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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御計算機（１５）を用いてインクジェット印刷機（１）の故障した印刷ノズルを自動
的に検出する方法であって、前記方法は、
　・印刷画像データに基づき第１印刷画像（１２）を作成する印刷プロセスを実行するス
テップと、
　・少なくとも１つの画像センサにより、前記第１印刷画像（１２）を取り込んでデジタ
ル化するステップと、
　・前記制御計算機（１５）において、印刷方向に対して横方向に、少なくとも１つの印
刷ノズルの分だけ前記印刷画像データをデジタル的にシフトするステップと、
　・当該デジタル的にシフトした前記印刷画像データに基づき、第２印刷画像（１６）を
作成する別の印刷プロセスを実行するステップと、
　・前記少なくとも１つの画像センサにより、前記第２印刷画像（１６）を取り込んでデ
ジタル化するステップと、
　・前記制御計算機（１５）において第１および第２の取り込んだ印刷画像を照合するス
テップと、
　・前記制御計算機（１５）により、当該照合結果（１８）から故障した印刷ノズルを求
めるステップと、
を含む方法。
【請求項２】
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　印刷方向に対して横方向に、少なくとも１つの印刷ノズルの分だけ前記印刷画像データ
をシフトするのに加えて、逆方向に同じ量だけ前記印刷ヘッド（７）をシフトする、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第１および第２の取り込んだデジタルの印刷画像（１２，１６）間の前記照合を差分形
成によって行う、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記照合結果（１８）から求めた検出結果（１９）を前記制御計算機（１５）により、
ディスプレイを介してユーザに出力する、
請求項１から３までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの故障した印刷ノズルに対し、前記インクジェット印刷機（１）の
補償モードを開始するトリガとして、前記照合結果（１８）から求めた検出結果（１９）
を使用する、
請求項１から４までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記画像センサはそれぞれ、各印刷画像の１つの画像部分（２０）だけを取り込む、
請求項１から５までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　実行中の印刷プロセス中に前記取り込んだ前記画像部分（２０）を明度プロファイルに
累算し、各前記第１および第２のデジタルの印刷画像の前記取り込んだ画像部分（２０）
の前記明度プロファイル間で前記差分形成を行う、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　印刷方向に対して横方向の、少なくとも２つの印刷ノズル分だけの前記印刷画像データ
の前記シフトを、少なくとも１つの印刷ノズルによるシフトを複数のステップによって行
う、
請求項１から７までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか１項に記載した方法を実行するために前記印刷機（１）
が構成されている、制御計算機を備えたインクジェット印刷機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１に記載した特徴的構成を有する、インクジェット印刷システムの故
障した印刷ノズルを検出する方法と、請求項９の上位概念に記載した特徴的構成を有しか
つこの法を実行する装置とに関する。
【０００２】
　本発明は、デジタル印刷の技術分野に属する。
【背景技術】
【０００３】
　インクジェット印刷機には一般的に１つまたは複数の印刷ヘッドが含まれており、各印
刷ヘッドには複数の印刷ノズルが含まれている。インクジェット印刷機は、インクが吐出
されることによって印刷するためにこれらのノズルを使用する。印刷機は、複数の個別ノ
ズルの固有の配置構成を有するノズルプレートを有し、これらの個別ノズルによって１２
００ｄｐｉまでの解像度が可能になる。これには、約２０μｍのノズル間隔が必要である
。個別の印刷ノズルが故障すると、専用に設けられたノズルにより、ＢＣＭＹによる個別
