
JP 6160933 B2 2017.7.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷色を色の名称で指定可能にする色変換機能を備える複数の画像形成装置と測色器と
に接続される色管理装置であって、
　各々の前記画像形成装置の識別情報と当該画像形成装置に割り当てる特定の印刷色と当
該特定の印刷色の名称とを関連付ける第１のテーブルを作成するテーブル制御部と、
　前記第１のテーブルに基づいて、各々の前記画像形成装置に、当該画像形成装置に割り
当てた特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを登録させる登録部と、
　色管理のためのパッチに対して、色値を指定し、前記色管理のためのパッチ以外の第１
の特定パッチに対して、前記第１のテーブルに基づいて色の名称を指定したチャートの印
刷データを作成するチャートデータ作成部と、
　前記チャートの印刷データに基づいて前記画像形成装置が印刷し、前記測色器が測色し
たチャートの測色データを取得し、当該測色データに基づいて、前記測色したチャートが
所定の画像形成装置の色管理に使用可能か否かを判定するチャート判定部と、
　前記チャート判定部の判定結果に従って、前記所定の画像形成装置に対する色管理を実
施する色管理部と、備える、
　ことを特徴とする色管理装置。
【請求項２】
　前記テーブル制御部は、前記第１のテーブルに、各々の前記画像形成装置の識別情報と
スポットカラーの色値と当該スポットカラーの名称とを関連付け、
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　前記チャートデータ作成部は、前記第１の特定パッチに対して、前記スポットカラーの
名称を指定し、
　前記チャート判定部は、前記測色データを解析して前記第１の特定パッチの色値を取得
し、前記第１のテーブルにより、前記第１の特定パッチの色値と前記所定の画像形成装置
とが関連付けられない場合、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理に
使用できないと判定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の色管理装置。
【請求項３】
　前記テーブル制御部は、日付を規定する数字と印刷色の色値とを関連付ける第２のテー
ブルを作成し、
　前記チャートデータ作成部は、前記色管理のためのパッチ以外の第２の特定パッチに対
して、印刷を指示する日付を規定する数字に対応する色値を指定し、
　前記チャート判定部は、前記測色データを解析して前記第２の特定パッチの色値を取得
し、前記第２のテーブルに基づいて、前記第２の特定パッチの色値に関連付けられた数字
で規定される日付を特定し、前記特定した日付と現在の日付との差が予め定めた閾値を超
える場合、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理に使用できないと判
定する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の色管理装置。
【請求項４】
　前記テーブル制御部は、前記第１のテーブルと前記第２のテーブルとを一群の情報とし
て管理する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の色管理装置。
【請求項５】
　前記チャート判定部は、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理に使
用できないと判定した場合、表示部にエラーメッセージを表示する、
　ことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか一に記載の色管理装置。
【請求項６】
　印刷色を色の名称で指定可能にする色変換機能を備える複数の画像形成装置と測色器と
色管理装置とを含むシステムにおけるチャート利用制御方法であって、
　前記色管理装置が、各々の前記画像形成装置の識別情報と当該画像形成装置に割り当て
る特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを関連付ける第１のテーブルを作成するテー
ブル制御処理と、
　前記色管理装置が、前記第１のテーブルに基づいて、各々の前記画像形成装置に、当該
画像形成装置に割り当てた特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを登録させる登録処
理と、
　前記色管理装置が、色管理のためのパッチに対して、色値を指定し、前記色管理のため
のパッチ以外の第１の特定パッチに対して、前記第１のテーブルに基づいて色の名称を指
定したチャートの印刷データを作成するチャートデータ作成処理と、
　いずれかの前記画像形成装置が、前記チャートの印刷データに基づいて、前記チャート
を印刷するチャート印刷処理と、
　前記測色器が、前記チャートを測色するチャート測色処理と、
　前記色管理装置が、前記測色器から取得した測色データに基づいて、前記測色したチャ
ートが所定の画像形成装置の色管理に使用可能か否かを判定するチャート判定処理と、
　前記色管理装置が、前記チャート判定処理の判定結果に従って、前記所定の画像形成装
置に対する色管理を実施する色管理処理と、を実行する、
　ことを特徴とするチャート利用制御方法。
【請求項７】
　前記テーブル制御処理では、前記第１のテーブルに、各々の前記画像形成装置の識別情
報とスポットカラーの色値と当該スポットカラーの名称とを関連付け、
　前記チャートデータ作成処理では、前記第１の特定パッチに対して、前記スポットカラ
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ーの名称を指定し、
　前記チャート判定処理では、前記測色データを解析して前記第１の特定パッチの色値を
取得し、前記第１のテーブルにより、前記第１の特定パッチの色値と前記所定の画像形成
装置とが関連付けられない場合、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管
理に使用できないと判定する、
　ことを特徴とする請求項６に記載のチャート利用制御方法。
【請求項８】
　前記テーブル制御処理では、日付を規定する数字と印刷色の色値とを関連付ける第２の
テーブルを作成し、
　前記チャートデータ作成処理では、前記色管理のためのパッチ以外の第２の特定パッチ
に対して、印刷を指示する日付を規定する数字に対応する色値を指定し、
　前記チャート判定処理では、前記測色データを解析して前記第２の特定パッチの色値を
取得し、前記第２のテーブルに基づいて、前記第２の特定パッチの色値に関連付けられた
数字で規定される日付を特定し、前記特定した日付と現在の日付との差が予め定めた閾値
を超える場合、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理に使用できない
と判定する、
　ことを特徴とする請求項７に記載のチャート利用制御方法。
