。
【００９４】
　（実施例２）
　実施例１では、１つの印刷用画像データを生成すると、即座に、この印刷用画像データ
を印刷していた。例えば、４ｕｐ印刷用の印刷用画像データの生成処理が終了すると、即
座に、この印刷用画像データを印刷することができた。しかし、印刷用画像データの生成
処理速度が、印刷処理速度よりも早く、印刷用画像データの印刷が間に合わない場合には
、予め印刷用画像データを生成し、生成順に記憶部に記憶して、その後、記憶した複数の
印刷用画像データを順次印刷することもある。以下、このような順次印刷における、更新
前後の濃度補正情報の使用について説明する。
【００９５】
　図１２は、複数の印刷用画像データを順次印刷する場合における、更新前後の濃度補正
情報の使用について説明する図である。
　図１２（Ａ）は、あるタイミングにおける、１２ページ分の原稿に対応する印刷用画像
データの生成状態を説明する図である。ここで、太線で示すページ（１～４ページ）は印
刷処理が終了したページであり、細線で示すページ（５～１０）は更新前の濃度補正情報
を使用して生成した印刷用画像データを示し、点線で示すページ（１１、１２）は、印刷
用画像データを生成していないページを示す。
　図１２（Ｂ）、図１２（Ｃ）は、図１２（Ａ）に示した印刷用画像データを４ｕｐ印刷
（左上→右上→左下→右下の順）する際に生成される４ｕｐ印刷用の印刷用画像データを
示す図である。
【００９６】
　図１２（Ａ）に示す状態では、４ページ目（Ｎｕｐ印刷での１枚目）までの印刷が終了
したとき、既に先行して５～１０ページの印刷用画像データの生成処理の実行処理が終了
している。
　ここで、この１０ページ目の印刷用画像データの生成が終了したタイミングで、キャリ
ブレーションの実行条件を満たし、濃度補正情報が更新されたとする。この場合に、既に
作成された印刷用画像データに対して、更新後の濃度補正情報を使用して再度、印刷用画
像データを生成する処理（以下、再ＲＩＰと記す）の実行について説明する。
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【００９７】
　図１２（Ａ）の場合、既に５～１０ページの印刷用画像データが生成されている。この
印刷用画像データの中で、再ＲＩＰの対象となる印刷用画像データは、実施例１で説明し
たように、４ｕｐ印刷用の印刷用画像データの先頭ページに対応する５ページの印刷用画
像データ以降の印刷用画像データ、または、同９ページの印刷用画像データ以降の印刷用
画像データである。
　５ページの印刷用画像データは、図１２（Ｂ）に示す、２ページ目の４ｕｐ印刷用の印
刷用画像データの先頭ページに対応するものであり、このページから更新後の濃度補正情
報を使用して印刷用画像データを生成すると、図１２（Ｂ）に示すような印刷用画像デー
タが生成される。
　同じく、９ページの印刷用画像データは、図１２（Ｃ）に示す、３ページ目の４ｕｐ印
刷用の印刷用画像データの先頭ページに対応するものであり、このページから更新後の濃
度補正情報を使用して印刷用画像データを生成すると、図１２（Ｃ）に示すような印刷用
画像データが生成される。
【００９８】
　５ページ以降の印刷用画像データに対して再ＲＩＰを実行するか、または、９ページ以
降の印刷用画像データに対して再ＲＩＰを実行するかの決定は、印刷画質を向上させるか
、または、印刷用画像データの作成処理速度を速めるかによる。
　５ページ以降の印刷用画像データに対して再ＲＩＰを実行すれば、速やかに更新後の濃
度補正情報を使用して印刷用画像データを生成できるので、印刷画質が向上する。即ち、
この再ＲＩＰによれば、即座に、更新後の濃度補正情報を印刷用画像データに反映するこ
とができるので、印刷画質が向上する。
【００９９】
　９、１０ページの印刷用画像データに対して再ＲＩＰを実行すれば、生成済みの印刷用