色分解で画像を生成できない複数の領域が生じる。したがって白線として見える色のない
箇所が発生してしまうのである。多色印刷の場合、この箇所において、対応する色が欠落
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し、色値が歪められてしまう。個別ノズルの吐出路は、理想的に進行せず、ここから多か
れ少なかれずれてしまうことにも注意しなければならず、また吐出されたドットのサイズ
も考慮しなければならない。したがって正常に機能しないノズルは、印刷したすべての文
書の印刷品質に係わって来るのである。個別ノズルの故障の原因は多種多様であり、故障
は一時的な故障のこともあれば、持続的な故障のこともある。
【０００４】
　特にベタでの印刷画像への影響を低減するため、従来技術からは補償のための複数のア
プローチが公知である。これらのアプローチの１つでは、同色かつ同じインクジェットユ
ニットの別の複数のノズルによって故障をカバーすることが試みられている。すなわち、
故障した個々のインクジェット印刷ノズルを補償するため、どの個別ノズルが係わってい
るのかを確認した後、隣接する複数のノズルを駆動制御し、これらのノズルのドットサイ
ズを拡大して、故障したノズルの箇所も一緒にカバーされるようにするのである。これに
より、隣接するノズルは、故障したノズルの画像も一緒に描画するのである。個々のノズ
ルが印刷しないことによる白線はこのようにして防ぐことができる。
【０００５】
　公知の別のアプローチでは、故障した印刷ノズルは、同じ箇所の、使用されるそれぞれ
別の複数の印刷用インクの複数のノズルによって置き換えられる。ここで試みられるのは
、まだ利用可能な複数のインクを所期のように制御して重ねて印刷することにより、欠落
した印刷用インクに可能な限りに近づけることである。これにより、印刷ノズルまたは印
刷ヘッドの冗長性が必要となることも、隣接する印刷ノズルの故障が問題になることもな
くなる。しかしながらこの補償法の大きな欠点は、これが多色印刷にしか使用できないこ
とである。これに加えて必要な色の組み合わせを求めるため、印刷機の計算機による大き
な計算および制御要求が課される。さらに（残った複数のインクのなお印刷可能な色空間
と、欠落したインクとの色距離に応じて）得られる印刷結果は、目標値から大きくずれ得
るのである。
【０００６】
　故障した印刷ノズルを補償するための別のアプローチでは、同色の２重のノズルユニッ
トが設けられ、冗長性により、個々のノズルの故障を補償することができる。または一つ
の画像を印刷するため、位置決め可能な複数の印刷ヘッドが利用される。印刷ノズルが故
障すると、印刷ヘッドが改めて位置決めされて、故障したノズルが、可能な限りに良好に
置き換えられる。これらの２つのアプローチでは実際に、同色の印刷ヘッドの冗長性が必
要であり、これにはすでに述べた複数の問題がつきものである。
【０００７】
　しかしながらこのような補償に対する前提は、まず故障した印刷ノズルを一度は正しく
検出することである。すなわち、このように故障を生じたことを検出しなければならない
だけでなく、どの印刷ノズルがまさに関係しているのか識別しなければならないのである
。なぜならば、公知のほとんどの補償方法では、機能できない印刷ノズルの正確な知識が
必要だからである。
【０００８】
　検出を行うため、従来技術からは、種々異なる解決のためのアプローチが公知である。
すなわち、
　１．複数のテスト印刷画像を印刷する
　これらの印刷画像はつぎに機械オペレータに判定される。すなわちカウントされ、場合
によっては故障しているノズルの情報が、手動の入力によって機械に通知される。この情
報に基づいて、新たな印刷画像が作成され、故障したノズルが補償される。このプロセス
は、主処理時間と並行して実行することはできない。印刷画像におけるエラーはまず識別
しなければならず、つぎに上記の手動のプロセスが開始される。ここでは何が稼働時間の
中断に結び付いたかを検査する必要がある。さらにこれは自動識別ではなく、場合によっ
て損紙の発生の原因になり得る。例えば上記のようなテストパターンは、米国特許出願公
開第２０１１／２２７９８８号明細書および米国特許第８３２２８１４号明細書から公知
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である。
【０００９】
　２．　固有のテストフォームの印刷および自動評価
　選択肢Ａ。テストフォームは、独立したジョブとして印刷機において印刷される。
　選択肢Ｂ。テストフォームは、ウェブ印刷では利用部分間に印刷され、シート印刷では