【請求項９】
　前記テーブル制御処理では、前記第１のテーブルと前記第２のテーブルとを一群の情報
として管理する、
　ことを特徴とする請求項８に記載のチャート利用制御方法。
【請求項１０】
　前記チャート判定処理では、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理
に使用できないと判定した場合、表示部にエラーメッセージを表示する、
　ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一に記載のチャート利用制御方法。
【請求項１１】
　印刷色を色の名称で指定可能にする色変換機能を備える複数の画像形成装置と測色器と
に接続される色管理装置で動作するチャート利用制御プログラムであって、
　前記色管理装置を、
　各々の前記画像形成装置の識別情報と当該画像形成装置に割り当てる特定の印刷色と当
該特定の印刷色の名称とを関連付ける第１のテーブルを作成するテーブル制御部、
　前記第１のテーブルに基づいて、各々の前記画像形成装置に、当該画像形成装置に割り
当てた特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを登録させる登録部、
　色管理のためのパッチに対して、色値を指定し、前記色管理のためのパッチ以外の第１
の特定パッチに対して、前記第１のテーブルに基づいて色の名称を指定したチャートの印
刷データを作成するチャートデータ作成部、
　前記チャートの印刷データに基づいて前記画像形成装置が印刷し、前記測色器が測色し
たチャートの測色データを取得し、当該測色データに基づいて、前記測色したチャートが
所定の画像形成装置の色管理に使用可能か否かを判定するチャート判定部、
　前記チャート判定部の判定結果に従って、前記所定の画像形成装置に対する色管理を実
施する色管理部、として機能させる、
　ことを特徴とするチャート利用制御プログラム。
【請求項１２】
　前記テーブル制御部は、前記第１のテーブルに、各々の前記画像形成装置の識別情報と
スポットカラーの色値と当該スポットカラーの名称とを関連付け、
　前記チャートデータ作成部は、前記第１の特定パッチに対して、前記スポットカラーの
名称を指定し、
　前記チャート判定部は、前記測色データを解析して前記第１の特定パッチの色値を取得
し、前記第１のテーブルにより、前記第１の特定パッチの色値と前記所定の画像形成装置
とが関連付けられない場合、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理に
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使用できないと判定する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載のチャート利用制御プログラム。
【請求項１３】
　前記テーブル制御部は、日付を規定する数字と印刷色の色値とを関連付ける第２のテー
ブルを作成し、
　前記チャートデータ作成部は、前記色管理のためのパッチ以外の第２の特定パッチに対
して、印刷を指示する日付を規定する数字に対応する色値を指定し、
　前記チャート判定部は、前記測色データを解析して前記第２の特定パッチの色値を取得
し、前記第２のテーブルに基づいて、前記第２の特定パッチの色値に関連付けられた数字
で規定される日付を特定し、前記特定した日付と現在の日付との差が予め定めた閾値を超
える場合、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理に使用できないと判
定する、
　ことを特徴とする請求項１２に記載のチャート利用制御プログラム。
【請求項１４】
　前記テーブル制御部は、前記第１のテーブルと前記第２のテーブルとを一群の情報とし
て管理する、
　ことを特徴とする請求項１３に記載のチャート利用制御プログラム。
【請求項１５】
　前記チャート判定部は、前記測色したチャートが前記所定の画像形成装置の色管理に使
用できないと判定した場合、表示部にエラーメッセージを表示する、
　ことを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれか一に記載のチャート利用制御プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色管理装置及びチャート利用制御方法並びにチャート利用制御プログラムに
関し、特に、画像形成装置で印刷されるチャートに基づいて当該画像形成装置の色管理を
行う色管理装置及び当該色管理装置を含むシステムにおけるチャート利用制御方法並びに
チャート利用制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置では、カラーパッチを配置したチャートの印刷及び測色器によるチャート
の読み取りによって印刷物の色状態を検証する色検証が行われる。例えば、カラーマネー
ジメント（色空間の変換）を行わずにチャートを出力し、出力したチャートを測色器で測
色し、測色データを用いてプリンタプロファイルを作成する。そして、作成したプリンタ
プロファイルを用いてカラーマネージメントを行った後、チャートを出力し、出力したチ
ャートを測色器で測色し、測色データを用いて色検証を行う。色検証の結果が不合格の場
合は、画像形成装置の色補正機能を用いて色補正を実施し、再度チャートを出力し、色検
証の結果が合格になるまで、チャートの出力／測色／色補正を繰り返し行う。
【０００３】
　このような色検証で使用するチャートの印刷に関して、例えば、下記特許文献１には、
階調特性を測定するための階調特性測定用紙を識別するための識別情報に基づいて、被測
定領域を配列した識別情報用被測定領域データを生成する生成手段と、前記生成手段によ
り生成された識別情報用被測定領域データと、階調特性を測定するための階調特性測定用
被測定領域データとを合成する合成手段と、前記合成手段により合成された画像データに
基づいて、階調特性を測定するための階調特性測定用紙を出力する画像出力手段と、を有
する画像形成装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】



(5) JP 6160933 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

【特許文献１】特開２０１０－０７４２２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した色検証では、色検証の対象となる画像形成装置が印刷したチャートを読み取っ
てフィードバックすることにより、その画像形成装置で印刷した印刷物の色状態を適切に
判断することができる。しかしながら、チャートにはそのチャートを印刷した画像形成装
置を識別する情報が含まれていないため、複数の画像形成装置を含むシステムの場合、他
の画像形成装置が印刷したチャートが流用される恐れがあり、流用されたチャートでは適
切な色検証を実施することができない。
【０００６】
