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(57)【要約】
【課題】タンデム印刷において、一方の印刷装置にて行
われる印刷プロセスに応じて、他の印刷装置における印
刷プロセスを自動的に変更する。
【解決手段】第１の印刷装置は、第１の印刷ジョブと第
２の印刷ジョブとを含む第３の印刷ジョブを入力する。
第１の印刷ジョブに基づいて画像形成を行い、画像形成
の結果に基づいて、印刷後の記録媒体の特性の変化量が
所定の閾値以上であるページを検出する。検出されたペ
ージの特性の変化量に応じて情報を変更した第２の印刷
ジョブを第２の印刷装置に送信する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の色材を用いて印刷を行う第１の印刷装置の排紙部に、第２の色材を用いて印刷を
行う第２の印刷装置の給紙部が接続され、前記第１の印刷装置にて印刷処理が行われ、該
排紙部から搬送された用紙を該給紙部が給紙し、該第２の印刷装置にて印刷処理を行う印
刷システムにおいて、前記第１の印刷装置は、
　前記第１の印刷装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第１の印刷
ジョブと前記第２の印刷装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第２
の印刷ジョブとを含む第３の印刷ジョブを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力された第３の印刷ジョブに含まれる前記第１の印刷ジョブを用
いて画像形成を行う画像形成手段と、
　前記画像形成により、前記第１の色材を用いて画像形成及び印刷処理された後の用紙に
おける特性を示す値が閾値以上変化したページを検出する検出手段と、
　前記検出手段にて検出されたページにおける特性の変化に関する情報を用いて、前記入
力した第３の印刷ジョブに含まれる前記第２の印刷ジョブが有する用紙の特性を変更する
変更手段と、
　前記変更手段による変更後、前記第２の印刷ジョブを前記第２の印刷装置に送信する第
１の送信手段と
　を備えることを特徴とする印刷システム。
【請求項２】
　前記第２の印刷装置は、
　前記第１の印刷装置から送信された前記第２の印刷ジョブを受信して、該受信した第２
の印刷ジョブを用いた前記第２の印刷装置の印刷プロセスを決定する第１の決定手段と、
　前記第１の決定手段により決定された前記第２の印刷装置の印刷プロセスにおける給紙
間隔の情報を前記第１の印刷装置に送信する第２の送信手段と
　を備え、
　前記第１の印刷装置は、
　前記第２の送信手段により前記第２の印刷装置から送信された前記給紙間隔の情報を用
いて、前記第１の印刷装置の印刷プロセスにおける給紙間隔を決定する第２の決定手段を
備えること
　を特徴とする請求項１に記載の印刷システム。
【請求項３】
　第１の色材を用いて印刷を行う第１の印刷装置の排紙部に、第２の色材を用いて印刷を
行う第２の印刷装置の給紙部が接続され、前記第１の印刷装置にて印刷が行われ、該排紙
部から搬送された用紙を該給紙部が給紙し、該第２の印刷装置にて印刷が行われる印刷シ
ステムにおいて、
　前記第１の印刷装置は、
　　受信した印刷ジョブを用いて、画像形成を行う画像形成手段と、
　　前記画像形成手段により前記第１の色材を用いて画像形成され印刷処理された後の用
紙における特性の変化に影響する情報を生成する生成手段と、
　　前記生成手段により生成された情報を前記第２の印刷装置に送信する送信手段と、
　を備え、
　前記第２の印刷装置は、
　　前記送信手段により前記第１の印刷装置から送信された情報を用いて、前記第１の印
刷装置による印刷後の用紙における特性を示す値が閾値以上変化したページを検出する検
出手段と、
　　受信した印刷ジョブと前記検出手段にて検出されたページにおける特性の変化に関す
る情報とを用いて、前記第２の印刷装置の印刷プロセスにおける印刷ジョブを構成する各
ページの給紙速度を決定する決定手段と
　を備えることを特徴とする印刷システム。
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【請求項４】
　前記第２の印刷装置は、前記決定した給紙速度を満たす給紙間隔の情報を前記第１の印
刷装置に送信する手段を備え、
　前記第１の印刷装置は、前記第２の印刷装置から送信された前記給紙間隔の情報を用い
て、前記第１の印刷装置の印刷プロセスにおける給紙間隔を決定する手段を備えること
　を特徴とする請求項３に記載の印刷システム。
【請求項５】
　前記用紙の特性とは、用紙の厚さ又は用紙の凹凸を示す表面性又は用紙のサイズである
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１つに記載の印刷システム。
【請求項６】
　第１の色材を用いて印刷された用紙に対して第２の色材を用いて印刷を行う装置と接続
された印刷装置であって、
　前記印刷装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第１の印刷ジョブ
と前記装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第２の印刷ジョブとを
含む第３の印刷ジョブを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力された第３の印刷ジョブに含まれる前記第１の印刷ジョブを用
いて画像形成を行う画像形成手段と、
　前記画像形成手段により第１の色材を用いて画像が形成され、印刷処理された用紙にお
ける特性を示す値が閾値以上変化したページを検出する検出手段と、
　前記検出手段にて検出されたページの前記特性の変化に関する情報を用いて、前記入力
した第３の印刷ジョブに含まれる前記第２の印刷ジョブが有する用紙の特性情報を変更す
る変更手段と、
　前記変更手段による変更の後、前記第２の印刷ジョブを前記装置に送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする印刷装置。
【請求項７】
　第１の色材を用いて印刷された用紙に対して、第２の色材を用いて印刷を行う装置と接
続された印刷装置であって、
　受信した印刷ジョブを用いて、画像形成を行う画像形成手段と、
　前記画像形成手段による画像が形成され、印刷処理された前記用紙の特性の変化に影響
する情報を生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成された情報を前記装置に送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする印刷装置。
【請求項８】
　第１の色材を用いて印刷を行う第１の印刷装置の排紙部に、第２の色材を用いて印刷を
行う第２の印刷装置の給紙部が接続され、前記第１の印刷装置にて印刷処理が行われ、該
排紙部から搬送された用紙を該給紙部が給紙し、該第２の印刷装置にて印刷処理を行う印
刷システムにおいて実行される印刷方法であって、前記第１の印刷装置により実行される
方法は、
　前記第１の印刷装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第１の印刷
ジョブと前記第２の印刷装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第２
の印刷ジョブとを含む第３の印刷ジョブを入力する入力ステップと、
　前記入力ステップにより入力された第３の印刷ジョブに含まれる前記第１の印刷ジョブ
を用いて画像形成を行う画像形成ステップと、
　前記画像形成により、前記第１の色材を用いて画像形成及び印刷処理された後の用紙に
おける特性を示す値が閾値以上変化したページを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにて検出されたページにおける特性の変化に関する情報を用いて、前
記入力した第３の印刷ジョブに含まれる前記第２の印刷ジョブが有する用紙の特性を変更
する変更ステップと、
　前記変更ステップによる変更後、前記第２の印刷ジョブを前記第２の印刷装置に送信す
る第１の送信ステップと
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　を備えることを特徴とする印刷方法。
【請求項９】
　第１の色材を用いて印刷を行う第１の印刷装置の排紙部に、第２の色材を用いて印刷を
行う第２の印刷装置の給紙部が接続され、前記第１の印刷装置にて印刷が行われ、該排紙
部から搬送された用紙を該給紙部が給紙し、該第２の印刷装置にて印刷が行われる印刷シ
ステムにおいて実行される印刷方法であって、
　前記第１の印刷装置により実行される方法は、
　　受信した印刷ジョブを用いて、画像形成を行う画像形成ステップと、
　　前記画像形成ステップにより前記第１の色材を用いて画像形成され印刷処理された後
の用紙における特性の変化に影響する情報を生成する生成ステップと、
