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(57)【要約】
【課題】画像読取手段のグレーバランス調整を省スペー
スで、精度良く実施する。
【解決手段】主走査方向に一定の濃度である均一なグレ
ーパッチを有する無彩色基準部材と、前記無彩色基準部
材を画像読取手段に対向する読取位置に対して進退自在
に保持する移動体と、グレーバランス調整時に、前記移
動体の動作を制御して、前記無彩色基準部材を前記読取
位置に移動する移動体制御手段と、グレーバランス調整
時に、前記画像読取手段によって前記無彩色基準部材を
読み取る読取制御手段と、前記読取制御手段による読み
取り結果に応じて、ＲＧＢ各色毎に目標値になるように
前記画像読取手段のグレーバランス調整係数を算出する
算出手段と、を備える。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主走査方向に一定の濃度である均一なグレーパッチを有する無彩色基準部材と、
　前記無彩色基準部材を画像読取手段に対向する読取位置に対して進退自在に保持する移
動体と、
　グレーバランス調整時に、前記移動体の動作を制御して、前記無彩色基準部材を前記読
取位置に移動する移動体制御手段と、
　グレーバランス調整時に、前記画像読取手段によって前記無彩色基準部材を読み取る読
取制御手段と、
　前記読取制御手段による読み取り結果に応じて、ＲＧＢ各色毎に目標値になるように前
記画像読取手段のグレーバランス調整係数を算出する算出手段と、
を備えることを特徴とする検査装置。
【請求項２】
　前記移動体によって前記読取位置に対して進退自在に保持され、シェーディング補正に
用いる白色基準部材を更に備え、
　前記移動体制御手段は、シェーディング補正時に、前記移動体の動作を制御して、前記
白色基準部材を前記読取位置に移動する、
ことを特徴とする請求項１に記載の検査装置。
【請求項３】
　前記移動体は、前記無彩色基準部材を回転させる回転体である、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の検査装置。
【請求項４】
　前記移動体制御手段は、処理対象の読み取り時に、前記移動体の動作を制御して、前記
無彩色基準部材と前記白色基準部材とを、前記読取位置から回避する位置に移動する、
ことを特徴とする請求項２に記載の検査装置。
【請求項５】
　前記無彩色基準部材は、平面であり、
　前記移動体制御手段は、グレーバランス調整時に、前記回転体の動作を制御して、前記
無彩色基準部材を前記読取位置に回転移動させた後、前記回転体を停止させる、
ことを特徴とする請求項３に記載の検査装置。
【請求項６】
　前記読取制御手段は、前記移動体制御手段による前記回転体の停止後、前記回転体が安
定するまでの時間を待って、前記画像読取手段による前記無彩色基準部材の読み取りを開
始する、
ことを特徴とする請求項５に記載の検査装置。
【請求項７】
　グレーバランス調整時の前記無彩色基準部材と前記画像読取手段との距離が、処理対象
の読取時の前記画像読取手段と前記処理対象との距離と同じである、
ことを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の検査装置。
【請求項８】
　前記算出手段は、前記無彩色基準部材を主走査方向に分割した複数エリア毎に平均値を
算出し、さらに全てのエリアの平均値を算出して、前記グレーバランス調整係数を算出す
る、
ことを特徴とする請求項１乃至７の何れか一項に記載の検査装置。
【請求項９】
　画像読取手段を有する読取デバイスと、
　前記画像読取手段のグレーバランス調整を行う請求項１乃至８の何れか一項に記載の検
査装置と、
を備えることを特徴とする画像読取装置。
【請求項１０】
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　プリントエンジンと、
　請求項９に記載の画像読取装置と、
を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　主走査方向に一定の濃度である均一なグレーパッチを有する無彩色基準部材と、前記無
彩色基準部材を画像読取手段に対向する読取位置に対して進退自在に保持する移動体と、
を備える検査装置で実行されるグレーバランス調整係数の算出方法であって、
　グレーバランス調整時に、前記移動体の動作を制御して、前記無彩色基準部材を前記読
取位置に移動する移動体制御工程と、
　グレーバランス調整時に、前記画像読取手段によって前記無彩色基準部材を読み取る読
取制御工程と、
　前記読取制御工程による読み取り結果に応じて、ＲＧＢ各色毎に目標値になるように前
記画像読取手段のグレーバランス調整係数を算出する算出工程と、
を含むことを特徴とする算出方法。
【請求項１２】
　主走査方向に一定の濃度である均一なグレーパッチを有する無彩色基準部材と、前記無
彩色基準部材を画像読取手段に対向する読取位置に対して進退自在に保持する移動体と、
を備える検査装置を制御するコンピュータを、
　グレーバランス調整時に、前記移動体の動作を制御して、前記無彩色基準部材を前記読
取位置に移動する移動体制御手段と、
　グレーバランス調整時に、前記画像読取手段によって前記無彩色基準部材を読み取る読
取制御手段と、
