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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷物の所定部分の画像が電子平面画像センサを有するカメラによって撮影され、画像
センサによって把握された画像が電子評価ユニットによって選別され、処理され、前記部
分内の第１所定区画から取得された強度信号が、印刷物の印刷されていない領域による光
の拡散反射強度の量を示す基準データ値と計算によって関連付けられる、印刷物の所定部
分の画像を評価するための方法であって、
　初めに白色基準の画像が撮影され、この画像の強度信号から部分（３）全体の基本基準
データ（１６）が導出され、
　所定部分（３）の画像を評価するたびに、部分（３）内部の第２所定区画（１５）から
取得された強度信号から、修正データ（１７Ａ～１７Ｄ）が導出され、
　所定部分（３）内部の第１所定区画（１４）から取得された強度信号を基準データ（１
７）と計算によって関連付ける前に、基準データ（１７）が、基本基準データ（１６）を
修正データ（１７Ａ～１７Ｄ）と計算によって関連付けることによって算出され、
　前記基本基準データ（１６）を前記修正データ（１７Ａ～１７Ｄ）と計算によって関連
付けて基本基準データ（１６）を修正し、かつ新たな基準データ（１７）を得るために、
　前記第２区画（１５Ａ～１５Ｄ）のうち隣接する２点（１５Ａ～１５Ｄ）ごとに、前記
２点（１５Ａ～１５Ｄ）における基本基準データ（１６Ａ～１６Ｄ）間の第１補間関数（
１８）と、前記２点（１５Ａ～１５Ｄ）における修正データ（１７Ａ～１７Ｄ）間の第２
補間関数（１９）と、を計算すること、および
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　前記第２区画（１５Ａ～１５Ｄ）のうち隣接する２点（１５Ａ～１５Ｄ）間にある画像
領域について、前記基本基準データ値（１６Ｘ）に対して、基本基準値（１６Ｘ）が帰属
する各箇所（Ｘ）における前記第１補間関数（１８）と前記第２補間関数（１９）との比
を乗じることによって、その箇所（Ｘ）に帰属する基準データ値（１７Ｘ）が計算され、
　前記第１補間関数（１８）と前記第２補間関数（１９）との比は、基準データ値（１７
）が第２区画（１５Ｃ；１５Ｄ）においてそれぞれ修正データ値（１７Ｃ；１７Ｄ）と一
致するように形成されること、
を特徴とする方法。
【請求項２】
　白色基準として、印刷物の印刷されていない領域が使用される、または白色表面を有す
る対象物が一時的にカメラ（１）の観察領域（５）の中に導入されることを特徴とする、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　基本基準データ（１６）が強度平均値であり、第１および第２所定区画（１４；１５）
の各々について、それぞれこのような強度平均値が計算され、これに基本基準データ値（
１６）として割り当てられることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　修正データ（１７Ａ～１７Ｄ）が強度平均値であり、第２所定区画（１５Ａ～１５Ｄ）
の各々について、それぞれこのような強度平均値が計算され、これに修正データ値（１７
Ａ～１７Ｄ）として割り当てられることを特徴とする、請求項１から請求項３までのいず
れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　第１および第２区画（１４；１５）が互いに連続して１本の条片（３）の形で配置され
、その結果、基本基準データ（１６）と基準データ（１７）はそれぞれ位置変数の１次元
関数の値を示すことを特徴とする、請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６】
　所定部分（３）内部の第２区画（１５）が１つの規則的なパターンに従って配置されて
いることを特徴とする、請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１補間関数（１８）と前記第２補間関数（１９）として線形関数または最高３次
