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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置のキャリブレーションを利用者に促すキャリブレーション勧告装置であっ
て、
　キャリブレーションの勧告タイミングを決定する手段と、
　前記キャリブレーションの勧告タイミングを決定すると、当該決定した勧告タイミング
から予め定めた時間だけ前の時点で、前記画像形成装置に対して、節電モードへの移行を
制限する指示を出力する手段と、
　前記決定された勧告タイミングにおいてキャリブレーション勧告を行った後、キャリブ
レーションが行われたことを検出するまで、前記画像形成装置に対しプリントジョブの出
力を行わないよう制御する手段と、
　プリントジョブの出力を行わないよう制御されている間に、利用者から、プリントジョ
ブを特定する情報とともに、当該情報で特定されるプリントジョブについてキャリブレー
ションによる濃度安定処理が必要ないとの指示がされた場合は、当該情報で特定されたプ
リントジョブを前記画像形成装置に対して出力する手段と、
　を含むキャリブレーション勧告装置。
【請求項２】
　画像形成装置のキャリブレーションを利用者に促す処理を実行するプログラムであって
、
　コンピュータを、
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　キャリブレーションの勧告タイミングを決定する手段と、
　前記キャリブレーションの勧告タイミングを決定すると、当該決定した勧告タイミング
から予め定めた時間だけ前の時点で、前記画像形成装置に対して、節電モードへの移行を
制限する指示を出力する手段と、
　前記決定された勧告タイミングにおいてキャリブレーション勧告を行った後、キャリブ
レーションが行われたことを検出するまで、前記画像形成装置に対しプリントジョブの出
力を行わないよう制御する手段と、
　プリントジョブの出力を行わないよう制御されている間に、利用者から、プリントジョ
ブを特定する情報とともに、当該情報で特定されるプリントジョブについてキャリブレー
ションによる濃度安定処理が必要ないとの指示がされた場合は、当該情報で特定されたプ
リントジョブを前記画像形成装置に対して出力する手段と、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置のキャリブレーションのタイミングを勧告するキャリブレーシ
ョン勧告装置、キャリブレーション勧告方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高精度のカラープリンタ等の画像形成装置が高性能化し、高精度の印刷出力が要
求される業務分野においても、ページレイアウトなどの校正を行うときには、印刷機で出
力する代りとして画像形成装置が利用される。
【０００３】
　しかしながら、一般にカラープリンタ等の画像形成装置の出力画質は、温度や湿度など
の環境条件や、部品の経年変化や消耗具合などの影響を受ける。さらに画像形成が電子写
真方式を利用する場合には、現像材とトナーの混合具合も、画質に影響する。
【０００４】
　そこでかかる画質の変化を抑制するために、キャリブレーションと呼ばれる処理が行わ
れる。この処理では、画像形成装置にて、複数のカラーパッチを形成した用紙（キャリブ
レーションシート）を作成し、このキャリブレーションシートを測色器等を用いて読み込
む作業が必要となる。つまり、利用者が測色器により測色を行うなどの作業を行う必要が
あって面倒であるので、多くの場合、キャリブレーションのタイミングは利用者の恣意的
な判断に任されていた。
【０００５】
　このため、例えば利用者が長期に亘ってキャリブレーションをしなかったり、一時期に
集中的にキャリブレーションを行ったりということがあって、画質を一定に維持するとい
う本来のキャリブレーションの目的を達成することが困難であった。そこで、従来、一定
の時間ごとに利用者に対してキャリブレーションを促す警告を行う装置が開発されている
（特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－３１８２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来のキャリブレーションを促す装置では、単に一定の時間ごとに