　　前記生成ステップにより生成された情報を前記第２の印刷装置に送信する送信ステッ
プと、
　を備え、
　前記第２の印刷装置により実行される方法は、
　　前記送信ステップにより前記第１の印刷装置から送信された情報を用いて、前記第１
の印刷装置による印刷後の用紙における特性を示す値が閾値以上変化したページを検出す
る検出ステップと、
　　受信した印刷ジョブと前記検出ステップにて検出されたページにおける特性の変化に
関する情報とを用いて、前記第２の印刷装置の印刷プロセスにおける印刷ジョブを構成す
る各ページの給紙速度を決定する決定ステップと
　を備えることを特徴とする印刷方法。
【請求項１０】
　第１の色材を用いて印刷された用紙に対して第２の色材を用いて印刷を行う装置と接続
された印刷装置で実行される印刷方法であって、
　前記印刷装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第１の印刷ジョブ
と前記装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第２の印刷ジョブとを
含む第３の印刷ジョブを入力する入力ステップと、
　前記入力ステップにより入力された第３の印刷ジョブに含まれる前記第１の印刷ジョブ
を用いて画像形成を行う画像形成ステップと、
　前記画像形成ステップにより第１の色材を用いて画像が形成され、印刷処理された用紙
における特性を示す値が閾値以上変化したページを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにて検出されたページの前記特性の変化に関する情報を用いて、前記
入力した第３の印刷ジョブに含まれる前記第２の印刷ジョブが有する用紙の特性情報を変
更する変更ステップと、
　前記変更ステップによる変更の後、前記第２の印刷ジョブを前記装置に送信する送信ス
テップと
　を備えることを特徴とする印刷方法。
【請求項１１】
　第１の色材を用いて印刷された用紙に対して、第２の色材を用いて印刷を行う装置と接
続された印刷装置で実行される印刷方法であって、
　受信した印刷ジョブを用いて、画像形成を行う画像形成ステップと、
　前記画像形成ステップによる画像が形成され、印刷処理された前記用紙の特性の変化に
影響する情報を生成する生成ステップと、
　前記生成ステップにより生成された情報を前記装置に送信する送信ステップと、
　を備えることを特徴とする印刷方法。
【請求項１２】
　第１の色材を用いて印刷された用紙に対して第２の色材を用いて印刷を行う装置と接続
された印刷装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、前記コンピ
ュータに
　前記印刷装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第１の印刷ジョブ
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と前記装置において処理を行うために用いられる印刷ジョブである第２の印刷ジョブとを
含む第３の印刷ジョブを入力する入力ステップと、
　前記入力ステップにより入力された第３の印刷ジョブに含まれる前記第１の印刷ジョブ
を用いて画像形成を行う画像形成ステップと、
　前記画像形成ステップにより第１の色材を用いて画像が形成され、印刷処理された用紙
における特性を示す値が閾値以上変化したページを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにて検出されたページの前記特性の変化に関する情報を用いて、前記
入力した第３の印刷ジョブに含まれる前記第２の印刷ジョブが有する用紙の特性情報を変
更する変更ステップと、
　前記変更ステップによる変更の後、前記第２の印刷ジョブを前記装置に送信する送信ス
テップと
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１３】
　第１の色材を用いて印刷された用紙に対して、第２の色材を用いて印刷を行う装置と接
続された印刷装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、前記コン
ピュータに
　受信した印刷ジョブを用いて、画像形成を行う画像形成ステップと、
　前記画像形成ステップによる画像が形成され、印刷処理された前記用紙の特性の変化に
影響する情報を生成する生成ステップと、
　前記生成ステップにより生成された情報を前記装置に送信する送信ステップと
　を実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　複数台の印刷装置が物理的に接続された印刷システム（以降、この構成をタンデム接続
された印刷装置と呼ぶ）に対して印刷指示を行い、１つの印刷媒体に対して１つの印刷物
を生成する（以降、この印刷物の生成をタンデム印刷と呼ぶ）技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＭＹＫなどプロセスカラーを組み合わせることで生成した印刷物に更なる付加
価値を加えるため、プロセスカラーでは表現できない色を表現する特色や、光沢感を与え
ることを目的とした透明色を用いることが多くなってきている。しかし、これらの特色や
透明色は特殊な印刷装置でしか扱えないことが殆どであるため、プロセスカラー印刷、特
色印刷、透明色印刷それぞれを分担する印刷装置を組み合わせることで付加価値印刷を実
現している。
【０００３】
　例えば、ある印刷装置でプロセスカラー印刷を行い、その印刷物に対し別の印刷装置で
特色印刷を行い、その印刷物に対し更に別の印刷装置で透明色印刷を行うこととなる。各
印刷装置が電子写真方式であった場合、各印刷装置による各印刷過程では、同一の印刷媒
体（紙、シート）上に次々にトナーが載ることとなる。これにより、２回目（２台目）以
降の印刷工程では、トナーが載ったことによる坪量変化や表面性変化により、印刷媒体の
特性が１回目の印刷工程の時とは異なることとなる。このようなタンデム印刷における各
印刷工程で印刷媒体の特性が変化することで幾つかの問題が生じる。
【０００４】
　この問題の１つにカール現象の問題がある。電子写真方式では、印刷装置がトナーを定
着させる過程で印刷媒体のカール現象が発生する。
【０００５】
　カール現象とは、印刷媒体として紙を用いた場合、トナー画像が転写、定着し、印刷出
力された紙が湾曲してしまうことである。カールが発生すると、紙詰まりや、トレイの積
載能力が低下する。そのため、印刷装置ではカールを打ち消すためにデカーラ処理を行う
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ことが必要となる。しかし、カール現象はトナーの載り量によって発生する度合いも変化
する。そのため、１回目の印刷工程（第１印刷工程）におけるトナー載り量によっては、
２回目の印刷工程（第２印刷工程）で印刷媒体特性に応じたデカーラ処理を行っただけで
はカールを打ち消しきれない問題が生じていた。この問題を解決するために、従来、第１
印刷工程の印刷媒体情報とトナー載り量に基づいて、第２印刷工程のデカーラによるカー
ル補正量を適切に変化させる技術が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２８８４５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記のような従来技術では、タンデム印刷により生じるカール現象の問
題には対応できても、各印刷工程で印刷媒体の特性が変化することで生じる他の問題には
対応できない。例えば、タンデム印刷により生じる他の問題として、電子写真方式では、
トナーの定着性不良、表面性不良などの画像不良の問題がある。これらは印刷媒体に適切
な印刷処理が適用されないことで生じる問題である。
【０００８】
　また、従来技術では、各印刷装置間で、印刷ジョブ（及び印刷ジョブ中の各ページ）と
、各ページに対応するカール補正量を自動で紐づけることについて開示されていない。従
来、同一の印刷媒体を用いて同一の載り量の印刷物を出力するのであれば、デカーラ処理
時に同一のカール補正量を適用すればよいので連続で行える。しかし、印刷媒体やトナー
載り量が変化する連続ジョブや連続ページ出力においては、第１印刷工程の印刷媒体が変
化することがある。また、第１印刷工程によりページ毎の印刷媒体上のトナー載り量が変
化した場合、第２印刷工程で必要なカール補正量が変化する。よって、第２印刷工程のカ
ール補正において、意図しないページで意図しないカール補正量が適用される可能性があ
る。
【０００９】
　したがって、印刷媒体の種類やトナー載り量が変化する連続ジョブや連続ページ出力を
行うには人手を介さざるを得ない問題がある。
【００１０】
　タンデム接続された印刷装置では、人手を介さずに複数の装置が連携して１つの印刷物
を生成することを目的としており、この問題の解決が重要となる。
【００１１】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものである。その目的は、タンデム印刷にお
