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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
印刷対象の原稿データに含まれる要素の中から、所定の色を持つ要素または画素の位置
を測色用領域として特定する特定部と、
前記原稿データを印刷する印刷部と、
前記印刷部により前記原稿データが印刷されてできた印刷物について、前記特定部によ
り特定された測色用領域の色を測定する測色部と、
前記原稿データの印刷毎に、前記測色部による測色結果を記録する記録部と、
前記測色部により所定数の色に関する測色結果が揃うと、前記測色結果を用いて色調整
を実施する色調整部と、

10

前記色調整の実施タイミングを設定する設定部と、を有し、
前記設定部により設定された実施タイミングに、前記印刷部は、前記所定数の色に関す
る測色結果が揃っていなくても、未だ前記記録部に記録されていない色のカラーパッチか
ら構成されるテストチャートを印刷し、前記測色部は、前記テストチャートを測色し、前
記色調整部は、前記テストチャートの測色結果と、前記記録部に記録されている測色結果
と、を用いて色調整を実施する、カラー印刷システム。
【請求項２】
前記測色部は、前記印刷物の幅全体を測色可能なラインセンサーである請求項１に記載
のカラー印刷システム。
【請求項３】
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前記記録部は、記録されている測色結果と同色の測色結果が前記測色部により新たに得
られた場合には、新たに得られた測色結果によって既に記録されている測色結果を上書き
する請求項１または２に記載のカラー印刷システム。
【請求項４】
前記記録部は、前記測色結果毎に設定された期限に基づいて、前記期限が過ぎた測色結
果を削除する請求項１〜３のいずれか一項に記載のカラー印刷システム。
【請求項５】
前記記録部は、前記色調整部による色調整が実施されると、記録されている全ての測色
結果を消去する請求項１〜４のいずれか一項に記載のカラー印刷システム。
【請求項６】
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印刷対象の原稿データに含まれる要素の中から、所定の色を持つ要素または画素の位置
を測色用領域として特定する特定ステップと、
前記原稿データを印刷する印刷ステップと、
前記印刷ステップにおいて前記原稿データが印刷されてできた印刷物について、前記特
定ステップにおいて特定された測色用領域の色を測定する測色ステップと、
前記原稿データの印刷毎に、前記測色ステップにおける測色結果を記録する記録ステッ
プと、
前記測色ステップにおいて所定数の色に関する測色結果が揃うと、前記測色結果を用い
て色調整を実施する色調整ステップと、
前記色調整の実施タイミングを設定する設定ステップと、を含み、
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前記設定ステップにおいて設定された実施タイミングに、前記所定数の色に関する測色
結果が揃っていない場合には、
未だ前記記録ステップによって記録されていない色のカラーパッチから構成されるテス
トチャートを印刷するステップと、
印刷された前記テストチャートを測色するステップと、
前記テストチャートの測色結果と、前記記録ステップにおいて記録された測色結果と、
を用いて色調整を実施するステップと、をさらに含む、カラー印刷方法。
【請求項７】
前記測色ステップは、前記印刷物の幅全体を測色可能なラインセンサーを用いる請求項
６に記載のカラー印刷方法。
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【請求項８】
前記記録ステップは、記録されている測色結果と同色の測色結果が前記測色ステップに
おいて新たに得られた場合には、新たに得られた測色結果によって既に記録されている測
色結果を上書きする請求項６または７に記載のカラー印刷方法。
【請求項９】
前記記録ステップは、前記測色結果毎に設定された期限に基づいて、前記期限が過ぎた
測色結果を削除する請求項６〜８のいずれか一項に記載のカラー印刷方法。
【請求項１０】
前記記録ステップは、前記色調整ステップにおける色調整が実施されると、記録されて
いる全ての測色結果を消去する請求項６〜９のいずれか一項に記載のカラー印刷方法。
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【請求項１１】
印刷対象の原稿データに含まれる要素の中から、所定の色を持つ要素または画素の位置
を測色用領域として特定する特定ステップと、
前記原稿データを印刷する印刷ステップと、
前記印刷ステップにおいて前記原稿データが印刷されてできた印刷物について、前記特
定ステップにおいて特定された測色用領域の色を測定する測色ステップと、
前記原稿データの印刷毎に、前記測色ステップにおける測色結果を記録する記録ステッ
プと、
前記測色ステップにおいて所定数の色に関する測色結果が揃うと、前記測色結果を用い
て色調整を実施する色調整ステップと、
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前記色調整の実施タイミングを設定する設定ステップと、を前記コンピューターに実行
させ、
前記設定ステップにおいて設定された実施タイミングに、前記所定数の色に関する測色
結果が揃っていない場合には、
未だ前記記録ステップによって記録されていない色のカラーパッチから構成されるテス
トチャートを印刷するステップと、
印刷された前記テストチャートを測色するステップと、
前記テストチャートの測色結果と、前記記録ステップにおいて記録された測色結果と、
を用いて色調整を実施するステップと、をさらに前記コンピューターに実行させるための
カラー印刷プログラム。
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【請求項１２】
前記測色ステップは、前記印刷物の幅全体を測色可能なラインセンサーを用いる請求項
１１に記載のカラー印刷プログラム。
【請求項１３】
前記記録ステップは、記録されている測色結果と同色の測色結果が前記測色ステップに
おいて新たに得られた場合には、新たに得られた測色結果によって既に記録されている測
色結果を上書きする請求項１１または１２に記載のカラー印刷プログラム。
【請求項１４】
前記記録ステップは、前記測色結果毎に設定された期限に基づいて、前記期限が過ぎた
測色結果を削除する請求項１１〜１３のいずれか一項に記載のカラー印刷プログラム。
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【請求項１５】
前記記録ステップは、前記色調整ステップにおける色調整が実施されると、記録されて
いる全ての測色結果を消去する請求項１１〜１４のいずれか一項に記載のカラー印刷プロ
グラム。
【請求項１６】
請求項１１〜１５のいずれか１項に記載のカラー印刷プログラムを記憶したコンピュー
ター読み込み可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、カラー印刷システム、カラー印刷方法、カラー印刷プログラム、および記録
媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
多くのプリントシステムは、色調整機能（いわゆる、キャリブレーション機能）を有し
ている。色調整は、個体差や環境変化、長期的な経時変化などの様々な要因によって生じ
る出力色の変動を吸収し、出力結果の均一性、安定性を確保するために行われる。
【０００３】
通常、プリントシステムにおける色調整の作業は、主に、以下の作業などからなる。
（ｉ）色調整用のカラーパッチから構成されるテストチャートを出力（印刷）する。
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（ｉｉ）分光測色計などを用いてテストチャートの出力結果（印刷物）を測色する。
（ｉｉｉ）測色結果と、本来出力すべき目標となる色や濃度と、の差分を求める。
（ｉｖ）以降の印刷に対して、この差分を吸収するための調整を施す。
【０００４】
しかし、従来のテストチャートを出力するシステムでは、色調整のたびにテストチャー
トを印刷しなければならず、用紙を余分に消費する。加えて、従来のテストチャートを出
力するシステムでは、テストチャートを印刷する分、本来の印刷完了までに要する時間が
長期化する場合がある。
【０００５】
この問題を解消すべく、近年では、テストチャートを出力せずに色調整を行えるプリン
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トシステムが開発されている。たとえば、特許文献１には、１ページ分の原稿データから
従来のテストチャートに含まれていた全ての色を検出し、これらの色の印刷結果を測色す
ることによって色調整を行うことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５−１８１６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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しかし、従来のテストチャートに含まれていた全ての色が、１ページ分の原稿データに
含まれていない場合には、色調整を実施できない、もしくは、色調整の精度が低下すると
いう問題がある。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、従来よりも色調整を効率的に実施し
ながらも、精度を低下させないカラー印刷システム、カラー印刷方法、カラー印刷プログ
ラム、および記録媒体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】
【０００９】
（１）印刷対象の原稿データに含まれる要素の中から、所定の色を持つ要素または画素
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の位置を測色用領域として特定する特定部と、前記原稿データを印刷する印刷部と、前記
印刷部により前記原稿データが印刷されてできた印刷物について、前記特定部により特定
された測色用領域の色を測定する測色部と、前記原稿データの印刷毎に、前記測色部によ
る測色結果を記録する記録部と、前記測色部により所定数の色に関する測色結果が揃うと
、前記測色結果を用いて色調整を実施する色調整部と、前記色調整の実施タイミングを設
定する設定部と、を有し、前記設定部により設定された実施タイミングに、前記印刷部は
、前記所定数の色に関する測色結果が揃っていなくても、未だ前記記録部に記録されてい
ない色のカラーパッチから構成されるテストチャートを印刷し、前記測色部は、前記テス
トチャートを測色し、前記色調整部は、前記テストチャートの測色結果と、前記記録部に
記録されている測色結果と、を用いて色調整を実施する、カラー印刷システム。
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【００１１】
（２）前記測色部は、前記印刷物の幅全体を測色可能なラインセンサーである上記（１
）に記載のカラー印刷システム。
【００１２】
（３）前記記録部は、記録されている測色結果と同色の測色結果が前記測色部により新
たに得られた場合には、新たに得られた測色結果によって既に記録されている測色結果を
上書きする上記（１）または（２）に記載のカラー印刷システム。
【００１３】
（４）前記記録部は、前記測色結果毎に設定された期限に基づいて、前記期限が過ぎた
測色結果を削除する上記（１）〜（３）のいずれかに記載のカラー印刷システム。
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【００１４】
（５）前記記録部は、前記色調整部による色調整が実施されると、記録されている全て
の測色結果を消去する上記（１）〜（４）のいずれかに記載のカラー印刷システム。
【００１５】
（６）印刷対象の原稿データに含まれる要素の中から、所定の色を持つ要素または画素
の位置を測色用領域として特定する特定ステップと、前記原稿データを印刷する印刷ステ
ップと、前記印刷ステップにおいて前記原稿データが印刷されてできた印刷物について、
前記特定ステップにおいて特定された測色用領域の色を測定する測色ステップと、前記原
稿データの印刷毎に、前記測色ステップにおける測色結果を記録する記録ステップと、前
記測色ステップにおいて所定数の色に関する測色結果が揃うと、前記測色結果を用いて色
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調整を実施する色調整ステップと、前記色調整の実施タイミングを設定する設定ステップ
と、を含み、前記設定ステップにおいて設定された実施タイミングに、前記所定数の色に
関する測色結果が揃っていない場合には、未だ前記記録ステップによって記録されていな
い色のカラーパッチから構成されるテストチャートを印刷するステップと、印刷された前
記テストチャートを測色するステップと、前記テストチャートの測色結果と、前記記録ス
テップにおいて記録された測色結果と、を用いて色調整を実施するステップと、をさらに
含む、カラー印刷方法。
【００１７】
（７）前記測色ステップは、前記印刷物の幅全体を測色可能なラインセンサーを用いる
上記（６）に記載のカラー印刷方法。