　前記読取制御手段による読み取り結果に応じて、ＲＧＢ各色毎に目標値になるように前
記画像読取手段のグレーバランス調整係数を算出する算出手段と、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査装置、画像読取装置、画像形成装置、算出方法およびプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　画像読取装置においては、画像読取手段である読取センサ（ＣＣＤやＣＩＳ）の分光感
度のバラつき、赤外光成分を除去するための赤外カットフィルタの分光感度バラつき、光
源（ＬＥＤ）の分光特性のバラつき等が生じる。これらのバラつきが生じることにより、
同一のカラー原稿を読み取った読取データが、画像読取装置毎に異なる場合がある。
【０００３】
　そこで、上記の各種のバラつきを補正するため、無彩色の均一パターンが印刷された基
準原稿を読み取り、ＲＧＢ各色が目標値になるように色毎にレベル補正（以下、グレーバ
ランス調整）を実施することが知られている。
【０００４】
　特許文献１には、黒減算部により減算された黒減算値に加減算を施す黒減算値補正部を
備え、反射率の小さい部分でもグレーバランスを調整することによって、より広い反射率
範囲でグレーバランスを保つことが可能な技術が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のグレーバランス調整方法では、画像形成装置で形成された基準原稿を調整対象と
なる画像読取手段で読み取るようにしている。すなわち、調整対象となる画像読取手段は
、転写、定着等の搬送パスを通して形成された基準原稿を読み取る必要がある。したがっ
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て、従来のグレーバランス調整方法では、基準原稿にはトナー等の汚れや搬送による傷が
生じることにより、読取誤差が生じて、グレーバランス調整を精度良く実施することは難
しいという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、画像読取手段のグレーバランス調整を
省スペースで、精度良く実施することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、主走査方向に一定の濃度で
ある均一なグレーパッチを有する無彩色基準部材と、前記無彩色基準部材を画像読取手段
に対向する読取位置に対して進退自在に保持する移動体と、グレーバランス調整時に、前
記移動体の動作を制御して、前記無彩色基準部材を前記読取位置に移動する移動体制御手
段と、グレーバランス調整時に、前記画像読取手段によって前記無彩色基準部材を読み取
る読取制御手段と、前記読取制御手段による読み取り結果に応じて、ＲＧＢ各色毎に目標
値になるように前記画像読取手段のグレーバランス調整係数を算出する算出手段と、を備
えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、画像読取手段のグレーバランス調整を省スペースで、精度良く実施す
ることができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態にかかる印刷システムのハードウェア構成の一例を示す模式
図である。
【図２】図２は、読取デバイスと基準部材との設置態様を示す模式図である。
【図３】図３は、回転部材に設けられた無彩色基準板を示す斜視図である。
【図４】図４は、無彩色基準板の無彩色パターンを例示的に示す平面図である。
【図５】図５は、印刷システムのハードウェアの電気的接続の一例を示すブロック図であ
る。
【図６】図６は、検査装置に関わるハードウェアの電気的接続の一例を示すブロック図で
ある。
【図７】図７は、印刷システムの機能構成を示す機能ブロック図である。
【図８】図８は、読取デバイスと無彩色基準板および記録媒体との関係を示す図である。
【図９】図９は、グレーバランス調整時における無彩色基準板の読み取り動作のタイミン
グを示すタイミングチャートである。
【図１０】図１０は、グレーバランス調整処理の流れを概略的に示すフローチャートであ
る。
【図１１】図１１は、グレーバランス調整処理における回転部材の回転動作を示す図であ
る。
【図１２】図１２は、基準部材の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、検査装置、画像読取装置、画像形成装置、算出方法および
プログラムの実施の形態を詳細に説明する。以下では、検査装置、画像読取装置、画像形
成装置が、短時間で大量の枚数を連続して印刷する商業印刷機（プロダクションプリンテ
ィング機）などの印刷装置を含む印刷システムに適用された場合を例に挙げて説明するが
、これに限定されるものではない。
【００１１】
　図１は、実施の形態にかかる印刷システム１のハードウェア構成の一例を示す模式図で
ある。図１に示すように、画像形成装置である印刷システム１は、印刷装置１００と、検
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査装置２００と、スタッカ３００と、を備える。
【００１２】
　印刷装置１００は、オペレーションパネル１０１と、タンデム式の電子写真方式の作像