利用されない紙縁部に印刷される。
【００１０】
　このテストフォームにより、故障したインクジェットノズルを比較的簡単に自動識別す
ることができる。欠点は、紙縁部または利用部分間の中間スペースは、すべてのタイプの
印刷において所望されていない、ないしは、使用可能でないことである。テストパターン
が独立した印刷ジョブとして形成される場合には大きな損紙が生じてしまう。幅の狭い紙
縁部に許されるのは、限られたサイズのテストフォームだけであり、すなわち、複数のノ
ズルの一部の検査だけであるため、故障したノズルを即座に識別して補償することは保証
されないのである。すなわち、欠陥品が製造されてしまうかまたは択一的には紙判が十分
には利用されないのである。
【００１１】
　３．
　選択肢Ａ。印刷画像全体が、カメラまたはセンサによってリアルタイムに読み込まれる
。この場合、識別したデータと、オリジナルの印刷画像とを電子的に照合しなければなら
ない。しかしながらこれらのデータの照合には、極めて高い計算能力およびリアルタイム
でのデータの比較が必要である。可変のデータを使用する際には、上記の照合のため、刷
了毎に新たに目標印刷画像を準備するかまたは可変のデータに対応して適合しなければな
らない。この解決手段には、高性能のハードウェアを使用するための高いコストが必要に
なるかまたはデータ処理中の機械の停止時間を生じさせる。またこのシステムはエラーを
生じやすい。なぜならば、まさにどのノズル列が故障したのかが自動的に明らかにはなら
ず、補償を行うことができないからである。電子式の測定を行えば、極めて精度の高い装
置および大きなコストが要求されることになる。
【００１２】
　この例として、米国特許出願公開第２０１３／１８７９７０号明細書を挙げることがで
きる。ここではデジタルの目標画像が、印刷済み画像のスキャンと比較される。この明細
書には、スキャンした画像とデジタルの目標画像とを比較可能にする複数の変換（解像度
変換、スキャナ特性変換）が記載されている。ここには差分形成がさらに記載されており
、この差分形成は、あらかじめ定めた閾値を上回って偏差した際に、機能していないノズ
ルを検出するために使用される。ここには基準マークを印刷することも述べられており、
この基準マークに基づいて、機能しない印刷ノズルの位置決定ないし識別を行うことがで
きる。
【００１３】
　選択肢Ｂ。ここでも印刷画像全体がカメラまたはセンサによってリアルタイムに読み込
まれる。しかしながらデータは、印刷方向にデジタル的にグレイ値／明度または類似の量
について累算され、印刷方向に対して横方向にプロファイルが形成される。このプロファ
イルがピクセル幅の「急峻な変化」を有する場合、ここから機能障害を推定する。ここで
の大きな欠点は、例えばバーコードを印刷する際、急峻の変化の目標値が、ノズルの機能
障害と区別できないことである。従来技術の公知の例は、米国特許第８５３１７４３号明
細書である。この明細書には故障したノズルを検出するシステムが記載されており、ここ
では光学式センサによって撮影した画像の明度差ストライプが印刷方向に沿って探索され
る。この際に累算されたプロファイルが形成され、閾値を下回る急峻な変化が探索される
。この発明では、センサが撮像した行ないしはスキャンを個々の印刷プロセスインクに対
応付けることができる方法が説明されており、これによってインクのそれぞれの故障した
ノズルが識別される。
【００１４】
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　別の例は、欧州特許出願公開第２６２６２０９号明細書であり、ここでも同様に、印刷
方向に沿って明度差ストライプの検出が行われる。この発明では、代わる代わるに照明す
ることにより、すなわちさまざまな波長により、プロセスインク毎に１つの画像が形成さ
れ、スキャンした色分解において直接ストライプを探索することができる。ここでは積算
されたプロファイルが形成され、閾値を下回る急峻な変化が探索される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／２２７９８８号明細書
【特許文献２】米国特許第８３２２８１４号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１３／１８７９７０号明細書
【特許文献４】米国特許第８５３１７４３号明細書
【特許文献５】欧州特許出願公開第２６２６２０９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の課題は、テストパターンの必要性ないしは性能の不足の点において、公知の方