10

【００１８】
（８）前記記録ステップは、記録されている測色結果と同色の測色結果が前記測色ステ
ップにおいて新たに得られた場合には、新たに得られた測色結果によって既に記録されて
いる測色結果を上書きする上記（６）または（７）に記載のカラー印刷方法。
【００１９】
（９）前記記録ステップは、前記測色結果毎に設定された期限に基づいて、前記期限が
過ぎた測色結果を削除する上記（６）〜（８）のいずれかに記載のカラー印刷方法。
【００２０】
（１０）前記記録ステップは、前記色調整ステップにおける色調整が実施されると、記
録されている全ての測色結果を消去する上記（６）〜（９）のいずれかに記載のカラー印
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刷方法。
【００２１】
（１１）印刷対象の原稿データに含まれる要素の中から、所定の色を持つ要素または画
素の位置を測色用領域として特定する特定ステップと、前記原稿データを印刷する印刷ス
テップと、前記印刷ステップにおいて前記原稿データが印刷されてできた印刷物について
、前記特定ステップにおいて特定された測色用領域の色を測定する測色ステップと、前記
原稿データの印刷毎に、前記測色ステップにおける測色結果を記録する記録ステップと、
前記測色ステップにおいて所定数の色に関する測色結果が揃うと、前記測色結果を用いて
色調整を実施する色調整ステップと、前記色調整の実施タイミングを設定する設定ステッ
プと、を前記コンピューターに実行させ、前記設定ステップにおいて設定された実施タイ
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ミングに、前記所定数の色に関する測色結果が揃っていない場合には、未だ前記記録ステ
ップによって記録されていない色のカラーパッチから構成されるテストチャートを印刷す
るステップと、印刷された前記テストチャートを測色するステップと、前記テストチャー
トの測色結果と、前記記録ステップにおいて記録された測色結果と、を用いて色調整を実
施するステップと、をさらに前記コンピューターに実行させるためのカラー印刷プログラ
ム。
【００２３】
（１２）前記測色ステップは、前記印刷物の幅全体を測色可能なラインセンサーを用い
る上記（１１）に記載のカラー印刷プログラム。
【００２４】
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（１３）前記記録ステップは、記録されている測色結果と同色の測色結果が前記測色ス
テップにおいて新たに得られた場合には、新たに得られた測色結果によって既に記録され
ている測色結果を上書きする上記（１１）または（１２）に記載のカラー印刷プログラム
。
【００２５】
（１４）前記記録ステップは、前記測色結果毎に設定された期限に基づいて、前記期限
が過ぎた測色結果を削除する上記（１１）〜（１３）のいずれかに記載のカラー印刷プロ
グラム。
【００２６】
（１５）前記記録ステップは、前記色調整ステップにおける色調整が実施されると、記
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録されている全ての測色結果を消去する上記（１１）〜（１４）のいずれかに記載のカラ
ー印刷プログラム。
【００２７】
（１６）上記（１１）〜（１５）のいずれかに記載のカラー印刷プログラムを記憶した
コンピューター読み込み可能な記録媒体。
【発明の効果】
【００２８】
本発明によれば、印刷用の原稿データを印刷する毎に、所定の色を持つ領域の測色結果
を記録し、所定数の測色結果が揃った時点で色調整を実施する。これにより、テストチャ
ートを印刷しなくても原稿データを複数枚印刷するだけで色調整が実施可能になる。その
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うえ、所定数の測色結果が得られるまでは色調整を実施しないため、色調整の精度も保障
される。
【００２９】
上記した以外の課題、構成、および効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】印刷システムの概略構成を示す図である。
【図２】印刷システムのハードウェア構成例を示すブロック図である。
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【図３】印刷システムの機能構成例を示すブロック図である。
【図４】色情報データの概略データ構造例を示す図である。
【図５】印刷指示処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】印刷処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】第１実施形態に係る色調整処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】色調整設定処理の手順を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態に係る色調整処理の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
（第１実施形態）
以下、添付した図面を参照して、本発明の第１実施形態を説明する。なお、図面の説明