部１０３Ｙ、１０３Ｍ、１０３Ｃ、１０３Ｋと、転写ベルト１０５と、二次転写ローラ１
０７と、給紙部１０９と、搬送ローラ対１０２と、定着ローラ１０４と、反転パス１０６
と、を備える。
【００１３】
　オペレーションパネル１０１は、印刷装置１００や検査装置２００に対して各種操作入
力を行ったり、各種画面を表示したりする操作表示部である。
【００１４】
　作像部１０３Ｙ、１０３Ｍ、１０３Ｃ、１０３Ｋは、それぞれ、作像プロセス（帯電工
程、露光工程、現像工程、転写工程、及びクリーニング工程）が行われることによりトナ
ー像が形成され、形成されたトナー像を転写ベルト１０５に転写する。本実施の形態では
、作像部１０３Ｙ上にイエロートナー像が形成され、作像部１０３Ｍ上にマゼンダトナー
像が形成され、作像部１０３Ｃ上にシアントナー像が形成され、作像部１０３Ｋ上にブラ
ックトナー像が形成されるものとするが、これに限定されるものではない。
【００１５】
　転写ベルト１０５は、作像部１０３Ｙ、１０３Ｍ、１０３Ｃ、及び１０３Ｋから重畳し
て転写されたトナー像（フルカラーのトナー画像）を二次転写ローラ１０７の二次転写位
置に搬送する。本実施の形態では、転写ベルト１０５には、まず、イエロートナー像が転
写され、続いて、マゼンダトナー像、シアントナー像、ブラックトナー像が順次重畳して
転写されるものとするが、これに限定されるものではない。
【００１６】
　給紙部１０９は、処理対象（被搬送物）である複数の記録媒体が重ね合わせて収容され
ており、記録媒体を給紙する。記録媒体としては、例えば、記録紙（転写紙）が挙げられ
るが、これに限定されず、例えば、コート紙、厚紙、ＯＨＰ（Overhead　Projector）シ
ート、プラスチックフィルム、及び銅箔など画像を記録可能な媒体であればどのようなも
のであってもよい。なお、本実施の形態においては、画像を形成する記録媒体を処理対象
（被搬送物）としたが、これに限るものではなく、プリプレグなどの画像を形成する対象
ではないシートなどを処理対象（被搬送物）としてもよい。
【００１７】
　搬送ローラ対１０２は、給紙部１０９により給紙された記録媒体を搬送路ａ上で矢印ｓ
方向に搬送する。
【００１８】
　二次転写ローラ１０７は、転写ベルト１０５により搬送されたフルカラーのトナー画像
を、搬送ローラ対１０２により搬送された記録媒体上に二次転写位置で一括転写する。
【００１９】
　定着ローラ１０４は、フルカラーのトナー画像が転写された記録媒体を加熱及び加圧す
ることにより、フルカラーのトナー画像を記録媒体に定着する。
【００２０】
　印刷装置１００は、片面印刷の場合、フルカラーのトナー画像が定着された記録媒体で
ある印刷物を検査装置２００へ送る。一方、印刷装置１００は、両面印刷の場合、フルカ
ラーのトナー画像が定着された記録媒体を反転パス１０６へ送る。
【００２１】
　反転パス１０６は、送られた記録媒体をスイッチバックすることにより記録媒体の表面
・裏面を反転して矢印ｔ方向に搬送する。反転パス１０６により搬送された記録媒体は、
搬送ローラ対１０２により再搬送され、二次転写ローラ１０７により前回と逆側の面にフ
ルカラーのトナー画像が転写され、定着ローラ１０４により定着され、印刷物として、検
査装置２００およびスタッカ３００へ送られる。
【００２２】
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　印刷装置１００の下流に位置する検査装置２００は、画像読取装置としても機能し、検
査専用の読取デバイス２０１と、基準部材２０２と、を備える。
【００２３】
　読取デバイス２０１は、例えば、複数の撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ）をライン
状に並べたＣＩＳ（Contact　Image　Sensor：密着型イメージセンサ）等により実現でき
る。読取デバイス２０１は、読み取り対象からの反射光を受光して、画像信号を出力する
。具体的には、読取デバイス２０１は、基準部材２０２を読取対象とする。
【００２４】
　読取デバイス２０１に適用されるＣＩＳは、一般的に、複数画素を有するセンサチップ
を主走査方向に複数配列することによって、必要な主走査方向の有効読取長を確保する構
成で知られている。
【００２５】
　基準部材２０２は、グレーバランス調整に用いられる。グレーバランス調整は、読取デ
バイス２０１における、ラインセンサ（ＣＩＳ）の分光感度のバラつき、赤外光成分を除
去するための赤外カットフィルタの分光感度バラつき、光源（ＬＥＤ）の分光特性のバラ
つき等を補正するため、無彩色の均一パターンを読み取り、ＲＧＢ各色が目標値になるよ
うに色毎にレベル補正を実施するものである。
【００２６】
　また、読取デバイス２０１は、印刷装置１００から送られた記録媒体の搬送位置および
当該記録媒体に対する処理位置（印刷位置）を読取対象とする。すなわち、印刷システム
１は、検査専用の読取デバイス２０１を有する検査装置２００を印刷装置１００の後段に
配置することで、印刷装置１００から出力された記録媒体に対する画像読み取りを実行し
、カラーキャリブレーション、位置検出等も実施可能である。
【００２７】
　検査装置２００は、記録媒体をスタッカ３００へ排紙する。
【００２８】
　スタッカ３００は、トレイ３０１を備える。スタッカ３００は、検査装置２００により