いて、一方の印刷装置にて行われる印刷プロセスに応じて、他の印刷装置における印刷プ
ロセスを自動的に変更する印刷システム、印刷装置、印刷方法、及びプログラムを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る印刷システムは第１の色材を用いて印刷を行う第１の印刷装置の排紙部に
、第２の色材を用いて印刷を行う第２の印刷装置の給紙部が接続され、前記第１の印刷装
置にて印刷処理が行われ、該排紙部から搬送された用紙を該給紙部が給紙し、該第２の印
刷装置にて印刷処理を行う印刷システムであり、前記第１の印刷装置は、前記第１の印刷
装置において処理を行うために用いられるの印刷ジョブである第１の印刷ジョブと前記第
２の印刷装置において処理を行うために用いられるの印刷ジョブである第２の印刷ジョブ
とを含む第３の印刷ジョブを入力する入力手段と、前記入力手段により入力された第３の
印刷ジョブに含まれる前記第１の印刷ジョブを用いて画像形成を行う画像形成手段と、
　前記画像形成により、前記第１の色材を用いて画像形成及び印刷処理された後の用紙に
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おける特性を示す値が閾値以上変化したページを検出する検出手段と、前記検出手段にて
検出されたページにおける特性の変化に関する情報を用いて、前記入力した第３の印刷ジ
ョブに含まれる前記第２の印刷ジョブが有する用紙の特性を変更する変更手段と、前記変
更手段による変更後、前記第２の印刷ジョブを前記第２の印刷装置に送信する第１の送信
手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、タンデム印刷において、一方の印刷装置にて行われる印刷プロセスに
応じて、他の印刷装置における印刷プロセスを自動的に変更する印刷システム、印刷装置
、印刷方法、及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施形態におけるタンデム接続された印刷装置を備える印刷システムの一例を
示す図である。
【図２】実施例１における印刷ジョブの内容と印刷結果の概要の一例を示す図である。
【図３】実施例１において、ＰＣが印刷ジョブを生成し印刷装置に印刷ジョブを入力する
処理を示すフロー図である。
【図４】実施例１における印刷装置によるタンデム印刷処理を示すフロー図である。
【図５】実施例１及び２のタンデム印刷処理において、２台の印刷装置間で行われる処理
の連携を示すフロー図である。
【図６】実施例２において、印刷装置間で送受信される印刷ジョブ及びその他の情報の概
要を示す図である。
【図７】実施例２においてタンデム印刷した印刷物を示す概念図である。
【図８】実施例２のＰＣが印刷ジョブを生成し印刷装置に印刷ジョブを入力する処理フロ
ーを示す図である。
【図９】実施例２の印刷装置Ｂが印刷ジョブを受信した際の処理フローを示す図である。
【図１０】実施例２の印刷装置がタンデム印刷処理を行う処理フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００１６】
　図１は本実施形態におけるタンデム接続された印刷装置を備える印刷システムの一例を
示す図である。図１に示すように、この印刷システムは、タンデム接続された２台の印刷
装置を備える。
【００１７】
　この印刷システムでは、ＰＤＬ等の印刷ジョブを印刷装置に入力するＰＣ（１００）と
印刷装置Ａ（２００）と印刷装置Ｂ（３００）とがネットワーク（５００）で接続されて
いる。
【００１８】
　印刷装置Ａ（２００）の排紙部（２２２）と印刷装置Ｂ（３００）の給紙部（３２１）
は連結器（４００）で物理的に接続されている。これにより、印刷装置Ａ（２００）の排
紙部（２２２）から排紙された印刷装置Ａの印刷物を、印刷装置Ｂ（３００）が給紙部（
３２１）から給紙することが可能となる。
【００１９】
　また、印刷装置Ａ（２００）によって印刷が終了した用紙が、印刷終了後、順に連結器
（４００）に積載される。すると、印刷装置Ｂ（３００）が、連結器（４００）に複数積
載された用紙から給紙を行う際に、積載された用紙の一番下に排紙された用紙を抜き取ら
なくてはならない。この場合、給紙が上手くいかず、ジャムが発生したり、印刷順の整合
が取れなくなる恐れがある。
【００２０】
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　よって、連結器（４００）では以下のように、排紙と給紙のタイミングを制御する。
印刷装置Ａ（２００）による印刷が終了した１枚の用紙が排紙部（２２２）に排紙され、
そのまま連結器（４００）に積載される。
【００２１】
　すると、印刷装置Ａによる印刷が終了し新たに印刷された用紙が連結器（４００）に排
紙される前に、印刷装置Ｂ（３００）は連結器（４００）上に置かれた用紙を給紙部（３
２１）へ給紙する。これにより、連結器（４００）上には用紙が複数積載することがない
。
【００２２】
　本実施形態では、印刷装置Ａ（２００）と印刷装置Ｂ（３００）で同機種の印刷装置を
用いる。よって、印刷装置Ａ（２００）の各機能ブロック２０１～２２２と印刷装置Ｂ（
３００）の各機能ブロック３０１～３２２は同一のものである。勿論、印刷装置Ａ（２０
０）と印刷装置Ｂ（３００）が異機種であっても良いが、その実施形態に関しては説明を
割愛する。
【００２３】
　以下、印刷装置の各機能ブロックの説明をする。ネットワークＩ／Ｆ（２０１、３０１
）はネットワーク（５００）を経由して様々な情報機器と信号を送受信するためのインタ
ーフェースである。本実施形態ではネットワークＩ／Ｆ（２０１、３０１）は、ＰＣ（１
００）からの印刷ジョブを受信するために使用される。加えて、印刷装置Ａ（２００）と
印刷装置Ｂ（３００）がタンデム印刷処理するためにコントローラ（２１０、３１０）が
処理情報を送受信するために使用される。ネットワークＩ／Ｆ（２０１、３０１）はネッ
トワーク制御部（２１１、３１１）により制御される。
【００２４】
　操作パネル（２０２、３０２）は、ユーザからの操作入力を受け付ける操作部と、ユー
ザへの印刷装置に関する情報の表示を行う画面を備える。操作パネル（２０２、３０２）
はコントローラ（２１０、３１０）と電気的に接続されている。操作パネル（２０２、３
０２）からの入力はコントローラ（２１０、３１０）に伝達され、コントローラ（２１０
、３１０）からの表示指示に基づき操作パネル（２０２、３０２）上に表示が行われる。
【００２５】
　スキャナ（２０３、３０３）は、印刷ジョブを紙媒体で印刷装置に入力する時に用いら
れ、光学的に原稿を読み取り、デジタル化したイメージ信号をコントローラ（２１０、３
１０）に伝達する。
【００２６】
　記憶装置（２０４、３０４）は、印刷装置のコントローラ（２１０、３１０）による処
理の制御のためのプログラムを記憶する。また、記憶装置（２０４、３０４）は、印刷装
置がネットワーク（５００）から受信した印刷ジョブやスキャナ（２０３、３０３）で読
み取った印刷ジョブを一時的若しくは長期的にスプールする記憶手段として用いられる。
さらに、記憶装置（２０４、３０４）は、後述するレンダラ（２１６、３１６）で画像形
成されたイメージデータを印刷処理の開始まで記憶しておくなど、データの一次記憶手段
としても使用される。
【００２７】
　コントローラ（２１０、３１０）は、印刷装置の各ハードやインターフェースを制御す
るためのブロックであり、不図示のＣＰＵ上により実行される。コントローラ（２１０、
３１０）は、符号２１１～２１６及び符号３１１～３１６に示す処理ブロックを備えて構
成される。
【００２８】
　ネットワーク制御部（２１１、３１１）は、ネットワークＩ／Ｆ（２０１、３０１）を
制御する処理ブロックである。ネットワーク制御部（２１１、３１１）は、ネットワーク
Ｉ／Ｆ（２０１、３０１）を介して受信したデータをジョブ属性管理部に渡したり、ジョ
ブ属性管理部から宛先と共に受信したデータを宛先の機器へネットワークＩ／Ｆ（２０１
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、３０１）を介して転送する。
【００２９】
　ジョブ属性管理部（２１２、３１２）は、ネットワークを介して受信したデータに対し
ては、印刷ジョブであるかその他の情報であるかを判断する。印刷ジョブであれば、ジョ
ブ属性管理部（２１２、３１２）は、その印刷ジョブデータの印刷ジョブ属性を解釈しそ
の内容をジョブ管理部（２１３、３１３）へ伝え、受信した印刷ジョブデータを記憶装置
（２０４、３０４）に格納する。その他の情報であれば、ジョブ属性管理部（２１２、３
１２）は、受信データに対して何もせずにその情報をジョブ管理部（２１３、３１３）へ
と伝える。その他の情報とは例えば、２台の印刷装置が連携してタンデム印刷処理を行う
際に、各印刷装置のコントローラ間で送受信する処理情報などである。ジョブ属性管理部
（２１２、３１２）は、ジョブ管理部（２１３、３１３）からの指示に対しては、例えば