までの多項式が使用されることを特徴とする、請求項１から請求項６までのいずれか１項
に記載の方法。
【請求項８】
　基本基準データ（１６）と基準データ（１７）との間の所定の偏差を超過した場合に障
害報告が出されることを特徴とする、請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の
方法。
【請求項９】
　評価の際に第１区画（１４）について色濃度値が計算され、そのために、部分（３）内
部の第１所定区画（１４）から取得された強度信号の基準データ値（１７）との計算によ
る関連付けは、比の形成であることを特徴とする、請求項１から請求項８までのいずれか
１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文に記載の、印刷物の所定部分の画像を評価するための方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷において工程を監視するために、印刷しようとする枚葉紙もしくは巻取紙の上に、
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印刷内容の外側にテストパターンが印刷された調整用条片を設けることは通例である。調
整用条片の長手方向が印刷対象物の移送方向を横切っており、調整用条片は一組の測定区
画を含み、これらの測定区画についてそれぞれ印刷品質を特徴付けるある一定の特性値が
測定可能であり、これらの測定区画は条片の長手方向に周期的に繰り返されることが可能
であるが、必ずというものではない。
【０００３】
　１つの代表的な構成は、例えば４色刷りの場合には、そのつどの色濃度の測定を可能に
するために、全色すなわち黒、シアン、マゼンタ、およびイエローで印刷された一連の測
定区画である。このような色濃度測定をもとにして、印刷機におけるインク装置へのイン
ク供給に関する情報を得ることができ、その調整を印刷機の特にならし動作の際に、また
通常動作の際にも最適化することができる。
【０００４】
　印刷機におけるこの種の測定のために、主要構成部分として印刷物を照明するための照
明装置、印刷物のある部分の画像を撮影するために画像に向けられたカメラ、ならびに電
子式評価ユニットを包含する、測定装置を追加配置することは周知である。この場合、印
刷物の上述の部分は先に言及した種類の調整用条片を含む。カメラは電子平面画像センサ
を利用することができ、このセンサから評価ユニットは把握された画像を選別し、これか
ら印刷物の特性値、例えば印刷された色の濃度値を算出する。この形式の装置とその操作
方法は２つの従来技術文献に記載されている（例えば、特許文献１及び２参照）。
【特許文献１】欧州特許第０７４１０３２号明細書
【特許文献２】独国特許第１９５３８８１１号明細書
【０００５】
　このような測定の場合、印刷物によって拡散反射される光の強度は、基本的に常に照明
装置を通じて放射される光の強度に依存するが、この理由で、測定装置の相応の調整が常
に必要となり、この調整のために基準値として特に印刷されていない印刷対象物の拡散反
射の強度が提供され、この強度を以下白色基準と呼ぶ。いずれにせよ、色濃度測定では、
印刷された平面の拡散反射強度を、印刷されていない印刷対象物の拡散反射強度と関連付
け、それにより印刷されていない印刷対象物の拡散反射強度を基準値として把握しなけれ
ばならない。
【０００６】
　印刷対象物のほとんど全幅にわたって延びている長い調整用条片に関する測定では、照
明の不均質性と把握しようとする画像の長さにわたるカメラの感度を度外視することはで
きない。この不均質性による測定誤差を回避するために、場所に依存する白色基準が必要
である。このようなことを特許文献１は、調整用条片の寸法を覆う大きさを有する印刷さ
れていない平面を画像撮影する形で教示している。しかしこの白色基準が測定動作の最初
に１回だけ把握される場合には、照明強度の時間的変動によって誤差が発生する。
【０００７】
　これについて、上述の文書は対策として、調整用条片内の印刷されない区域を白色基準
として使用することに言及しているが、そのような使用の意味するところについては何ら
述べていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現況技術に鑑みて、本発明の課題は、照明強度及び／又は画像撮影のために使用される
カメラの感度の場所的ならびに時間的変動による誤差を高い精度で相殺することができる
、印刷物の所定部分の画像を評価するための方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この課題は、本発明によれば請求項１の特徴を有する方法によって解決される。有利な
実施形態は従属請求項２から１０に記載されている。
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【００１０】
　本発明による方法は、印刷物の当該部分全体に対する動作開始時に撮影すべき場所依存
性の白色基準（以後基本基準と呼ぶ）と、この部分の内部の個別白色基準区域との効率的
な組合せにおいて際立っている。通常の動作では、当該部分の画像を評価するたびに、白
色基準区画の強度信号から修正データが導き出される。次いで、この修正データの助けに
よって、本来の測定区画に割り当てられた動作開始時に算出した基本基準データは、両デ
ータセットを計算により関連付けることにより修正される。最初に修正されたこの基準デ
ータは、次いで、本来の測定区画の強度信号を評価する際に、再びこれらの強度信号と計
算により関連付けられる。
【００１１】
　これによって基本基準を撮影することができ、この場合、印刷されていない印刷対象物
は、例えば、印刷作業の初めに、印刷対象物の上、または、例えば、検定タイルなどのカ
メラの観察範囲内に一時的に導入される対象物上の均等に明るい平面上で、インクが塗布
される前に測定される。
【００１２】
　この場合、所定の大きさを有する区画に亘る取得された光の強度の平均値形成が、基本
基準データの算出の場合にも修正データの算出の場合にも行われることが有利であり、そ
の際、本来の測定区画の測定もしくは白色基準区画の測定から、平均値形成のための区画
寸法が得られる。区画にわたる平均値形成を通じて、信号騒音比の改善の他に処理すべき
データ量の減少も達成される。各測定区画および各白色基準区画に、平均値形成に従って
１つの基本基準データ値だけが割り当てられる。さらに通常動作では、平均値形成に従っ
て各白色基準区画に１つの修正データ値だけが割り当てられる。
【００１３】
　修正基準データを算出するために、基本基準データの経過のみならず白色基準区画の間
にある画像領域における修正データの経過も、そのつど補間関数によって近似させること
が特に目的に適っている。次にこの領域について、各基本基準データ値に、基本基準デー
タ値が割り当てられるそれぞれの場所における両補間関数の比を乗算することによって、
その場所に割り当てられる修正基準データ値を計算することができる。この場合、両補間
関数の比は、修正基準データが値白色基準区画においてそれぞれ修正データ値と一致する
ように形成されなければならない。この方法によって、基本基準データの修正は、白色基
準区画の間にある画像領域において、その場所における基本的な空間的経過形状を維持し
ながら行われる。これは特に有利である。そのわけは、基本的な空間的経過形状の維持が
、照明及び／又はセンサ感度の時間的及び／又は場所的変化の場合にも予期されることに
なるからである。
【００１４】
　本発明による方法は、原則として測定区画の２次元配置にも適用されるが、基本基準デ
ータ値および基準データ値がそのつど一位置変数の一次元関数の値を示すように区画全部
が連続し互いに隣接して条片状に配置される場合、印刷物上の平面所要量が少ないという
意味で有利である。
【００１５】
　これはさらに、白色基準区画が当該の所定部分の内部に周期的なパターンに従って例え
ば線形配置で等間隔に配置している場合には、目的に適っている。そのわけは、修正の精
度が部分全体を通じて同一であり、補間の際に処理すべきデータセット全部が同じ範囲を
有するからである。補間関数として、数値解析においてこの目的のために知られたすべて
の関数が、しかし第一には、３次までの多項式が考慮される。
【００１６】