排紙された記録媒体をトレイ３０１にスタックする。
【００２９】
　次に、検査装置２００における読取デバイス２０１と基準部材２０２とについて説明す
る。
【００３０】
　図２は、読取デバイス２０１と基準部材２０２との設置態様を示す模式図である。図２
に示すように、基準部材２０２は、移動体である回転部材２０３を備えている。回転部材
２０３は、軸２０３ａを中心として回転可能な回転体であり、モータ２０４により回転駆
動される。回転部材２０３の表面には、無彩色基準部材である無彩色基準板２０５と、白
色基準部材である白色基準板２０６とが設置されている。
【００３１】
　ここで、図３は回転部材２０３に設けられた無彩色基準板２０５を示す斜視図である。
図３に示すように、無彩色基準板２０５は、平面を有する平板形状であって、主走査方向
に一定の濃度である無彩色パターンが印刷されている印刷シートを貼り付けたものである
。
【００３２】
　ここで、図４は無彩色基準板２０５の無彩色パターンを例示的に示す平面図である。図
４に示すように、無彩色基準板２０５の無彩色パターンは、主走査方向に一定の濃度であ
る均一なグレーパッチである。なお、図４に示すように、無彩色パターンの検出は、主走
査方向に分割した複数エリアで実施する。なお、図４では、無彩色パターンを１６エリア
に分割しているが、他の分割数でも問題は無い。
【００３３】
　なお、無彩色基準板２０５は、無彩色パターンが平面上に塗布されたものであってもよ
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い。なお、回転部材２０３の表面に対して印刷シートを接着剤や両面テープ等で直接貼り
付けないのは、経時的に端部から印刷シートの剥がれが懸念されるためである。
【００３４】
　無彩色基準板２０５は、グレーバランス調整に用いられる。白色基準板２０６は、光学
的な主走査ムラを補正するシェーディング補正と光量調整に用いられる。
【００３５】
　無彩色基準板２０５および白色基準板２０６は、回転部材２０３の回転に伴って所定の
タイミングで読取デバイス２０１の対向面に配置される。すなわち、回転部材２０３は、
無彩色基準板２０５および白色基準板２０６を読取デバイス２０１に対向する読取位置に
対して進退自在に保持する。
【００３６】
　このような検査装置２００によれば、検査装置２００の内部に無彩色基準板２０５を設
置することにより、グレーバランス調整にあたって基準原稿を搬送する必要はなく、グレ
ーバランス調整を精度良く実施することが可能となる。
【００３７】
　また、検査装置２００によれば、回転部材２０３に無彩色基準板２０５および白色基準
板２０６を設置することにより、省スペースで、精度良くシェーディング補正、グレーバ
ランス調整を実施することができる。
【００３８】
　図５は、印刷システム１のハードウェアの電気的接続の一例を示すブロック図である。
【００３９】
　図５に示すように、印刷システム１は、コントローラ１０とエンジン部（Engine）６０
とエンジン部（Engine）７０とモータ駆動部８０とをＰＣＩバスで接続した構成となる。
コントローラ１０は、印刷システム１の全体の制御、描画、通信、及び操作表示部である
オペレーションパネル１０１からの入力を制御するコントローラである。
【００４０】
　エンジン部６０は、ＰＣＩバスに接続可能なエンジンであり、例えば、読取デバイス２
０１等のスキャナエンジンなどである。エンジン部６０には、エンジン部分に加えて、誤
差拡散やガンマ変換などの画像処理部分も含まれる。
【００４１】
　エンジン部７０は、ＰＣＩバスに接続可能なエンジンであり、例えば、作像部１０３Ｙ
、１０３Ｍ、１０３Ｃ、１０３Ｋを含むプロッタ等のプリントエンジンなどである。
【００４２】
　モータ駆動部８０は、モータ２０４を接続する。
【００４３】
　コントローラ１０は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）１１と、ノースブリッジ
（ＮＢ）１３と、システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）１２と、サウスブリッジ（ＳＢ）１４と
、ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）１７と、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrate
d　Circuit）１６と、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１８とを有し、ノースブリッジ
（ＮＢ）１３とＡＳＩＣ１６との間をＡＧＰ（Accelerated　Graphics　Port）バス１５
で接続した構成となる。また、ＭＥＭ－Ｐ１２は、ＲＯＭ１２ａと、ＲＡＭ１２ｂとをさ
らに有する。
【００４４】
　ＣＰＵ１１は、印刷システム１の全体制御を行うものであり、ＮＢ１３、ＭＥＭ－Ｐ１
２およびＳＢ１４からなるチップセットを有し、このチップセットを介して他の機器と接
続される。
【００４５】
　ＮＢ１３は、ＣＰＵ１１とＭＥＭ－Ｐ１２、ＳＢ１４、ＡＧＰバス１５とを接続するた
めのブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に対する読み書きなどを制御するメモリコントロー
