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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリブレーションを実施可能な画像形成装置であって、
　ジョブを処理する制御部は、
　予め定めたキャリブレーションの実施時期に到達した際に、前記画像形成装置に設けら
れた印刷部を用いて、ＣＭＹＫ各色の濃度を変化させた基準画像を形成する基準画像形成
部と、
　測色部が前記基準画像を測色したＣＭＹＫ各色の濃度実測値と、予め設定されたＣＭＹ
Ｋ各色の濃度目標値とを比較し、ＣＭＹＫ各色について前記濃度実測値と前記濃度目標値
とのズレが所定値以上の濃度乖離領域を抽出する濃度乖離領域抽出部と、
　処理予定のジョブの画像の各画素の色値に基づいて、ＣＭＹＫ各色について画素が分布
している濃度領域を取得する濃度領域取得部と、
　前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複するか否かに基づいて、前記キャリブレーショ
ンの要否を判定するキャリブレーション要否判定部と、を備える、
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複しない場合は、前記キャリブレ
ーションの実施時期に到達した場合であっても、前記キャリブレーションを実施せずに、
前記処理予定のジョブを処理する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
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【請求項３】
　前記制御部は、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複する場合は、前記キャリブレー
ションを実施した後に、前記処理予定のジョブを処理する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記キャリブレーション要否判定部は、ＣＭＹのいずれか１つの色の前記濃度領域が前
記濃度乖離領域と重複する場合は、前記キャリブレーションが必要であると判定する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記キャリブレーション要否判定部は、ＣＭＹＫの過半数の色の前記濃度領域が前記濃
度乖離領域と重複する場合は、前記キャリブレーションが必要であると判定する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記キャリブレーション要否判定部は、ＣＭＹＫの中の、前記処理予定のジョブで最も
多く使用されている色の前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複する場合は、前記キャリ
ブレーションが必要であると判定する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記キャリブレーション要否判定部は、前記処理予定のジョブが複数あり、前記複数の
ジョブの中に、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複するジョブと重複しないジョブと
が混在する場合は、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複しないジョブが先に処理され
るように、前記複数のジョブの処理順を入れ替える、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記基準画像形成部は、前記印刷部の中間転写ベルト上、若しくは、前記印刷部に搬送
される用紙上に前記基準画像を形成し、
　前記濃度乖離領域抽出部は、前記印刷部に内蔵されたインラインセンサで前記基準画像
を測色して得られた前記濃度実測値に基づいて、前記濃度乖離領域を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記基準画像形成部は、前記印刷部に搬送される用紙上に前記基準画像を形成し、
　前記濃度乖離領域抽出部は、前記画像形成装置外部の測色器で前記基準画像を測色して
得られた前記濃度実測値に基づいて、前記濃度乖離領域を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記キャリブレーションは、トナー濃度の調整を含み、
　前記基準画像形成部は、トナー濃度の調整を行わずに前記基準画像を形成する、
　ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　キャリブレーションを実施可能な画像形成装置で動作するキャリブレーション制御プロ
グラムであって、
　前記画像形成装置の制御部に、
　予め定めたキャリブレーションの実施時期に到達した際に、前記画像形成装置に設けら
れた印刷部を用いて、ＣＭＹＫ各色の濃度を変化させた基準画像を形成する第１処理、
　測色部が前記基準画像を測色したＣＭＹＫ各色の濃度実測値と、予め設定されたＣＭＹ
Ｋ各色の濃度目標値とを比較し、ＣＭＹＫ各色について前記濃度実測値と前記濃度目標値
とのズレが所定値以上の濃度乖離領域を抽出する第２処理、
　処理予定のジョブの画像の各画素の色値に基づいて、ＣＭＹＫ各色について画素が分布
している濃度領域を取得する第３処理、
　前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複するか否かに基づいて、前記キャリブレーショ
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ンの要否を判定する第４処理、
　前記判定結果に応じてジョブを処理する第５処理、を実行させる、
　ことを特徴とするキャリブレーション制御プログラム。
【請求項１２】
　前記第５処理では、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複しない場合は、前記キャリ
ブレーションの実施時期に到達した場合であっても、前記キャリブレーションを実施せず
に、前記処理予定のジョブを処理する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載のキャリブレーション制御プログラム。
【請求項１３】
　前記第５処理では、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複する場合は、前記キャリブ