　基本基準データと基準データとの間の所定の偏差が超過することは、例えば構成要素の
全損の形で機能障害が生じ、修理が必要であることに関連する徴候である。この場合、操
作員をこの問題に注意させるために障害報告を出すことは有用である。
【００１７】
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　特に重要な種類の評価は、使用される印刷インクの濃度値の算出であり、このために、
本来の測定区画の当該部分の内部で取得された強度信号を、白色基準データに関連付ける
。
【００１８】
　次に、本発明の一実施形態を添付の図面を用いて説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、本発明の方法がその動作に適用可能である測定装置の主要な光学的構成要素、
すなわち電子カメラ１および付属する照明装置２を簡単な形で図示する。この場合、複数
の同種類のカメラ１、１０１および２０１、ならびにこれらのそれぞれに取り付けられた
複数の照明装置２、１０２および２０２がモジュール式に相接して並んでいる。測定装置
全体は印刷機に組み込まれており、印刷工程を監視する働きをする。
【００２０】
　カメラ１は、印刷物の所定部分、例えば周期的に繰り返される複数の測定区画４を有す
る調整用条片３の画像を撮影するように定められており、撮影中この条片は、この場合、
同様に帯状の、図１において斜線で示した、カメラ１の観察領域５を通して移動する。調
整用条片３の移動する方向は、図１において矢印６で明示されている。
【００２１】
　カメラ１は平面画像センサ７を備えたモノクロカメラである。これによって把握された
画像は、画素の矩形マトリックスから構成され、各画素に１つの電子信号が与えられ、こ
の信号は入射光の強度の尺度である。画像センサ７の上に観察領域５を縮小して写像する
ために、対物レンズ８が計画されている。対物レンズ８の前に、さらに１つの偏光フィル
タ９を配置することができる。観察領域５が細長い条片である場合には、通例ではあまり
大きくはない長さ／幅比を有する矩形画像センサの全活動表面は、観察領域５を撮影する
ためには必要とされず、同様に比較的狭い条片のみが必要である。この場合、画像の撮影
の後にただ１つのこのような条片も画像センサ７から選別される。さらに、意図される観
察領域５からのみ光が画像センサ７に到達できるように、カメラ１の図１には図示されて
いないハウジング部分を通じて、光線経路を狭くすることができる。
【００２２】
　調整用条片３の１区間がそこに存在する間にカメラ１の観察領域５を照明するために、
照明装置２が設けられる。これは、カメラ１による調整用条片３の瞬間撮影を可能にする
ために、適切な瞬間に短い光パルスを放射しなければならない。照明装置２は、発光ダイ
オード（ＬEＤ）Ｌ１～Ｌ９の形をなす複数の個別光源１０を持ち、これらは等間隔に直
線状に互いに隣接して配置され、観察領域５の上に配設されている。この場合、発光ダイ
オードＬ１～Ｌ９によって形成された行の長手方向は、観察領域５の長手方向に対して平
行に延びている。
【００２３】
　発光ダイオードＬ１～Ｌ９によって放射される光の焦点をカメラ１の観察領域５の上に
合わせるために、２つの円柱レンズ１１Ａおよび１１Ｂから成る結像レンズが設けられ、
この場合、光線経路の中に互いに重なる円柱レンズの数は必要に応じて変えることができ
る。
【００２４】
　発光ダイオードＬ１～Ｌ９と結像レンズ１１Ａ、１１Ｂとの間には、調整用条片３の上
に入射される光のスペクトル構成を意図された測定のために有効な規格に合わせるために
、フィルタ構成１２がある。発光ダイオードＬ１～Ｌ９は導体板１３によって支えられ、
導体板１３には帰属の制御用電子装置も格納されている。
【００２５】
　図１に示すように、各照明装置２、１０２および２０２がそれぞれのカメラ１、１０１
もしくは２０１に組み込まれており、その結果、各カメラ１、１０１および２０１はその
帰属する照明装置２、１０２もしくは２０２によってそのつど画像撮影モジュール０、１
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００もしくは２００を形成する。これによって、カメラ１、１０１もしくは２０１の観察