ラと、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
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【００４６】
　ＭＥＭ－Ｐ１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展開用
メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ１２ａ
とＲＡＭ１２ｂとからなる。ＲＯＭ１２ａは、プログラムやデータの格納用メモリとして
用いる読み出し専用のメモリであり、ＲＡＭ１２ｂは、プログラムやデータの展開用メモ
リ、プリンタの描画用メモリなどとして用いる書き込みおよび読み出し可能なメモリであ
る。
【００４７】
　ＳＢ１４は、ＮＢ１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッジで
ある。このＳＢ１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ１３と接続されており、このＰＣＩバス
には、ネットワークインタフェース（Ｉ／Ｆ）部なども接続される。
【００４８】
　ＡＳＩＣ１６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣ（In
tegrated　Circuit）であり、ＡＧＰバス１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ１８およびＭＥＭ－
Ｃ１７をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ１６は、ＰＣＩターゲ
ットおよびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ１６の中核をなすアービタ（ＡＲＢ）と、ＭＥＭ－
Ｃ１７を制御するメモリコントローラと、ハードウェアロジックなどにより画像データの
回転などをおこなう複数のＤＭＡＣ（Direct　Memory　Access　Controller）と、エンジ
ン部６０やエンジン部７０との間でＰＣＩバスを介したデータ転送をおこなうＰＣＩユニ
ットとからなる。このＡＳＩＣ１６には、ＰＣＩバスを介してＵＳＢ４０、ＩＥＥＥ１３
９４（the　Institute　of　Electrical　and　Electronics　Engineers　1394）インタ
フェース（Ｉ／Ｆ）５０が接続される。オペレーションパネル１０１はＡＳＩＣ１６に直
接接続されている。
【００４９】
　ＭＥＭ－Ｃ１７は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモリ
であり、ＨＤＤ１８は、画像データの蓄積、プログラムの蓄積、フォントデータの蓄積、
フォームの蓄積を行うためのストレージである。
【００５０】
　ＡＧＰバス１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスア
クセラレーターカード用のバスインターフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ１２に高スループッ
トで直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレーターカードを高速にする
ものである。
【００５１】
　本実施の形態の印刷システム１で実行されるプログラムは、インストール可能な形式又
は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ
、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記
録して提供するように構成してもよい。
【００５２】
　さらに、本実施の形態の印刷システム１で実行されるプログラムを、インターネット等
のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロード
させることにより提供するように構成しても良い。また、本実施の形態の印刷システム１
で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するよ
うに構成しても良い。
【００５３】
　図６は、検査装置２００に関わるハードウェアの電気的接続の一例を示すブロック図で
ある。図６に示すように、読取デバイス２０１は、基準部材２０２や処理対象（被搬送物
）に光を照射する光源２０１ａと、基準部材２０２や処理対象（被搬送物）からの反射光
を受光する画像読取手段である読取センサ（イメージセンサ）２０１ｂと、イメージセン
サ２０１ｂから出力される画像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）に対してＡ／Ｄ変換等を実施する信号
処理部２０１ｃと、光源２０１ａとイメージセンサ２０１ｂと信号処理部２０１ｃとを制
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御する制御部２０１ｄと、を備えている。
【００５４】