、記憶装置（２０４、３０４）に保持している印刷ジョブのジョブ属性を書き換える処理
を行う。また、印刷ジョブを他の機器へ転送するために宛先と共に各種データをネットワ
ーク制御部（２１１、３１１）へ送信する。
【００３０】
　ジョブ管理部（２１３、３１３）は、ジョブ属性管理部（２１２、３１２）から印刷ジ
ョブを受信する。ジョブ管理部（２１３、３１３）は、受信した印刷ジョブに基づき、印
刷ジョブ処理が円滑に行われるよう、インタープリタ（２１５、３１５）に対して、記憶
装置（２０４、３０４）に格納されている描画情報に基づく画像形成を指示する。そして
、エンジン出力画像変換部（２１４、３１４）に形成された画像からエンジン出力画像へ
の変換を指示する。ジョブ管理部（２１３、３１３）は、印刷媒体の情報及び片面／両面
印刷指示などの印刷ジョブ属性をジョブ属性管理部（２１２、３１２）から受信し、画像
処理情報をインタープリタ（２１５、３１５）やエンジン出力画像変換部（２１４、３１
４）から受信する。ジョブ管理部（２１３、３１３）は、これらの受信したデータを元に
、プリンタエンジンの搬送速度や定着温度などの情報を判断し、総合的に印刷プロセスを
決定する。インタープリタ（２１５、３１５）は、ジョブ管理部（２１３、３１３）から
の指示に従い、記憶装置（２０４、３０４）から描画情報を読み出し解釈処理を行い、レ
ンダラ（２１６、３１６）にレンダリング処理を行わせることでイメージデータを形成す
る。形成したイメージデータは不図示のメモリ又は記憶装置（２０４、３０４）へと格納
する。エンジン出力画像変換部（２１４、３１４）は、ジョブ管理部（２１３、３１３）
からの指示に従い、不図示のメモリ又は記憶装置（２０４、３０４）からレンダラ（２１
６、３１６）により形成されたイメージデータを読み出す。エンジン出力画像変換部（２
１４、３１４）は、読み出されたイメージデータに対して疑似階調表現処理など印刷用の
画像変換処理を行う。この際に、各ページ上に印刷する際に使用するトナー量として、各
ピクセルにおけるトナーの載り量をカウントする。カウントしたトナー載り量情報はジョ
ブ管理部（２１３、３１３）へ通知し、生成した印刷用画像をビデオ信号に変換しプリン
タ（２２０、３２０）へと送信する。プリンタ（２２０、３２０）は、給紙部（２２１、
３２１）から印刷媒体を給紙し、受信したビデオ信号に従い、印刷媒体上に適切な現像処
理を行い、印刷物を排紙部（２２２、３２２）へと排出する。
【００３１】
　本実施形態におけるタンデム印刷の大まかな流れは以下の通りである。印刷装置Ａが、
給紙部（２２１）から印刷媒体として、印刷用紙を給紙し、その用紙上に印刷処理を行い
、排紙部（２２２）へ印刷物を排出する。連結器（４００）が、その印刷物を印刷装置Ｂ
の給紙部（３２１）へ搬送する。印刷装置Ｂ（３００）が、給紙部（３２１）からその印
刷物を給紙し、その上に、クリアトナーを用いて印刷処理を行い、排紙部（３２２）へ印
刷物を排出する。このタンデム印刷は、印刷装置Ａのコントローラ（２１０）と印刷装置
Ｂのコントローラ（３１０）がネットワーク（５００）経由で同一の印刷ジョブに関わる
画像形成処理、印刷処理の情報を密に送受信しあうことで実現される。
【００３２】
　上記の実施形態を基に、以下に実施例１、実施例２を説明する。



(10) JP 2012-22203 A 2012.2.2

10

20

30

40

50

【実施例１】
【００３３】
　実施例１は、ＰＣ（１００）が、印刷装置Ａ（２００）（第１の印刷装置）へ１つの印
刷ジョブを送信する。印刷装置Ａ（２００）は、ＰＣ（１００）から受信した印刷ジョブ
から、印刷装置Ｂ（第２の印刷装置）用の印刷ジョブを抜き出し、その印刷ジョブを印刷
装置Ｂ（３００）へ送信する。印刷装置Ａ（２００）は、ＰＣ（１００）から受信した印
刷ジョブに従い画像形成処理及び印刷処理を行う。印刷装置Ｂ（３００）は、印刷装置Ａ
（２００）から受信した印刷ジョブに従い画像形成処理及び印刷処理を行う。このように
、印刷装置Ａ（２００）及び印刷装置Ｂ（３００）が、印刷ジョブの送受信、画像形成処
理及び印刷処理を行うことで、タンデム印刷を行う。印刷装置Ａ（２００）では例えば一
般的なカラートナーであるＣＭＫＫトナー（第１の色材）を用いたカラー画像を印刷し、
印刷装置Ｂ（３００）ではクリアトナー（第２の色材）を用いたクリア画像を印刷する。
クリアトナーとは、透過性がある画像を付加する特徴を有する透明記録剤である。このク
リアトナーを用いて印刷が行われた領域は見えにくい。また、クリアトナーを用いると、
有色トナーのみ用いて行われた印刷とは異なった光沢感やつや感を表現することができる
。
【００３４】
　これにより、カラー画像上にクリア画像による光沢表現を付加する印刷を行うことがで
きる。本実施例は、各印刷装置は片面印刷するように設定されているとし、片面印刷され
た印刷物を出力する。尚、本実施例では、印刷装置Ｂ（３００）は印刷装置Ａ（２００）
からの印刷ジョブのみを受け付けるものとする。
【００３５】
　本実施例の特徴は、後段の印刷装置Ｂが、前段の印刷装置Ａから通知された変化後の印
刷媒体（用紙）特性情報と対象ページを示す情報に基づき、各ページに適用する印刷処理
プロセスを決定するところである。また、用紙の特性については、以下で説明する。
【００３６】
　図２に印刷ジョブの内容と印刷結果の一例の概要を示す。図２の（ａ）は、ＰＣから印
刷装置Ａに入力される印刷ジョブ２０（第３の印刷ジョブ）の一例を示している。本印刷
ジョブ２０の印刷ジョブ定義部内には、前段の印刷装置を印刷装置Ａとし、後段の印刷装
置を印刷装置Ｂとする、２台の印刷装置を用いるデバイスタンデムジョブ（タンデム印刷
を行うジョブ）であることを示す情報が格納されている。そして、本印刷ジョブ内には、
印刷装置Ａ向けの印刷ジョブと印刷装置Ｂ向けの印刷ジョブが更に格納されている。印刷
装置Ａ向けのジョブとは、印刷装置Ａによって画像形成及び印刷の処理が行われるために
用いられるジョブである。また、印刷装置Ｂ向けのジョブとは、印刷装置Ｂによって画像
形成及び印刷の処理が行われるために用いられるジョブである。印刷装置Ａ向けの印刷ジ
ョブ２１（第１の印刷装置向けの印刷ジョブである第１の印刷ジョブ）のジョブ属性定義
部内には、物理ページ１ページ目の印刷媒体として普通紙、物理ページ２ページ目の印刷
媒体として薄紙を用いることを示す情報が格納されている。物理ページとは可視画像の形
成の対象となる印刷媒体のページを示しており、物理ページ１ページは印刷媒体１枚と同
義である。従って、物理ページの紙種は印刷媒体の種類を示すこととなる。また、論理ペ
ージ１ページ目には赤色で矩形を描画、論理ページ２ページ目には黒色で円描画を行う指
示が描画情報定義部に格納されている。論理ページとは印刷装置のメモリ空間上に形成す
る画像を示しており、論理ページの画像は、印刷装置Ａ、Ｂ（２２０、３２０）それぞれ
が物理ページ上にトナーを用いた現像処理を行うことで可視画像化される。論理ページは
物理ページに１ページ配置することも、縮小レイアウトすることで複数ページ配置するこ
とも可能である。また、論理ページは物理ページの表面と裏面にそれぞれ配置することも
可能である。このように、物理ページと論理ページは１対１のみではなく、１対ｎの関係
となりうる。印刷装置Ｂ向けの印刷ジョブ２２内には、印刷装置Ａ向けの印刷ジョブ２１
と同じジョブ属性情報、則ち物理ページ１ページ目の印刷媒体として普通紙、物理ページ
２ページ目の印刷媒体として薄紙を用いる指示がジョブ属性定義部に格納されている。ま
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た、論理ページ１ページ目には用紙全面にクリア画像を描画、論理ページ２ページ目には
印刷装置Ａの論理ページ２ページ目で描画する円と同じ大きさで円形にクリア画像の描画
を行う指示が描画情報定義部に格納されている。
【００３７】
　また、この印刷ジョブ２０において、印刷媒体（印刷に用いる用紙）に関する情報とし
て、紙種（普通紙、薄紙）の記載しかないが、他にも用紙のサイズや具体的な紙厚等が記
載されていてもよい。
【００３８】
　図３に、ＰＣ（１００）が印刷ジョブ２０を生成し印刷装置に印刷ジョブ２０を入力す
る処理フローを示す。図中の３－ａから３－ｅは処理の各ステップを示す。以下に説明す
る各ステップは全てＰＣ内に含まれるＣＰＵ（不図示）の指示によって行われるものであ
る。
【００３９】
　まず、ステップ３－ａで、印刷装置Ａ用の印刷ジョブ２１を生成する。ステップ３－ｂ
で、印刷装置Ｂ用の印刷ジョブ２２（第２の印刷装置向けの印刷ジョブである第２の印刷
ジョブ）を生成する。ステップ３－ｃで、印刷装置Ａ用の印刷ジョブ２１と印刷装置Ｂ用
の印刷ジョブ２２を結合し１つの印刷ジョブ２０を生成する。ステップ３－ｄで、結合し
た印刷ジョブ２０のヘッダ情報である印刷ジョブ定義部に、デバイスタンデムジョブの指
示を格納する。ステップ３－ｅで、その印刷ジョブ２０を印刷装置Ａに送信し、本処理を
終了する。以上のように図３に示した処理によれば、ＰＣ（１００）は、印刷装置Ａ用の