30

において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法
比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
【００３２】
＜印刷システム１＞
図１は、本実施形態にかかる印刷システム１の概略構成の一例を示す図である。また、
図２は、印刷システム１のハードウェア構成例を示すブロック図である。また、図３は、
印刷システム１の基本的な機能構成例を示すブロック図である。
【００３３】
以下、図１〜３を参照して、印刷システム１の概略構成について説明する。
40

【００３４】
図１に示されるとおり、印刷システム１は、情報処理装置１０と、画像形成装置２０と
、を備えている。
【００３５】
情報処理装置１０と画像形成装置２０は、コンピューターネットワーク（以下では単に
「ネットワーク」という）を介して相互に通信可能に接続されている。ネットワークは、
イーサネット（登録商標）、トークンリング、ＦＤＤＩ（Ｆｉｂｅｒ
ｔｅｄ

Ｄａｔａ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）等の規格によりコンピューターやネットワーク

機器同士を接続したＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ

Ａｒｅａ

同士を専用線で接続したＷＡＮ（Ｗｉｄｅ
【００３６】

Ｄｉｓｔｒｉｂｕ

Ａｒｅａ

Ｎｅｔｗｏｒｋ）、あるいはＬＡＮ
Ｎｅｔｗｏｒｋ）等からなる。
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また、情報処理装置１０と画像形成装置２０は、たとえば、ＩＥＥＥ１３９４シリアル
バス、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｓｅｒｉａｌ

Ｂｕｓ）等のインターフェース用バ

スを介して接続されてもよい。また、情報処理装置１０を画像形成装置２０の筐体内に収
め、情報処理装置１０と画像形成装置２０を一体化させてもよい。
【００３７】
なお、ネットワークに接続される機器の種類および台数は、図１に示す例に限定されな
い。
【００３８】
＜情報処理装置１０＞
情報処理装置１０は、画像形成装置２０のコントローラーとして機能する装置であり、

10

一般的なコンピューター装置である。たとえば、情報処理装置１０には、図１に示される
ようなデスクトップ型のＰＣ（パーソナルコンピューター）が用いられてもよいし、タブ
レット端末、スマートフォン、携帯電話、等の携帯端末が用いられてもよい。
【００３９】
情報処理装置１０は、自装置において作成された（または不図示の外部装置から転送さ
れた）原稿データを、画像形成装置２０において解釈可能な形式の印刷データに変換し、
画像形成装置２０へ送信する。なお、原稿データには、文書データ、画像データ等が含ま
れる。また、印刷データには、ページ記述言語で記述されたＰＤＬ（ＰＤＬ：Ｐａｇｅ
Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ

Ｌａｎｇｕａｇｅ）データが含まれる。
20

【００４０】
また、情報処理装置１０は、色調整機能（いわゆる、キャリブレーション機能）を有し
ており、画像形成装置２０の出力について補正できる。色調整機能には、濃度特性の変換
にかかる調整、色空間の変換にかかる調整、等が含まれる。
【００４１】
以上のような情報処理装置１０は、図２に示されるとおり、制御装置１１と、表示装置
１２と、入力装置１３と、を有する。
【００４２】
制御装置１１は、情報処理装置１０全体を制御する。たとえば、制御装置１１は、ＣＰ
Ｕ（Ｃｅｎｔｒａｌ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｕｎｉｔ）３１と、メモリー３２と、スト

レージ３３と、通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）３４と、を有し、これらは信号をやり取

30

りするためのバス３５を介して相互に接続されている。
【００４３】
ＣＰＵ３１は、プログラムにしたがって上記各部の制御や各種の演算処理を実行するマ
ルチコアのプロセッサ等から構成される制御回路であり、情報処理端末１０の各機能は、
それに対応するプログラムをＣＰＵ３１が実行することにより発揮される。
【００４４】
メモリー３２は、作業領域として一時的にプログラムおよびデータを記憶する高速アク
セス可能な主記憶装置である。メモリー３２には、たとえば、ＤＲＡＭ（Ｄｙｍａｍｉｃ
Ｒａｎｄｏｍ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｄｙｍａｍｉｃ
ｉｃ

Ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ

Ｒａｎｄｏｍ

Ｒａｎｄｏｍ
Ａｃｃｅｓｓ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔ

40

Ｍｅｍｏｒｙ）等が採用される。

【００４５】
ストレージ３３は、オペレーティングシステムを含む各種プログラムや各種データを格
納する大容量の補助記憶装置である。ストレージ３３には、たとえば、フラッシュメモリ
ー、ソリッドステートドライブ、ハードディスク、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ

Ｏｎｌｙ

Ｍｅｍ

ｏｒｙ）等が採用される。
【００４６】
通信Ｉ／Ｆ３４は、外部機器（たとえば、画像形成装置２０）とネットワークを介して
通信するためのインターフェースであり、イーサネット（登録商標）、トークンリング、
ＦＤＤＩ、Ｗｉ−Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ

Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）等の規格が用いられる。
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また、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ、赤外線通信、ＵＳＢ通信のためのインターフェースが設けら
れてもよい。
【００４７】
表示装置１２は、画像形成装置２０において実行される印刷に関する各種設定画面（例
えば、色調整機能に関する設定画面）などを表示する。表示装置１２には、たとえば、液
晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ−Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等が採用され
る。
【００４８】
入力装置１３は、ユーザーからの各種入力を受け付ける。入力装置１３には、たとえば
、キーボードやマウス等が採用される。

10

【００４９】
以上のようなハードウェア構成からなる情報処理端末１０の制御装置１１は、機能構成
として、図３に示されるとおり、ＯＳ（オペレーティングシステム）部５１と、アプリケ
ーション部５２と、ドライバー部５３と、データ解析部５４と、色情報管理部５５と、色
調整部５６と、入力受付部５７と、表示制御部５８と、記憶部５９と、を有する。
【００５０】
たとえば、ＯＳ部５１は、情報処理端末１０のシステム管理と、基本的なユーザー操作
環境を提供する、いわゆるコンピューターの基本ソフトウェアである。
【００５１】
アプリケーション部５２は、情報処理装置１０にインストールされた、一般的なドキュ

20

メント作成プログラムに従って動作する。このドキュメント作成プログラムには、例えば
、文書作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなどが含まれ、印刷対象の
原稿データ（文書ファイル、画像ファイル等を含む）を作成できる。
【００５２】
ドライバー部５３は、情報処理端末１０を、画像形成装置２０のコントローラーとして
機能させるソフトウェアである。具体的には、ドライバー部５３は、印刷対象の原稿デー
タを読み込んで、画像形成装置２０が解釈可能な印刷データ（たとえばＰＤＬデータ）に
変換し、印刷ジョブとして画像形成装置２０に送信する。印刷ジョブには、印刷対象とな
る印刷データの他に、部数、用紙サイズ、片面／両面、モノクロ／カラー等に関する基本
的な設定情報、および原稿データ内において所定の色を持つ領域に関する領域情報が含ま

30

れる。なお、「所定の色」とは、たとえば、一般的なテストチャートに含まれる各カラー
パッチの色を指し、１色に限らない。
【００５３】
データ解析部５４は、印刷対象の原稿データを解析して、原稿データ内において所定の
色を持つ領域（以下では「測色用領域」とも称する）を特定する。
【００５４】
色情報管理部５５は、所定の色に関する情報を管理する。たとえば、色情報管理部５５
は、画像形成装置２０において、原稿データが印刷され、測色用領域にかかる測色が実施
されたときに、その測色結果を色情報テーブル１５０に記録する。また、色情報管理部５
５は、色情報テーブル１５０に記録された測色結果について、削除、上書き、等を実施す