　更に、画像形成装置（例えば、トナー）は経時的に状態が変化するため、印刷されたチ
ャートを速やかに読み取ってフィードバックすることにより、画像形成装置で印刷した印
刷物の色状態を適切に判断することができる。しかしながら、チャートにはいつ印刷した
チャートであるかを識別する情報も含まれていないため、以前に出力したチャートが流用
される恐れがあり、以前に出力したチャートでは適切な色検証を実施することができない
。
【０００７】
　このようなチャートの流用に対して、チャートにＱＲコード（登録商標）などの識別情
報を合成して印刷し、その識別情報をカメラなどで読み取る方法が考えられる。しかしな
がら、この方法では、チャートを読み取るための測色器の操作に加えて、識別情報を読み
取るためのカメラの操作も必要になり、オペレータの操作が煩雑になる。
【０００８】
　また、特許文献１のように、画像形成装置側でチャートにシリアルＩＤや日付情報など
の識別情報をパッチとして合成して印刷し、そのパッチを測色器で読み取る方法も考えら
れる。しかしながら、この方法では、画像形成装置が識別情報をパッチとして合成するた
めの技術を開発しなければならず、特に、複数のベンダーの画像形成装置が混在している
システムでは、ベンダー毎に技術開発が必要になり、開発費用が増大するという課題があ
る。
【０００９】
　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、簡便かつ確
実にチャートの流用を防止することができる色管理装置及びチャート利用制御方法並びに
チャート利用制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面は、印刷色を色の名称で指定可能にする色変換機能を備える複数の画像
形成装置と測色器とに接続される色管理装置であって、各々の前記画像形成装置の識別情
報と当該画像形成装置に割り当てる特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを関連付け
る第１のテーブルを作成するテーブル制御部と、前記第１のテーブルに基づいて、各々の
前記画像形成装置に、当該画像形成装置に割り当てた特定の印刷色と当該特定の印刷色の
名称とを登録させる登録部と、色管理のためのパッチに対して、色値を指定し、前記色管
理のためのパッチ以外の第１の特定パッチに対して、前記第１のテーブルに基づいて色の
名称を指定したチャートの印刷データを作成するチャートデータ作成部と、前記チャート
の印刷データに基づいて前記画像形成装置が印刷し、前記測色器が測色したチャートの測
色データを取得し、当該測色データに基づいて、前記測色したチャートが所定の画像形成
装置の色管理に使用可能か否かを判定するチャート判定部と、前記チャート判定部の判定
結果に従って、前記所定の画像形成装置に対する色管理を実施する色管理部と、備えるこ
とを特徴とする。
【００１１】
　本発明の一側面は、印刷色を色の名称で指定可能にする色変換機能を備える複数の画像
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形成装置と測色器と色管理装置とを含むシステムにおけるチャート利用制御方法であって
、前記色管理装置が、各々の前記画像形成装置の識別情報と当該画像形成装置に割り当て
る特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを関連付ける第１のテーブルを作成するテー
ブル制御処理と、前記色管理装置が、前記第１のテーブルに基づいて、各々の前記画像形
成装置に、当該画像形成装置に割り当てた特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを登
録させる登録処理と、前記色管理装置が、色管理のためのパッチに対して、色値を指定し
、前記色管理のためのパッチ以外の第１の特定パッチに対して、前記第１のテーブルに基
づいて色の名称を指定したチャートの印刷データを作成するチャートデータ作成処理と、
いずれかの前記画像形成装置が、前記チャートの印刷データに基づいて、前記チャートを
印刷するチャート印刷処理と、前記測色器が、前記チャートを測色するチャート測色処理
と、前記色管理装置が、前記測色器から取得した測色データに基づいて、前記測色したチ
ャートが所定の画像形成装置の色管理に使用可能か否かを判定するチャート判定処理と、
前記色管理装置が、前記チャート判定処理の判定結果に従って、前記所定の画像形成装置
に対する色管理を実施する色管理処理と、を実行することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の一側面は、印刷色を色の名称で指定可能にする色変換機能を備える複数の画像
形成装置と測色器とに接続される色管理装置で動作するチャート利用制御プログラムであ
って、前記色管理装置を、各々の前記画像形成装置の識別情報と当該画像形成装置に割り
当てる特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを関連付ける第１のテーブルを作成する
テーブル制御部、前記第１のテーブルに基づいて、各々の前記画像形成装置に、当該画像
形成装置に割り当てた特定の印刷色と当該特定の印刷色の名称とを登録させる登録部、色
管理のためのパッチに対して、色値を指定し、前記色管理のためのパッチ以外の第１の特
定パッチに対して、前記第１のテーブルに基づいて色の名称を指定したチャートの印刷デ
ータを作成するチャートデータ作成部、前記チャートの印刷データに基づいて前記画像形
成装置が印刷し、前記測色器が測色したチャートの測色データを取得し、当該測色データ
に基づいて、前記測色したチャートが所定の画像形成装置の色管理に使用可能か否かを判
定するチャート判定部、前記チャート判定部の判定結果に従って、前記所定の画像形成装
置に対する色管理を実施する色管理部、として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の色管理装置及びチャート利用制御方法並びにチャート利用制御プログラムによ
れば、簡便かつ確実にチャートの流用を防止することができる。
【００１４】
　その理由は、複数の画像形成装置と測色器とに接続される色管理装置（チャート利用制
御プログラム）は、予め、画像形成装置とスポットカラー名とスポットカラーの色値とを
関連付ける第１のテーブルを作成し、各々の画像形成装置に、当該装置に割り当てられた
スポットカラーを登録しておき、色検証用パッチと識別情報パッチとで構成される色検証
用のチャートの印刷を指示する際に、識別情報パッチの内の第１の特定パッチに対してス
ポットカラー名を指定し、当該チャートの測色データを解析して第１の特定パッチの色値
を取得し、第１のテーブルにより、取得した色値と色検証の対象の画像形成装置とが関連
付けられない場合、測色したチャートが流用されたチャートであると判定するからである
。
【００１５】
　また、色管理装置（チャート利用制御プログラム）は、予め、数字と色値とを関連付け