画像データを無駄にしないので処理速度を上げることができる。この場合、９、１０ペー
ジのみを再ＲＩＰすればよいので、再ＲＩＰする印刷用画像データの数が少なくなり、処
理時間を最小限に抑えることが可能となる。
【０１００】
　このような再ＲＩＰを実行するため、印刷装置１００は、以下の機能を備える。
　記憶部１０６は、印刷用画像データ生成部１０３が生成した１ページ毎の印刷用画像デ
ータを生成順に記憶する機能を備える。
　操作部１０７は、印刷処理実行前に、画質優先で印刷するか、または、速度優先で印刷
するかの指示操作を受け付ける機能を備える。ユーザーは、この指示操作を図１１に示し
た画面を介して実行する。この指示操作については、図１３のフロー図で説明する。
【０１０１】
　制御部１０８は、Ｎｕｐ印刷、ポスター印刷等の印刷設定情報に基づく、印刷用画像デ
ータ生成処理を実行中にキャリブレーション実行部１０５がキャリブレーションを実行し
た場合、操作部１０７からの指示内容、および、データ解析部１０２が解析した印刷デー
タの解析結果に基づき、記憶部１０６（印刷用画像データ記憶部）に記憶された印刷用画
像データの中から、更新後の濃度補正情報を使用して新たに生成する印刷用画像データ、
即ち、再ＲＩＰの対象となる印刷用画像データを選択する機能を備える。
　また、制御部１０８は、印刷部１０４の動作状態を検知し、印刷部１０４が印刷用画像
データの印刷処理を実行していないか、または、印刷処理を実行中かを検知する機能を備
える。
【０１０２】
　印刷用画像データ生成部１０３は、制御部１０８の選択に基づき、更新後の濃度補正情
報を使用して、Ｎｕｐ印刷、ポスター印刷等の印刷用画像データを生成する機能を備える
。
【０１０３】
　図１３Ａ、図１３Ｂは、このような再ＲＩＰを実行する処理を説明するフロー図である
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。以下、図１２の図を参照しながら、再ＲＩＰについて説明する。
【０１０４】
　印刷装置１００が、図示しないＰＣにインストールされたプリンタドライバから、印刷
処理の実行指示を受け、Ｉ／Ｏ部１０１を介してこの印刷処理に係る印刷データを受信す
ると、データ解析部１０２は、この印刷データを解析して、この印刷データに含まれてい
る印刷設定情報を取得する（ステップＳ６１）。ここでは、印刷設定情報としてＮｕｐ印
刷を取得している。
【０１０５】
　次に、制御部１０８は、既に、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データの生
成処理を実行しているか否かを判定する（ステップＳ６２）。ここでは、まだ、キャリブ
レーション実行部１０５が、キャリブレーションを実行していないとする。キャリブレー
ションを実行していなければ、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データの生成
処理を実行していない（ステップＳ６２のＮＯ）ので、図１３ＢのステップＳ６３の決定
処理に移る。なお、このステップＳ６３は、図３のステップＳ１３（図１０Ａ～図１０Ｃ
のフロー図）と同じものである。
【０１０６】
　ステップＳ６３では、制御部１０８の決定部１０８ａは、更新前の濃度補正情報、また
は、更新後の濃度補正情報を使用して１ページ分の印刷用画像データを生成するか決定す
る。更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データを生成すると決定した場合には、
濃度補正情報フラグにオンを設定し、更新前の濃度補正情報を使用して印刷用画像データ
を生成すると決定した場合には、濃度補正情報フラグにオフを設定する。この濃度補正情
報フラグは、これから生成される印刷用画像データに対応付けられて記憶部１０６に記憶
される。