40

る。色情報テーブル１５０の具体的なデータ構造については後述する。
【００５５】
色調整部５６は、上述の色調整機能を有する。たとえば、色調整部５６は、所定の色に
ついて所定数（たとえば、一般的なテストチャートに含まれるカラーパッチの個数の８０
％分）の測色結果が揃うと、当該測色結果を用いて色調整を実施する。色調整部５６が実
施する色調整には、濃度特性の変換にかかる調整、色空間の変換にかかる調整、等が含ま
れる。
【００５６】
入力受付部５７は、ユーザーからの入力を受け付ける。たとえば、入力受付部５７は、
キーボードやマウス等の入力装置１３に対するユーザーの操作内容を判断して、印刷開始
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の指示や印刷設定に関する指示等を特定する。
【００５７】
表示制御部５８は、表示装置１２を制御して、情報処理端末１０における各種作業に必
要な画面を表示させる。たとえば、表示制御部５８は、画像形成装置２０において実行さ
れる印刷に関する各種設定画面を表示装置１２に表示させる。
【００５８】
記憶部５９は、印刷システム１において使用される各種情報を記憶する。たとえば、記
憶部５９は、少なくとも色情報テーブル１５０を記憶する。
【００５９】
10

図４は、色情報テーブル１５０の概略データ構造例を示す図である。
【００６０】
色情報テーブル１５０には、図４に示すとおり、識別情報１５１と、領域情報１５２と
、測色結果１５３と、保存期限１５４と、が対応付けられている。
【００６１】
識別情報１５１は、原稿データから特定された所定の色を識別するための情報であり、
たとえば、一般的なテストチャートに含まれる各カラーパッチの色を表す色値である。色
値としては、たとえば、Ｌａｂ値、ＲＧＢ値、ＣＭＹＫ値、等が用いられる。
【００６２】
領域情報１５２は、原稿データから特定された所定の色を持つ領域（測色用領域）の位
置を示す情報である。たとえば、２次元座標の範囲を表す情報でよく、Ｋ１≦Ｘ座標≦Ｋ

20

２、Ｋ３≦Ｙ座標≦Ｋ４、といった形式の情報でよい。
【００６３】
測色結果１５３は、画像形成装置２０において印刷された原稿データの測色用領域にか
かる測色結果を示す情報であり、いわゆる、測色値である。測色値としては、たとえば、
Ｌａｂ値等の色値が用いられる。
【００６４】
保存期限１５４は、色情報テーブル１５０に記録された測色結果１５３を保存しておく
期限を示す情報であり、たとえば、測色結果１５３を記録した日時からの経過日時（年、
月、日、時、分、秒、等）を表す情報である。また、測色結果１５３を削除する日時を表
30

す情報としてもよい。
【００６５】
以上のような、ＯＳ部５１、アプリケーション部５２、ドライバー部５３、データ解析
部５４、色情報管理部５５、色調整部５６、入力受付部５７、および表示制御部５８は、
ＣＰＵ３１が、ストレージ３３にインストールされているプログラムをメモリー３２に読
み出して実行することにより実現される。また、記憶部５９は、ストレージ３３やメモリ
ー３２によって実現される。
【００６６】
＜画像形成装置２０＞
画像形成装置２０は、少なくとも印刷機能を有し、情報処理端末１０から送信された印
刷ジョブに含まれる印刷データを印刷するために使用される。本実施形態においては、画

40

像形成装置２０は、印刷機能に加え、コピー機能、スキャン機能、ファクシミリ機能等の
少なくともいずれかを有するＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ−Ｆｕｎｃｔｉｏｎ

Ｐｅｒｉｐｈｅｒ

ａｌ）とする。
【００６７】
また、画像形成装置２０は、印刷結果に対して部分的に測色可能であり、必要に応じて
測色結果を情報処理装置１０へ送信できる。
【００６８】
以上のような画像形成装置２０は、図２に示されるとおり、制御装置２１と、ＡＤＦ（
Ａｕｔｏ

Ｄｏｃｕｍｅｎｔ

Ｆｅｅｄｅｒ）２２と、画像読取機構２３と、操作パネル

２４と、画像形成機構２５と、給紙機構２６と、後処理機構２７と、測色装置２８と、を
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有する。
【００６９】
制御装置２１は、画像形成装置２０全体を制御する。たとえば、制御装置２１は、図４
に示されるとおり、ＣＰＵ４１と、メモリー４２と、ストレージ４３と、通信インターフ
ェース（Ｉ／Ｆ）４４と、を有し、これらは信号をやり取りするためのバス４５を介して
相互に接続されている。
【００７０】
ＣＰＵ４１は、プログラムにしたがって上記各部の制御や各種の演算処理を実行するマ
ルチコアのプロセッサ等から構成される制御回路であり、画像形成装置２０の各機能は、
それに対応するプログラムをＣＰＵ４１が実行することにより発揮される。

10

【００７１】
メモリー４２は、作業領域として一時的にプログラムおよびデータを記憶する高速アク
セス可能な主記憶装置である。メモリー４２には、たとえば、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、Ｓ
ＲＡＭ等が採用される。
【００７２】
ストレージ４３は、ファームウェアを含む各種プログラムや各種データを格納する大容
量の補助記憶装置である。ストレージ４３には、たとえば、フラッシュメモリー、ＲＯＭ
、ソリッドステートドライブ、ハードディスク等が採用される。
【００７３】
通信Ｉ／Ｆ４４は、外部機器（たとえば、情報処理端末１０）とネットワークを介して

20

通信するためのインターフェースであり、イーサネット（登録商標）、トークンリング、
ＦＤＤＩ、Ｗｉ−Ｆｉ等の規格が用いられる。また、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ、赤外線通信、
ＵＳＢ通信のためのインターフェースが設けられてもよい。
【００７４】
ＡＤＦ２２は、給紙モーター（不図示）等を有しており、原稿トレイに載置された原稿
用紙を、画像読取機構２３における所定の読取位置へと搬送する。
【００７５】
画像読取機構２３は、光源（不図示）やイメージセンサー（不図示）等を有しており、
ＡＤＦ２２により搬送された原稿用紙、または原稿台上に載置された原稿用紙を、光学的
に読み取って画像（以下では「読取データ」ともいう）を形成する。

30

【００７６】
操作パネル２４は、たとえば、タッチパネルを有し、印刷ジョブの進行状況やエラーの
発生状況を表示すると共に、種々の操作（入力）が可能となるように構成されている。
【００７７】
画像形成機構２５は、不図示の、感光体ドラム、帯電装置、露光装置、現像装置、中間
転写ベルト、クリーニング装置、および定着装置等を有し、一般的な電子写真方式の印刷
エンジンとして機能する。すなわち、画像形成機構２５は、情報処理端末１０から送信さ
れた印刷データまたは読取データに対応する潜像を感光体ドラム上に形成し、当該潜像に
着色粒子であるトナーを静電的に付着させて（顕像化）、印刷媒体に転写、定着すること
によって印刷物を得る。ただし、画像形成装置２５は、電子写真方式以外にインクジェッ