レーションを実施した後に、前記処理予定のジョブを処理する、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載のキャリブレーション制御プログラム。
【請求項１４】
　前記第４処理では、ＣＭＹのいずれか１つの色の前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重
複する場合は、前記キャリブレーションが必要であると判定する、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか一に記載のキャリブレーション制御プ
ログラム。
【請求項１５】
　前記第４処理では、ＣＭＹＫの過半数の色の前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複す
る場合は、前記キャリブレーションが必要であると判定する、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか一に記載のキャリブレーション制御プ
ログラム。
【請求項１６】
　前記第４処理では、ＣＭＹＫの中の、前記処理予定のジョブで最も多く使用されている
色の前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複する場合は、前記キャリブレーションが必要
であると判定する、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか一に記載のキャリブレーション制御プ
ログラム。
【請求項１７】
　前記第４処理では、前記処理予定のジョブが複数あり、前記複数のジョブの中に、前記
濃度領域が前記濃度乖離領域と重複するジョブと重複しないジョブとが混在する場合は、
前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複しないジョブが先に処理されるように、前記複数
のジョブの処理順を入れ替える、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１６のいずれか一に記載のキャリブレーション制御プ
ログラム。
【請求項１８】
　前記第１処理では、前記印刷部の中間転写ベルト上、若しくは、前記印刷部に搬送され
る用紙上に前記基準画像を形成し、
　前記第２処理では、前記印刷部に内蔵されたインラインセンサで前記基準画像を測色し
て得られた前記濃度実測値に基づいて、前記濃度乖離領域を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１７のいずれか一に記載のキャリブレーション制御プ
ログラム。
【請求項１９】
　前記第１処理では、前記印刷部に搬送される用紙上に前記基準画像を形成し、
　前記第２処理では、前記画像形成装置外部の測色器で前記基準画像を測色して得られた
前記濃度実測値に基づいて、前記濃度乖離領域を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１７のいずれか一に記載のキャリブレーション制御プ
ログラム。
【請求項２０】
　前記キャリブレーションは、トナー濃度の調整を含み、
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　前記第１処理では、トナー濃度の調整を行わずに前記基準画像を形成する、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１９のいずれか一に記載のキャリブレーション制御プ
ログラム。
【請求項２１】
　キャリブレーションを実施可能な画像形成装置におけるキャリブレーション制御方法で
あって、
　予め定めたキャリブレーションの実施時期に到達した際に、前記画像形成装置に設けら
れた印刷部を用いて、ＣＭＹＫ各色の濃度を変化させた基準画像を形成する第１処理と、
　測色部が前記基準画像を測色したＣＭＹＫ各色の濃度実測値と、予め設定されたＣＭＹ
Ｋ各色の濃度目標値とを比較し、ＣＭＹＫ各色について前記濃度実測値と前記濃度目標値
とのズレが所定値以上の濃度乖離領域を抽出する第２処理と、
　処理予定のジョブの画像の各画素の色値に基づいて、ＣＭＹＫ各色について画素が分布
している濃度領域を取得する第３処理と、
　前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複するか否かに基づいて、前記キャリブレーショ
ンの要否を判定する第４処理と、
　前記判定結果に応じてジョブを処理する第５処理と、を実行する、
　ことを特徴とするキャリブレーション制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及びキャリブレーション制御プログラム並びにキャリブレーシ
ョン制御方法に関し、特に、自動でキャリブレーションを実行する画像形成装置及びキャ
リブレーションの実施タイミングを制御するキャリブレーション制御プログラム並びにキ
ャリブレーション制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラー印刷機能を備えた複写機や複合機（ＭＦＰ：Multi Function Peripheral）など
の画像形成装置では、時間の経過と共に印刷物の色味が変化するため、定期的なキャリブ
レーションを行って色味の変化を補正している。また、画像形成装置に内蔵された測色部
（インラインセンサ）を用いて、自動的に定期的なキャリブレーションを行うものもある
。キャリブレーションの方法として、ＣＭＹＫ各色のパッチを配列したカラーチャートの
画像を用紙上又は中間転写ベルト上に形成し、画像形成装置に設けたインラインセンサで
用紙上又は中間転写ベルト上に形成した各パッチを測色し、インラインセンサの測色値と
基準値（各パッチの色設定値）とを比較して色の変化量を求め、色の変化量が適正な範囲
に収まるように随時フィードバックを行う方法が用いられている。
【０００３】
　このようなキャリブレーションに関して、例えば、下記特許文献１には、ホストコンピ
ュータ等からのカラーデータを印刷するために、必要に応じて色調整処理を行う印刷装置
において、受信したジョブがモノクロであるかカラーであるかを判別するジョブ判別手段
と、印刷部の色調整が必要になったときに、受信したジョブがモノクロである場合に、色
調整をキャンセルする手段と、を有するカラー印刷装置が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、所定枚数の印刷毎にキャリブレーションを実行する機能を有す
る印刷装置であって、印刷ジョブの実行中における前記キャリブレーションの実行を許可
すべきか否かを示す情報を取得する情報取得手段と、印刷ジョブの実行中に前記所定枚数