印刷ジョブ２１及び印刷装置Ｂ用の印刷ジョブ２２を含む印刷ジョブ２０を生成し、印刷
装置Ａへ送信する。
【００４０】
　図４に、印刷装置Ａ（２００）がＰＣ（１００）からの印刷ジョブ２０を受け、印刷装
置Ａ（２００）と印刷装置Ｂ（３００）がタンデム印刷処理を行う処理フローを示す。図
中の４－ａから４－ｏは処理の各ステップを示す。
【００４１】
　まず、ステップ４－ａで印刷装置Ａが、図２の（ａ）に示す印刷ジョブ２０をＰＣ（１
００）からネットワークＩ／Ｆ（２０１）を介して受信し、ジョブ属性管理部（２１２）
が受信した印刷ジョブデータを記憶装置（２０４）にスプールする。なお、印刷装置Ａが
印刷ジョブ２０を受信（入力）する方法はこれに限定されない。例えば、図示しない第３
の印刷装置が保持する印刷ジョブを印刷装置Ａに投入してもよい。また、印刷装置Ａに搭
載されているＷＥＢブラウザ等の操作手段を介して、サーバや他の印刷装置から印刷ジョ
ブをダウンロードしてもよい。
【００４２】
　ステップ４－ｂで印刷装置Ａのジョブ属性管理部（２１２）が、記憶装置（２０４）か
ら読み出した印刷ジョブ２０の印刷ジョブ定義部を解釈する。これにより、前段の印刷装
置として印刷装置Ａ、後段の印刷装置として印刷装置Ｂを用いたタンデム印刷を行うこと
を印刷装置Ａが把握する。なお、印刷装置Ａは、印刷装置Ａから印刷装置Ｂへタンデム印
刷を行うことを、ネットワーク５００を介して印刷装置Ｂへ通知し、印刷装置Ｂもタンデ
ム印刷を行うことをこの時点で把握することとしても良い。
【００４３】
　ステップ４－ｃでジョブ管理部（２１３）が、印刷ジョブ２０から印刷装置Ａ用の印刷
ジョブ２１を抽出する。
【００４４】
　ステップ４－ｄでジョブ管理部（２１４）が、印刷装置Ａ用の印刷ジョブ２１内の描画
情報定義部を抽出し、インタープリタ（２１５）に入力する。インタープリタ（２１５）
が描画情報定義部の情報を解釈し、レンダラ（２１６）に画像形成処理を行わせ、形成し
た各論理ページのイメージを不図示のメモリに格納する。本実施例では、論理ページ１ペ
ージ目には赤い矩形イメージ、論理ページ２ページ目には黒い円形イメージが形成される
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こととなる。
【００４５】
　ステップ４－ｅでジョブ管理部（２１３）が、レンダラ（２１６）が形成した各論理ペ
ージのイメージデータを不図示のメモリから読み出し、エンジン出力画像変換部（２１４
）に入力する。エンジン出力画像変換部（２１４）は、各論理ページが各物理ページの片
面にレイアウトされるよう、各論理ページのイメージデータをエンジン出力画像に変換す
る。その際に各物理ページを構成する各ピクセルのトナー載り量を算出し、エンジン出力
画像データとトナー載り量情報を対応づけて記憶装置（２０４）に格納する。
【００４６】
　ここで、本実施例において、トナーの載り量は、画像をデジタル処理した際における各
画素の色表現の値を示し、プロセスカラー１色の最大値を１００％とする。例えば、色表
現をＣＭＹＫ値で（０，０，０，０）から（２５５，２５５，２５５，２５５）までデジ
タル的に表現できるとすると、ＣＭＹＫ（２５５，０，０，０）はトナー載り量１００％
の状態を表す。ＣＭＹＫ（０，０，０，０）はトナー載り量０％、ＣＭＹＫ（１００，１
００，１００，０）はトナー載り量約１１８％の状態を表す。
【００４７】
　ステップ４－ｆで、まず、ジョブ属性管理部（２１２）が印刷装置Ａ向け印刷ジョブ２
１のジョブ属性定義部を解釈する。解釈により得られた各ページの印刷媒体情報（用紙情
報）を元に、ジョブ管理部（２１３）が、印刷装置Ａの全ページのエンジン搬送速度を含
む印刷プロセスを決定する。本実施例では、１ページ目の印刷媒体として普通紙、２ペー
ジ目の印刷媒体として薄紙が指定されている。ここでは、普通紙も薄紙も現像、定着処理
をプリンタエンジン最高速度で処理可能とし、印刷媒体１ページ目、２ページ目共に最高
速度で搬送することを印刷プロセスとして決定する。すなわち、ステップ４－ｆでは、印
刷ジョブ２１を解析し、当該解析結果に基づいて、印刷装置Ａの印刷プロセスを決定する
。
【００４８】
　ステップ４－ｇでジョブ管理部（２１３）が、記憶装置（２０４）からトナー載り量情
報を読み出し、トナー載り量が１００％以上のピクセルが、印刷媒体の面積の半分以上を
占めるページを検索する。そのようなページは、印刷によりトナーが多く載るため、印刷
の前後で印刷媒体の特性が変化すると判定する。印刷媒体（用紙）の特性としては、坪量
や表面性などがあるが、本実施例では坪量の変化を用いて特性を評価する。例えば物理ペ
ージ１ページ目に印刷される赤色の矩形が印刷媒体の面積における８０％の領域にトナー
が載り量１６０％で載り、物理ページ２ページ目に印刷される黒円形が用紙の面積におけ
る３０％の領域にトナーが載り量１００％で載るとする。その場合は、論理ページ１ペー
ジ目が対象のページとなる。そして、このページの印刷媒体の種類を本来よりも１段階厚
手のものに上げて設定することで、印刷装置Ｂ給紙時の印刷媒体の種類を決定する。本実
施例では、物理ページ１ページ目の印刷媒体が、普通紙から１段階厚手の用紙、例えば厚
紙に引き上げられるものとする。
【００４９】
　すなわち、ステップ４－ｇでは、まず、印刷の前後で印刷媒体の特性の変化量が所定の
閾値以上であるページ（例えば、トナー載り量が１００％以上のピクセルが、印刷媒体の
面積の半分以上を占めるページ）を検出する。その後、当該検出されたページの特性に近
い印刷媒体の種類を決定する。この用紙の特性の変化に応じて、印刷に用いる用紙の種類
を変更する際の設定は予め決められており、装置内に記憶されている。例えば、用紙の特
性が閾値以上変化する場合、例えば、第１の印刷装置における印刷時のトナー載り量によ
って用紙の厚さが分厚くなる場合、用紙の種類は１段階上の厚さを有するものに変更する
ように設定する。もし、印刷装置Ｂ用印刷ジョブに含まれる用紙の種類において、始めの
設定が薄紙であれば普通紙に変更、普通紙であれば厚紙に変更、厚紙であればエンボス紙
に変更といったように特性の変更を行う。
【００５０】
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　ステップ４－ｈでジョブ属性管理部（２１２）が記憶装置（２０４）から印刷ジョブ２
０を読み出し、印刷装置Ｂ用の印刷ジョブ２２を抽出する。
【００５１】
　ステップ４－ｉでジョブ属性管理部（２１２）が、印刷装置Ｂ用の印刷ジョブ２２のジ
ョブ属性定義部に格納されている物理ページ１ページ目の印刷媒体の種類（紙種）を、印
刷装置Ｂ給紙時の印刷媒体の種類に書き換える。図２の（ｂ）に、印刷媒体の種類が書き
換えられた印刷装置Ｂ用の印刷ジョブの例を示す。この例では、物理ページ１ページ目の
印刷媒体種類を普通紙から厚紙に書き換えられている。
【００５２】
　このようにステップ４－ｇから４－ｉの処理によれば、印刷装置Ａで行われる印刷処理
による印刷媒体の特性の変化量に応じて、印刷装置Ｂ用印刷ジョブに含まれる各ページに
おける印刷媒体の種類の情報を変更する。本実施例では、トナー載り量に応じて、印刷装
置Ｂ用印刷ジョブの印刷媒体の種類を厚紙に変更しているが、これに限定されない。例え
ば、印刷装置Ａでの印刷処理により、印刷媒体に所定の閾値以上の凹凸が生じた場合、印
刷装置Ｂ用印刷ジョブに含まれる印刷媒体の種類の情報をエンボス紙（凹凸した用紙）に
変更することとしてもよい。また、印刷装置Ａのフィニッシングにより裁断が行われ、印
刷媒体のサイズが変更される（すなわち、印刷媒体のサイズに所定の閾値以上の変化が生
じる）場合、印刷装置Ｂ用印刷ジョブに含まれる印刷媒体のサイズの情報を変更すること
としてもよい。
【００５３】
　具体的には、用紙の特性が用紙の厚さである場合、第１の印刷装置での印刷にて、トナ
ー載り量が閾値以上である画素が用紙面積の半分以上である場合、印刷装置Ｂ用印刷ジョ
ブに含まれる用紙の厚さ情報を１段階厚い用紙に変更する。また、用紙の特性が表面性の
場合、第１の印刷装置での印刷にて、閾値以上に紙の表面に凹凸現れた場合、印刷装置Ｂ
用印刷ジョブに含まれる紙の種類の設定をエンボス紙に変更する。また、用紙の特性が用
紙のサイズの場合、第１の印刷装置での印刷にて、用紙の裁断が行われた場合、印刷装置
Ｂ用印刷ジョブに含まれる用紙のサイズ情報が断裁されたサイズに合うように変更する。
これらの閾値は、予め設定されており、管理者によって自由に設定も可能である。
【００５４】
　ステップ４－ｊでジョブ管理部（２１３）が、ステップ４－ｉで修正された、図２の（
ｂ）に示す印刷装置Ｂ用の印刷ジョブ２３をネットワークＩ／Ｆ（２０１）を介し、ネッ
トワーク（５００）を経由して印刷装置Ｂ（３００）へと送信する（第１の送信）。
【００５５】
　ステップ４－ｌで印刷装置Ｂが、印刷ジョブ２３をネットワークＩ／Ｆ（３０１）で受
信し、ジョブ属性管理部（３１２）が受信した印刷ジョブデータを記憶装置（３０４）に
スプールする。ステップ４－ｍでインタープリタ（３１５）が、印刷ジョブ２３内の描画