る第２のテーブルを作成しておき、識別情報パッチの内の第２の特定パッチに対して日付
を規定する数字に対応する色値を指定して印刷を指示し、当該チャートの測色データを解
析して第２の特定パッチの色値を取得し、第２のテーブルに基づいて、取得した色値に関
連付けられた数字で規定される日付を特定し、特定した日付と現在の日付の差が予め定め
た閾値を超える場合、測色したチャートが流用されたチャートであると判定するからであ
る。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施例に係る管理システムの構成の一例を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施例に係る色検証装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一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４】本発明の一実施例に係る色検証装置の処理（テーブル作成処理）を示すフローチ
ャート図である。
【図５】本発明の一実施例に係る色検証装置の処理（スポットカラー登録処理）を示すフ
ローチャート図である。
【図６】本発明の一実施例に係る色検証装置の処理（チャート作成処理）を示すフローチ
ャート図である。
【図７】本発明の一実施例に係る色検証装置の処理（チャート判定処理）を示すフローチ
ャート図である。
【図８】本発明の一実施例に係るチャートの一例を示す図である。
【図９】本発明の一実施例に係るチャートの他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　背景技術で示したように、画像形成装置では、印刷したチャートを測色器で読み取った
測色データを利用して印刷物の色状態を検証する色検証が行われているが、チャートには
、いつどの装置で印刷したチャートであるかを識別する情報が含まれていないため、チャ
ートが流用（他の画像形成装置で印刷されたチャートや以前に印刷されたチャートなどが
使用）される恐れがあり、流用されたチャートでは、適切な色検証を実施することができ
ない。
【００１８】
　この問題に対して、チャートに識別情報を付加して印刷し、その識別情報をカメラなど
で読み取る方法があるが、この方法では、測色器の操作に加えてカメラの操作も必要にな
り、オペレータの操作が煩雑になる。また、チャートに識別情報をパッチとして合成して
印刷し、そのパッチを測色器で読み取る方法もあるが、この方法では、画像形成装置が識
別情報をパッチとして合成する技術を開発しなければならず、特に、複数のベンダーの画
像形成装置が混在するシステムでは開発費用が増大するという課題がある。
【００１９】
　そこで、本発明の一実施の形態では、複数の画像形成装置と測色器とに接続される色管
理装置は、画像形成装置に予め設けられた色変換機能を利用して特定の印刷色（例えば、
スポットカラー）を登録しておき、チャートの印刷を指示する際に、特定のパッチに対し
て、色値を直接指定せずにスポットカラー名を指定し、特定のパッチがスポットカラー名
に対応する色で印刷されたかに応じて、所定の画像形成装置で印刷されたチャートである
かを判別可能にする。
【００２０】
　具体的には、色管理装置は、各々の画像形成装置の識別情報とスポットカラー名とスポ
ットカラーの色値とを関連付けるプリンタ依存テーブルを作成し、そのプリンタ依存テー
ブルに基づいて、各々の画像形成装置にスポットカラーの登録を指示し、各々の画像形成
装置は、予め設けられたスポットカラー登録機能を用いて自装置に割り当てられたスポッ
トカラーを登録する。その後、色管理装置は、所定の画像形成装置にカラーパッチを配置
したチャートの印刷を指示する際に、第１の特定パッチにスポットカラー名を埋め込み（
スポットカラーの色値を指定するのではなく、スポットカラー名を指定し）、所定の画像
形成装置は、チャートを印刷する際に、第１の特定パッチは、スポットカラー名に関連付
けて登録された色で印刷する。そして、色管理装置は、測色器がチャートを測色した測色
データを解析して第１の特定パッチの色値を取得し、上記プリンタ依存テーブルにより、
取得した色値と色検証を行う画像形成装置とが関連付けられるか否かによって、流用され
たチャートであるかを判定する。このように、チャートの第１の特定パッチは画像形成装
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置固有の色で印刷されるため、他の画像形成装置で印刷されたチャートの流用を未然に防
止して、適切に色検証を実施することができる。
【００２１】
　更に、色管理装置は、プリンタに依存しない情報（例えば、日付を規定するための数字
）と印刷色の色値とを関連付けるプリンタ非依存テーブルを作成し、カラーパッチを配置
したチャートの印刷を指示する際に、そのプリンタ非依存テーブルに基づいて第２の特定
パッチに日付情報を埋め込み（日付を規定する数字に対応する色値を指定し）、画像形成
装置は指示に従ってチャートを印刷する。そして、色管理装置は、測色器がチャートを測
色した測色データを解析して第２の特定パッチの色値を取得し、上記プリンタ非依存テー
ブルに基づいて、取得した色値に関連付けられた数字で規定される日付を特定し、特定し
た日付と現在の日付の差と予め定めた閾値とを比較することによって、流用されたチャー
トであるかを判定する。このように、チャートの第２の特定パッチは、日付に応じた色で
印刷されるため、以前に印刷されたチャートの流用を未然に防止して、適切に色検証を実
施することができる。
【００２２】
　なお、スポットカラーとは、ＣＭＹＫを特定の割合で調合した色であり、印刷データ（
例えば、ＰＤＦ（Portable document format）データ）では、スポットカラー名を指定し
て印刷を指示することができる。このＰＤＦにおけるスポットカラーの指定に関しては、
国際標準化機構（ISO: International Organization for Standardization）の規格書「I
SO 32000-1:2008」に記述されている。そして、通常の画像形成装置には、スポットカラ
ーを登録する機能が予め設けられているため、複数のベンダーの画像形成装置が混在する
システムであっても、画像形成装置側の技術開発が不要となり、ユーザに低価格・短納期
でシステムを提供することが可能となる。
【実施例】
【００２３】
　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、本発明の一実施例に係
る色管理装置及びチャート利用制御方法並びにチャート利用制御プログラムについて、図
１乃至図９を参照して説明する。図１は、本実施例の管理システムの構成を示す模式図で
あり、図２は、本実施例の色検証装置の構成を示すブロック図、図３は、本実施例の画像
形成装置の構成を示すブロック図である。また、図４乃至図７は、本実施例の色検証装置
の処理を示すフローチャート図であり、図８及び図９は、本実施例のチャートの一例を示