に達した場合は前記取得された情報を参照して前記キャリブレーションを制御する制御手
段とを具えた印刷装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００１－１６２８６９号公報
【特許文献２】特開２００６－０６２１９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　キャリブレーションでは、入力画像信号と実際に印刷されるトナー濃度とを一致させる
ためのガンマ特性の補正（ガンマ自動調整と呼ぶ。）を行った後、キャリブレーション用
のカラーチャートの画像を形成し、そのカラーチャートの画像を測色するが、この一連の
処理の中で、ガンマ自動調整は、トナー濃度を調整するためにトナーを十分に攪拌する必
要があるために時間を要する。そのため、連続したジョブの処理中に自動的にキャリブレ
ーションが実施されると、キャリブレーションが終了するまで次のジョブの処理が待たさ
れてしまい、ジョブの処理に遅延が生じるという問題がある。
【０００７】
　この問題に対して、特許文献１では、受信したジョブがカラー印刷のジョブの場合のみ
キャリブレーションを実施し、特許文献２では、印刷原稿の属性（カラーイメージ、カラ
ーグラフィック、文書のみ、その他）に応じてキャリブレーションを実行する／しないを
ユーザが設定できるようにしている。しかしながら、適切な色味が求められるカラーグラ
フィックを印刷する場合でも、実際はキャリブレーションを実施する必要がない場合があ
る。その一例として、バリアブルデータを用いて名刺を印刷する際に、自動キャリブレー
ションを実施するタイミングに到達した場合について以下に説明する。
【０００８】
　図１０は、入力画像の階調（入力％）と出力濃度（トナー濃度）との関係を示しており
、図中のドットは画像形成装置でＣＭＹＫの各色の出力濃度を測色した結果であり、太い
実線は出力濃度の目標値である。階調が低い領域では出力濃度の測色結果と目標値とが一
致しているが、階調が高い領域（図中の楕円で囲んだ部分）において出力濃度の測色結果
と目標値とが一致していない（乖離している）状況にある。一方、図１１は、印刷対象の
カラー印刷物（名刺）の構成を示しており、名刺には黒色のテキストオブジェクトと青緑
色のグラフィックオブジェクト（図では色をハッチングで表現している。）を含んでいる
。このグラフィックオブジェクトのＣＭＹＫ値は、Ｃ：６０％、Ｍ：７％、Ｙ：３４％、
Ｋ：０％の濃度であり、このグラフィックオブジェクトに対応する各色の濃度は図１０の
矢印で示す領域である。図１０から分かるように、この領域は出力濃度の測色結果と目標
値とが乖離している濃度領域とは重なっていないため、キャリブレーションを実施しなく
ても、ＣＭＹＫ濃度目標値と同等の出力結果を得ることが可能である。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１では受信したジョブがカラー印刷のジョブの場合は必ずキャ
リブレーションが実施されてしまい、また、特許文献２では、「カラーグラフィックはキ
ャリブレーションを実行する」ようにユーザが設定した場合には必ずキャリブレーション
が実施されてしまう。そのため、キャリブレーションを実施しなくても期待通りの色味で
印刷可能なジョブであっても、キャリブレーションが実施されることによってジョブの処
理が遅延してしまうという問題がある。
【００１０】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、適切なタイ
ミングでキャリブレーションが実施されるように制御することができる画像形成装置及び
キャリブレーション制御プログラム並びにキャリブレーション制御方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一側面は、キャリブレーションを実施可能な画像形成装置であって、ジョブを
処理する制御部は、予め定めたキャリブレーションの実施時期に到達した際に、前記画像
形成装置に設けられた印刷部を用いて、ＣＭＹＫ各色の濃度を変化させた基準画像を形成
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する基準画像形成部と、測色部が前記基準画像を測色したＣＭＹＫ各色の濃度実測値と、
予め設定されたＣＭＹＫ各色の濃度目標値とを比較し、ＣＭＹＫ各色について前記濃度実
測値と前記濃度目標値とのズレが所定値以上の濃度乖離領域を抽出する濃度乖離領域抽出
部と、処理予定のジョブの画像の各画素の色値に基づいて、ＣＭＹＫ各色について画素が
分布している濃度領域を取得する濃度領域取得部と、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と
重複するか否かに基づいて、前記キャリブレーションの要否を判定するキャリブレーショ
ン要否判定部と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の一側面は、キャリブレーションを実施可能な画像形成装置で動作するキャリブ
レーション制御プログラムであって、前記画像形成装置の制御部に、予め定めたキャリブ
レーションの実施時期に到達した際に、前記画像形成装置に設けられた印刷部を用いて、
ＣＭＹＫ各色の濃度を変化させた基準画像を形成する第１処理、測色部が前記基準画像を
測色したＣＭＹＫ各色の濃度実測値と、予め設定されたＣＭＹＫ各色の濃度目標値とを比
較し、ＣＭＹＫ各色について前記濃度実測値と前記濃度目標値とのズレが所定値以上の濃
度乖離領域を抽出する第２処理、処理予定のジョブの画像の各画素の色値に基づいて、Ｃ
ＭＹＫ各色について画素が分布している濃度領域を取得する第３処理、前記濃度領域が前
記濃度乖離領域と重複するか否かに基づいて、前記キャリブレーションの要否を判定する
第４処理、前記判定結果に応じてジョブを処理する第５処理、を実行させることを特徴と
する。
【００１３】
　本発明の一側面は、キャリブレーションを実施可能な画像形成装置におけるキャリブレ
ーション制御方法であって、予め定めたキャリブレーションの実施時期に到達した際に、
前記画像形成装置に設けられた印刷部を用いて、ＣＭＹＫ各色の濃度を変化させた基準画
像を形成する第１処理と、測色部が前記基準画像を測色したＣＭＹＫ各色の濃度実測値と
、予め設定されたＣＭＹＫ各色の濃度目標値とを比較し、ＣＭＹＫ各色について前記濃度
実測値と前記濃度目標値とのズレが所定値以上の濃度乖離領域を抽出する第２処理と、処
理予定のジョブの画像の各画素の色値に基づいて、ＣＭＹＫ各色について画素が分布して
いる濃度領域を取得する第３処理と、前記濃度領域が前記濃度乖離領域と重複するか否か