【０１０７】
　次に、制御部１０８は、キャリブレーション実行部１０５が、キャリブレーションを実
行し、記憶部１０６に更新後の濃度補正情報が新たに記憶されたか、即ち、濃度補正情報
が更新されているか否かを判定する（ステップＳ６４）。ここでも、キャリブレーション
実行部１０５は、キャリブレーションを実行していないので、濃度補正情報が更新されて
おらず（ステップＳ６４のＮＯ）、ステップＳ６５に移る。
【０１０８】
　ステップＳ６５では、印刷用画像データ生成部１０３が、更新前の濃度補正情報を使用
して印刷用画像データを生成する。このとき、印刷用画像データ生成部１０３は、生成し
た印刷用画像データを濃度補正情報フラグと共に記憶部１０６に記憶する。
【０１０９】
　次に、制御部１０８は、実行する印刷処理が、Ｎｕｐ印刷または中綴じ印刷であるか判
定する（図１３ＡのステップＳ６６）。
　印刷処理がＮｕｐ印刷または中綴じ印刷の場合（ステップＳ６６のＹＥＳ）、制御部１
０８は、Ｎｕｐ印刷用または中綴じ印刷用の印刷用画像データを生成できるか判定する（
ステップＳ６７）。ここでは、印刷処理が４ｕｐ印刷なので、４ページ分の印刷用画像デ
ータが記憶部１０６に記憶されている場合には、４ｕｐ印刷用画像データを生成できるが
、４ページ分の印刷用画像データが記憶部１０６に記憶されていないと、４ｕｐ印刷用画
像データを生成できない。
【０１１０】
　現在、１ページ目の印刷用画像データの生成が終了し、この印刷用画像データが記憶部
１０６に記憶されているとする。この場合、４ｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成でき
ない（ステップＳ６７のＮＯ）ので、２ページ目の印刷用画像データを生成するため、ス
テップ６２に戻り、ステップＳ６３～Ｓ６７の処理が実行される。その結果、２ページ目
の印刷用画像データが生成されて、記憶部１０６に記憶される。以後、３ページ目、４ペ
ージ目の印刷用画像データの生成処理を実行するが、この処理は、１ページ目の印刷用画
像データの生成処理と同じなので省略する。
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【０１１１】
　４ページ目の印刷用画像データの生成処理（図１３ＢのステップＳ６５）が終了すると
、４ページ分の印刷用画像データが記憶部１０６に記憶され、Ｎｕｐ印刷用の印刷用画像
データを生成できる（図１３Ａのステップ６７のＹＥＳ）ので、制御部１０８は、印刷部
１０４が印刷処理を実行可能か判定する（ステップＳ６８）。具体的には、制御部１０８
は、印刷部１０４の動作状態を検知し、印刷部１０４が印刷用画像データの印刷処理を実
行していない場合、印刷部１０４が印刷処理を実行可能と判定する（ステップＳ６８のＹ
ＥＳ）。また、印刷部１０４が印刷用画像データの印刷処理を実行中の場合、制御部１０
８は、印刷部１０４が印刷処理を実行不可能と判定する（ステップＳ６８のＮＯ）。
　実施例２の冒頭部分で説明したように、印刷用画像データの生成処理速度が、印刷処理
速度よりも早く、印刷用画像データの印刷が間に合わない場合があるので、ステップＳ６
８の判定処理を実行する。
【０１１２】
　ここでは、印刷部１０４が印刷処理を実行可能であるとする（ステップＳ６８のＹＥＳ
）。この場合、印刷用画像データ生成部１０３は、４ページ分の印刷用画像データが集約
されたＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成し（ステップＳ６９）、印刷部１０４は、
このＮｕｐ印刷用の印刷用画像データを印刷する（ステップＳ７０）。
【０１１３】
　１ページ分の印刷処理が実行されると、制御部１０８は、この印刷したページが最終ペ
ージか否かを判定する（ステップＳ７１）が、ここでは、最終ページでない（ステップＳ