領域５、１０５および２０５は隙間なく相接して、または僅かに重なり合ってつながり、
この結果、連なる観察領域５、１０５、２０５全体の長さは個々の観察領域５、１０５お
よび２０５の各々の約３倍になる。
【００２６】
　複数の個別光源１０を含む図１に示す種類の照明装置２では、照射光の強度は調整用条
片３に沿って完全に均一にはなり得ない。例えば、光源１０の光効率は上下に変動する可
能性があり、その結果、光の強度の局部的増減を有する。これは主として、光源１０がす
べて広帯域の白色光を放射する場合に当てはまるが、調整用条片３に対する色彩測定のた
めには色彩画像センサ７または別に構成された複数の画像センサ付きのカラーカメラが前
提条件となる。
【００２７】
　しかし、これは、強化された測定では、光源１０としてさまざまな色彩の発光ダイオー
ドＬ１～Ｌ９を嵌め込み、さまざまな色彩光による時間周期的に交代する照明を通じてモ
ノクロ画像センサ７によって色彩情報を得る場合には当てはまる。この場合には、発光ダ
イオードＬ１～Ｌ９は、放射色彩の規則的なパターン、例えば赤－緑－青－赤－緑－・・
・という周期的な順序を形成しなければならず、この結果、同色の２つの発光ダイオード
間に常に複数の別の色彩がある。常に同じ色彩の発光ダイオードだけが同時にスイッチオ
ンされる場合には、くまなく照らすために有効な２つの発光ダイオードの間隔は、発光ダ
イオードＬ１～Ｌ９の格子間隔の何倍もの距離であり、この結果、同色発光ダイオードの
間の放射された光の強度の局部的偏差は、円錐形照射の必然的に小さくなる重なり合いの
ために、さらに強く作用する。
【００２８】
　測定条片３に沿った光強度の一定の不均質性は、他の種類の光源を使用する場合でも不
可避である。したがって例えば、蛍光灯による光放射の強度は放電管の長さに沿って完全
に均一ではない。どのような種類の光源配置の場合でも、照明領域の縁部におけるある程
度の強度の減衰を予期すべきである。本発明による方法の有用性は、この点では決して直
線配列の発光ダイオードに限られるものではない。その他の点では、カメラ１の感度の不
均一性も、その観察領域５の長さにわたって存在する可能性があるか、または図１に示す
種類の複数カメラ構成における個別カメラ１、１０１および２０１の感度は互いの間で変
化する可能性がある。さらに、このような複数カメラ構成の場合、光強度の一定の不規則
性を２つの互いにつながった観察領域５と１０５もしくは１０５と２０５の境界領域にお
いて考慮すべきである。それは、２つの隣接する照明装置２と１０２もしくは１０２と２
０２の移行部を完全に継ぎ目なく形成することはできないからである。
【００２９】
　それでもなお一定のシステム感度を全観察領域５、１０５、２０５の長さにわたって達
成するために、本発明によれば測定装置の動作開始時に、まず印刷対象物の印刷されてい
ない領域の画像を観察領域５、１０５、２０５の大きさで撮影し、記憶装置中に格納する
。この画像もやはり、観察領域５、１０５、２０５の大きさの領域に、ピクセル形式で、
印刷されていない印刷対象物の光放射を再現し、この場合、放射された光の強度変化およ
びカメラ１、１０１および２０１の感度変動といったシステム上の障害が明らかになる。
印刷対象物の印刷されていない領域を撮影する代わりに、他の同様に明るい平面、例えば
印刷対象物の場所に一時的に導入される白色タイルを使用することもできる。
【００３０】
　次に測定装置の操作中に、カメラ構成１、１０１、２０１の観察領域５、１０５、２０
５における調整用条片３の１区間が現れるたびに、調整用条片３の画像が撮影されて評価
される。図２は、このような調整用条片３の例示的な概略図である。この調整用条片３は
、印刷機における印刷物の搬送方向６を横切っており、その長手方向に周期的に連続する
個々の矩形測定区画１４を含む。測定区画１４には、そのつど一定の特性値を測定技術的
に算出するために選出されるさまざまなテストパターンが印刷されている。このようなテ
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ストパターンのための代表的な例は、そのつどの色濃度を決定するための原色シアン、マ