に基づいて、前記キャリブレーションの要否を判定する第４処理と、前記判定結果に応じ
てジョブを処理する第５処理と、を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の画像形成装置及びキャリブレーション制御プログラム並びにキャリブレーショ
ン制御方法によれば、適切なタイミングでキャリブレーションが実施されるように制御す
ることができる。
【００１５】
　その理由は、画像形成装置（キャリブレーション制御プログラム）は、キャリブレーシ
ョンの実施タイミングに到達した場合に、ガンマ自動調整を行わずにカラーチャートの画
像を形成して測色し、その測色結果とＣＭＹＫ濃度目標値とが乖離している濃度乖離領域
を抽出すると共に、ジョブ画像の各画素の色値に基づいてＣＭＹＫ各色について画素が分
布している濃度領域を取得し、その濃度領域が濃度乖離領域と重複しない場合には、キャ
リブレーションを実施することなく、そのジョブの処理を実行するように制御するからで
ある。
【００１６】
　これにより、キャリブレーションが必要なジョブの直前までキャリブレーションを実施
せずに連続して印刷することが可能となり、ジョブを効率的に処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施例に係る印刷システムの一例を模式的に示す図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る印刷システムの他の例を模式的に示す図である。
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【図３】本発明の第１の実施例に係るクライアント装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の全体動作を示すフローチャート図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の動作（キャリブレーション処理）を
示すフローチャート図である。
【図７】濃度乖離領域とジョブの濃度領域との対応関係を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置の全体動作を示すフローチャート図で
ある。
【図９】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置の動作（予約ジョブの入れ替え処理）
を示すフローチャート図である。
【図１０】ＣＭＹＫ濃度の測色結果と目標値との関係を示す図である。
【図１１】カラー印刷物（名刺）の一例を示す図である。
【図１２】従来の画像形成装置の全体動作を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　背景技術で示したように、ＭＦＰなどの画像形成装置では時間経過とともに印刷物の色
味が変化するため、定期的なキャリブレーションを行っている。図１２は、自動でキャリ
ブレーションを行う場合の画像形成装置の動作を示している。まず、画像形成装置はジョ
ブを印刷する際に印刷枚数をカウントし（Ｓ５０１）、印刷枚数と予め定めた閾値とを比
較することによって自動キャリブレーションサイクルに到達したかをチェックする（Ｓ５
０２）。自動キャリブレーションサイクルに到達していない場合は次のジョブがあるかを
判断し（Ｓ５０８）、次のジョブがあればＳ５０１に戻って同様の処理を繰り返す。
【００１９】
　一方、Ｓ５０２で自動キャリブレーションサイクルに到達したと判断した場合は、ガン
マ自動調整を実施した後（Ｓ５０３）、キャリブレーション用のカラーチャートの画像を
形成し（Ｓ５０４）、そのカラーチャートの画像をインラインセンサで測色し（Ｓ５０５
）、測色結果をプリンタプロファイルにフィードバックして色調整を行う（Ｓ５０６）。
そして、自動キャリブレーション用サイクルカウンタをクリアした後（Ｓ５０７）、次の
ジョブがあるかを判断し（Ｓ５０８）、次のジョブがあればＳ５０１に戻って同様の処理
を繰り返す。
【００２０】
　このように、キャリブレーションでは、適切な濃度のカラーチャート画像を形成するた
めにガンマ自動調整を実施するが、このガンマ自動調整には時間がかかる。そのため、自
動的に定期的なキャリブレーションを行う画像形成装置では、連続ジョブの印刷中に自動
的にキャリブレーションが実施されると、キャリブレーションが終了するまで次のジョブ
の印刷が待たされてしまい、ジョブを迅速に実施することができない。
【００２１】
　この問題に対して、受信したジョブがカラー印刷のジョブの場合のみキャリブレーショ
ンを実施する方法や、印刷原稿の属性に応じてキャリブレーションを実行する／しないを
ユーザが設定する方法などが提案されている。しかしながら、これらの方法では、キャリ
ブレーションを実施しなくても期待通りの色味で印刷可能な原稿であっても、キャリブレ
ーションが実施されてしまうため、ジョブの処理が遅延してしまうという問題がある。
【００２２】
　そこで、本発明の一実施の形態では、画像形成装置は、キャリブレーションの実施タイ
ミングに到達した場合に、ガンマ自動調整なしでカラーチャートの画像を形成して測色し
、測色結果（濃度実測値）が濃度目標値から乖離している濃度領域（濃度乖離領域）を抽
出すると共に、ジョブ画像の各画素の色値に基づいて画素が分布している濃度領域を取得
する。そして、ジョブの濃度領域と濃度乖離領域とを比較し、ジョブの濃度領域が濃度乖
離領域と重複するか否かに基づいて、キャリブレーションを実施しなくても目標値と同等
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の出力結果が得られるか否かを判断する。そして、その判断結果に基づいてキャリブレー
ションを実施する／しないを制御する。
【００２３】
　これにより、キャリブレーションが必要なジョブの直前までキャリブレーションを実施
せずに連続して印刷することが可能となり、ジョブを効率的に処理することができる。
【実施例１】
【００２４】
　上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施例
に係る画像形成装置及びキャリブレーション制御プログラム並びにキャリブレーション制
御方法について、図１乃至図７を参照して説明する。図１及び図２は、本実施例の印刷シ
ステムの一例を模式的に示す図であり、図３は、クライアント装置の構成を示すブロック
図、図４は、画像形成装置の構成を示すブロック図である。また、図５及び図６は、本実
施例の画像形成装置の動作を示すフローチャート図であり、図７は、濃度目標値に対する