　また、信号処理部２０１ｃは、イメージセンサ２０１ｂから出力される画像信号（Ｒ、
Ｇ、Ｂ）に対してシェーディング補正などを行う。
【００５５】
　図６に示すように、ＣＰＵ１１は、ＰＣＩバスを介して読取デバイス２０１とモータ駆
動部８０とを制御する。より詳細には、読取デバイス２０１は、ＣＰＵ１１からの撮像命
令を受けて画像データの取得開始・停止を行う。また、モータ駆動部８０は、ＣＰＵ１１
からのモータ駆動命令を受けてモータパルスを出力する。モータ駆動部８０は、出力した
モータパルスをカウントする回路を内蔵しており、カウント値を任意のタイミングでＣＰ
Ｕ１１にフィードバック可能である。
【００５６】
　次に、印刷システム１のＣＰＵ１１がＨＤＤ１８やＲＯＭ１２ａに記憶されたプログラ
ムを実行することによって発揮する機能について説明する。なお、ここでは従来から知ら
れている機能については説明を省略し、本実施の形態の印刷システム１が発揮する特徴的
な機能について詳述する。
【００５７】
　図７は、印刷システム１の機能構成を示す機能ブロック図である。
【００５８】
　図７に示すように、印刷システム１のＣＰＵ１１は、読取制御手段である読取制御部１
１０、移動体制御手段であるモータ制御部１１１、算出手段である補正係数算出部１１２
として機能する。なお、ＣＰＵ１１は、読取制御部１１０、モータ制御部１１１、補正係
数算出部１１２の他に、読取デバイス２０１による読み取りの対象となる処理対象（被搬
送物）を副走査方向に相対的に移動させる移動部等の機能を実現してもよいことは、いう
までもない。
【００５９】
　なお、本実施の形態においては、印刷システム１が発揮する特徴的な機能をＣＰＵ１１
がプログラムを実行することにより実現するものとしたが、これに限るものではなく、例
えば、上述した各部の機能のうちの一部または全部が専用のハードウェア回路で実現され
てもよい。
【００６０】
　モータ制御部１１１は、モータ駆動部８０に対してモータ駆動命令を出力し、回転部材
２０３を回転駆動する。また、モータ制御部１１１は、モータ駆動部８０に対してモータ
駆動停止命令を出力し、回転部材２０３の回転を停止する。
【００６１】
　より詳細には、モータ制御部１１１は、グレーバランス調整時に、回転部材２０３の動
作を制御して、無彩色基準板２０５を読取デバイス２０１に対向する読取位置に回転移動
させた後、回転部材２０３を停止させる。これにより、無彩色パターンの読取時のバラつ
きを軽減し、精度よくグレーバランス調整を実施することができる。
【００６２】
　ここで、図８は読取デバイス２０１と無彩色基準板２０５および記録媒体２１１との関
係を示す図である。図８（ａ）に示すように、グレーバランス調整時に、無彩色基準板２
０５は、読取デバイス２０１に対向する読取位置に回転制御される。図８（ｂ）は読取モ
ード時の回転部材２０３の位置を示すものであり、無彩色基準板２０５および白色基準板
２０６が読取デバイス２０１に対向しない位置に回転制御される。グレーバランス調整時
における読取デバイス２０１と無彩色基準板２０５との距離Ｌは、図８（ｂ）に示す読取
モード時の読取デバイス２０１と搬送面２１０上の記録媒体２１１との距離Ｌと同じにな
る。これにより、記録媒体２１１の読取時と無彩色基準板２０５の読取時の読取条件が同
じため、光源の照明深度、焦点深度等の影響を最小限にして、読み取ることができる。そ
のため、グレーバランス調整を精度良く実施することが可能となる。
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【００６３】
　なお、図８（ｂ）に示すように読取モード時において、無彩色基準板２０５および白色
基準板２０６が読取デバイス２０１に対向しない位置に回転制御されるようにしたのは、
無彩色基準板２０５および白色基準板２０６の汚れを防止するためである。図８（ｂ）に
示すように読取モード時において、読取デバイス２０１は、記録媒体２１１の色情報、位
置情報を検出する。
【００６４】
　読取制御部１１０は、読取デバイス２０１の制御部２０１ｄに対して撮像命令を出力し
、読取デバイス２０１による読み取りを開始させる。また、読取制御部１１０は、読取デ
バイス２０１から読取信号を受け取ると、読取デバイス２０１の制御部２０１ｄに対して
撮像終了命令を出力し、読取デバイス２０１による読み取りを終了させる。
【００６５】
　より詳細には、読取制御部１１０は、モータ制御部１１１による回転部材２０３の停止
後、回転部材２０３の振動が安定するまでの時間を待って、読取デバイス２０１による無
彩色基準板２０５の読み取りを開始する。このように回転部材２０３の停止時の振動が収
まってから、無彩色基準板２０５を読み取ることから、精度よくグレーバランス調整を実
施することができる。
【００６６】
　補正係数算出部１１２は、無彩色基準板２０５の読み取り結果に応じて、ＲＧＢ各色毎
に目標値になるようにグレーバランス補正係数を算出する。
【００６７】
　ここで、図９はグレーバランス調整時における無彩色基準板２０５の読み取り動作のタ
イミングを示すタイミングチャートである。図９に示すように、まず、無彩色基準板２０
５が読取デバイス２０１に対向する読取位置へ回転部材２０３を移動させるモータ駆動命
令がモータ制御部１１１からモータ駆動部８０に対して発行され、これを受けたモータ駆