キャリブレーションを促すだけであったので、効果的なタイミングでキャリブレーション
を促すことができなかった。すなわち、例えば、休日明けの午前中など、画像形成装置を
設置した室内の基本や湿度が安定していない状態でキャリブレーションを行わせると、キ
ャリブレーションが却って逆効果になる場合もあるが、従来のキャリブレーションを促す
装置では、こうした状態でも一定の時間が到来すれば、キャリブレーションを促すように
なっており、効果的なタイミングでキャリブレーションを促すことができなかった。
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【０００７】
　本発明は上記実情に鑑みて為されたもので、効果的なタイミングでキャリブレーション
を促すことのできるキャリブレーション勧告装置、キャリブレーション勧告方法、及びプ
ログラムを提供することを、その目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記従来例の問題点を解決するための本発明は、画像形成装置のキャリブレーションを
利用者に促すキャリブレーション勧告装置であって、キャリブレーションの勧告タイミン
グを決定する手段と、前記決定された勧告タイミングが、予め定めた忌避条件に合致する
か否かを判断する手段と、前記判断の結果、忌避条件に合致しない場合に、利用者に対し
て、キャリブレーションの勧告を提示する手段と、を含むことを特徴としている。
【０００９】
　ここで前記忌避条件は、曜日、又は時間帯の少なくとも一方に係る条件と、前記画像形
成装置の外部に設置された所定の環境センサに関する条件と、前記画像形成装置の内部に
設置された所定の環境センサに関する条件と、前記画像形成装置の稼働状態に係る条件と
、前記画像形成装置における色材の供給状態に係る条件と、のいずれか少なくとも一つを
含む条件であってもよい。
【００１０】
　また、上記従来例の問題点を解決するための本発明は、画像形成装置のキャリブレーシ
ョンを利用者に促すキャリブレーション勧告装置であって、曜日、又は時間帯の少なくと
も一方に係る条件と、前記画像形成装置の外部に設置された所定の環境センサに関する条
件と、前記画像形成装置の内部に設置された所定の環境センサに関する条件と、前記画像
形成装置の稼働状態に係る条件と、前記画像形成装置における色材の供給状態に係る条件
と、のいずれか少なくとも一つを含んで予め定められた勧告条件を満足するか否かを判断
する手段と、前記判断の結果、勧告条件に合致する場合に、利用者に対して、キャリブレ
ーションの勧告を提示する手段と、を含むことを特徴としている。
【００１１】
　さらに、これらキャリブレーション勧告装置において、前記画像形成装置にてキャリブ
レーションが行われたことを検出する手段をさらに含み、前記キャリブレーションの勧告
を行ってから、予め定められた時間の間、キャリブレーションが行われたことが検出され
なかった場合に、再度キャリブレーションの勧告を行うこととしてもよい。
【００１２】
　さらに前記キャリブレーションの勧告とともに、キャリブレーション用の印刷物を、前
記画像形成装置に形成させることとしてもよい。また、前記キャリブレーションの勧告と
ともに、前記画像形成装置に対して、節電モードへの移行を制限する指示を出力すること
としてもよい。
【００１３】
　また、本発明の一態様は、画像形成装置のキャリブレーションを利用者に促すキャリブ
レーション勧告方法であって、コンピュータに、キャリブレーションの勧告タイミングを
決定する工程と、前記決定された勧告タイミングが、予め定めた忌避条件に合致するか否
かを判断する工程と、前記判断の結果、忌避条件に合致しない場合に、利用者に対して、
キャリブレーションの勧告を提示する工程と、を実行させることを特徴としている。
【００１４】
　さらに本発明の別の態様は、画像形成装置のキャリブレーションを利用者に促す処理を
実行するプログラムであって、コンピュータに、キャリブレーションの勧告タイミングを
決定する手順と、前記決定された勧告タイミングが、予め定めた忌避条件に合致するか否
かを判断する手順と、前記判断の結果、忌避条件に合致しない場合に、利用者に対して、
キャリブレーションの勧告を提示する手順と、を実行させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】