濃度乖離領域とジョブの濃度領域との対応関係を示す図である。
【００２５】
　図１に示すように、本実施例の印刷システムは、イントラネット上に、通信ネットワー
クで接続可能なクライアント装置１０と画像形成装置２０とがそれぞれ配置されて構成さ
れる。なお、本実施例では、画像形成装置２０内部に測色部（インラインセンサ）を備え
る構成とするが、図２に示すように、画像形成装置２０とは別に測色器４０を設け、画像
形成装置２０が印刷出力したカラーチャート５０を測色器４０で測色し、その結果を画像
形成装置２０に送信する構成としてもよい。以下、図１の印刷システムを前提として、各
装置の構成について詳細に説明する。
【００２６】
　［クライアント装置］
　本実施例のクライアント装置１０は、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置
であり、図３（ａ）に示すように、制御部１１と記憶部１５と表示部１６と操作部１７と
ネットワークＩ／Ｆ部１８などで構成される。
【００２７】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１２と、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）１３やＲＡＭ（Random Access Memory）１４などのメモリとで構成され、これらはバ
スを介して接続されている。ＣＰＵ１２は、ＲＯＭ１３や記憶部１５に記憶した制御プロ
グラムをＲＡＭ１４に展開して実行することによりクライアント装置１０全体の動作を制
御する。また、制御部１１は、図３（ｂ）に示すように、ＯＳ（Operating System）１１
ａ、アプリケーションで作成した文書のデータを画像形成装置２０が解釈可能な言語（Ｐ
ＣＬ（Printer Control Language）やＰＳ（Post Script）などのＰＤＬ（Page Descript
ion Language））に変換して印刷を指示するプリンタドライバ１１ｂなどとしても機能す
る。
【００２８】
　記憶部１５は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などで構成され、ＣＰＵ１２が各部を制御
するためのプログラム、プリンタドライバの設定情報、自装置の処理機能に関する情報な
どを格納する。
【００２９】
　表示部１６は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などで構成され、プリンタドライバ
の設定画面などを表示する。操作部１７は、キーボードやマウス、表示部１６上に形成さ
れたタッチセンサなどで構成され、印刷設定などの各種操作を可能にする。
【００３０】
　ネットワークＩ／Ｆ部１８は、ＮＩＣ（Network Interface Card）やモデムなどで構成
され、通信ネットワークを介して繋がっている画像形成装置２０との接続を確立し、画像
形成装置２０にジョブ（ＰＤＬデータ）を送信したり、画像形成装置２０から装置情報を
受信したりする。
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【００３１】
　［画像形成装置］
　画像形成装置２０は、ＭＦＰなどであり、図４（ａ）に示すように、制御部２１と記憶
部２５と表示操作部２６と画像処理部２７と印刷部（エンジン）２８と測色部（インライ
ンセンサ）２９とネットワークＩ／Ｆ部３０などで構成される。
【００３２】
　制御部２１は、ＣＰＵ２２とＲＯＭ２３やＲＡＭ２４などのメモリと構成され、ＣＰＵ
２２は、ＲＯＭ２３や記憶部２５に記憶した制御プログラムをＲＡＭ２４に展開して実行
することにより画像形成装置２０全体の動作（ジョブの処理及びキャリブレーションの実
施を含む。）を制御する。
【００３３】
　記憶部２５は、ＨＤＤなどで構成され、クライアント装置１０から取得したＰＤＬデー
タ、ＰＤＬデータから生成したビットマップ画像データ、プログラム、キャリブレーショ
ンを実施するか否かを判定するためのカウンタ（自動キャリブレーション用サイクルカウ
ンタ）のカウント値、ＣＭＹＫ各色の出力濃度の目標値などを記憶する。
【００３４】
　表示操作部２６は、ＬＣＤなどの表示部上にタッチセンサ等の操作部を配置したタッチ
パネルなどであり、印刷に関する各種表示及び操作を可能にする。
【００３５】
　画像処理部２７は、ＰＤＬデータを解析し、各ページをラスタライズしてページ毎のビ
ットマップ画像データを生成する。
【００３６】
　印刷部２８は、画像処理部２７が生成したビットマップ画像データに基づき、電子写真
プロセスに従って用紙に画像を形成するエンジンである。具体的には、画像データに基づ
いてレーザ光を照射して露光する書き込みユニットと、感光体ドラムと現像装置と帯電装
置と感光体クリーニング部と１次転写ローラとを備え、ＣＭＹＫの各色のトナー像を形成
する感光体ユニットと、ローラによって回転され、感光体ユニットで形成されたトナー像
を用紙に搬送する中間転写体として機能する中間転写ベルトと、中間転写ベルト上に形成
されたトナー像を用紙に転写する２次転写ローラと、用紙に転写されたトナー像を定着さ
せる定着装置と、用紙を搬送する給紙ローラやレジストローラ、ループローラ、反転ロー
ラ、排紙ローラ等の搬送部などで構成される。なお、現像装置内には、ローラの回転によ
りトナーを攪拌して摩擦帯電させる攪拌ローラとトナーの濃度を検知するトナー濃度セン
サなどが設けられており、ガンマ自動調整の際には攪拌ローラでトナーを攪拌してトナー
濃度を調整する処理が行われる。
【００３７】
　測色部２９は、パッチを配列したカラーチャートの画像を測色するインラインセンサで
ある。このインラインセンサは、印刷部２８の中間転写ベルト近傍、若しくは、定着装置
と排紙トレイとの間の用紙の搬送経路に設けられた、例えばＲＧＢの３種類のセンサで構
成され、センサで測色した測色結果を制御部２１に転送する。
【００３８】
　ネットワークＩ／Ｆ部３０は、ＮＩＣやモデムなどで構成され、通信ネットワークに接
続されるクライアント装置１０との接続を確立する。
【００３９】
　また、上記制御部２１は、図４（ｂ）に示すように、キャリブレーションサイクル監視
部２１ａ、基準画像形成部２１ｂ、濃度乖離領域抽出部２１ｃ、濃度領域取得部２１ｄ、
キャリブレーション要否判定部２１ｅなどとして機能する。
【００４０】
　キャリブレーションサイクル監視部２１ａは、ジョブを印刷する際、前回の自動キャリ
ブレーションを実施してから何枚印刷したかをカウントし、印刷枚数が予め設定した閾値
に到達したらキャリブレーションを実施するタイミングになったと判断する。なお、本実