法の欠点を克服する、インクジェット印刷機の故障した印刷ノズルを検出する方法および
装置を開示することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の課題の本発明による解決手段は、請求項１の特徴的構成を有する方法に記載され
ている。
【００１８】
　この方法は、制御計算機を用いてインクジェット印刷機の故障した印刷ノズルを自動的
に検出する方法であり、以下の複数のステップを含む。すなわち、この方法には、
　１．　印刷画像データを用いて第１印刷画像を作成する印刷プロセスを実行するステッ
プと、
　２．　少なくとも１つの画像センサにより、この印刷プロセスにおいて作成した第１印
刷画像を取り込んでデジタル化するステップと、
　３．　制御計算機において、印刷方向に対して横方向に、少なくとも１つの印刷ノズル
分だけ第１印刷画像をデジタル的にシフトするステップと、
　４．　デジタル的にシフトした第１印刷画像に基づき、第２印刷画像を作成する別の印
刷プロセスを実行するステップと、
　５．　少なくとも１つの画像センサにより、第２印刷画像を取り込んでデジタル化する
ステップと、
　６．　制御計算機において、第１および第２の取り込んだ印刷画像を照合するステップ
と、
　７．　制御計算機により、照合結果から故障した印刷ノズルを求めるステップと
が含まれているのである。
【００１９】
　本発明による方法の基礎をなしているのは、印刷画像をシフトすることによって故障し
た印刷ノズルを検出することである。このため、第１の印刷した利用部分をカメラによっ
て取り込んで、制御計算機において、少なくとも１つの印刷ノズル分だけ印刷方向に対し
て横方向にシフトする。このシフトを左に向かって行うかまたは左に向かって行うかは重
要ではない。唯一の条件は、これまで使用されていない複数の印刷ノズルがこのシフト方
向に十分にあるようにして、引き続いてシフトにも拘わらずすべての利用部分を印刷でき
るようにすることである。印刷画像をシフトした後、つぎに利用部分が印刷され、新たに
デジタル化され、制御計算機において、シフトされていない旧い画像と比較される。故障
した印刷ノズルは、第２の利用部分において、印刷方向に対して垂直な複数の空白領域が
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、シフト幅だけ「移動している」ことによって求めることができる。これらの空白領域が
、印刷画像の構成部分である場合には、これらの構成部分は、上記とは異なり、シフトさ
せた印刷画像において同じ画像位置に再度出現するはずである。
【００２０】
　この方法の利点は、従来技術から公知の方法とは異なり、ノズルの故障を検出するため
の専用のテストパターンが必要ないことである。なぜならば、この検出は実際の印刷画像
に基づいているからである。印刷画像におけるノズルの故障の検出を具現化する公知の方
法に比べて、目標画像が既知である必要はない。印刷画像において、目標印刷画像の知識
なしに、故障したノズルを識別する公知の方法に比べて、多くの印刷にわたり、印刷した
線の複雑な解析を行う必要はない。本発明では、印刷画像の２つのコピー間の差分形成に
よって画像センサが識別可能な真の相違が形成される。この相違は、原因としてただ１つ
の故障した印刷ノズルだけを有し得る。これにより上記検出では、格段に高い信頼性が得
られる。さらに検査時間が格段に短縮されるかないしは必要な印刷コピーの数が少なくな
る。
【００２１】
　有利であり、したがって好適な本発明の発展形態は、対応する従属請求項および対応す
る図面による説明から得られる。
【００２２】
　有利な一発展形態では、印刷方向に対して横方向に、少なくとも１つの印刷ノズルの分
だけ第１デジタル印刷画像をシフトするのに加えて、逆方向に同じ量だけ印刷ヘッドをシ
フトする。
【００２３】
　本発明による方法において制御計算機は、第１および第２のデジタル化された利用部分
間の照合の前に、印刷画像のシフトを再び計算しなければならないため、（画像センサは
実際に引き続いて同じ箇所にある）、印刷画像の純粋にデジタル的なシフトを、再度、逆
方向に印刷ヘッドを同じ大きさだけシフトすることによって調整することが考えられる。
これにより、利用部分は、画像センサに対して再び元の場所にあり、その一方で隣接する
印刷ノズルへの印刷画像のシフトはさらに維持されたままになる。これによって検出のた
めの制御計算機の作業は軽減される。択一的には画像センサを同じ量だけ、かつ、印刷画
像のデジタル的なシフトと同じ方向に動かすこともできる。
【００２４】