ゼンタ、イエロー、および黒の全色印刷である。さらに例えば原色の網目印刷も、網目色
調値ならびに色整合マークの算出のためにテストパターンとして考えることができる。詳
細には、測定区画の形状は、その印刷品質を調整用条片３の助けによって最適化し監視す
べき印刷機によって異なる。
【００３１】
　パターンの順序は、図示の例では、印刷対象物の全幅にわたる位置分散的測定を可能に
するために、調整用条片３に沿って周期的に繰り返されており、これは、印刷機のインク
装置における印刷対象物の幅にわたるインク供給の場所的分配の観点から、特に目的に適
っている。したがって、図２に示す例では、規則的な間隔で繰り返される７つの異なる印
刷された区画が隣接して配置されている。これら７つの区画１４から成る個別群はそのつ
ど、印刷されていない、すなわち白色区画１５によって分けられている。この白色区画１
５は、後でさらに述べるように、それ以外の７つの区画１４について測定された拡散反射
光の強度値を評価するために、白色基準を修正するための働きをする。
【００３２】
　図２に関してはさらに、ここで測定区画１４の中に示された細縞のパターンは実際に印
刷されたテストパターンを示すものではなく、単に個々のパターンの相違性を明確化すべ
きものであることを理解されたい。調整用条片３の図示された部分を直線状に並べたカメ
ラ１の観察領域５の縦縁部は点線で示されている。個々の測定区画１４は、それが好まし
い場合には、測定条片３の長手方向に必ずしも同じ幅を持つ必要はない。原則的には、特
別な印刷調整用条片を使用する必要はなく、そのつど印刷対象物の印刷内容すなわち実際
の使用領域の帯形領域自体を測定することができ、それに関して先に画定された適当な測
定区画を評価することができよう。
【００３３】
　通常、測定条片３の個々の測定区画１４の内部には位置的分散は必要なく、個々の測定
区画１４はそれぞれ１つまたは複数の特性値を算出するためだけに使用され、これらの特
性値はそのつど対応する測定区画１４に全般的に割り当てられるので、進行する測定動作
において撮影された画像の評価の際には、撮影された画像内の個々の測定区画１４の確認
によって、まず各測定区画１４の画像の全ピクセル強度値についての平均値形成が行われ
る。この平均値形成を通じて、測定の信号／騒音比を効果的に改善することができる。
【００３４】
　それに応じて、測定区画１４の位置の確認の後、印刷対象物の印刷されていない領域か
ら測定動作の初めに撮影された画像についても、測定区画１４の１つに場所的に対応する
各ピクセル領域について強度平均値が計算され、そのつどの測定区画１４に基本基準デー
タ値として割り当てられ、記憶される。この基本基準データ値は、そのつどの測定区画の
個所について印刷インクがない場合に、測定動作の初めに撮影された印刷されていない領
域の画像に基づいて期待すべき、光拡散反射の強度である。
【００３５】
　照明とカメラ感度の不均質性が時間的に一定であると想定できる場合には、説明したよ
うな算出された基本基準データ値を変えることなく個別測定区画１４のための白色基準と
して使用することができ、この基本基準データ値を例えば色濃度の計算のために、色彩測
定区画１４について撮影され平均された強度に関係付けることができよう。
【００３６】
　しかし上述の不均質性の時間的な変化がある場合には、これはかなりの測定誤差を引き
起こすことになる。このような時間的な変化は実際には常に出現し、この場合、原因とし
て、光源のパルス動作の場合における光発生量の不可避の偶発的変動と並んで、測定装置
全体がさらされる可能性のある例えば温度変動および温度勾配、ならびに個別構成要素の
過度のドリフト現象または全損、および光学系構成要素の個々の汚染などの偶発的障害が
問題となる。
【００３７】
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　上述の原因に基づいて、上記の時間的変化を全測定区画１４が均等に受けるのではなく
、不均質性が場所によりさまざまに変化し、この結果、印刷されていない印刷対象物の拡
散反射強度が予測できない様式で幾つかの測定区画１４の領域において調整用条片３に沿