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施例では印刷枚数に基づいてキャリブレーションを実施するタイミングになったか否かを
判断するが、判断の基準は印刷枚数に限定されず、例えば、画像形成装置２０の稼働時間
、印刷時間、印刷した用紙のトータルの長さ、トナーの消費量などに基づいてキャリブレ
ーションを実施するタイミングになったか否かを判断してもよい。
【００４１】
　基準画像形成部２１ｂは、キャリブレーションサイクル監視部２１ａがキャリブレーシ
ョンを実施するタイミングになったと判断した場合に、出力濃度（トナー濃度）が目標値
から乖離しているか否かを判断するための基準となる基準画像（以下、ＣＭＹＫ各色の濃
度を変化させたパッチを配列したカラーチャートの画像とする。）を、測色部（インライ
ンセンサ）２９が測色可能な場所（例えば、中間転写ベルト上）に形成する。なお、図２
に示すように、外部の測色器４０を用いて測色を行う場合は、印刷部２８を制御して、用
紙上にカラーチャートの画像を形成すればよい。
【００４２】
　濃度乖離領域抽出部２１ｃは、測色部（インラインセンサ）２９が測色した測色結果（
ＲＧＢの出力値をＣＭＹＫ各色の出力濃度に換算した値、以下、ＣＭＹＫ各色の出力濃度
の実測値とする。）と画像形成装置２０が予め設定したＣＭＹＫ各色の出力濃度の目標値
とを比較し、測色結果が目標値から乖離している（目標値からのズレ量が予め定めた値よ
りも大きい）濃度領域（以下、濃度乖離領域と呼ぶ。）を抽出する。
【００４３】
　濃度領域取得部２１ｄは、ジョブ（ＰＤＬデータ）をラスタライズして生成したビット
マップ画像の各画素の色値を特定し、特定した各画素の色値に基づいて、ＣＭＹＫ各色に
ついて画素が分布している濃度領域を取得する。なお、上記濃度領域は１つ以上の画素が
分布している領域としてもよいが、所定値（例えば、全画素数の数％程度）以上の画素が
分布している領域としても、実質的に色味に影響を与える領域を濃度領域として取得する
ことができる。
【００４４】
　キャリブレーション要否判定部２１ｅは、濃度領域取得部２１ｄが取得したジョブのＣ
ＭＹＫ各色の濃度領域と、濃度乖離領域抽出部２１ｃが抽出した濃度乖離領域とを比較し
、ジョブのＣＭＹＫ各色の濃度領域が濃度乖離領域と重複するか否かに応じてキャリブレ
ーションを実施するか否かを判定する。例えば、ＣＭＹＫ全ての濃度領域が濃度乖離領域
と重複していない場合や、実質的にＣＭＹＫの濃度領域が濃度乖離領域と重複していない
と判断できる場合、すなわち、ＣＭＹの濃度領域が濃度乖離領域と重複していない場合、
ジョブで主に使用されている（最も多く使用されている）色の濃度領域が濃度乖離領域と
重複していない場合、ＣＭＹＫの過半数の色の濃度領域が濃度乖離領域と重複していない
場合、濃度領域と濃度乖離領域とが重複している割合が予め定めた閾値以下の場合には、
キャリブレーションを直ちに実施する必要はないと判定する。
【００４５】
　なお、上記キャリブレーションサイクル監視部２１ａ、基準画像形成部２１ｂ、濃度乖
離領域抽出部２１ｃ、濃度領域取得部２１ｄ、キャリブレーション要否判定部２１ｅはハ
ードウェアとして構成してもよいし、制御部２１をキャリブレーションサイクル監視部２
１ａ、基準画像形成部２１ｂ、濃度乖離領域抽出部２１ｃ、濃度領域取得部２１ｄ、キャ
リブレーション要否判定部２１ｅ（特に、基準画像形成部２１ｂ、濃度乖離領域抽出部２
１ｃ、濃度領域取得部２１ｄ、キャリブレーション要否判定部２１ｅ）として機能させる
キャリブレーション制御プログラムとして構成し、当該キャリブレーション制御プログラ
ムをＣＰＵ２２に実行させるようにしてもよい。
【００４６】
　また、図１乃至図４は、本実施例の印刷システムの一例であり、その構成は適宜変更可
能である。例えば、画像形成装置２０のコントローラ部分とエンジン部分を別々の装置と
して構成したり、画像形成装置２０にスキャナ部や後処理部を設けたりしてもよい。
【００４７】
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　以下、上記構成の印刷システムにおける画像形成装置２０の動作について、図５及び図
６を参照して説明する。ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２３又は記憶部２５に記憶したキャリブレ
ーション制御プログラムをＲＡＭ２４に展開して実行することにより、図５及び図６のフ
ローチャート図に示す各ステップの処理を実行する。
【００４８】
　まず、画像形成装置２０の制御部２１（キャリブレーションサイクル監視部２１ａ）は
、ジョブを印刷する際、前回の自動キャリブレーションを実施してから何枚印刷したか内
部的にカウントする（Ｓ１０１）。なお、本フローでは、印刷枚数をカウントする例を示
すが、上述したように、画像形成装置２０の稼働時間や印刷時間、印刷した用紙のトータ
ルの長さ、トナーの消費量などに基づいて判断してもよい。
【００４９】
　ジョブの印刷が終わったら、制御部２１（キャリブレーションサイクル監視部２１ａ）
は、自動キャリブレーションサイクルに到達したかを判断する（Ｓ１０２）。具体的には
、カウント値が予め設定した閾値になったら、自動キャリブレーションサイクルに到達し
たと判断する。なお、上記閾値は、画像形成装置２０が固定値を保持してもよいし、ユー
ザが設定してもよい。また、本実施例では、ジョブの切れ目で自動キャリブレーションを
実施するか否かを判断するが、ジョブの途中で自動キャリブレーションを実施するか否か
を判断してもよい。
【００５０】
　自動キャリブレーションサイクルに到達していないと判断した場合は、制御部２１は、
次のジョブがあるかを判断し（Ｓ１１１）、次のジョブがあれば、Ｓ１０１に戻って同様
の処理を繰り返す。自動キャリブレーションサイクルに到達したと判断した場合は、制御
部２１は、予約ジョブがあるか（ジョブキューにジョブが登録されているか）をチェック
する（Ｓ１０３）。予約ジョブがない場合は、制御部２１は、キャリブレーションを実施
する（Ｓ１１０）。
【００５１】
　図６は、キャリブレーションの内容を示しており、まず、制御部２１は、ガンマ自動調
整を実施し（Ｓ２０１）、キャリブレーション用のカラーチャートの画像を中間転写ベル
ト上、若しくは、用紙上に形成し（Ｓ２０２）、そのカラーチャートの画像を測色部（イ
ンラインセンサ）２９を用いて測色し（Ｓ２０３）、測色結果をプリンタプロファイルに
フィードバックする（Ｓ２０４）。その後、自動キャリブレーション用サイクルカウンタ
をクリアする（Ｓ２０５）。
【００５２】
　一方、Ｓ１０３で予約ジョブがある場合は、その予約ジョブの印刷前にキャリブレーシ