40

ト方式や熱転写方式であってもよい。
【００７８】
給紙機構２６は、印刷媒体を収容しておくための給紙トレイや、給紙モーター（不図示
）等を有し、給紙トレイ内の印刷媒体を画像形成機構２５へと搬送する。
【００７９】
後処理機構２７は、画像形成機構２５から搬送された印刷物に対して、パンチ、ステー
プル、製本などのフィニッシング処理を加え、指定されている排紙領域へ排紙する。
【００８０】
測色装置２８は、情報処理装置１０から送信された印刷データについての印刷結果（印
刷物）を測色し、その測色結果を情報処理装置１０に提供する。たとえば、測色装置２８
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は、画像形成機構２５から後処理機構２７へと印刷物が搬送される搬送経路の途中に配置
されたインラインセンサーを用いて測色を行う。なお、インラインセンサーは、印刷物の
幅全体を測色可能とする。また、測色は、光源（ランプ）から光を発して印刷物上を一様
に照明し、その反射光を、受光レンズを介して受光器に結像させることで行われる。
【００８１】
以上のようなハードウェア構成からなる画像形成装置２０の制御装置２１は、機能構成
として、図３に示されるとおり、受信部６１と、印刷制御部６２と、測色制御部６３と、
色情報出力部６４と、を有する。
【００８２】
たとえば、受信部６１は、情報処理端末１０から送信された印刷ジョブを、ネットワー
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クを介して受信する。
【００８３】
印刷制御部６２は、印刷の制御を行う。具体的には、印刷制御部６２は、画像形成機構
２５、給紙機構２６、後処理機構２７などを制御して、受信部６１により受信された印刷
ジョブに含まれる印刷データを印刷させる。
【００８４】
測色制御部６３は、測色の制御を行う。具体的には、測色制御部６３は、測色装置２８
などを制御して、画像形成機構２５による印刷結果に対する部分的な測色（領域情報１５
２から特定される測色用領域の測色）を行わせる。
【００８５】
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色情報出力部６４は、測色制御部６３による測色結果（色値）を、ネットワークを介し
て情報処理装置１０へ送信する。
【００８６】
以上のような、印刷制御部６２および測色制御部６３は、ＣＰＵ４１がストレージ４３
にインストールされているプログラムをメモリー４２に読み出して実行することにより実
現される。また、受信部６１および色情報出力部６４は、ＣＰＵ４１が、ストレージ４３
にインストールされているプログラムをメモリー４２に読み出して実行し、通信Ｉ／Ｆ４
４を制御することにより実現される。
【００８７】
次に、印刷システム１の特徴的な動作について説明する。
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【００８８】
図５は、情報処理装置１０において実行される印刷指示処理の手順を示すフローチャー
トである。図６は、画像形成装置２０において実行される印刷処理の手順を示すフローチ
ャートである。図７は、情報処理装置１０において実行される色調整処理の手順を示すフ
ローチャートである。なお、印刷指示処理とは、情報処理装置１０から画像形成装置２０
に対して印刷を指示する処理である。また、印刷処理とは、情報処理装置１０からの指示
に基づいて画像形成装置２０が印刷を実行する処理である。また、色調整処理とは、画像
形成装置２０による印刷結果についての色合いを調整するための処理である。
【００８９】
以下、図５〜図７を参照して、印刷指示処理、印刷処理、色調整処理の手順について説
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明する。
【００９０】
＜印刷指示処理＞
まず、印刷指示処理（図５）について説明する。
【００９１】
たとえば、情報処理装置１０は、アプリケーション部５２により原稿データが作成され
、その原稿データについて印刷を開始する指示を受け付けると、図５に示す印刷指示処理
を開始する。ここで、印刷を開始する指示は、たとえば、ユーザーが入力装置１３を操作
することによって行われる。
【００９２】
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印刷指示処理が開始されると、情報処理装置１０は、表示制御部５８として機能し、所
定の印刷設定画面を表示装置１２に表示させる。印刷設定画面が表示装置１２に表示され
ている間、情報処理装置１０は、入力受付部５７としても機能し、ユーザーからの印刷設
定にかかる指示を受け付ける。
【００９３】
このとき、情報処理装置１０は、印刷設定にかかる指示の他に、印刷実行の指示がされ
たか判別する（ステップＳ１０１）。たとえば、情報処理装置１０は、印刷設定画面に設
けられた印刷ボタンを押下する操作がなされたときに、印刷実行の指示がされたと判定す
る。情報処理装置１０は、印刷実行の指示がされない場合には（ステップＳ１０１：Ｎｏ
）、印刷実行の指示がされるまで待機する。
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【００９４】
情報処理装置１０は、印刷実行の指示がされると（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、デー
タ解析部５４として機能し、印刷対象の原稿データを解析して、原稿データ内において所
定の色を持つ領域（測色用領域）を特定する（ステップＳ１０２）。測色用領域を特定す
る方法としては、たとえば、原稿データに含まれる要素（テキスト、罫線、等）の色が示
された情報（ＲＧＢ値、等）の中から、所定の色（たとえば、一般的なテストチャートに
含まれる各カラーパッチの色）に相当する色を検出し、その所定の色を持つ要素の位置（
ページ内の座標）を測色用領域として特定すればよい。また、原稿データに含まれる要素
が画像データである場合には、画像データを構成する画素の色が示された情報（ＲＧＢ値
、等）の中から、所定の色に相当する色を検出し、その所定の色を持つ画素の位置（ペー
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ジ内の座標）を測色用領域として特定すればよい。ただし、同一色の画素が位置的に連続
して存在している場合には、同一の測色用領域として扱う。
【００９５】
次に、情報処理装置１０は、色情報管理部５５として機能し、印刷対象の原稿データ内
から特定された測色用領域についての色情報を記録する（ステップＳ１０３）。具体的に
は、情報処理装置１０は、ステップＳ１０２において特定された測色用領域に関して、そ
の測色用領域が持つ色を識別するための識別情報１５１と、その測色用領域のページ内で
の位置を示す領域情報１５２と、を対応付けて色情報テーブル１５０（図４）に記録する
。なお、識別情報１５１には、たとえば、Ｌａｂ値のような色値が用いられ、領域情報１
５２には、たとえば、２次元座標の値が用いられる。
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【００９６】
そして、情報処理装置１０は、ドライバー部５３として機能し、印刷対象の原稿データ
を読み込んで、画像形成装置２０が解釈可能な印刷データ（たとえばＰＤＬデータ）に変
換し、印刷ジョブとして画像形成装置２０に送信する（ステップＳ１０４）。印刷ジョブ
には、印刷データの他に、印刷設定情報、識別情報１５１、領域情報１５２、等が含まれ
ている。なお、印刷設定情報は、用紙サイズ、用紙種、レイアウト、部数等の印刷に必要
となる各種設定情報である。
【００９７】
その後、情報処理装置１０は、印刷指示処理を終了し、図７に示す色調整処理に処理を
進める。
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【００９８】
以上の印刷指示処理が情報処理装置１０において実行されることにより、原稿データの
印刷を画像形成装置２０に指示できるとともに、原稿データに含まれる所定の色の位置を
画像形成装置２０へ通知できる。
【００９９】