(4) JP 4639962 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

　このように本発明によると、キャリブレーションの忌避条件や勧告条件を設定すること
ができ、これら各条件を満足するか否かによってキャリブレーションの勧告を行うか否か
を定めることで、効果的なタイミングでキャリブレーションを促すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。本発明の実施の形態に係る
キャリブレーション勧告装置は、例えば、図１に示すようなプリンタサーバ１として実現
される。このプリンタサーバ１は、画像形成装置の一例であるプリンタ２に接続されてお
り、また、ネットワークを介してクライアント装置３に接続されている。
【００１７】
　プリンタサーバ１は、制御部１１、記憶部１２、通信部１３及び時計１４を備えてなる
。ここで制御部１１は、ＣＰＵ等のプログラム制御デバイスであり、記憶部１２に格納さ
れているプログラムに従って動作する。この制御部１１は、キャリブレーションの勧告タ
イミングを決定する処理と、当該タイミングを忌避をするか否かを判断する処理と、キャ
リブレーションの勧告を行う処理と、を実行する。これらの制御部１１の各処理の内容に
ついては、後に詳しく述べる。
【００１８】
　記憶部１２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）等の記
憶素子を含む。また、この記憶部１２は、ハードディスク等のストレージデバイスを含ん
でもよい。この記憶部１２には、制御部１１によって実行されるプログラムが格納されて
いる。また、この記憶部１２は、制御部１１のワークメモリとしても動作し、例えばプリ
ンタ２へ出力するべきプリントジョブ（画像形成指示）を保持する。
【００１９】
　通信部１３は、ネットワークインタフェース等であり、プリンタ２やクライアント装置
３との間でデータの送受信を行う。時計１４は、時刻を計時しており、制御部１１によっ
て読み出される。また、この時計１４は、カレンダーとしても機能し、日付の情報や曜日
の情報などを制御部１１に出力する。
【００２０】
　また、プリンタ２は、プリンタサーバ１からプリントジョブが受信されると、当該プリ
ントジョブに含まれる指示に従って、用紙等の媒体上に画像を形成して出力する。また、
このプリンタ２は、内部及び外部に気温や湿度など、内外環境を測定する環境センサーＳ
を備えてもよい。この場合、プリンタ２は、キャリブレーション勧告装置としてのプリン
タサーバ１から受信される指示に応じて、これらの環境センサーＳで測定した、プリンタ
２の内部や外部の温度や湿度といった環境情報を、プリンタサーバ１へ出力する。
【００２１】
　クライアント装置３は、パーソナルコンピュータ等であり、利用者からの指示操作に応
じて、画像形成の指示をプリンタサーバ１に送出する。また、このクライアント装置３は
、スキャナ又は測色機を備え、プリンタ２にて形成されたキャリブレーションシート上の
カラーパッチの測色を行う。
【００２２】
　ここでプリンタサーバ１の制御部１１の動作について説明する。このプリンタサーバ１
は、クライアント装置３からの指示に基づいて予め忌避条件が設定されているものとする
。ここで忌避の条件としては、曜日、又は時間帯の少なくとも一方に係る条件と、プリン
タ２の外部又は内部に設置された環境センサの測定結果に関する条件と、プリンタ２の稼
働状態や、色材の供給状態に係る条件と、の少なくともいずれかを含む。
【００２３】
　具体的な例として曜日、時間帯に係る条件とは、「月曜日、午前中」といった条件であ
る。また、プリンタ２の外部又は内部に設置された環境センサの測定結果の条件とは、例
えば環境センサによる測定結果の時間変化に関する条件であり、「今回測定された温度と
、前回測定した温度との差が所定しきい値以上である」といった条件である。さらにプリ
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ンタ２の稼働状態とは、プリンタ２の電源が投入されてからの時間、画像形成の枚数など
の条件である。
【００２４】
　また、カラープリンタ等では、色材を保持する色材保持部から、使用する分の色材を現
像器へ補給して、現像器で一定量の色材を保持しながら、ドラム上に画像を形成するとい