ョンを実施する必要があるか否かを判断するために、制御部２１（基準画像形成部２１ｂ
）は、カラーチャートの画像を形成し（Ｓ１０４）、測色部（インラインセンサ）２９は
、カラーチャートの画像を測色する（Ｓ１０５）。なお、Ｓ１０４で形成するカラーチャ
ートの画像は、キャリブレーションの際に形成するカラーチャートの画像と同じである必
要はなく、ＣＭＹＫの各色の濃度目標値とのズレを判断可能な画像であればよい。
【００５３】
　測色後、制御部２１（濃度乖離領域抽出部２１ｃ）は、測色部（インラインセンサ）２
９から取得した測色結果（ＣＭＹＫ各色の出力濃度の実測値）と、ＣＭＹＫ各色の出力濃
度の目標値とを比較し、測色結果が目標値から乖離している濃度乖離領域を抽出する（Ｓ
１０６）。図７のＣ１、Ｍ１、Ｙ１、Ｋ１は目標値から乖離している（目標値からのズレ
量が予め定めた閾値よりも大きい）濃度領域を抽出した例である。
【００５４】
　次に、制御部２１（濃度領域取得部２１ｄ）は、予約ジョブのビットマップ画像の各画
素の色値を特定し、当該各画素の色値に基づいてＣＭＹＫ各色について画素が分布してい
る濃度領域を取得する（Ｓ１０７）。図７のＣ２、Ｍ２、Ｙ２、Ｋ２は、図１１の印刷物
（名刺）に対して、ＣＭＹＫ各色の濃度領域を取得した例である。
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【００５５】
　次に、制御部２１（キャリブレーション要否判定部２１ｅ）は、Ｓ１０７で特定した予
約ジョブのＣＭＹＫ各色の濃度領域と、Ｓ１０６で抽出した画像形成装置２０のＣＭＹＫ
濃度目標値に対する濃度乖離領域とを比較し、濃度領域が濃度乖離領域と重複するかを判
定する（Ｓ１０８）。
【００５６】
　図７の例のように、予約ジョブのＣＭＹＫ各色の濃度領域が濃度乖離領域と重複しない
場合は、制御部２１（キャリブレーション要否判定部２１ｅ）は、キャリブレーションを
実施しなくても目標値と同等の出力結果が得られると判断する。一方、予約ジョブのＣＭ
ＹＫ各色の濃度領域が濃度乖離領域と重複する場合は、キャリブレーションを実施しない
と印刷物の色味が変化する恐れがあるため、Ｓ１１０に遷移し、制御部２１はキャリブレ
ーションを実施する。
【００５７】
　なお、図７では、予約ジョブのＣＭＹＫの全ての色の濃度領域が濃度乖離領域と全く重
複しない場合を例示したが、ＣＭＹＫのいずれかの色の濃度領域が濃度乖離領域と多少重
複した場合でも、所望の色味が実現できる場合は、実質的に濃度領域が濃度乖離領域と重
複しないと判断することができる。
【００５８】
　例えば、ＣＭＹのいずれかの色の濃度領域が濃度乖離領域と重複すると色味が変化しや
すいことから、キャリブレーションを実施する必要があると判断し、Ｋの濃度領域が濃度
乖離領域と重複しても色味は変化しないことから、キャリブレーションを直ちに実施する
必要はないと判断することができる。
【００５９】
　また、ＣＭＹＫの内、主に使用されている色に関しては濃度領域が濃度乖離領域と重複
すると色味の変化が識別されやすいことから、キャリブレーションを実施する必要がある
と判断し、あまり使用されていない色に関しては濃度領域が濃度乖離領域と重複しても色
味の変化は識別されにくいことから、キャリブレーションを直ちに実施する必要はないと
判断することができる。
【００６０】
　また、ＣＭＹＫの内の多数（例えば、過半数）の色の濃度領域が濃度乖離領域と重複す
ると色味の変化が識別されやすいことから、キャリブレーションを実施する必要があると
判断し、少数の色の濃度領域が濃度乖離領域と重複しても色味の変化は識別されにくいこ
とから、キャリブレーションを直ちに実施する必要はないと判断することができる。
【００６１】
　このように、自動キャリブレーションタイミングに到達した場合であっても、ＣＭＹＫ
各色の濃度領域が、画像形成装置２０のＣＭＹＫ濃度目標値に対する濃度乖離領域と重複
しない場合は、キャリブレーションを実施しないでジョブの処理を続行するため、キャリ
ブレーションが必要なジョブの直前までキャリブレーションを実施せずに連続して印刷す
ることができ、ジョブを効率的に処理することができる。
【実施例２】
【００６２】
　次に、本発明の第２の実施例に係る画像形成装置及びキャリブレーション制御プログラ
ム並びにキャリブレーション制御方法について、図８及び図９を参照して説明する。図８
及び図９は、本実施例の画像形成装置の動作を示すフローチャート図である。
【００６３】
　前記した第１の実施例では、ジョブの濃度領域が濃度乖離領域と重複する場合は、キャ
リブレーションを実施したが、予約ジョブが複数あり、その中に、濃度領域が濃度乖離領
域と重複しないジョブがある場合、そのジョブに関してはキャリブレーションを実施しな
くても印刷可能である。そこで、本実施例では、キャリブレーションを実施しなくても印
刷可能なジョブを先に実行するようにジョブの順番を並び替え、キャリブレーションの実
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施タイミングを遅らせて、ジョブを効率的に処理できるようにする。
【００６４】
　その場合、画像形成装置２０の構成は第１の実施例の図４と同様であるが、キャリブレ
ーション要否判定部２１ｅは、濃度領域取得部２１ｄが特定した予約ジョブのＣＭＹＫ各
色の濃度領域と、濃度乖離領域抽出部２１ｃが抽出した画像形成装置２０のＣＭＹＫ濃度
目標値に対する濃度乖離領域とを比較し、濃度領域が濃度乖離領域と重複するかを判定す
ると共に、濃度領域が濃度乖離領域と重複しないジョブがある場合は、そのジョブが先に
処理されるようにジョブの順番を入れ替える処理を行う。
【００６５】
　以下、上記構成の印刷システムにおける画像形成装置２０の動作について、図８及び図
９を参照して説明する。ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２３又は記憶部２５に記憶したキャリブレ
ーション制御プログラムをＲＡＭ２４に展開して実行することにより、図８及び図９のフ
ローチャート図に示す各ステップの処理を実行する。
【００６６】
　まず、前記した第１の実施例と同様に、画像形成装置２０の制御部２１（キャリブレー
ションサイクル監視部２１ａ）は、印刷ジョブを印刷する際、前回の自動キャリブレーシ
ョンを実施してから何枚印刷したか内部的にカウントする（Ｓ３０１）。ジョブ印刷が終
わったら、制御部２１（キャリブレーションサイクル監視部２１ａ）は、自動キャリブレ
ーションサイクルに到達したかを判断する（Ｓ３０２）。自動キャリブレーションサイク
ルに到達していないと判断した場合は、制御部２１は、次のジョブがあるかを判断し（Ｓ