＜印刷処理＞
次に、上記の印刷指示処理によって送信された印刷ジョブを、画像形成装置２０側で印
刷する印刷処理（図６）について説明する。
【０１００】
たとえば、画像形成装置２０は、電源が投入されると印刷処理を開始する。
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【０１０１】
印刷処理が開始されると、画像形成装置２０は、受信部６１として機能し、情報処理装
置１０から送信された印刷ジョブを受信したか判断する（ステップＳ２０１）。画像形成
装置２０は、印刷ジョブを受信していない場合には（ステップＳ２０１：Ｎｏ）、印刷ジ
ョブを受信するまで待機する。
【０１０２】
画像形成装置２０は、印刷ジョブを受信すると（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、印刷制
御部６２として機能し、受信した印刷ジョブに基づく印刷を実行する（ステップＳ２０２
）。具体的には、画像形成装置２０は、受信した印刷ジョブから、印刷データ、印刷設定
情報、識別情報１５１、領域情報１５２を抽出する。そして、画像形成装置２０は、印刷
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設定情報に従って印刷データをラスターデータ（画像データ）に変換し、画像形成機構２
５、給紙機構２６などを制御することにより、ラスターデータを印刷する。
【０１０３】
その後、画像形成装置２０は、測色制御部６３として機能し、印刷結果、すなわち、画
像形成機構２５により生成された印刷物を測色する（ステップＳ２０３）。具体的には、
画像形成装置２０は、ステップＳ２０１において受信した領域情報１５２を参照して、印
刷結果（印刷物）内で測色すべき領域を特定する。そして、画像形成装置２０は、画像形
成機構２５から後処理機構２７へと印刷結果（印刷物）が搬送されている途中で、インラ
インセンサー等の測色装置２８を制御することにより、測色すべき領域として特定された
領域を測色する。
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【０１０４】
このステップＳ２０３の測色により、所定の色を持つ測色用領域が実際に印刷されたと
きの色（Ｌａｂ値などの測色値）を得ることができる。
【０１０５】
次に、画像形成装置２０は、色情報出力部６４として機能し、ステップＳ２０３におい
て得られた測色用領域ごとの測色結果を、対応する識別情報１５１とともに情報処理装置
１０に送信する（ステップＳ２０４）。
【０１０６】
その後、画像形成装置２０は、印刷処理を終了する。
【０１０７】
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以上の印刷処理が画像形成装置２０において実行されることにより、情報処理装置１０
から送信された印刷データを印刷できるとともに、印刷の元データである原稿データに含
まれていた測色用領域（所定の色を持つ領域）が印刷されたときの色を測定できる。
【０１０８】
＜色調整処理（第１実施形態）＞
次に、上記の印刷指示処理（図５）に続いて情報処理装置１０において実行される色調
整処理（図７）について説明する。
【０１０９】
印刷指示処理の終了後、色調整処理が開始されると、情報処理装置１０は、色情報管理
部５５として機能し、画像形成装置２０から送信された測色結果を受信したか判断する（
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ステップＳ３０１）。情報処理装置１０は、測色結果を受信していない場合には（ステッ
プＳ３０１：Ｎｏ）、測色結果を受信するまで待機する。
【０１１０】
情報処理装置１０は、測色結果を受信すると（ステップＳ３０１：Ｙｅｓ）、色情報管
理部５５として機能し、受信した測色結果が既に記録されている色の測色結果か否か判別
する（ステップＳ３０２）。具体的には、情報処理装置１０は、測色結果とともに受信し
た識別情報１５１に対応付けられている測色結果１５３が、既に色情報テーブル１５０に
存在しているか判別する。
【０１１１】
情報処理装置１０は、測色結果１５３が色情報テーブル１５０に存在しない場合には、
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受信した測色結果が未だ記録されていない色の測色結果であると判定する（ステップＳ３
０２：Ｎｏ）。そして、情報処理装置１０は、受信した測色結果を、当該測色結果ととも
に受信した識別情報１５１に対応付けて、測色結果１５３として色情報テーブル１５０に
記録（追加）する（ステップＳ３０３）。このとき、情報処理装置１０は、記録した測色
結果１５３に対応付けて保存期限１５４を記録しておく。保存期限１５４は、使用状況に
応じて、たとえば、測色結果１５３を記録した日時から１日後、１週間、１ヶ月等に設定
できる。
【０１１２】
一方、情報処理装置１０は、受信した識別情報１５１が色情報テーブル１５０に存在し
ている場合には、受信した測色結果は既に記録されている色の測色結果であると判定する
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（ステップＳ３０２：Ｙｅｓ）。そして、情報処理装置１０は、受信した最新の測色結果
によって、当該測色結果とともに受信した識別情報１５１に対応付けられている測色結果
１５３を、上書きする（ステップＳ３０４）。このとき、情報処理装置１０は、上書きし
た測色結果１５３に対応付けられている保存期間１５４も更新する。たとえば、保存期限
１５４は、測色結果１５３を上書きした日時から１日後、１週間、１ヶ月等に更新できる
。また、保存期限１５４を更新しないようにしてもよい。
【０１１３】
ステップＳ３０３又はステップＳ３０４の処理を終えると、情報処理装置１０は、引き
続き色情報管理部５５として機能し、色情報テーブル１５０に保存期限を過ぎているデー
タ（レコード）があるか否か判別する（ステップＳ３０５）。具体的には、情報処理装置
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１０は、ＯＳ部５１により内部的に保持している現在時刻、あるいは外部サーバーにより
保持されている現在時刻を取得して、現在時刻より前の日時を示す保存期限１５４が色情
報テーブル１５０に存在するか判別する。
【０１１４】
情報処理装置１０は、現在時刻より前の日時を示す保存期限１５４が存在すれば、保存
期限を過ぎているデータとみなし（ステップＳ３０５：Ｙｅｓ）、該当する保存期限１５
４を有するレコードごと削除（破棄）する（ステップＳ３０６）。その後、処理をステッ
プＳ３０７に進める。
【０１１５】
一方、情報処理装置１０は、現在時刻より前の日時を示す保存期限１５４が存在しなけ
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れば、保存期限を過ぎているデータはないものとみなし（ステップＳ３０５：Ｎｏ）、そ
のまま処理をステップＳ３０７に進める。
【０１１６】
次に、情報処理装置１０は、色調整部５６として機能し、所定の色について所定数の測
色結果が揃ったか否か判別する（ステップＳ３０７）。たとえば、情報処理装置１０は、
一般的なテストチャートに含まれる各カラーパッチの色についての測色結果１５３が、色
情報テーブル１５０に所定数以上存在するか否か判別する。なお、所定数とは、たとえば
、一般的なテストチャートに含まれる全カラーパッチの所定割合（例：８０％）分の個数
である。
【０１１７】
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そして、情報処理装置１０は、所定の色について所定数の測色結果が揃っていなければ
（ステップＳ３０７：Ｎｏ）、処理をステップＳ３０１に戻して、新たな測色結果を待つ
。
【０１１８】
一方、情報処理装置１０は、所定の色について所定数の測色結果が揃うと（ステップＳ
３０７：Ｙｅｓ）、引き続き色調整部５６として機能し、色情報テーブル１５０に格納さ
れた測色結果１５３を用いて色調整を実施する（ステップＳ３０８）。
【０１１９】
たとえば、ステップＳ３０８において、情報処理装置１０は、濃度特性の変換にかかる