う処理が行われる場合がある。この場合において、例えば特定の色材の使用量が想定され
ている量を超えるなどの原因で、現像器側で保持している色材の量が不足すると、色材保
持部から、通常の補給速度よりも早く、現像器への色材供給（いわば急速補給制御）が行
われる。このような急速補給制御中、あるいはその直後では、色材濃度が安定しない場合
があり、キャリブレーションに適さない。そこで、色材の供給状態に関する条件を忌避の
条件に含んでもよい。
【００２５】
　制御部１１は、例えば従来と同様に、前回キャリブレーションを行った時点での時刻情
報を時計１４から取得して、前回時刻として記憶部１２に格納しておき、時計１４が計持
する時刻と、記憶部１２に格納した前回時刻との差が予め定めたしきい値を越えたときが
、キャリブレーションの勧告タイミングであると決定する。そして、制御部１１は、当該
決定した勧告タイミングが到来したときに、図２に示す処理を開始し、予め定められてい
る忌避条件を満足するか否か（勧告タイミングが忌避条件に合致するか否か）を判断する
（Ｓ１）。
【００２６】
　例えば、プリンタ２の内部温度、湿度の変化がしきい値以上であるとの条件が忌避条件
として設定されている場合、制御部１１は、プリンタ２に対して所定のタイミングごとに
（例えば定期的に）、環境センサの測定結果の情報を提供するよう要求し、当該要求に応
じてプリンタ２から取得される環境情報を取得して記憶部１２に格納する。そして制御部
１１は、前回取得した環境情報のうち、プリンタ２の内部温度の情報と、今回取得した環
境情報に含まれるプリンタ２内部の温度との差を演算しておく。
【００２７】
　制御部１１は、処理Ｓ１において、この差が忌避条件として設定されているしきい値以
上であるか否かを判断し、しきい値以上である場合は、キャリブレーションの勧告を行う
ことなく、処理を終了する。
【００２８】
　一方、処理Ｓ１において、上記差が、しきい値未満であれば、利用者に対して、キャリ
ブレーションの勧告を提示する（Ｓ３）。制御部１１は、さらに、図示しないタイマに所
定の待機時間をカウントさせるよう指示して、上記待機時間だけ待機する（Ｓ５）。タイ
マが待機時間のカウントが完了すると、制御部１１は、待機時間の間にクライアント装置
３においてキャリブレーションシートが読み込まれたか否か、つまりキャリブレーション
が行われたか否かを調べ（Ｓ７）、キャリブレーションが行われていないと判断される場
合は、さらに処理Ｓ１に戻って処理を続ける。
【００２９】
　また、処理Ｓ７においてキャリブレーションが行われていると判断される場合は、当該
キャリブレーションが行われた時刻の情報を、前回時刻として記憶部１２に格納するなど
、キャリブレーションの勧告タイミングを決定するための処理を行って、処理を終了する
。
【００３０】
　なお、処理Ｓ７においてキャリブレーションが行われたか否かを判断する方法としては
、例えば、キャリブレーションシートの読み込み結果に基づくプリンタ２の調整情報を、
プリンタサーバ１の制御部１１が生成する場合は、キャリブレーションシートの読み込み
結果をクライアント装置３から受信したか否かによって判断することができる。そうでな
い場合は、クライアント装置３やプリンタ２が、キャリブレーションシートの読み込みを
行うなど、キャリブレーションを実行したタイミングで、キャリブレーションが行われた
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ことを表す信号をプリンタサーバ１に送出するようにしておき、プリンタサーバ１は、当
該信号を受信したか否かでキャリブレーションが行われたか否かを判断してもよい。
【００３１】
　また、ここではキャリブレーションの勧告後、所定の待機時間だけキャリブレーション
が行われない場合に、再度キャリブレーションの勧告（再勧告）を行うようにしているが
、この再勧告を行う条件は、ここで示した待機時間に限られない。例えば、プリンタ２で
の画像形成枚数などの条件であってもよい。
【００３２】
　さらに、キャリブレーション勧告を行った後は、制御部１１は、キャリブレーションが
行われたことが検出されるまでは、プリンタ２に対してプリントジョブの出力を行わない
ようにしてもよい。この場合、プリントジョブは、そのまま記憶部１２に保持される。こ
のようにプリントジョブの出力を行わないようにした場合においても、例えばクライアン
ト装置３側から、利用者が、記憶部１２に格納されているプリントジョブを特定する情報