って増加し、また別の領域では減少する可能性もあることを考慮すべきである。本発明が
どのように、白色基準のこのような場所により異なる時間的変化を考慮し、高い精度で修
正するかを、図３によって以下に説明する。
【００３８】
　図３において、上の曲線１６は個所に亘る、すなわちカメラ１の観察領域５に沿った白
色基本基準データのプロファイルの一例であり、これは測定動作の初めに印刷対象物の印
刷されていない領域について算出されたものである。丸で示す点１６Ａ～１６Ｄは、後の
画像撮影の際に白色測定区画１５が確認される個所にある。これらの個所は横座標では１
５Ａ～１５Ｄによって示されている。曲線１６では、個々のピクセルに属する強度値に関
心はなく、前述のように、白色測定区画１５の間にある部分においても、平均値の形成が
、そのつどの測定区画１４に対応する領域にわたって行われる。したがって曲線１６では
、それぞれ測定区画１４の１個所に割り当てられている一連の個別点が問題となり、すな
わち曲線１６は本来の場所的離散関数の簡略化された図である。しかしながら、本発明に
よる方法は原則的にピクセルに精確な強度プロファイルにも適用可能であることを強調す
べきである。
【００３９】
　下の曲線１７に四角で示す点１７Ａ～１７Ｃは、実施中の測定動作において画像把握の
際に白色測定区画１５を用いて算出された強度平均値である。図３からわかるように、点
１６Ａと１７Ａはまだ一致しているが、点１６Ｂ～１６Ｄと、それぞれ帰属する点１７Ｂ
～１７Ｄとは異なり、互いに離れている。これは、照明及び／又はカメラ感度の不均質性
が測定動作の開始以降変化しており、しかも観察領域５に沿って一様ではなく場所により
異なっていることを意味する。これらの変化は、白色測定区画１５の個所については正確
に知られているが、その間にある色彩印刷された測定区画１４の個所については評価のた
めに必要であり、すなわち、基準データすなわち白色拡散反射の新たな経過を測定区画１
４の領域においてできるだけ精確に描写する曲線１７が探索される。
【００４０】
　白色測定区画１５の個所と個所の間における基本基準データ１６を修正するため、およ
び新たな基準データ１７を得るために、両曲線すなわちデータセット１６および１７の経
過を、知られている点１６Ａ～１６Ｄもしくは１７Ａ～１７Ｄを使用して、適切な補間関
数によって近似させる。このために、これに関する数値数学的手段を利用することができ
、この場合、特に低次の多項式が補間関数として考えられる。直線部分を引くことによっ
て両曲線１６および１７をそれぞれ近似する最も簡単な可能性を以下に説明する。
【００４１】
　図３には、点１６Ｃおよび１６Ｄを通過する第１直線１８の部分が描き込まれている。
同様に点１７Ｃおよび１７Ｄを通過する第２直線１９の部分も描き込まれている。点１６
Ｃおよび１６Ｄもしくは点１７Ｃおよび１７Ｄを用いて、まずこれら両直線１８および１
９の記述方程式を算定する。ここで個所１５Ｃおよび１５Ｄ間の任意の個所Ｘにおいて、
実際に有効な基準データ１７における初めに算出された基本基準データ１６を修正するた
めに、それぞれの当該個所Ｘについて、両直線１９および１８の関数値のその位置におけ
る比、すなわち点１９Ｘおよび１８Ｘに帰属する強度値の比が計算され、すなわち点１９
Ｘにおける強度を点１８Ｘにおける強度によって除す。次に点１７Ｘにおける基準データ
値が、点１６Ｘにおける基本基準データ値にこの比を乗じて計算される。
【００４２】
　補間関数１８および１９の比の計算、ならびにこの比の値による基本基準データ値１６
の乗算は、個所１５Ｃと１５Ｄの間にあるそれぞれ１つの測定区画１４が帰属しているす
べての個所Ｘについて、これらの個所すべてについて基準データ値１７を得るために実施
され、これに続いてこれらのデータ値は、測定区画１４において把握した強度値の評価の
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ために必要になる。
【００４３】
　この方法は、測定装置の不均質性の局部的なさまざまな変化にもかかわらず、その個所
間経過の基本的な形は基点１５Ｃと１５Ｄとの間で少なくとも近似して維持される、とい
う想定に基づく。このことから、図３に明らかなように、曲線１７について、この方法を