７１のＮＯ）ので、ステップＳ６２に戻る。
【０１１４】
　次に、ステップＳ６２に戻り、５ページ目の印刷用画像データの生成処理を開始する。
　このとき、ステップＳ６２（ＮＯ）の次ステップＳ６３（図１３Ｂ）において濃度補正
情報フラグにオンが設定される。この濃度補正情報フラグは、５ページ目の印刷用画像デ
ータと共に記憶部１０６に記憶される。以後、８ページ目の印刷用画像データが生成され
るまで、ステップＳ６２～６７の処理を実行する。なお、６～８ページの印刷用画像デー
タは、それぞれオフが設定された濃度補正情報フラグと共に記憶部１０６に記憶されてい
る。
【０１１５】
　５～８ページの印刷用画像データが記憶部１０６に記憶されると、４ページ分の印刷用
画像データが記憶部１０６に記憶され、Ｎｕｐ印刷用の印刷用画像データを生成できる（
図１３Ａのステップ６７のＹＥＳ）ので、制御部１０８は、印刷部１０４が印刷処理を実
行可能か判定する（ステップＳ６８）。ここでは、印刷部１０４が印刷処理を実行不可能
であるとする（ステップＳ６８のＮＯ）。この場合、ステップＳ６２に戻り、９ページ目
以降の印刷用画像データの生成処理を開始する。９、１０ページ目の印刷用画像データの
生成処理が終了してもまだ、印刷部１０４が印刷処理を実行不可能であるとする（ステッ
プＳ６８のＮＯ）。なお、９、１０ページの印刷用画像データは、それぞれオフが設定さ
れた濃度補正情報フラグと共に記憶部１０６に記憶されている。
【０１１６】
　次に、ステップＳ６２に戻り、１１ページの印刷用画像データの生成処理を開始し、図
１３ＢのステップＳ６３、Ｓ６４の処理を実行する。ここで、図１２で説明したように、
１０ページ目の印刷用画像データが生成された時点で、キャリブレーション実行部１０５
が、キャリブレーションを実行したとする（図３ＡのステップＳ２）。
【０１１７】
　このとき、濃度補正情報が更新される（ステップＳ６４のＹＥＳ）ので、ステップＳ７
２に移る。
　ステップＳ７２では、制御部１０８は、未印刷の印刷用画像データが記憶部１０６に記
憶されているか判定する。ここでは、未印刷の印刷用画像データである５～１０ページの
印刷用画像データが記憶部１０６に記憶されている（ステップＳ７２のＹＥＳ）ので、次
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に、制御部１０８は、これらの印刷用画像データと共に記憶されている濃度補正情報フラ
グの状態を判別し、オンになっている濃度補正情報フラグがあるか、即ち、更新後の濃度
補正情報を使用して再ＲＩＰできる印刷用画像データが記憶部１０６に記憶されているか
否かを判定する（ステップＳ７３）。
【０１１８】
　ここでは、濃度補正情報フラグがオンになっている印刷用画像データとして５、９ペー
ジの印刷用画像データが記憶部１０６に記憶されている（ステップＳ７３のＹＥＳ）ので
、制御部１０８の決定部１０８ａは、５～１０ページの印刷用画像データに再ＲＩＰを実
行するか、または、９、１０ページの印刷用画像データに対して再ＲＩＰを実行するか、
すなわち、印刷画質を優先するか、または、画像処理速度を優先するかを決定する（ステ
ップＳ７４）。
　ユーザーが、図１１に示す設定画面において、“詳細設定　画質優先”のラジオボタン
をオンにした場合に、決定部１０８ａは印刷画質を優先すると決定し、“詳細設定　速度
優先”のラジオボタンをオンにした場合に、決定部１０８ａは、画像処理速度を優先する
と決定する。
【０１１９】
　決定部１０８ａが、印刷画質を優先すると決定した場合（ステップＳ７４の画質優先）
、制御部１０８は、更新後の濃度補正情報を使用して再ＲＩＰ可能な印刷用画像データ（
フラグにオンが設定されている印刷用画像データ）の中から最初の印刷用画像データを選
択し、更に、この印刷用画像データ以降に記憶部１０６に記憶された印刷用画像データを