とともに、当該情報で特定されるプリントジョブについては、キャリブレーションによる
濃度安定処理が必要ないとの指示がされた場合は、制御部１１は、当該特定されたプリン
トジョブをプリンタ２に出力することとしてもよい。
【００３３】
　また、ここまでの説明では、プリンタサーバ１の制御部１１は、予め設定された忌避条
件を満足するタイミングでは、キャリブレーションの勧告を行わないこととしていたが、
これに代えて、予め設定された勧告条件を満足する場合に、キャリブレーションの勧告を
行うようにしても構わない。
【００３４】
　つまりこの場合は、キャリブレーションの勧告を積極的に行うべき条件を設定しておく
。この条件は、忌避条件におけるのと同様に、曜日、又は時間帯の少なくとも一方に係る
条件と、プリンタ２の外部又は内部に設置された環境センサの測定結果に関する条件と、
プリンタ２の稼働状態や、色材の供給状態に係る条件と、の少なくともいずれかを含む。
【００３５】
　制御部１１は、このように勧告条件が設定される場合は、例えば従来と同様に、前回キ
ャリブレーションを行った時点での時刻情報を時計１４から取得して、前回時刻として記
憶部１２に格納しておき、時計１４が計持する時刻と、記憶部１２に格納した前回時刻と
の差が予め定めたしきい値を越えたときが、キャリブレーションの勧告タイミングである
と決定する。そして、制御部１１は、当該決定した勧告タイミングが到来したときに、図
３に示す処理を開始し、予め定められている勧告条件を満足するか否か（決定した勧告タ
イミングが忌避条件に合致するか否か）を判断する（Ｓ１１）。
【００３６】
　例えばここで、曜日、又は時間帯と、プリンタ２の稼働状態とを条件として、「月曜日
の午前中でない」かつ、「プリンタ２が電源投入後、３０分以上経過している」との勧告
条件が設定されている場合、制御部１１は、時計１４から曜日の情報と時刻情報とを取得
し、また、プリンタ２から、電源投入後の時間の情報を取得しておく。なお、プリンタ２
は、電源が投入されてからの経過時間や、画像形成枚数等の稼働状態を表す情報を、要求
に応じて提供するものとする。
【００３７】
　制御部１１は、時計１４やプリンタ２から取得した情報から、月曜日の午前中でなく、
かつ、プリンタ２が電源投入後、３０分以上経過しているか否かを判断する。そして、こ
の判断が否定的である場合（決定した勧告タイミングが月曜日午前中であるか、又はプリ
ンタ２の電源が投入されてから３０分未満であるかの少なくとも一方が満足される場合）
は、キャリブレーションの勧告を行うことなく、処理を終了する。
【００３８】
　一方、処理Ｓ１１において、上記判断が肯定的である場合（決定した勧告タイミングが
月曜日午前中でなく、かつプリンタ２の電源が投入されてから３０分以上経過している場
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合）は、利用者に対して、キャリブレーションの勧告を提示する（Ｓ１３）。制御部１１
は、さらに、図示しないタイマに所定の待機時間をカウントさせるよう指示して、上記待
機時間だけ待機する（Ｓ１５）。タイマが待機時間のカウントが完了すると、制御部１１
は、待機時間の間にクライアント装置３においてキャリブレーションシートが読み込まれ
たか否か、つまりキャリブレーションが行われたか否かを調べ（Ｓ１７）、キャリブレー
ションが行われていないと判断される場合は、さらに処理Ｓ１１に戻って処理を続ける。
【００３９】
　また、処理Ｓ１７においてキャリブレーションが行われていると判断される場合は、当
該キャリブレーションが行われた時刻の情報を、前回時刻として記憶部１２に格納するな
ど、キャリブレーションの勧告タイミングを決定するための処理を行って、処理を終了す
る。
【００４０】
　この場合も、再勧告を行う条件は、ここで示した待機時間に限られない。例えば、プリ
ンタ２での画像形成枚数などの条件であってもよい。
【００４１】
［キャリブレーション勧告の方法］
　ここで、図２，図３で示した処理Ｓ３、Ｓ１３におけるキャリブレーション勧告の方法
は、例えば、プリンタ２や利用者のクライアント装置３に対して、キャリブレーションを
行うよう表示させることで行ってもよい。また、例えばプリンタサーバ１から予め設定さ
れているメールアドレスに対してキャリブレーションを行うべき旨の指示を電子メールに
て送信するようにしてもよい。