情報定義部を解釈し、レンダラ（３１６）で形成した論理ページのイメージデータをエン
ジン出力画像変換部（３１４）で物理用紙にマッピングすることでエンジン出力画像を形
成する。本実施例では、物理ページ１ページ目は全面にクリア画像、物理ページ２ページ
目は印刷装置Ａの物理ページ２ページ目で描画する円と同じ大きさで円形にクリアトナー
を用いて印刷される画像が形成される。
【００５６】
　ステップ４－ｎでジョブ属性管理部（３１２）が、印刷ジョブ２３内のジョブ属性定義
部を解釈して得た各ページの印刷媒体の情報を元に、ジョブ管理部（３１３）が、各ペー
ジのエンジン搬送速度を含む、印刷装置Ｂの印刷プロセスを決定する（第１の決定）。す
なわち、印刷ジョブ２３に含まれる各ページの印刷媒体における種類の情報に応じて、印
刷装置Ｂにて実行される各ページの印刷プロセスが決定される。
【００５７】
　このように、ステップ４－ｉにて印刷媒体の特性の変化に応じて印刷装置Ｂ用印刷ジョ
ブに含まれる印刷媒体の種類の情報が変更される。そして、ステップ４－ｎにて印刷装置
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Ｂ用印刷ジョブに含まれる印刷媒体の種類の情報に応じて印刷装置Ｂにて実行される各ペ
ージの印刷プロセスが決定される。すなわち、印刷装置Ａによる印刷処理により生じた印
刷媒体の特性の変化に応じて、印刷装置Ｂにて実行される印刷プロセスが決定される。そ
の結果、タンデム印刷において、印刷装置Ａにて行われる印刷プロセスに応じて、印刷装
置Ｂにおける印刷プロセスを自動的に変更することができる。
【００５８】
　本実施例では、先に述べたステップ４－ｉ処理によって、１ページ目の印刷媒体として
厚紙、２ページ目の印刷媒体として薄紙が指定されている。本実施例において用いる印刷
装置Ｂでは、薄紙は現像、定着処理をプリンタエンジン最高速度で処理可能だが、厚紙は
最高速度で処理すると定着温度が不足し印刷不良を起こすため半速でなければ処理が出来
ない設定であるとする。これにより、印刷媒体１ページ目はプリンタエンジン半速、２ペ
ージは最高速度で搬送することを印刷プロセスとして決定する。
【００５９】
　ステップ４－ｋ及びステップ４－ｏで、印刷装置Ａ（２００）及び印刷装置Ｂ（３００
）が、図５に示すタンデム印刷処理を実行する。
【００６０】
　図５は印刷装置Ａ（２００）及び印刷装置Ｂ（３００）が連携して処理を行うタンデム
印刷処理のフローの一例を示す図である。図中のステップ５－ａから５－ｈは処理の各ス
テップを示す。
【００６１】
　まず、ステップ５－ｅで印刷装置Ｂのジョブ管理部（３１３）が、図４のステップ４－
ｎで既に決定している印刷装置Ｂの印刷プロセスに基づき、印刷ジョブの全物理用紙を給
紙部（３２１）が給紙する間隔の予定時間を算出する。算出される給紙間隔は、印刷媒体
の種類などによってページ毎に異なる。そして、この給紙する間隔の予定時間を、ネット
ワークＩ／Ｆ（３０１）を介しネットワーク（５００）経由で印刷装置Ａ（２００）へと
通知する（第２の送信）。
【００６２】
　ステップ５－ａで印刷装置ＡのネットワークＩ／Ｆ（２０１）が、印刷装置Ｂ（３００
）から、印刷装置Ｂの全ページの給紙間隔予定時間を受信する。ステップ５－ｂでジョブ
管理部（２１３）が、印刷装置Ｂの給紙間隔に同期するように印刷装置Ａの全ページの給
紙間隔及び／又は搬送速度を決定する（第２の決定）。すなわち、印刷装置Ａの給紙間隔
及び／又は搬送速度は、印刷装置Ａ向け印刷ジョブ２１に含まれる紙種（印刷媒体の種類
）の情報に応じて決まるのではなく、印刷装置Ｂの給紙間隔に応じて決定される。このよ
うに印刷装置Ｂの給紙間隔に応じて印刷装置Ａの給紙間隔及び／又は搬送速度を決定する
ことによって、印刷装置Ａと印刷装置Ｂの給紙間隔の違いによる紙詰まりなどの問題が発
生することを防ぐことができる。
【００６３】
　ステップ５－ｃでジョブ管理部（２１３）が印刷処理実行開始をネットワーク制御部（
２１１）を介してネットワーク（５００）経由で印刷装置Ｂ（３００）へ通知する。ステ
ップ５－ｆで印刷装置Ｂ（３００）が印刷装置Ａから印刷処理実行開始を受信し、印刷装
置Ａ（２００）から搬送される印刷物を受ける準備をする。
【００６４】
　ステップ５－ｄでエンジン出力画像変換部（２１４）が、記憶装置（２０４）からエン
ジン出力画像データを読み出しプリンタ（２２０）へビデオ信号として転送する。プリン
タ（２２０）は、受け取ったビデオ信号に基づき、ステップ５－ｂで決められた印刷プロ
セスで給紙部（２２１）から印刷媒体を給紙し、印刷処理を実行し、排紙部（３２２）へ
排紙する。ステップ５－ｇで印刷装置Ｂ（３００）は、連結器（４００）を介して印刷装
置Ａから搬送されてきた印刷装置Ａの印刷物を、給紙部（３２１）で受ける。
【００６５】
　ステップ５－ｈでエンジン出力画像変換部（３１４）が、記憶装置（３０４）からエン
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ジン出力画像データを読み出しプリンタ（３２０）へビデオ信号として転送する。プリン
タ（３２０）は、受け取ったビデオ信号に基づき決められた印刷プロセスで給紙部（３２
１）から印刷媒体を給紙し、印刷処理を実行し、排紙部（３２２）へ排紙する。
【００６６】
　図５に示すタンデム印刷処理フローによれば、タンデム接続された印刷装置において、
印刷対象である複数のページからなるジョブを円滑に連続して印刷出来るようにすること
ができる。話を簡単にするために、印刷装置Ａと印刷装置Ｂが同一の機種とする。例えば
実施例１では、ステップ４－ｆで印刷装置Ａが給紙する印刷媒体に応じて印刷プロセスを
決定する。ここで印刷装置Ｂもその印刷媒体に応じて同じ印刷プロセスを適用すれば、印
刷装置Ａ及び印刷装置Ｂのプリンタエンジンは常に同期した動作となるため、最高のパフ
ォーマンスが実現できる。しかし、ステップ４－ｉで印刷装置Ｂ用印刷ジョブに含まれる
印刷媒体の種類の情報が変更される。そのため、ステップ４－ｎで決定される印刷装置Ｂ
の印刷プロセスは印刷装置Ａの印刷プロセスと食い違うこととなる。このように印刷プロ
セスが食い違うままタンデム印刷を行った場合、以下のように問題が発生する。実施例１
を例にとると、印刷装置Ａが、プリンタエンジン最高速度で物理ページ１ページ目、２ペ
ージ目を連続で排紙する。その時、印刷装置Ｂは印刷装置Ａから受け取った物理ページ１
ページ目を半速で搬送している最中であり、２ページ目を印刷装置Ａから受け取れない。
そうすると、印刷装置Ａは排紙できずにプリンタエンジンを止めざるを得ず、ジャムが発
生することとなる。図５に示すタンデム印刷処理フローを適用することで、印刷装置Ａの
印刷プロセスが印刷装置Ｂの印刷プロセスに同期するため、この問題を防止し、円滑に複
数ページのタンデム印刷が行えるようになる。
【００６７】
　実施例１では、図５に示す処理を終えた後、図４に示すタンデム印刷処理フローは終了
する。　
　実施例１では、ステップ５－ｄで印刷装置Ａ（２００）が印刷した印刷物は、図２の（
ｃ）に示すように、物理ページ１ページ目には赤色の矩形が印刷され、物理ページ２ペー
ジ目には黒色の円形が印刷されたものとなる。この印刷物を印刷装置Ｂ（３００）が給紙
し、ステップ５－ｈで印刷した印刷物は図２の（ｄ）に示すものとなる。物理ページ１ペ
ージ目は赤色の矩形が印刷され、その上に用紙全体にクリアトナーが塗布され、物理ペー
ジ２ページ目は黒色の円形が印刷され、その円形の部分にのみクリアトナーが塗布された
ものとなる。クリアトナーが塗布された部分は光沢を有するものとなる。
【００６８】
　このように、実施例１を用いると、前段の印刷により表面の状態が変化した印刷媒体に
対して、後段の印刷装置はその変化に応じて動的に印刷処理方法を変化させ、変化した印
刷媒体の表面状態に合わせた印刷を行うことが可能になる。
【００６９】
　なお、印刷装置ＡにおいてカラートナーＣＭＹＫを用いたが、これに限らず、他のカラ
ートナーを用いても構わない。同様に、印刷装置Ｂにおいてクリアトナーを用いたが、こ
れに限らず、金、銀、等を含む特色トナーを用いても構わない。
【００７０】
　本実施例によれば、印刷装置Ａで印刷により特性が変化した印刷媒体に対して、適切な
印刷プロセスを印刷装置Ｂの印刷プロセスとして適用することができる。これにより、印
刷プロセスが適切でないことで発生する画像不良の問題を防止できる。
【００７１】
　また、各印刷装置が連携して各印刷媒体に対し適切な印刷処理を自動的に実施すること
で、印刷媒体やトナー載り量の変化する連続ジョブや連続ページ出力する際にも、人手を
介さずに適切な印刷プロセスを適用できる。
【実施例２】
【００７２】
　本実施例２では、ＰＣ（１００）が、印刷装置Ａ用の印刷ジョブ２１を印刷装置Ａ（２
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００）に入力し、印刷装置Ｂ用の印刷ジョブ２２を印刷装置Ｂ（３００）に入力する。印
刷装置Ａ（２００）が、印刷装置Ａ用の印刷ジョブ２１に従い画像形成処理、印刷処理を