選択する（ステップＳ７５）。ここでは、５～１０ページの印刷用画像データを選択する
。
　決定部１０８ａが、画像処理速度を優先すると決定した場合（ステップＳ７４の速度優
先）、制御部１０８は、更新後の濃度補正情報を使用して再ＲＩＰ可能な印刷用画像デー
タの中から最後の印刷用画像データを選択し、更に、この印刷用画像データ以降に記憶部
１０６に記憶された印刷用画像データを選択する（ステップＳ７６）。ここでは、９、１
０ページの印刷用画像データを選択する。
【０１２０】
　即ち、ステップＳ７５、Ｓ７６において、決定部１０８ａは、操作部１０７からの指示
内容、および、印刷データの印刷設定情報に基づき、記憶部１０６に記憶された印刷用画
像データの中から、更新後の濃度補正情報を使用して再ＲＩＰする印刷用画像データを選
択する。
【０１２１】
　印刷用画像データ生成部１０３は、制御部１０８が選択した印刷用画像データに対して
更新後の濃度補正情報を適用して再ＲＩＰを実行する（ステップＳ７７）。即ち、印刷用
画像データ生成部１０３は、制御部１０８の選択結果に基づき、更新後の濃度補正情報を
使用して、Ｎｕｐ印刷等の印刷用画像データを生成する。
　そして、図１３ＡのステップＳ６６の処理に移る。
【０１２２】
　以後、１１ページ、１２ページの印刷用画像データの生成処理を実行するが、前述のよ
うに、既に、更新後の濃度補正情報を使用して印刷用画像データの生成処理（再ＲＩＰ）
を実行している（ステップＳ６２のＹＥＳ）ので、更新後の濃度補正情報を使用して１１
、１２ページ目の印刷用画像データの生成処理を実行する（ステップＳ７８）。
　そして、前述のように、生成した印刷用画像データの印刷処理を実行し、最終ページの
印刷が終了（ステップＳ７１のＹＥＳ）すると処理を終了する。
【０１２３】
　なお、未印刷の印刷用画像データが記憶部１０６に記憶されていない場合（図１３Ｂの
ステップＳ７２のＮＯ）、制御部１０８が、印刷用画像データの生成時において、更新前
の濃度補正情報を使用するか、または、更新後の濃度補正情報を使用するかを判定する（
ステップＳ７９）。更新後の濃度補正情報を使用する場合（ステップＳ７９のＹＥＳ）、
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図１３ＡのステップＳ７８の処理を実行し、更新前の濃度補正情報を使用する場合（ステ
ップＳ７９のＮＯ）、図１３ＢのステップＳ６５の処理を実行する。
【０１２４】
　このようにすることで、順次印刷において、印刷処理の実行中にキャリブレーション実
行条件を満たし、濃度補正情報を更新しても、同一ページの印刷物の色味が目立って異な
ることがない。さらに、ユーザーは、画質優先の印刷処理、または、速度優先の印刷処理
を指定することができるので、ユーザーの利便性が向上する。なお、図１３のフロー図の
説明では、印刷設定情報がＮｕｐ印刷の場合を例示して説明したが、このような順次印刷
をポスター印刷等においても当然に実行することができる。
【符号の説明】
【０１２５】
１００…印刷装置、１０１…Ｉ／Ｏ部、１０２…データ解析部、１０３…印刷用画像デー
タ生成部、１０４…印刷部、１０５…キャリブレーション実行部、１０６…記憶部、１０
７…操作部、１０８…制御部、１０８ａ…決定部。

【図１】 【図２】
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【図１０Ｃ】 【図１１】
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【図１２】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】 【図１４】
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