す図である。なお、本実施例では、色検証に使用するチャートを作成する場合について説
明する。
【００２４】
　図１に示すように、本実施例の管理システム１０は、複数の画像形成装置（プリンタ）
３０と、測色器４０と、画像形成装置３０の色管理を実施する色管理装置（本実施例では
色検証装置２０とする。）などで構成される。色検証装置２０と画像形成装置３０とは、
イントラネット等の通信ネットワークを介してデータ通信可能に接続され、色検証装置２
０と測色器４０とはＰ２Ｐ（Peer to Peer）等でデータ通信可能に接続されている。以下
、各装置について詳細に説明する。
【００２５】
　［色検証装置］
　色検証装置２０は、コンピュータ装置などであり、画像形成装置３０にチャートの印刷
を指示すると共に、測色器４０がチャートを測色した測色データに基づいて、画像形成装
置３０に対する色検証を実施する。この色検証装置２０は、図２（ａ）に示すように、制
御部２１と記憶部２５と通信部２６と表示部２７と操作部２８などで構成される。
【００２６】
　制御部２１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２２とＲＯＭ（Read Only Memory
）２３やＲＡＭ（Random Access Memory）２４などのメモリとで構成される。ＲＯＭ２３
は、制御プログラムや制御に必要なデータを記憶する。ＲＡＭ２４は、ＣＰＵ２２による
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制御に必要なデータ及び制御動作時に一時記憶が必要なデータ等を記憶する。そして、Ｃ
ＰＵ２２は、ＲＯＭ２３からプログラムを読み出し、ＲＡＭ２４に展開して実行すること
により、色検証装置２０全体の動作を制御する。
【００２７】
　上記制御部２１は、図２（ｂ）に示すように、テーブル制御部２１ａ、チャートデータ
作成部２１ｂ、チャート判定部２１ｃ、色検証制御部２１ｄ、測色器制御部２１ｅ、アプ
リケーション部２１ｆなどとしても機能する。
【００２８】
　テーブル制御部２１ａは、画像形成装置３０に依存する情報と色とを関連付ける関連付
け情報（例えば、各々の画像形成装置３０の識別情報（例えば、プリンタ固有ＩＤ）とス
ポットカラー名とスポットカラーの色値とを関連付けるテーブル、プリンタ依存テーブル
と呼ぶ。）を作成して記憶部２５に記憶する。また、テーブル制御部２１ａは、画像形成
装置３０に依存しない情報と色とを関連付ける関連付け情報（例えば、日付を規定するた
めの数字と色値とを関連付けるテーブル、プリンタ非依存テーブルと呼ぶ。）を作成して
記憶部２５に記憶する。その際、上記プリンタ依存テーブルとプリンタ非依存テーブルを
関連付けて記憶部２５に記憶し、一つの群として管理（群管理）可能にする。
【００２９】
　チャートデータ作成部２１ｂは、複数のカラーパッチが配列される色検証用チャートの
印刷データ（各々のパッチのサイズ、位置、及び色を指定する情報を記述したデータ）を
作成する。その際、色検証に利用するパッチ（色検証用パッチと呼ぶ。）とは別に、チャ
ートを識別するために利用するパッチ（識別情報パッチと呼ぶ。）を設け、識別情報パッ
チには、チャートの印刷を指示する画像形成装置及び日付を識別するための情報を埋め込
む。具体的には、識別情報パッチの一部（第１の特定パッチ）に対しては、上記プリンタ
依存テーブルを参照して、チャートの印刷を指示する画像形成装置に対応するスポットカ
ラー名を指定する。また、識別情報パッチの他の一部（第２の特定パッチ）に対しては、
上記プリンタ非依存テーブルを参照して、現在の日付（例えば、西暦の下２桁、月の２桁
、日の２桁の計６桁の各々の数字）に対応する色値を指定する。
【００３０】
　チャート判定部２１ｃは、測色器４０から取得した、チャートを測色した測色データを
解析し、識別情報パッチの色値に基づいてチャートの流用判定を行う。具体的には、測色
データを解析して第１の特定パッチの色値を取得し、プリンタ依存テーブルにより、取得
した色値と色検証対象の画像形成装置３０とが関連付けられるかを判定する。また、測色
データを解析して第２の特定パッチの色値を取得し、プリンタ非依存テーブルに基づいて
、取得した色値に関連付けられた数字で規定される日付（当該チャートの印刷を指示した
日付）を特定し、特定した日付と現在の日付との差が予め定めた閾値を超えるかを判定す
る。そして、取得した色値と色検証対象の画像形成装置３０とが関連付けられないか、若
しくは、特定した日付と現在の日付との差が閾値を超える場合は、測色したチャートが流
用されたチャート（色検証対象の画像形成装置３０に対する色検証に使用できないチャー
ト）であると判定し、必要に応じて、エラーメッセージを表示部２７に表示させる。また
、取得した色値と色検証対象の画像形成装置３０とが関連付けられ、かつ、特定した日付
と現在の日付との差が閾値以下の場合は、測色したチャートが流用されたチャートでない
（色検証対象の画像形成装置３０に対する色検証に使用可能なチャートである）と判定す
る。
【００３１】
　色検証制御部２１ｄは、画像形成装置３０に対する色管理を実施する色管理部であり、
チャート判定部２１ｃが、測色したチャートが流用されたチャートでないと判定した場合
に、測色データを解析して色検証用パッチの色値を取得し、取得した色値とチャートデー
タ作成部２１ｂが指定した色値とを比較することにより、色検証対象の画像形成装置３０
で期待した色が再現されているかを確認する色検証を行う。
【００３２】
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　測色器制御部２１ｅは、測色器４０を制御して、チャートの色検証用パッチ及び識別情
報パッチを測色させ、測色器４０からチャートの測色データを取得する。
【００３３】
　アプリケーション部２１ｆは、画像形成装置３０に印刷を指示するジョブ送信アプリケ
ーション（プリンタドライバやホットフォルダ）、画像形成装置３０にスポットカラーを
登録するスポットカラー登録アプリケーションを実行する。例えば、プリンタドライバは
、色検証用チャートの印刷を指示する印刷データを生成する。この印刷データは、画像形
成装置３０が読み取り可能な言語のデータであり、ＰＪＬ（Printer Job Language）やＰ
Ｓ（PostScript）、ＰＣＬ（Printer Control Language）等のページ記述言語で記述され
たＰＤＬ（Page Description Language）データ、ＰＤＦデータなどである。また、スポ
ットカラー登録アプリケーション（例えば、プリンタドライバに含まれるスポットカラー
登録機能などの登録部）は、テーブル制御部２１ａが各々の画像形成装置３０に対して作
成した、スポットカラー名とスポットカラーの色値とを関連付けるテーブルを当該画像形
成装置３０に送信して、画像形成装置３０（後述するスポットカラー制御部３１ａ）にス
ポットカラーの登録を指示する。
【００３４】
　なお、上記テーブル制御部２１ａ、チャートデータ作成部２１ｂ、チャート判定部２１