３０６）、次のジョブがあれば、Ｓ３０１に戻って同様の処理を繰り返す。
【００６７】
　自動キャリブレーションサイクルに到達したと判断した場合、制御部２１は、予約ジョ
ブがあるか（ジョブキューにジョブが登録されているか）をチェックする（Ｓ３０３）。
予約ジョブがない場合は、制御部２１は、キャリブレーションを実施する（Ｓ３０５）。
具体的には、第１の実施例の図６と同様に、ガンマ自動調整を実施し、キャリブレーショ
ン用のカラーチャートの画像を形成し、そのカラーチャートの画像を測色し、測色結果を
プリンタプロファイルにフィードバックする。その後、自動キャリブレーション用サイク
ルカウンタをクリアする。
【００６８】
　一方、予約ジョブがある場合は、制御部２１は、予約ジョブの入れ替え処理を行う（Ｓ
３０４）。図９は、予約ジョブの入れ替え処理の詳細を示しており、制御部２１（基準画
像形成部２１ｂ）は、カラーチャートの画像を形成し（Ｓ４０１）、測色部（インライン
センサ）２９は、カラーチャートの画像を測色する（Ｓ４０２）。
【００６９】
　測色後、制御部２１（濃度乖離領域抽出部２１ｃ）は、測色部（インラインセンサ）２
９から取得した測色結果（ＣＭＹＫ各色の出力濃度の実測値）と、ＣＭＹＫ各色の出力濃
度の目標値とを比較し、測色結果が目標値から乖離している濃度乖離領域を抽出する（Ｓ
４０３）。次に、制御部２１（濃度領域取得部２１ｄ）は、予約ジョブのビットマップ画
像の各画素の色値を特定し、当該各画素の色値に基づいてＣＭＹＫ各色について画素が分
布している濃度領域を取得する（Ｓ４０４）。そして、制御部２１（キャリブレーション
要否判定部２１ｅ）は、Ｓ４０４で特定した予約ジョブのＣＭＹＫ各色の濃度領域と、Ｓ
４０３で抽出した画像形成装置２０のＣＭＹＫ濃度目標値に対する濃度乖離領域とを比較
し、濃度領域が濃度乖離領域と重複するかを判定し、その判定結果を記憶部２５などに保
存する（Ｓ４０５）。
【００７０】
　次に、制御部２１は、次の予約ジョブがあるかを判断し（Ｓ４０６）、次の予約ジョブ
がある場合は、Ｓ４０４に戻って、次の予約ジョブのＣＭＹＫ各色の濃度領域を取得し、
Ｓ４０３で抽出した画像形成装置２０のＣＭＹＫ濃度目標値に対する濃度乖離領域と重複
するかを判定して、その判定結果を記憶部２５などに保存する。
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【００７１】
　全ての予約ジョブに対して濃度領域と濃度乖離領域との比較／判定が終了したら、制御
部２１（キャリブレーション要否判定部２１ｅ）は、記憶部２５などに保存した判定結果
に基づいて、キャリブレーションを実施せずに印刷可能なジョブが先に処理されるように
予約ジョブ（ジョブキュー）の順番の入れ替えを行う（Ｓ４０７）。
【００７２】
　次に、制御部２１（キャリブレーション要否判定部２１ｅ）は、キャリブレーションを
実施せずに印刷可能なジョブと、キャリブレーションを必要とするジョブの間に、自動キ
ャリブレーションを予約ジョブとして挿入する（Ｓ４０８）。なお、本実施例では、自動
キャリブレーションを予約ジョブとして挿入し、ユーザに対してどのタイミングでキャリ
ブレーションが実施されるか通知可能とするが、予約ジョブに挿入せずに、キャリブレー
ションを必要とするジョブの前に自動的にキャリブレーションを実施してもよい。
【００７３】
　予約ジョブの順番の入れ替えが完了したら、制御部２１は、予約ジョブを１つ取り出し
（Ｓ４０９）、その予約ジョブが自動キャリブレーションのジョブであるかを確認する（
Ｓ４１０）。自動キャリブレーションのジョブでない場合はそのジョブの印刷を実行し（
Ｓ４１１）、自動キャリブレーションのジョブの場合はキャリブレーションを実行する（
Ｓ４１２）。その後、制御部２１は、次の予約ジョブがあるかを確認し（Ｓ４１３）、全
ての予約ジョブに対してＳ４０９～Ｓ４１２の処理を繰り返し実行する。
【００７４】
　このように、自動キャリブレーションタイミングに到達した場合であっても、予約ジョ
ブの中にキャリブレーションを実施せずに印刷可能なジョブがある場合は、そのジョブを
先に処理することにより、キャリブレーションが必要なジョブの直前までキャリブレーシ
ョンを実施せずに連続して印刷することができ、ジョブを効率的に処理することができる
。
【００７５】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない限り
において、その構成や制御は適宜変更可能である。
【００７６】
　例えば、上記各実施例では、インラインセンサを用いてカラーチャートの画像を測色す
る場合について説明したが、外部の測色器４０を測色する場合に対しても、本発明の制御
を同様に適用することができる。
【００７７】
　また、第１の実施例では、各々の予約ジョブに対して、カラーチャートの画像の形成及
び測色、濃度乖離領域の抽出、予約ジョブのＣＭＹＫ各色の濃度領域の取得、濃度領域と
濃度乖離領域との重複の判定を行ったが、先の予約ジョブの処理後、一定時間内又は一定
枚数内の予約ジョブに対しては、先の予約ジョブに対して抽出した濃度乖離領域を流用（
すなわち、カラーチャートの画像の形成及び測色、濃度乖離領域の抽出を省略）してもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明は、キャリブレーションを実行可能な画像形成装置及び当該画像形成装置で動作
するキャリブレーション制御プログラム並びに当該キャリブレーション制御プログラムを
記録した記録媒体並びに当該画像形成装置におけるキャリブレーション制御方法に利用可
能である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　クライアント装置
　１１　制御部
　１１ａ　ＯＳ
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　１１ｂ　プリンタドライバ
　１２　ＣＰＵ
　１３　ＲＯＭ
　１４　ＲＡＭ
　１５　記憶部
　１６　表示部
　１７　操作部
　１８　ネットワークＩ／Ｆ部
　２０　画像形成装置
　２１　制御部
　２１ａ　キャリブレーションサイクル監視部
　２１ｂ　基準画像形成部
　２１ｃ　濃度乖離領域抽出部
　２１ｄ　濃度領域取得部
　２１ｅ　キャリブレーション要否判定部
　２２　ＣＰＵ
　２３　ＲＯＭ
　２４　ＲＡＭ
　２５　記憶部
　２６　表示操作部
　２７　画像処理部
　２８　印刷部
　２９　インラインセンサ
　３０　ネットワークＩ／Ｆ部
　４０　測色器
　５０　カラーチャート
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