動部８０は、モータパルスの出力を開始する。
【００６８】
　このときモータ駆動部８０は、同時に出力パルスのカウントを開始し、無彩色基準板２
０５の初期位置から読取位置まで、すなわち白色基準板２０６の初期位置から読み取り開
始位置までの移動量に等価なパルスをカウント後、カウント完了通知を読取制御部１１０
にフィードバックする。
【００６９】
　カウント完了通知を受けた読取制御部１１０は、モータ振動期間（矢印Ａ）後に撮像命
令を発行し、これを受けた読取デバイス２０１の制御部２０１ｄは、画像の読み取りを開
始する。
【００７０】
　以上の動作により、無彩色基準板２０５を停止させた状態で、かつ振動が収まった後に
、無彩色基準データを取得することができる。
【００７１】
　次に、印刷システム１が実行するグレーバランス調整処理について説明する。印刷シス
テム１は、通常の原稿読取の為の読取モードの他に、グレーバランス調整を行う調整スキ
ャンモードを有している。
【００７２】
　概略的には、調整スキャンモードにおいて、検査装置２００は、無彩色基準板２０５を
読み取り、ＲＧＢ各色毎に目標値になるようにグレーバランス補正係数を算出し、レベル
調整（グレーバランス調整）を実施する。なお、無彩色基準板２０５は、あらかじめ測色
器で測定しておく。そして、その測定結果からＲＧＢの目標値を設定する。グレーバラン
ス調整時、検査装置２００は、設定された目標値になるようにグレーバランス補正係数を
ＲＧＢ毎に設定する。
【００７３】
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　下記式（１）は、グレーバランス補正係数の算出式である。下記式（１）に示すように
、補正係数算出部１１２は、グレーバランス補正係数（Ｘref）をＲＧＢ毎に求める。測
色器より求めた目標値は、ＲＧＢ毎に異なる。なお、通常、無彩色基準板２０５のグレー
パッチの反射率は、中間調付近の反射率４０％～６０％としている。
【００７４】
　Ｘref_x＝（２５５／gb_tgt_x）×（Ｄ－Ｂ）／（Ｗ－Ｂ）　　・・・（１）
　　　Ｘref_x　 ・・・　グレーバランス補正係数（x：ｒ／ｇ／ｂ）
　　　gb_tgt_x　・・・　測色器より求めた目標値（x：ｒ／ｇ／ｂ）
　　　Ｄ　　　　・・・　無彩色基準板２０５のグレーパッチ読み取り値
　　　Ｗ　　　　・・・　白色基準板２０６の読み取り値
　　　Ｂ　　　　・・・　黒減算値
【００７５】
　なお、補正係数算出部１１２は、図４に示すように無彩色基準板２０５を主走査方向に
分割したエリア毎の読み取り値の平均値を算出し、さらに対象となる無彩色基準板２０５
の全エリアの平均値を算出する。これにより、無彩色基準板２０５の無彩色パターン（グ
レーパッチ）にゴミが付着した場合であっても、読取精度の低下を最小限にすることがで
きる。
【００７６】
　グレーバランス補正係数の反映方法としては、下記式（２）に示すように、シェーディ
ング演算にグレーバランス補正係数を入れ込む方法がある。
　Ｄout（ｎ）＝（Ｄ－Ｂ）／（（Ｗ－Ｂ）×Ｘref_x）×２５５　　・・・（２）
【００７７】
　これにより、検査装置２００のイメージセンサ２０１ｂのグレーバランス調整を省スペ
ースで、精度良く実施する。
【００７８】
　次に、グレーバランス調整処理の流れについて説明する。
【００７９】
　図１０はグレーバランス調整処理の流れを概略的に示すフローチャート、図１１はグレ
ーバランス調整処理における回転部材２０３の回転動作を示す図である。
【００８０】
　図１０に示すように、グレーバランス調整の実行時において、読取制御部１１０は、ま
ず、読取デバイス２０１の光源２０１ａをＯＦＦした状態で、読取デバイス２０１のイメ
ージセンサ２０１ｂの黒減算値を取得する（ステップＳ１０１）。
【００８１】
　その後、読取制御部１１０は、読取デバイス２０１の光源２０１ａをＯＮする（ステッ
プＳ１０２）。
【００８２】
　その後、読取制御部１１０は、読取デバイス２０１の光源２０１ａの光量安定時間だけ
待機する（ステップＳ１０３）。
【００８３】
　一方、モータ制御部１１１は、モータ駆動部８０を制御して回転部材２０３をホームポ
ジションに移動するホーミングを実行する（ステップＳ２０１）。
【００８４】
　ホーミングの実行後、モータ制御部１１１は、シェーディング動作のために白色基準板
２０６が読取デバイス２０１に対向する読取位置に位置付けられるように回転部材２０３
の回転を開始する（ステップＳ２０２）。
【００８５】
　その後、モータ制御部１１１は、白色基準板２０６が読取デバイス２０１に対向する読
取位置に位置付けられたところで回転部材２０３の回転を停止する（ステップＳ２０３）
。モータ制御部１１１は、回転部材２０３の停止後、回転部材２０３の振動が安定するま
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で待機する（ステップＳ２０４）。
【００８６】
　図１１（ａ）に示すように、シェーディング補正時、光量調整時に、白色基準板２０６
は、読取デバイス２０１に対向する読取位置に位置付けられる。
【００８７】
　読取デバイス２０１の光源２０１ａの光量安定時間の待機（ステップＳ１０３）、また
は回転部材２０３の振動安定時間の待機（ステップＳ２０４）のどちらか長い方のウェイ