ｃ、色検証制御部２１ｄ、測色器制御部２１ｅ、アプリケーション部２１ｆはハードウェ
アとして構成してもよいし、制御部２１を、テーブル制御部２１ａ、チャートデータ作成
部２１ｂ、チャート判定部２１ｃ、色検証制御部２１ｄ、測色器制御部２１ｅ、アプリケ
ーション部２１ｆとして機能させるチャート利用制御プログラムとして構成し、当該チャ
ート利用制御プログラムをＣＰＵ２２に実行させる構成としてもよい。
【００３５】
　記憶部２５は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（Solid State Drive）などで構成
され、各種プログラム（例えば、上記チャート利用制御プログラムやジョブ送信アプリケ
ーション、スポットカラー登録アプリケーションなど）やデータ（例えば、色検証用チャ
ートの印刷データやプリンタ依存テーブル、プリンタ非依存テーブル、測色データなど）
を記憶する。
【００３６】
　通信部２６は、ＮＩＣ（Network Interface Card）やモデムなどで構成され、画像形成
装置３０や測色器４０とのデータ通信を行う。具体的には、画像形成装置３０にスポット
カラーの登録を指示する指示情報やチャートの印刷データなどを送信したり、測色器４０
からチャートを測色した測色データなどを受信したりする。
【００３７】
　表示部２７は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Electro Luminescence
）ディスプレイなどであり、ポットカラーの登録やチャートの印刷を指示する画面、色検
証に関する画面などを表示する。操作部２８は、マウスやキーボードなどであり、ポット
カラーの登録やチャートの印刷を指示する操作、色検証に関する操作などを受け付ける。
【００３８】
　［画像形成装置］
　画像形成装置３０は、ＭＦＰ（Multi-Functional Peripherals）などであり、色の名称
が指定されたら特定の色で印刷する色変換機能を備える。この画像形成装置３０は、図３
（ａ）に示すように、制御部３１と記憶部３５と通信部３６と表示操作部３７と印刷処理
部３８などで構成される。
【００３９】
　制御部３１は、ＣＰＵ３２とＲＯＭ３３やＲＡＭ３４などのメモリとで構成される。Ｒ
ＯＭ３３は、制御プログラムや制御に必要なデータ等を記憶する。ＲＡＭ３４は、ＣＰＵ
３２による制御に必要なデータ及び制御動作時に一時記憶が必要なデータ等を記憶する。
そして、ＣＰＵ３２は、ＲＯＭ３３からプログラムを読み出し、ＲＡＭ３４に展開して実
行することにより、画像形成装置３０全体の動作を制御する。
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【００４０】
　上記制御部３１は、図３（ｂ）に示すように、スポットカラー制御部３１ａ、画像処理
部３１ｂなどとしても機能する。
【００４１】
　スポットカラー制御部３１ａは、色検証装置２０の指示に従って、スポットカラーの受
付、検索などを行う。具体的には、色検証装置２０から取得したスポットカラーテーブル
を登録し、色検証用チャートの印刷データにおいて、第１の特定パッチに対してスポット
カラー名が指定された場合は、上記テーブルを参照して、そのパッチの色をスポットカラ
ーに変換する。
【００４２】
　画像処理部３１ｂは、色検証装置２０から送信された印刷データを解析し、指定された
色（スポットカラー名が指定されている場合はスポットカラー制御部３１ａが変換したス
ポットカラー）のパッチ画像を生成する。そして、各パッチ画像を配列したチャート画像
を生成し、そのチャート画像のデータを印刷処理部３８に送信する。
【００４３】
　記憶部３５は、ＨＤＤやＳＳＤなどで構成され、各種プログラムやデータ（スポットカ
ラーテーブル、印刷データ、印刷データから生成したチャート画像など）を記憶する。
【００４４】
　通信部３６は、ＮＩＣやモデムなどで構成され、色検証装置２０からのスポットカラー
の登録を指示する指示情報やチャートの印刷を指示する印刷データなどを受信する。表示
操作部３７は、ＬＣＤや有機ＥＬディスプレイ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。
【００４５】
　印刷処理部３８は、画像処理部３１ｂから受け取った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。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。
【００４６】
　［測色器］
　測色器４０は、チャートを測色する装置であり、色検証装置２０の測色器制御部２１ｅ
の制御により、例えば、光の波長ごとに計測可能なスペクトル方式（分光光度計）で色検
証用パッチ及び識別情報パッチを測色し、測色データ（各パッチの色値）を色検証装置２
０に出力する。
【００４７】
　なお、図１乃至図３は、本実施例の管理システム１０の一例であり、その構成は適宜変
更可能である。例えば、色検証装置２０は色検証専用の装置としてもよいし、汎用のコン
ピュータ装置やサーバ装置に、色検証装置２０としての機能を持たせる（汎用のコンピュ
ータ装置やサーバ装置の制御部にチャート利用制御プログラムを実行させる）ようにして
もよい。
【００４８】
　以下、色検証装置２０の処理について説明する。ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２３に記憶した
チャート利用制御プログラムをＲＡＭ２４に展開して実行することにより、図４乃至図７
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。なお、以下の説明では、管理シ
ステム１０にプリンタＡ及びプリンタＢの２つの画像形成装置３０を含むものとする。こ
のプリンタＡ及びプリンタＢは同じベンダーの製品としてもよいし、異なるベンダーの製
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品としてもよい。
【００４９】
　［テーブル作成処理］
　図４のフローチャート図に示すように、制御部２１（テーブル制御部２１ａ）は、プリ
ンタＡ、Ｂに割り当てるスポットカラー名とその名称のスポットカラーの色値（ＣＭＹＫ
の各色の色値）とを関連付けるスポットカラーテーブルを作成する（Ｓ１０１）。表１－
１は、プリンタＡのスポットカラーテーブルの一例であり、表１－２は、プリンタＢのス
ポットカラーテーブルの一例である。なお、表のスポットカラー名及び色値は例示であり
、プリンタＡ及びプリンタＢがスポットカラーを登録可能であればスポットカラー名及び
色値は任意に変更可能である。
【００５０】
　表１－１：プリンタＡのスポットカラーテーブル

【００５１】
　表１－２：プリンタＢのスポットカラーテーブル

【００５２】
　次に、テーブル制御部２１ａは、スポットカラー名及びスポットカラーの色値にプリン
タ固有ＩＤを関連付けて、各プリンタのスポットカラーテーブルを統合したテーブル（プ
リンタ依存テーブル）を作成する（Ｓ１０２）。表２は、このプリンタ依存テーブルの一