　別の有利な発展形態は、第１および第２の取り込んだデジタル印刷画像間の照合を差分
形成によって行うことである。取り込んだ２つの利用部分間の最も簡単かつ効率的の比較
の形態は、差分形成によって得られる。差分の後、欠陥のある印刷ノズルの箇所だけに、
関連する色値がまだ存在し得る。
【００２５】
　有利な一発展形態では、検出結果を制御計算機により、ディスプレイを介してユーザに
出力する。印刷プロセス用の作業フロープロセスでは、検出および補償は有利には自動的
に行われるが、人間のユーザに検出結果をグラフィックディスプレイを介してオプション
で通知することも本発明による方法の必要な構成部分である。
【００２６】
　別の有利な発展形態は、少なくとも１つの故障した印刷ノズルに対し、インクジェット
印刷機の補償モードを開始するトリガとして、検出結果を使用することである。すでに述
べたように、この検出結果は、作業フロープロセスにおいて、補償モードをオンするため
のトリガとして使用される。
【００２７】
　本発明の有利な一発展形態では、画像センサはそれぞれ、各印刷画像の１つの画像部分
だけを取り込む。検出方法は、印刷した利用部分全体にわたって実行する必要はない。ア
クティブな印刷ノズル全体を取り込む、検出ストライプでも十分である。監視領域をさら
に小さくすることも可能であるが、当然のことながら相応に情報が失われる。
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【００２８】
　別の有利な発展形態では、実行中の印刷プロセス中に取り込んだ画像部分を明度プロフ
ァイルに累算し、各第１および第２のデジタルの印刷画像の取り込んだ画像部分の明度プ
ロファイル間で差分形成を行う。故障した印刷ノズルによって発生する画像アーチファク
トは、自ずから印刷方向にストライプ状に出現させるため、取り込んだ利用部分全体ない
しは監視領域にわたる照合の代わりに、これらを１つの明度プロファイルに累算し、これ
によってつぎに２つの明度プロファイル間で照合を行う。これにより、制御計算機に対す
る計算コストが大いに低減される。
【００２９】
　有利な一発展形態では、印刷方向に対して横方向の、少なくとも２つの印刷ノズル分だ
けの第１デジタル印刷画像のシフトを、少なくとも１つの印刷ノズルの複数のステップで
行う。全体シフト分のデジタルの印刷画像のシフトを、複数のステップで行うことも可能
である。このためには当然のことながら、少なくとも２つの印刷ノズルの間隔分だけ、全
体シフトを行う必要がある。これにより、欠陥のある印刷ノズルがある箇所を除いてシフ
ト方向に「視覚的な流れ」が生じる。このアプローチは、例えば、印刷した利用部分にお
いて、ストライプ状の画像アーチファクトに類似する画像要素が存在する場合、または、
印刷方向に比較的に大きな、完全には印刷できない領域が存在する場合に有利になり得る
。
【００３０】
　上で述べた課題を解決する本発明の方法の実行はさらにインクジェット印刷機によって
行われ、この印刷機は、請求項１から８までの少なくとも１項に記載された方法を実行す
るように構成されている。本発明には、本発明による方法を実行するため、上で述べた方
法についての請求項にしたがって構成された印刷機も含まれている。
【００３１】
　以下では、対応する図面を参照し、少なくとも１つの有利な実施例に基づき、本発明に
よる方法およびこの方法の機能的に有利な発展形態を詳しく説明する。図面において、互
いに対応する要素にはそれぞれ同じ参照符号が付されている。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】インクジェットウェブ印刷機の例を示す図である。
【図２】印刷ノズルの故障によって生じたエラー画像の例を示す図である。
【図３】使用した印刷機システムの構造を示す図である。
【図４】検出過程の概略図である。
【図５】本発明による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　有利な変形実施例において本発明の適用分野は、インクジェット印刷機１である。この
ような機械１の構造の例は、図１に示されている。この印刷機１の動作時には、すでに冒
頭で述べたように、印刷部６の印刷ヘッド７において個々の印刷ノズルが故障を起こし得
る。これによって生じるのは白線１３であり、または多色刷りの場合には色値の歪みであ
る。このような白線１３の例は、図２に示されている。
【００３４】
　上で説明した方法をユーザが手動で実行するのは効率的でないため、この実行は、イン
クジェット印刷機１の制御計算機１５によって自動的に行われる。図３にはこのようなシ