【００４２】
　ここで送信先のメールアドレスや、キャリブレーション勧告の表示は、例えば、利用者
の在席状態を管理するサーバ（勤怠情報サーバ）等が設置され、当該サーバから利用者の
在席状態（在、不在の別）の情報が取得できる場合は、当該情報に基づいて、在席してい
る利用者のメールアドレスや、クライアント装置３に対して電子メールを送信し、あるい
は表示を出力させるようにしてもよい。
【００４３】
　さらに制御部１１は、キャリブレーションの勧告を行うとともに、キャリブレーション
に用いる印刷物である、キャリブレーションシートをプリンタ２に対して形成させるよう
指示してもよい。この場合、キャリブレーションシートを出力した直後に、プリンタ２に
画像形成を行わせた場合、当該画像形成の後で、プリンタ２の表示部（不図示）に「キャ
リブレーションを行ってください」のような表示を行ってもよい。これにより、キャリブ
レーションシートの出力直後に出力される印刷物を取りにきた利用者に対して、キャリブ
レーションを行うべき旨の通知を行うことができる。
【００４４】
［プリンタの節電機能との関係］
　なお、近年のプリンタ２は、画像形成指示が一定時間ない場合等において、プリンタ２
内部の各部への電源供給を段階的に停止する機能（節電モード）を備えているものもある
。こうした節電機能を有するプリンタ２では、例えばヒーター等、プリンタ２内部の温度
に影響を与えやすい要素に対する電源供給が切断されてしまうと、プリンタ２内部の温度
が色材の安定に影響する程度に変化する場合があり、キャリブレーションを行うにあたっ
て好ましくない。
【００４５】
　そこで、プリンタ２は、プリンタサーバ１から入力される指示に従って、ヒーター等へ
の電源供給を維持する（節電モードへの移行を制限する）制御を行ってもよい。この場合
、プリンタサーバ１は、キャリブレーションの勧告タイミングを決定すると、当該勧告タ
イミングから所定時間だけ前の時点で、プリンタ２に対して、節電モードへの移行を制限
するよう指示する。そして、キャリブレーションが行われたことが検出されると、節電モ
ードへの移行制限を解除する指示を行う。これにより、キャリブレーションが行われる時
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率的に行わせることができる。
【００４６】
　また、プリンタサーバ１は、勧告タイミングではなく、例えば忌避条件や、勧告条件に
示される時間帯との関係において、節電モードへの移行を制限する指示を行ってもよい。
例えば、勧告条件として、１１時から１３時との時間帯が設定がされている場合、この時
間帯における節電モードへの移行を制限するよう指示してもよい。
【００４７】
［利用者によるキャリブレーションの抑制］
　さらに、忌避条件は、利用者によって臨時に指定されてもよい。例えば、プリンタサー
バ１は、クライアント装置３からキャリブレーションの勧告を禁止する指示を受信すると
、勧告タイミングにおいて忌避条件を満足しない場合、あるいは勧告タイミングにおいて
勧告条件を満足する場合にも、キャリブレーションの勧告を行わない。
【００４８】
　これにより、例えば利用者がキャリブレーションによる濃度変動の発生を防止したい場
合に対応した制御を行うことができる。
【００４９】
　このように本実施の形態によると、効果的なタイミングでキャリブレーションを促すこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態に係るキャリブレーション勧告装置としてのプリンタサーバ
を含むシステムの例を表す構成ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るキャリブレーション勧告装置としてのプリンタサーバ
を含むシステムの例を表す構成ブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るキャリブレーション勧告装置としてのプリンタサーバ
の別の動作例を表すフローチャート図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１　プリンタサーバ、２　プリンタ、３　クライアント装置、１１　制御部、１２　記
憶部、１３　通信部、１４　時計。
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