例である。なお、プリンタ固有ＩＤは色検証装置２０が設定してもよいし、画像形成装置
３０が設定し、色検証装置２０が画像形成装置３０からプリンタ固有ＩＤを取得してもよ
い。また、許容値は同一のスポットカラーと見なすことができるＣＭＹＫの各色の色値の
範囲を示し、例えば、スポットカラー名が”Printer0000”のスポットカラーは色値が(90
,0,0,0)～(100,0,0,0)の範囲の色であることを示している。この許容値は全てのプリンタ
に対して同じ値を設定してもよいし、プリンタの性能を考慮してプリンタ毎に異なる値を
設定してもよい。
【００５３】
　表２：スポットカラーとプリンタ固有ＩＤの関連付けテーブル

【００５４】
　次に、テーブル制御部２１ａは、日付を規定する数字と印刷色の色値とを関連付けるテ
ーブル（プリンタ非依存テーブル）を作成する（Ｓ１０３）。表３は、このプリンタ非依
存テーブルの一例である。なお、許容値は同一の色と見なすことができるＣＭＹＫの各色
の色値の範囲を示している。この許容値は全ての色値に対して同じ値を設定してもよいし
、プリンタや測色器の性能を考慮して色値に応じて異なる値を設定してもよい。また、本
実施例では、０～９の各数字とＣＭＹＫの色値とを関連付けているが、例えば、十の位の
数字とＣの色値とを関連付け、一の位の数字とＭの色値とを関連付けるなど、複数桁の数
字と色値とを関連付けることもできる。
【００５５】
　表３：日付の数字と色空間情報の関連付けテーブル
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【００５６】
　そして、テーブル制御部２１ａは、識別情報パッチ位置と識別情報の内容とを関連付け
るテーブルを作成する（Ｓ１０４）。表４は、このテーブルの一例である。ここでは、日
付として西暦の下２桁、月の２桁、日の２桁の６桁を規定しているが、例えば、１年以上
前に作成したチャートが流用される可能性が低い場合は月の２桁と日の２桁の４桁として
もよいし、数週間程度経過したチャートを使用しても色検証に問題が生じない場合は西暦
の下２桁と月の２桁の４桁としてもよいし、チャートを印刷した時刻によって色検証の結
果に差異が生じる場合は、時刻の２桁を追加した８桁などとしてもよい。また、識別情報
の順番は任意であり、例えば、プリンタ固有ＩＤを識別情報パッチ位置の”１”にしても
よい。また、本実施例では、識別情報としてスポットカラーを識別する情報及び日付を識
別する情報を用いるものとするが、少なくともスポットカラーを識別する情報を含んでい
ればよい。また、上記に加えて、色検証の条件や色検証装置２０の識別情報、色検証を実
施するユーザを特定する情報、チャートの識別情報などの他の情報を含んでいてもよい。
【００５７】
　表４：識別情報パッチ位置と識別情報の内容の関連付けテーブル

【００５８】
　［スポットカラー登録処理］
　図５のフローチャート図に示すように、制御部２１（アプリケーション部２１ｆのスポ
ットカラー登録アプリケーション）は、プリンタＡ及びプリンタＢにアクセスし、プリン
タＡに表１－１のスポットカラーテーブル、プリンタＢに表１－２のスポットカラーテー
ブルを渡してスポットカラーの登録を指示する（Ｓ２０１）。この指示に対して、各々の
プリンタのスポットカラー制御部３１ａは、受け取ったスポットカラーテーブルを登録す
る。これにより、スポットカラー名が指定されたパッチは、スポットカラーテーブルで規
定されたスポットカラーで印刷される。
【００５９】
　［チャートデータ作成処理］
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　図６のフローチャート図に示すように、制御部２１（チャートデータ作成部２１ｂ）は
、色検証用パッチを生成する（Ｓ３０１）。この色検証用パッチは、例えば、ＣＭＹＫの
各色の色値を徐々に変化させたものである。次に、チャートデータ作成部２１ｂは、識別
情報パッチを生成する（Ｓ３０２）。この識別情報パッチは、スポットカラー名を指定し
た第１の特定パッチ（位置ＩＤ７のパッチ）と日付の数字に対応する色値を指定した第２
の特定パッチ（位置ＩＤ１～６のパッチ）とで構成される。そして、チャートデータ作成
部２１ｂは、色検証用パッチと識別情報パッチとが所定の位置に配置されるチャートの印
刷データを作成し（Ｓ３０３）、そのチャートの印刷データを画像形成装置３０に送信す
る。画像形成装置３０は、このチャートの印刷データに従ってチャートを印刷する。図８
は、画像形成装置３０で印刷されるチャート５０の一例である。チャート５０には、色検
証用パッチ５１と識別情報パッチ５２とが配置されており、プリンタＡ用に西暦２０１５
年１月２８日にチャート５０を作成する場合、表４のテーブルに基づいて、各々の識別情
報パッチ５２の位置ＩＤには以下の情報が割り当てられる。
　位置ＩＤ１：１
　位置ＩＤ２：５
　位置ＩＤ３：０
　位置ＩＤ４：１
　位置ＩＤ５：２
　位置ＩＤ６：８
　位置ＩＤ７：プリンタＡ
【００６０】
　この識別情報パッチ位置ＩＤに割り当てられた情報を、表２及び表３のテーブルに基づ
いて、色値(C, M, Y, K)[%]及びスポットカラー名に変換すると以下のようになる（図９
参照）。
　位置ＩＤ１：(75, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ２：(0, 75, 0, 0)
　位置ＩＤ３：(95, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ４：(75, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ５：(55, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ６：(0, 0, 95, 0)
　位置ＩＤ７：”Printer0000”、代替色(0, 0, 0, 0)
　なお、代替色とは、プリンタ側に、指定されたスポットカラー名が存在しない場合に使
用される色である。
【００６１】
　［チャート判定処理］
　図７のフローチャート図に示すように、制御部２１（測色器制御部２１ｅ）は、測色器
４０を制御してチャートの各パッチを測色させ、測色データを取得する（Ｓ４０１）。次
に、制御部２１（チャート判定部２１ｃ）は、その測色データを解析して識別情報パッチ
の色値を読み取り（Ｓ４０２）、識別情報パッチの色値に基づいて、測色したチャートが
流用されたものか否かを判定する（Ｓ４０３）。具体的には、図４のフローで作成したプ
リンタ依存テーブルにより、第１の特定パッチの色値と色検証対象のプリンタとが関連付
けられるか、及び、図４のフローで作成したプリンタ非依存テーブルに基づいて、特定し
た日付と現在の日付との差が予め定めた閾値以下であるかを判定する。
【００６２】
　流用と判定した場合（第１の特定パッチの色値と色検証対象のプリンタとが関連付けら
れないか、若しくは、特定した日付と現在の日付の差が閾値を超える場合）は、制御部２