行う。印刷装置Ｂ（３００）が、印刷装置Ｂ用の印刷ジョブ２２に従い画像形成処理、印
刷処理を行う。これによってタンデム印刷を行う。印刷装置Ａ（２００）ではＣＭＹＫの
カラートナーを用いたカラー画像を印刷し、印刷装置Ｂ（３００）ではクリアトナーを用
いたクリア画像を印刷することで、カラー画像にクリア画像による光沢表現を付加する印
刷を行う。
【００７３】
　本実施例は、タンデム印刷を行うときの何かしらの設定を印刷装置Ａ、印刷装置Ｂ双方
に行わなければならない煩わしさをなくすために、タンデム印刷に関する設定は前段の印
刷装置にのみ行っておけば、その設定が後段の印刷装置にも共有されるように設定される
。本実施例では、前段の印刷装置である印刷装置Ａに両面印刷するように設定されており
、印刷装置Ａが印刷装置Ｂに両面印刷する必要がある旨を通知し、タンデム印刷として両
面印刷された印刷物が出力される例を説明する。
【００７４】
　本実施例の特徴は、次のとおりである。すなわち、後段の印刷装置が、「前段の印刷装
置が印刷処理を行う前の各ページにおける印刷媒体の特性情報」と、「前段の印刷装置か
ら通知された、印刷媒体の特性に影響を及ぼす画像形成処理情報及び印刷処理プロセス情
報」とを受信する。これらの受信した情報から、後段の印刷装置は、前段の印刷処理の前
後における印刷媒体の特性の変化量を導き出し、これに基づき、各ページに適用する印刷
処理プロセスを決定するというところである。
【００７５】
　図６は印刷ジョブ及び印刷装置間でやりとりされる情報の概念の一例である。図６の（
ａ）は、ＰＣから印刷装置Ａに入力される印刷ジョブの一例である。本印刷ジョブ内のジ
ョブ属性定義部には以下の情報が格納されている。まず、「前段の印刷装置を印刷装置Ａ
とし、後段の印刷装置を印刷装置Ｂとする、２台の印刷装置を用いるデバイスタンデムジ
ョブであること」を示す情報が格納されている。そして、「ジョブ固有のＩＤ」を示す情
報が格納されている。更に、「物理ページ１ページ、２ページ目の印刷媒体として共に普
通紙を用いること」を示す情報が格納されている。
【００７６】
　また、本印刷ジョブ内には、論理ページ１ページ目には赤色で矩形を描画、論理ページ
２ページ目には黒色で円描画を行う指示が描画情報定義部に格納されている。ジョブ固有
のＩＤは、タンデム接続された印刷装置が連携して処理を行う際に、同一のジョブがどれ
であるかを見分けるために用いるものである。図６の（ｂ）は、ＰＣから印刷装置Ｂに入
力される印刷ジョブの一例である。ジョブ属性定義部には印刷装置Ａに入力される印刷ジ
ョブと全く同じ内容が格納されている。本印刷ジョブ内には、論理ページ１ページ目には
用紙全面にクリア画像を描画、論理ページ２ページ目には印刷装置Ａの論理ページ２ペー
ジ目で描画する円と同じ大きさで円形にクリア画像の描画を行う指示が描画情報定義部に
格納されている。
【００７７】
　図８はＰＣ（１００）が印刷ジョブを生成し印刷装置に印刷ジョブを入力する処理フロ
ーを示す図であり、図中の８－ａから８－ｅは処理の各ステップを示す。下記各ステップ
は全てＰＣ内に含まれるＣＰＵ（不図示）の指示によって行われる。
【００７８】
　まず、ステップ８－ａで、印刷装置Ａ用の印刷ジョブを生成する。ステップ８－ｂで、
印刷装置Ｂ用の印刷ジョブを生成する。ステップ８－ｃで、印刷装置Ａ用の印刷ジョブと
印刷装置Ｂ用の印刷ジョブそれぞれのヘッダ情報であるジョブ属性定義部に、デバイスタ
ンデムジョブの指示と同一のジョブＩＤを格納する。ステップ８－ｄで、印刷装置Ａ用の
印刷ジョブを印刷装置Ａに送信する。ステップ８－ｅで、印刷装置Ｂ用の印刷ジョブを印
刷装置Ｂに送信し、本処理を終了する。
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【００７９】
　図９は印刷装置Ｂ（３００）が印刷ジョブを受信した際の処理フローを示す一例である
。
【００８０】
　ステップ９－ａで印刷装置Ｂが、図６の（ｂ）に示す印刷ジョブをネットワークＩ／Ｆ
（３０１）で受信し、ジョブ属性管理部（３１２）が受信した印刷ジョブデータを記憶装
置（３０４）にスプールする。ステップ９－ｂでジョブ属性管理部（３１２）が、記憶装
置（３０４）から読み出した印刷ジョブのジョブ属性定義部を解釈し、前段の印刷装置と
して印刷装置Ａ、後段の印刷装置として印刷装置Ｂを用いるデバイスタンデム動作の指示
、及び、ジョブＩＤを把握する。ステップ９－ｃでジョブ管理部（３１４）が、印刷ジョ
ブ内の描画情報定義部を抽出し、インタープリタ（３１５）に入力する。インタープリタ
（３１５）が描画情報定義部の情報を解釈し、レンダラ（３１６）に画像形成処理を行わ
せ、形成した各論理ページのイメージを不図示のメモリに格納する。本実施例では、実施
例１と同様の描画を行うため描画内容の詳細説明は割愛する。ステップ９－ｄでジョブ属
性管理部（３１２）が、印刷ジョブのジョブ属性定義部を解釈して得た各ページの印刷媒
体情報を元に、ジョブ管理部（３１３）が、印刷プロセス、ここでは例えば印刷装置Ｂの
全ページのエンジン搬送速度を決定する。本実施例では、１ページ目、２ページ目の印刷
媒体として共に普通紙が指定されている。ステップ９－ｅでジョブ管理部（３１３）が、
不図示のメモリ上に格納されている各論理ページのイメージデータと印刷媒体情報を、ジ
ョブＩＤに対応させて記憶装置（３０４）に保持し、本処理を終了する。
【００８１】
　印刷装置Ｂ（３００）はＰＣ（１００）から印刷ジョブを受信した後、図９に示すよう
な処理を行う。そのため、印刷装置Ａは、タンデム印刷を開始する際に、印刷装置Ｂによ
る画像形成処理の終了を待つことなく、即座にタンデム印刷が開始可能となる。
【００８２】
　図１０は印刷装置Ａ（２００）がＰＣ（１００）からの印刷ジョブを受け、印刷装置Ａ
（２００）と印刷装置Ｂ（３００）が１つのジョブを２台の印刷装置を用いて印刷処理を
行う処理フローを示す図であり、図中の１０－ａから１０－ｑは処理の各ステップを示す
。
【００８３】
　まず、ステップ１０－ａで印刷装置Ａが、図６の（ａ）に示す印刷ジョブをネットワー
クＩ／Ｆ（２０１）を介して受信し、ジョブ属性管理部（２１２）が受信した印刷ジョブ
データを記憶装置（２０４）にスプールする。ステップ１０－ｂでジョブ属性管理部（２
１２）が、記憶装置（２０４）から読み出した印刷ジョブのジョブ属性定義部を解釈する
。ジョブ属性管理部（２１２）は、解釈した内容に応じて、前段の印刷装置として印刷装
置Ａ、後段の印刷装置として印刷装置Ｂを用いるデバイスタンデム動作の指示、及び、ジ
ョブＩＤを把握する。
【００８４】
　ステップ１０－ｃでジョブ管理部（２１４）が、印刷ジョブ内の描画情報定義部を抽出
し、インタープリタ（２１５）に入力する。インタープリタ（２１５）が描画情報定義部
の情報を解釈し、レンダラ（２１６）に画像形成処理を行わせ、形成した各論理ページの
イメージを不図示のメモリに格納する。すなわち、このステップでは、ステップ１０－ａ
で受信した印刷ジョブに応じて、画像形成を行う。本実施例では、実施例１と同様の描画
を行うため描画内容の詳細説明は割愛する。
【００８５】
　ステップ１０－ｄでジョブ管理部（２１３）が、レンダラ（２１６）が形成した各論理
ページのイメージデータを不図示のメモリから読み出し、エンジン出力画像変換部（２１
４）に入力する。ここで、本実施例冒頭で述べたように、印刷装置Ａには両面印刷設定が
されている。エンジン出力画像変換部（２１４）は、各論理ページが各物理ページの両面
にレイアウトされるよう、各論理ページのイメージデータをエンジン出力画像に変換する
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。その際に各物理ページを構成する各ピクセルのトナー載り量を算出し、エンジン出力画
像データとトナー載り量情報を対応づけて記憶装置（２０４）に格納する。本実施例では
、論理ページ２ページを両面レイアウトするため、物理ページは１枚のみの出力となる。
【００８６】
　ステップ１０－ｅでジョブ属性管理部（２１２）が印刷ジョブのジョブ属性定義部を解
釈して得た各ページの印刷媒体情報を元に、ジョブ管理部（２１３）が、印刷装置Ａの全
ページのエンジン搬送速度を含む印刷プロセスを決定する。本実施例では、印刷ジョブに
は、物理ページ１ページ目、２ページ目の印刷媒体として共に普通紙が指定されており、
両面印刷が指定されている。従って、物理ページとしては普通紙を１枚出力することとな
る。尚、物理ページ１ページ目と２ページ目の印刷媒体指定が異なる際に両面印刷を行い
う場合は、どちらか一方の印刷媒体指定を採用することになるが、この動作に関しては本
題と関係が無いので説明を割愛する。ここでは、普通紙は現像及び定着処理をプリンタエ
ンジン最高速度で処理可能であるとする。よって、１ページ目の印刷媒体を最高速度で搬
送することを印刷プロセスとして決定する。
【００８７】
　ステップ１０－ｆでジョブ管理部（２１３）が、画像を形成するピクセル毎のトナー載
り量情報を画像形成処理情報として、印刷面情報（則ち本実施例では両面印刷であること
を示す情報）を印刷処理プロセス情報として、不図示のメモリ上に保持する。画像形成処