調整、および、色空間の変換にかかる調整の少なくともいずれかの調整を行う。
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【０１２０】
濃度特性の変換にかかる調整では、情報処理装置１０は、色情報テーブル１５０の同一
レコードに格納されている「識別情報１５１の色」と「測色結果１５３の色」が一致する
ように、濃度変換テーブルを修正する。なお、濃度変換テーブルは、濃度特性の変換に用
いられるテーブルを指す。
【０１２１】
また、色空間の変換にかかる調整では、情報処理装置１０は、色情報テーブル１５０の
同一レコードに格納されている識別情報１５１の色と測色結果１５３の色が一致するよう
に、カラープロファイルを修正する。なお、カラープロファイルは、色空間の変換に用い
られるテーブルを指す。
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【０１２２】
色調整が終わると、情報処理装置１０は、色情報管理部５５として機能し、測色結果の
蓄積をリセットする（ステップＳ３０９）。具体的には、情報処理装置１０は、色情報テ
ーブル１５０を記憶部５９から削除する。
【０１２３】
その後、情報処理装置１０は、色調整処理を終了する。
【０１２４】
以上の色調整処理が情報処理装置１０において実行されることにより、印刷用の原稿デ
ータを印刷する毎に、所定の色を持つ領域の測色結果を記録し、所定数の測色結果が揃っ
た時点で色調整を実施できる。これにより、テストチャートを印刷しなくても原稿データ
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を複数枚印刷するだけで色調整が実施可能になる。そのうえ、所定数の測色結果が得られ
るまでは色調整を実施しないため、色調整の精度も保障される。
【０１２５】
（第２実施形態）
次に、本発明の第２実施形態を説明する。以下、第１実施形態と共通する点の説明を適
宜省略し、相違する点を中心に説明する。
【０１２６】
第２実施形態では、色調整の間隔についてユーザーが任意に設定できる点が第１実施形
態とは相違する。具体的には、第２実施形態では、色調整の間隔について設定するための
色調整設定処理が情報処理装置１０において行われる。
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【０１２７】
＜色調整設定処理＞
図８は、色調整設定処理の手順を示すフローチャートである。
【０１２８】
たとえば、情報処理装置１０は、電源が投入されると色調整設定処理を開始する。
【０１２９】
色調整設定処理が開始されると、情報処理装置１０は、入力受付部５７として機能し、
ユーザーから色調整の間隔設定を開始する指示がされたか判別する（ステップＳ４０１）
。具体的には、情報処理装置１０は、色調整の間隔設定に必要なＧＵＩ（以下「色調整ウ
ィザード画面」と称す）を表示させるための操作がされたか検出する。
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【０１３０】
情報処理装置１０は、色調整ウィザード画面を表示させるための操作を検出しない場合
は（ステップＳ４０１：Ｎｏ）、当該操作を検出するまで待機する。
【０１３１】
色調整ウィザード画面を表示させるための操作を検出すると、情報処理装置１０は、色
調整の間隔設定を開始する指示がされたと判定し（ステップＳ４０１：Ｙｅｓ）、表示制
御部５８として機能し、色調整ウィザード画面を表示装置１２に表示させる。
【０１３２】
色調整ウィザード画面が表示装置１２に表示されている間、情報処理装置１０は、入力
受付部５７として機能し、ユーザーから色調整の間隔設定にかかる指示を受け付ける（ス
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テップＳ４０２）。たとえば、情報処理装置１０は、色調整ウィザード画面に設けられた
所定の欄において、色調整間隔を指定する数値の入力を受け付ける。色調整間隔は、たと
えば、時間間隔（１日、１週間、１ヶ月、等）により指定されてもよいし、印刷枚数（１
０枚、５０枚、１００枚、等）により指定されてもよい。
【０１３３】
そして、情報処理装置１０は、引き続き入力受付部５７として機能し、色調整間隔につ
いての設定を登録する指示を受け付けると、ステップＳ４０２において受け付けた色調整
間隔についての設定を記憶する（ステップＳ４０３）。たとえば、色調整間隔についての
設定を登録する指示は、色調整ウィザード画面上に設けられた設置登録ボタンが操作され
ることにより行われる。
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【０１３４】
その後、情報処理装置１０は、色調整設定処理を終了する。
【０１３５】
以上の色調整設定処理が情報処理装置１０において実行されることにより、ユーザーは
色調整間隔について任意に設定できる。
【０１３６】
このような色調整間隔がユーザーによって設定される第２実施形態においても、印刷シ
ステム１は、印刷指示処理、印刷処理、色調整処理を実行する。
【０１３７】
ただし、第２実施形態に係る印刷指示処理および印刷処理は、第１実施形態と同様の処
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理（図５、図６）であるため、説明を省略する。
【０１３８】
以下、第１実施形態とは相違する第２実施形態に係る色調整処理の手順についてのみ説
明する。
【０１３９】
＜色調整処理（第２実施形態）＞
図９は、第２実施形態に係る色調整処理の手順を示すフローチャートである。
【０１４０】
図９に示すとおり、情報処理装置１０は、図５に示す印刷指示処理の終了後に、第２実
施形態に係る色調整処理を開始する。
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【０１４１】
色調整処理の開始後、情報処理装置１０は、第１実施形態と同様のステップＳ３０１〜
Ｓ３０９を実行する（ステップＳ５０１〜Ｓ５０９）。
【０１４２】
ただし、第２実施形態では、ステップＳ５０７において、所定の色について所定数の測
色結果が揃っていない場合には（ステップＳ５０７：Ｎｏ）、処理をステップＳ５０１に
戻さない。そして、情報処理装置１０は、色調整部５６として機能し、ユーザーによって
設定された色調整の実施タイミングであるか否か判別する(ステップＳ５１０)。具体的に
は、情報処理装置１０は、前回色調整が実施されてから、上記の色調整設定処理において
設定された色調整間隔が経過しているか否か判別する。
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【０１４３】
情報処理装置１０は、色調整間隔が経過していない場合には、色調整を実施するタイミ
ングではないと判定し（ステップＳ５１０：Ｎｏ）、処理をステップＳ５０１に戻す。
【０１４４】
一方、情報処理装置１０は、色調整間隔が経過している場合には、色調整を実施するタ
イミングであると判定し（ステップＳ５１０：Ｙｅｓ）、色調整部５６として機能し、未
測定の色についてテストチャートを生成する（ステップＳ５１１）。具体的には、情報処
理装置１０は、所定の色（たとえば、一般的なテストチャートに含まれる全カラーパッチ
の色）のうち、色情報テーブル１５０の識別情報１５１に存在しない色を特定する。続い
て、情報処理装置１０は、特定した色のカラーパッチしか含まれていないテストチャート
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を生成する。
【０１４５】
そして、情報処理装置１０は、生成された未測定の色についてのテストチャートを、画
像形成装置２０が解釈可能な印刷データ（たとえばＰＤＬデータ）に変換し、印刷ジョブ
として画像形成装置２０に送信する（ステップＳ５１２）。
【０１４６】
その後、情報処理装置１０は、処理をステップＳ５０１に戻す。
【０１４７】
このとき、画像形成装置２０側では、図６に示す印刷処理を実行して、情報処理装置１
０から送信された未測定の色についてのテストチャートを印刷、測色し、その測色結果を