１（チャート判定部２１ｃ）は、表示部２７にエラーメッセージの表示を行う（Ｓ４０４
）。このエラーメッセージの内容は特に限定されないが、例えば、測色したチャートが流
用されたチャートであり色検証を行うことができない旨のメッセージなどとすることがで
きる。一方、流用でないと判定した場合（第１の特定パッチの色値と色検証対象のプリン
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タとが関連付けられ、かつ、特定した日付と現在の日付の差が閾値以下の場合）は、制御
部２１（色検証制御部２１ｄ）は、測色データを解析して色検証用パッチの色値を読み取
り、色検証用パッチの色値に基づいて色検証処理を実施する（Ｓ４０５）。
【００６３】
　上記の流用判定処理について、図６のフローでチャートデータ作成部２１ｂが作成した
チャートを用いて説明する。測色器４０を用いて図９のチャート５０の識別情報パッチ５
２を読み取ると、各パッチの色値は以下の値となる。
　位置ＩＤ１：(75, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ２：(0, 75, 0, 0)
　位置ＩＤ３：(95, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ４：(75, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ５：(55, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ６：(0, 0, 95, 0)
　位置ＩＤ７：(95, 0, 0, 0)
【００６４】
　位置ＩＤ７の色値が(95, 0, 0, 0)になるのは、プリンタＡで印刷処理を行う時に、プ
リンタＡは、印刷データでスポットカラー名が指示されると、予め登録された表１－１の
スポットカラーテーブルに基づいて、スポットカラー名に対応するスポットカラーでその
パッチを印刷するからである。この識別情報パッチ５２の各パッチの色値を表２及び表３
を用いて変換すると、以下のような値になる。
　位置ＩＤ１：１
　位置ＩＤ２：５
　位置ＩＤ３：０
　位置ＩＤ４：１
　位置ＩＤ５：２
　位置ＩＤ６：８
　位置ＩＤ７：プリンタＡ
【００６５】
　位置ＩＤ１～ＩＤ６の情報より、このチャートは２０１５年１月２８に作成されたチャ
ートであることが分かるため、この日付と現在の日付とを比較して、所定の期間（例えば
２日）内に読み取りが実施されたか否かに基づいて、以前に印刷されたチャートの流用か
否かを判別することができる。また、位置ＩＤ７の情報より、このチャートはプリンタＡ
で印刷されたチャートであることが分かるため、色検証を行うプリンタと一致するか否か
に基づいて、他のプリンタで印刷されたチャートの流用か否かを判別することができる。
【００６６】
　ここで、図６のフローでチャートデータ作成部２１ｂが作成したチャートをプリンタＢ
で印刷した場合、各パッチの色値は以下の値となる。
　位置ＩＤ１：(75, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ２：(0, 75, 0, 0)
　位置ＩＤ３：(95, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ４：(75, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ５：(55, 0, 0, 0)
　位置ＩＤ６：(0, 0, 95, 0)
　位置ＩＤ７：(0, 0, 0, 0)
【００６７】
　ここで、位置ＩＤ７の"Printer0000"のスポットカラーはプリンタＢのスポットカラー
テーブル（表１－２）に存在しないため、代替色の(0, 0, 0, 0)が出力される。この識別
情報パッチの各パッチの色値を表２及び表３を用いて変換すると、以下のような値になる
。
　位置ＩＤ１：１
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　位置ＩＤ２：５
　位置ＩＤ３：０
　位置ＩＤ４：１
　位置ＩＤ５：２
　位置ＩＤ６：８
　位置ＩＤ７：該当なし
【００６８】
　この位置ＩＤ７の情報より、プリンタＡ用に作成したチャートが他のプリンタで印刷さ
れたことが分かるため、チャートの流用を未然に防止することができる。
【００６９】
　このように、画像形成装置にチャートの印刷を指示する際に、チャートに色検証用パッ
チに加えて識別情報パッチを配置し、識別情報パッチの内の第１の特定パッチに対しては
、色値ではなくスポットカラー名を指定し、識別情報パッチの内の第２の特定パッチに対
しては、日付を規定する数字に対応する色値を指定し、チャートを測色器で測色した測色
データを解析して各パッチの色値を取得し、取得した色値に対応するプリンタ及び日付を
特定することにより、当該チャートが流用されたものであるか否かを判別することができ
、色検証を適切に実施することができる。
【００７０】
　なお、本発明は、上記実施例の記載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。
【００７１】
　例えば、上記実施例では色検証用のチャートについて記載したが、どの画像形成装置３
０で印刷したか、いつ印刷したかを特定する必要がある任意の印刷物に対して、本発明の
制御を同様に利用することができる。
【００７２】
　また、上記実施例では、特定の印刷色としてスポットカラーを用いる場合について記載
したが、画像形成装置のスポットカラー登録機能を利用して登録可能な任意の色に対して
、本発明の制御を同様に利用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、画像形成装置で印刷されるチャートに基づいて当該画像形成装置の色管理を
行う色管理装置及び当該色管理装置を含むシステムにおけるチャート利用制御方法並びに
チャート利用制御プログラム並びに当該チャート利用制御プログラムを記録した記録媒体
に利用可能である。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　管理システム
　２０　色検証装置
　２１　制御部
　２１ａ　テーブル制御部
　２１ｂ　チャートデータ作成部
　２１ｃ　チャート判定部
　２１ｄ　色検証制御部
　２１ｅ　測色器制御部
　２１ｆ　アプリケーション部
　２２　ＣＰＵ
　２３　ＲＯＭ
　２４　ＲＡＭ
　２５　記憶部
　２６　通信部
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　２７　表示部
　２８　操作部
　３０　画像形成装置
　３１　制御部
　３２　ＣＰＵ
　３３　ＲＯＭ
　３４　ＲＡＭ
　３５　記憶部
　３６　通信部
　３７　表示操作部
　３８　印刷処理部
　４０　測色器
　５０　チャート
　５１　色検証用パッチ
　５２　識別情報パッチ

【図１】 【図２】
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