理情報及び印刷処理プロセス情報は、印刷により生じる印刷媒体の特性の変化に影響する
情報を示す。なぜなら、例えば、画像形成処理情報であるトナー載り量に応じて、印刷に
より印刷媒体の厚みや表面性が変化するためである。
【００８８】
　このようにステップ１０－ｃから１０－ｆの処理によれば、決定した印刷プロセス及び
画像形成の結果に基づいて、印刷装置Ａでの印刷による印刷媒体の特性の変化に影響する
情報を生成し、メモリ上に保持する。
【００８９】
　ステップ１０－ｇでジョブ管理部（２１３）が、タンデム印刷を開始するための前準備
としてジョブＩＤをネットワークＩ／Ｆ（２０１）及びネットワーク（５００）を介して
印刷装置Ｂへ通知し、印刷装置Ｂに対してタンデム印刷処理の予約を行う。当該通知を受
けた印刷装置Ｂは、本印刷ジョブ以外の割り込みジョブを受け付けない。こうする理由は
、次のとおりである。すなわち、本実施例は実施例１と違い、印刷装置Ｂは印刷装置Ａ以
外からも印刷ジョブを受け取る構成である。そのため、印刷装置Ａが印刷を開始した後に
印刷装置Ｂに他の印刷ジョブが割り込み、タンデム印刷が正常に行えなくなることを防止
する必要があるためである。
【００９０】
　ステップ１０－ｋで印刷装置ＢのネットワークＩ／Ｆ（３０１）が、印刷装置Ａからジ
ョブＩＤを受信する。受信したジョブＩＤに対応するジョブ処理を行うために、ジョブ属
性管理部（３１２）が印刷装置Ｂの各機能を予約する。
【００９１】
　ステップ１０－ｌでジョブ管理部（３１３）が、印刷装置Ｂの各機能の予約完了の旨と
、印刷装置Ａから出力された印刷媒体に対してクリアトナー印刷を開始可能の旨とをネッ
トワークＩ／Ｆ（３０１）及びネットワーク（５００）を介して印刷装置Ａに通知する。
【００９２】
　ステップ１０－ｈで印刷装置Ａが、印刷装置Ｂから印刷装置Ｂの予約完了及びクリアト
ナー印刷開始可能の通知をネットワークＩ／Ｆ（２０１）で受信し、印刷を開始する。
【００９３】
　ステップ１０－ｉで印刷装置Ａのジョブ管理部（２１３）が、ステップ１０－ｆで生成
した画像形成処理情報及び印刷処理プロセス情報を不図示のメモリから読み出す。ジョブ
管理部（２１３）は、読み出した情報をページ番号と紐づけてネットワークＩ／Ｆ（２０
１）及びネットワーク（５００）を介して印刷装置Ｂへ通知する。すなわち、印刷により
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生じる印刷媒体の特性の変化に影響する情報である、画像形成処理情報及び印刷処理プロ
セス情報を印刷装置Ａから印刷装置Ｂへ送信する。このように、印刷により生じる印刷媒
体の特性の変化に影響する情報を印刷装置Ｂへ送信することによって、印刷装置Ｂは、受
信した情報に基づいて、印刷装置Ａでの印刷により生じる印刷媒体の特性の変化量を予測
することができる。
【００９４】
　本実施例では、画像形成処理情報及び印刷処理プロセス情報として、具体的に図６の（
ｃ）に示すような情報を印刷装置Ａが印刷装置Ｂへ通知することとなる。この情報の中に
は、ジョブＩＤとして‘‘０００１’’というＩＤが含まれているため、印刷装置Ａと印
刷装置ＢはジョブＩＤ＝０００１の印刷ジョブを同時に処理することで２台連結された印
刷装置を用いて１つのジョブを処理し、印刷することができる。また、１ページ目の情報
には、画像形成処理情報として、座標（１００，１００）から座標（４５００，６５００
）に存在する全ピクセルが１６０％のトナー載り量を有していることを示す情報が格納さ
れている。また、印刷処理プロセス情報として、印刷面が両面印刷の表面であることを示
す情報が格納されている。更に、２ページ目の情報には、画像形成処理情報として、各座
標値で表されるピクセルが固有のトナー載り量を有していることを示す情報が格納されて
いる。また印刷処理プロセス情報として、印刷面が両面印刷の裏面であることを示す情報
が格納されている。
【００９５】
　ステップ１０－ｍで印刷装置Ｂが、ステップ１０－ｉによる印刷装置Ａからの通知をネ
ットワークＩ／Ｆ（３０１）で受信する。ジョブ管理部（３１３）が、ステップ９－ｅで
記憶装置（３０４）に格納されたジョブＩＤに対応する印刷ジョブに対応する、全ページ
について形成された画像と印刷媒体情報を記憶装置から読み出す。
【００９６】
　ステップ１０－ｎでジョブ管理部（３１３）が、ステップ１０－ｍで受け取った情報（
則ち図６の（ｃ）に示す情報）から、印刷装置Ａの印刷後に、両面印刷ページで、表裏合
計でトナー載り量が２００％以上になる箇所があるページを検索する。そのようなページ
は、トナーが多く載ったことで印刷前の印刷媒体と比較して、媒体の表面特性が変化した
と見なす。例えば本実施例では、物理ページ１ページ目の表面に印刷される赤矩形のトナ
ー載り量が１６０％であり、物理ページ１ページ目の裏面に印刷される黒円形のトナー載
り量が１００％である。よって、表面の赤矩形と裏面の黒円形の重なる部分は表裏合計で
トナーの載り量が２６０％となる。そして、そのようなページの印刷媒体種類を１段階厚
手のものに変更することで、印刷装置Ｂ給紙時の印刷媒体の種類を決定する。本実施例で
は、物理ページ１ページ目の印刷媒体が、普通紙から１段階厚手の用紙、例えば厚紙に変
更されたものとする。
【００９７】
　すなわち、ステップ１０－ｎでは、印刷の前後で印刷媒体の特性の変化量が所定の閾値
以上であるページを検出する。例えば、トナー載り量が所定の割合以上のピクセルが印刷
媒体の面積の半分以上（すなわち、記録媒体の面積あたりのトナー載り量が所定の量以上
）を占めるページを検出する。その後、当該検出されたページの特性に近い印刷媒体の種
類を決定する。
【００９８】
　ステップ１０－ｏでジョブ管理部（３１３）が、ステップ１０－ｎで決定した印刷媒体
の種類に応じて、印刷プロセスとして印刷装置Ｂの全ページのエンジン搬送速度を決定す
る。本実施例では、物理ページは１ページのみで、そのページの印刷媒体として厚紙が指
定されている。ここでは、実施例１同様、厚紙は半速でなければ処理が出来ない。これに
より、印刷媒体１ページ目はプリンタエンジン半速で搬送することを印刷プロセスとして
決定する。
【００９９】
　このようにステップ１０－ｍから１０－ｏの処理によれば、印刷装置Ａで行われる印刷
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処理による印刷媒体の特性の変化量とに応じて、印刷装置Ｂ用印刷ジョブに含まれる各ペ
ージの印刷媒体の種類の情報を変更する。その後、当該変更後の各ページの印刷媒体の種
類に応じて、各ページの給紙速度を含む印刷装置Ｂの印刷プロセスを変更する。すなわち
、印刷装置Ａで行われる印刷処理による印刷媒体の特性の変化量及び印刷装置Ｂ用印刷ジ
ョブに基づいて、給紙速度を含む印刷装置Ｂの印刷プロセスを決定する。なお、給紙速度
が定まれば、それに応じて給紙間隔も定まる。
【０１００】
　なお、本実施例では、トナー載り量に応じて、印刷装置Ｂ用印刷ジョブの印刷媒体の種
類を厚紙に変更しているが、これに限定されない。例えば、変形例として実施例１で説明
したものを適用することができる。
【０１０１】
　ステップ１０－ｊ及びステップ１０－ｐで、印刷装置Ａ（２００）及び印刷装置Ｂ（３
００）が、図５に示すタンデム印刷処理を実行する。実施例２では、図５に示すタンデム
印刷処理フローを終えた後、ステップ１０－ｑで印刷装置Ｂのジョブ管理部（３１３）が
、ステップ１０－ｋで行っていた印刷装置Ｂの各機能の予約状態を解除し、本処理を終了
する。
【０１０２】
　以上、本実施例では、ステップ５－ｉで印刷装置Ｂ（３００）の出力するタンデム印刷
した印刷物は図７に示すものとなる。物理ページ１ページ目の表面は赤色の矩形が印刷さ
れ、その上に用紙全体にクリアトナーが塗布され、物理ページ１ページ目の裏面は黒色の
円形が印刷され、その円形の部分にのみクリアトナーが塗布されたものとなる。クリアト
ナーが塗布された部分は光沢を有するものとなる。
【０１０３】
　このように、本実施例２を用いると、前段の印刷により表面の状態が変化した印刷媒体
に対して、後段の印刷装置はその変化に応じて動的に印刷処理方法を変化させ、変化した
印刷媒体の表面状態に最適な印刷処理を行うことが可能になる。
【０１０４】
　さらに、前段にて両面印刷され、印刷媒体両面に積載されるトナーの載り量により大き
く変化する特性に応じ、後段の印刷装置はその変化に対しても動的に印刷処理方法を変化
させて、変化後の印刷媒体の表面状態に最適な印刷処理を行うことが可能になる。
【０１０５】
　なお、印刷装置ＡにおいてカラートナーＣＭＹＫを用いたが、これに限らず、他のカラ
ートナーを用いても構わない。同様に、印刷装置Ｂにおいてクリアトナーを用いたが、こ
れに限らず、金、銀、等を含む特色トナーを用いても構わない。
【０１０６】
（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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