ト完了後（本実施の形態では、回転部材２０３の振動安定時間の方が長い）に、読取制御
部１１０は、読取デバイス２０１を制御して白色基準板２０６の画像読取を実行する（ス
テップＳ１０４）。また、ウェイト完了後であって、白色基準板２０６の画像読取後、モ
ータ制御部１１１は、グレーバランス調整動作のために無彩色基準板２０５が読取デバイ
ス２０１に対向する読取位置に位置付けられるように回転部材２０３の逆回転を開始する
（ステップＳ２０５）。
【００８８】
　なお、本実施の形態においては、回転部材２０３を停止した状態で、白色基準板２０６
の画像読取を実施するようにしたが、回転部材２０３を逆回転しながら白色基準板２０６
の画像読取を実施するようにしても良い。
【００８９】
　その後、モータ制御部１１１は、無彩色基準板２０５が読取デバイス２０１に対向する
読取位置に位置付けられたところで回転部材２０３の回転を停止する（ステップＳ２０６
）。モータ制御部１１１は、回転部材２０３の停止後、回転部材２０３の振動が安定する
まで待機する（ステップＳ２０７）。
【００９０】
　図１１（ｂ）に示すように、グレーバランス調整時に、無彩色基準板２０５は、読取デ
バイス２０１に対向する読取位置に位置付けられる。
【００９１】
　回転部材２０３の振動安定時間の待機後（ステップＳ２０７）に、読取制御部１１０は
、読取デバイス２０１を制御して無彩色基準板２０５の画像読取を実行する（ステップＳ
１０５）。
【００９２】
　その後、モータ制御部１１１は、モータ駆動部８０を制御して回転部材２０３をホーム
ポジションに移動するホーミングを実行した後（ステップＳ２０８）、回転部材２０３の
回転を停止する（ステップＳ２０９）。
【００９３】
　一方、補正係数算出部１１２は、無彩色基準板２０５を主走査方向に分割したエリア毎
の読み取り値の平均値を算出し、さらに無彩色基準板２０５の全エリアの平均値を算出し
た後（ステップＳ１０６）、グレーバランス補正係数を算出する（ステップＳ１０７）。
【００９４】
　算出されたグレーバランス補正係数は、実際の画像読取時のシェーディング補正時にシ
ェーディング演算に入れ込まれる。このようにしてグレーバランス補正係数を用いたシェ
ーディング補正を実施することにより、グレーバランスされた読取値となる。
【００９５】
　このように本実施の形態によれば、検査装置２００のグレーバランス調整を回転部材２
０３に設置されたグレーパッチを有するが無彩色基準板２０５を読み取って実施するので
、検査装置２００のイメージセンサ２０１ｂのグレーバランス調整を省スペースで、精度
良く実施することができる。
【００９６】
　なお、本実施の形態においては、回転部材２０３の表面に、無彩色基準板２０５と白色
基準板２０６とを設置するようにしたが、これに限るものではない。ここで、図１２は基
準部材２０２の変形例を示す図である。図１２に示すように、例えば、無彩色基準板２０
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対向する読取位置に対して無彩色基準板２０５と白色基準板２０６とを矢印Ｂの方向にそ
れぞれ進退自在に移動するようにしてもよい。
【００９７】
　なお、本実施の形態においては、読取デバイス２０１として、所謂、等倍光学系である
ＣＩＳを適用したが、これに限るものではない。例えば、読取デバイス２０１は、光源と
、複数の反射部材（ミラー）と、結像レンズ、リニアイメージセンサ（読取センサ）など
で構成される、所謂、縮小光学系の読み取りデバイスであっても構わない。
【００９８】
　なお、本実施の形態では、本発明の検査装置、画像読取装置、画像形成装置を、電子写
真方式の印刷装置を含む印刷システムに適用した例を挙げて説明したが、これに限るもの
ではなく、インクジェット方式の印刷装置を含む印刷システムにも適用することができる
。
【００９９】
　また、本実施の形態では、本発明の検査装置、画像読取装置、画像形成装置を、商業印
刷機（プロダクションプリンティング機）などの印刷装置を含む印刷システムに適用した
例を挙げて説明したが、これに限るものではなく、コピー機能、プリンタ機能、スキャナ
機能およびファクシミリ機能のうち少なくとも２つの機能を有する複合機、複写機、プリ
ンタ、スキャナ装置、ファクシミリ装置等の画像形成装置であればいずれにも適用するこ
とができる。
【０１００】
　さらに、本実施の形態では、本発明の検査装置、画像読取装置を、画像形成分野に適用
した例を挙げて説明したが、これに限るものではなく、例えばＦＡ分野における検品など
の様々な分野に応用が可能である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１　　　　　読取装置、画像形成装置
　７０　　　　プリントエンジン
　１１０　　　読取制御手段
　１１１　　　移動体制御手段
　１１２　　　算出手段
　２００　　　検査装置
　２０１　　　読取デバイス
　２０１ｂ　　画像読取手段
　２０３、２０７　　移動体
　２０５　　　無彩色基準部材
　２０６　　　白色基準部材
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０２】
【特許文献１】特開２００５－２９５１５８号公報
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