適用することによって点１５Ｃと１５Ｄとの間で曲線１６と比較して、非常に近似した形
が結果として生じる。隣接する基点対の間にある画像部分すべて、すなわち図３の例では
個所１５Ａと１５Ｂとの間、ならびに個所１５Ｂと１５Ｃとの間の各部分に対して、この
方法をさらに適用することが本発明により企図され、必然的に全体として、基本基準デー
タ１６の曲線形状に似た計算された基準データ１７の曲線形状が得られる。したがって、
例えば、基本基準データ１６の強度減少は、先に図１を用いて説明した種類の照明装置２
の場合にその両端において予期されるように、実際の基準データ１７においても常に表れ
る。
【００４４】
　近似関数としてより高い次数の多項式、例えば３次スプライン関数を選択することによ
って、前述の線形近似に対する精度はさらに上昇する。これによって、精度に関する特筆
すべき利益が、線形近似の場合に隣接する補間部分間の直線の勾配において大きな差につ
ながる大きな局部的変化が生じる場合には、より高い次数の近似式によって期待される。
しかし大抵の場合、線形近似はすでに満足すべき結果を提供している。
【００４５】
　大きな局部的変化は特に、１つの光源１０が完全に消失した場合に結果として生じる。
本発明による方法の適用によって、このような完全消失でも、そのような場合においても
個々の光源１０の円錐状の光が、観察領域５、１０５、２０５全体の各点の画像撮影時に
光源１０の少なくとも１つから直接照明される程度に重なり合うことが保証されている限
り、処理可能である。しかし、この場合、すなわち所定の大きさを超える局部的変化の確
認された場合、印刷機の操作者に対して、できるだけ早く取り除くべきより大きな機能障
害が生じたことを信号で知らせるはずである。次いですなわち、基準データ１７、ならび
に色彩測定区域１４において取得された強度、およびしたがって２つの関連付けによって
求められた使用データ、たとえば印刷インクの色濃度のより低い精度も考慮すべきである
。
【００４６】
　本明細書の基礎をなす種類の測定装置を、印刷機のインク装置におけるインク供給調節
の範囲内でインライン色濃度測定に使用しなければならない場合には、機能障害の際に白
色基準プロファイルの持続する大きな変化によって、潜在的に費用のかかる早すぎる印刷
工程の中断がさし迫る。しかし本発明によって、これを多くの場合になおも回避すること
ができ、緊急動作を維持することができる。一時的な極く僅かな変化の場合には、本発明
は白色基準プロファイルの高い精度を保証し、これによってその使用の下で算出された使
用データを保証する。
【００４７】
　最後に、本発明は、先に説明した実施例のために受け入れられたように、原則的には２
次元のテストパターンにも１次元の測定区画列を有する長く延びた狭い調整用条片にも適
用可能であることを指摘しておく。この場合、相応に複雑な近似関数による２次元補間が
必要である。実施例の図示を、その限りでは本発明の有効範囲を１次元の場合に限るもの
と理解してはならない。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】操作において本発明の方法が適用可能である測定装置の概略斜視図である。
【図２】印刷物上のインク測定条片の概略図である。
【図３】印刷されていない印刷対象物の拡散反射の測定された強度曲線と本発明によって
修正された強度曲線を示すグラフである。
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【符号の説明】
【００４９】
　Ｌ　発光ダイオード（ＬＥＤ）
　１　電子カメラ
　２、１０２、２０２　照明装置
　３　調整用条片
　４　測定区画
　５、１０５、２０５　観察領域
　６　矢印
　７　平面画像センサ
　８　対物レンズ
　９　偏光フィルタ
　１０　光源
　１１　円柱レンズ
　１３　導体板
　１４　個別矩形測定区画
　１５　白色測定区画
　１６、１７　曲線
　１８　第１直線
　１９　第２直線
　１０１、２０１　カメラ

【図１】 【図２】

【図３】
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