10

情報処理装置１０へ送信する。
【０１４８】
このように、第２実施形態では、ユーザーに指定された色調整の実施タイミングに、所
定の色について所定数の測色結果が揃っていなくても、未測定の色のカラーパッチから構
成されるテストチャートを印刷する。
【０１４９】
その後、情報処理装置１０は、未測定の色についてのテストチャートにかかる測色結果
を受信して、再び図７に示す色調整処理を実行する。
【０１５０】
このとき、ステップＳ５０７では、所定の色について所定数の測色結果が必ず揃うため
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、処理はステップＳ５０８に進む。ステップＳ５０８では、情報処理装置１０は、色調整
部５６として機能して、未測定の色についてのテストチャートの測色結果と、テストチャ
ートを印刷する前に色情報テーブル１５０に記録されていた測色結果と、を用いて色調整
を実施することになる。
【０１５１】
その後、情報処理装置１０は、測色結果の蓄積をリセットし、第２実施形態に係る色調
整処理を終了する。
【０１５２】
以上の色調整処理が情報処理装置１０において実行されることにより、ユーザーに指定
された色調整の実施タイミングに所定数の測色結果が揃っていなくても、色調整を実施す
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る上で一定以上の精度を維持するために必要な色数の測色結果を得ることができる。その
ため、色調整の実施前には常に所定数の測色結果が揃っていることになり、色調整の精度
も保障される。また、印刷するテストチャートには、一部の色しか含まれていないため、
全カラーパッチのテストチャートを印刷して実施する従来のものよりも、色調整に要する
時間を短縮できる。
【０１５３】
なお、上記した各フローチャートの各処理単位は、情報処理装置１０および画像形成装
置２０の理解を容易にするために、主な処理内容に応じて分割したものである。処理ステ
ップの分類の仕方やその名称によって、本願発明が制限されることはない。情報処理装置
１０および画像形成装置２０で行われる処理は、さらに多くの処理ステップに分割するこ
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ともできる。また、１つの処理ステップが、さらに多くの処理を実行してもよい。
【０１５４】
＜変形例＞
また、上記の各実施形態は、本発明の要旨を例示することを意図し、本発明を限定する
ものではない。多くの代替物、修正、変形例は当業者にとって明らかである。
【０１５５】
たとえば、上記各実施形態では、情報処理装置１０は、色情報テーブル１５０に記録さ
れている測色結果と同色の測色結果が新たに得られた場合には、新たに得られた測色結果
によって既に記録されている測色結果を上書きしている。しかし、本発明は、これに限定
されず、新たに得られた測色結果を削除してもよいし、既に記録されている測色結果と新
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たに得られた測色結果の平均値を色情報テーブル１５０に記録するようにしてもよい。
【０１５６】
また、上記の各実施形態では、色調整が実施される毎に、測色結果の蓄積をリセット、
すなわち、色情報テーブル１５０に記録されている全ての測色結果１５３を消去している
（ステップＳ３０９、Ｓ５０９）。しかし、本発明は、これに限定されない。たとえば、
情報処理装置１０は、ステップＳ３０９、Ｓ５０９において測色結果の蓄積をリセットし
ないようにしてもよい。この場合には、情報処理装置１０は、色情報テーブル１５０に記
録されている測色結果と同色の測色結果が新たに得られる都度、新たに得られた測色結果
によって既に記録されている測色結果を上書きするようにする。また、保存期限の過ぎた
10

測色結果を削除しないようにしてもよい。
【０１５７】
また、上記の各実施形態では、所定の色についての測色結果１５３ごとに設定された保
存期限１５４に基づいて、色情報テーブル１５０の測色結果１５３を削除している。しか
し、本発明は、これに限定されず、各測色結果１５３に対応付けておく保存期限１５４の
同一にして、複数の測色結果１５３を一括して削除するようにしてもよい。
【０１５８】
また、上記の各実施形態では、画像形成機構２５から後処理機構２７へと印刷物が搬送
される搬送経路の途中に配置されたインラインセンサーを用いて測色を行っている。しか
し、本発明は、これに限定されず、たとえば、後処理機構２７によって印刷物が排紙領域
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（たとえば、給紙トレイ）へ排紙される直前に測色を行うようにしてもよい。
【０１５９】
また、上記実施形態では、濃度特性の変換にかかる調整方法として、濃度変換テーブル
を修正する例について説明しているが、これに限定されず、濃度特性の変換について調整
できるのであればどのような方法を採用してもよい。
【０１６０】
また、上記の第２実施形態では、色調整の間隔は等間隔（時間、枚数、等）に設定され
るものとして説明している。しかし、本発明は、これに限定されず、使用頻度や、トナー
カートリッジを交換してからの経過日数などに応じて、色調整の間隔が可変となるように
設定可能にしてもよい。
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【０１６１】
以上の印刷システム１の構成は、上記各実施形態および上記変形例の特徴を説明するに
あたって主要構成を説明したのであって、上記の構成に限られない。また、印刷システム
１が備える一般的な構成を排除するものではない。
【０１６２】
また、上記した印刷システム１の各機能構成は、各機能構成を理解容易にするために、
主な処理内容に応じて分類したものである。構成要素の分類の仕方や名称によって、本願
発明が制限されることはない。各機能構成は、処理内容に応じて、さらに多くの構成要素
に分類することもできる。また、１つの構成要素がさらに多くの処理を実行するように分
類することもできる。
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【０１６３】
また、情報処理装置１０、画像形成装置２０を動作させるプログラムは、ＵＳＢメモリ
ー、フレキシブルディスク、ＣＤ−ＲＯＭ等のコンピューター読み取り可能な記録媒体に
よって提供されてもよいし、インターネット等のネットワークを介してオンラインで提供
されてもよい。この場合、コンピューター読み取り可能な記録媒体に記録されたプログラ
ムは、通常、ＲＯＭやＨＤＤ等に転送され記憶される。また、このプログラムは、たとえ
ば、単独のアプリケーションソフトとして提供されてもよいし、情報処理装置１０、画像
形成装置２０の一機能としてその装置のソフトウェアに組み込んでもよい。
【０１６４】
また、上記の各機能構成の要素による処理は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｐｅｃｉｆｉｃ

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

Ｓ

Ｃｉｒｃｕｉｔ）等の専用のハードウェア回路
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によっても実現することもできる。この場合には、１つのハードウェアで実行されてもよ
いし、複数のハードウェアで実行されてもよい。
【符号の説明】
【０１６５】
１

印刷システム、

１０

情報処理装置、

１１

制御装置（情報処理装置）、

１２

表示装置、

１３

入力装置、

２０

画像形成装置、

２１

制御装置（画像形成装置）、

２２

ＡＤＦ、

２３

画像読取機構、

２４

操作パネル、

２５

画像形成機構、

２６

給紙機構、

２７

後処理機構、

２８

測色装置、

５１

ＯＳ部、

５２

アプリケーション部、

５３

ドライバー部、

５４

データ解析部、

５５

色情報管理部、

５６

色調整部、

５７

入力受付部、

５８

表示制御部、

５９

記憶部、

６１

受信部、

６２

印刷制御部、

６３

測色制御部、

６４

色情報出力部、

１５０

色情報データ。

10

20

30

(20)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

JP 5761242 B2 2015.8.12

(21)
【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

JP 5761242 B2 2015.8.12

(22)
【図９】

JP 5761242 B2 2015.8.12

(23)

JP 5761242 B2 2015.8.12

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

Ｇ０６Ｆ

ＦＩ

3/12

(2006.01)

Ｇ０６Ｆ

3/12

(56)参考文献 特開２００６−０９４０４０（ＪＰ，Ａ）
特開２００６−１６６０９７（ＪＰ，Ａ）
特開２００７−０２０１１１（ＪＰ，Ａ）
特開２００８−１３４２８０（ＪＰ，Ａ）
10
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｂ４１Ｊ ２／５２−２／５２５
Ｂ４１Ｊ２９／００−２９／１８
Ｂ４１Ｊ２９／２０−２９／３８
Ｂ４１Ｊ２９／４０−２９／７０
Ｇ０６Ｆ ３／０９−３／１２
Ｇ０６Ｔ １／００−１／４０
Ｇ０６Ｔ ３／００−５／５０
Ｇ０６Ｔ ９／００−９／４０
Ｈ０４Ｎ １／４０−１／４０９
Ｈ０４Ｎ １／４６−１／４８
Ｈ０４Ｎ １／５２
Ｈ０４Ｎ １／６０

20