ステムの例示的な構成が示されている。この自動化された方法は、印刷機１の作業フロー
に組み込まれている。必要時にはユーザが、個々のステップについての制御計算機１５の
構成設定を手動で補正することができる。制御計算機１５は、印刷機制御部１４の一部分
である。
【００３５】
　上記検出方法の機能原理は、図４において有利な実施例の形態で詳しく示されている。
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印刷された各画像または画像の一部分２０は、画像センサによって検出される。画像のつ
ぎのコピーまたは部分２０を印刷する前、印刷画像は、印刷方向に対して横方向に１つま
たは複数の印刷ノズルの分だけ電子的にシフトされるため、別の複数のノズルによって画
像情報が印刷される。同時に機械的なシフト部により、印刷方向に対して横方向に電子的
なシフトとは逆に印刷ヘッドが同じ量だけシフトされるため、印刷画像のこのつぎのコピ
ーは、画像センサから見て同じ位置に印刷される。画像センサから見ると、デジタル印刷
画像およびヘッドの物理的な位置の逆向きのシフトは打ち消される。この画像の複数の線
／ギャップは、このプロセスにおいて、それらのノズル割り当てをデジタル的なシフトの
量分だけ変化させる。印刷データのない印刷ギャップによって発生し、したがって所望さ
れる線状のアーチファクトは、結果的に得られる、逆方向に２回シフトされた画像におい
てその元の位置に留まる。これに対し、故障したノズルによって形成される印刷ギャップ
２１の形状の線状のアーチファクト１３は、ただ物理的なシフトに追従し、したがって結
果的に得られる印刷画像１７においてシフトされる。これにより、相違が印刷方向の線／
ギャップによって示され、デジタル的なシフトを伴うおよびこれを伴わない画像センサに
よって読み込んだ複数の画像の簡単な差分形成を、故障したノズルに対する一層確実な検
出判定基準として使用することができる。
【００３６】
　差分形成の別の変形実施形態は、画像センサにおいて撮像した画像データを、確認すべ
き短い画像部分の所定の時間にわたって積分して明度プロファイルにすることである。こ
こでは印刷画像におけるエラーを直ちに視認することができる。すなわち、場合によって
は個々のチャネルに分割された画像データの明度プロファイルは、機能しているノズルの
場合、前の画像部分２０の明度プロファイルと一致する。累算した明度プロファイルにお
いて際立った高明度点または低明度点が、印刷画像１６のシフトと同時にノズルに対して
シフトする場合、これは、欠陥のあるまたは故障したノズルによって生じるエラー１３で
ある。
【００３７】
　印刷画像のデジタル的なシフトは、機械式の逆の補正なしに行うことも可能である。こ
の際には印刷画像を印刷方向に対して横方向に、１つまたは複数の印刷ノズル分だけシフ
トして、別のノズルがこれらの画像情報を印刷するようにする。しかしながらここでは同
時の機械式の逆のシフトを行わない。正しい照合１８を可能にするため、カメラの画像撮
影を都度必要な方向において必要な量だけシフトさせる。択一的には、画像評価中に、す
なわち差分形成の前に、制御計算機により、スキャンした画像１６を対応する量だけシフ
トさせることも可能である。この操作の後、相前後する画像の差分形成をすることも同様
に可能である。しかしながらここでは、基材上において絶対位置がシフトするという欠点
が生じる。多くの印刷ジョブにおいてこの最小かつ絶対的なシフトを許容することができ
る。いずれにせよ解析および差分形成はこの影響を受けない。
【００３８】
　別の変形実施形態は、機械式の逆の補正なしに複数のより小さなステップで、デジタル
的なシフトを行うことである。すなわち、設けられている複数の印刷ノズルの領域から外
へ印刷画像が移動しないのであれば、全体シフト幅は未知であるかないしは重要ではない
。制御計算機における画像解析により、移動するピクセルの「視覚的な流れ」が識別され
、またこの画像解析により、これと、故障した印刷ノズルによって発生する停止したライ
ン１３とを区別することができる。この際に生じる欠点は、「視覚的な流れ」は、小さな
複数のステップで複数回シフトすることによってはじめて発生し、ひいては数回印刷しな
ければならないことである。さらに基材において絶対位置がシフトするという欠点も発生
する。
【００３９】
　本発明には、以下のような態様が含まれる。
［１］制御計算機を用いてインクジェット印刷機の故障した印刷ノズルを自動的に検出す
る方法であって、以下のステップ、すなわち、・印刷画像データを用いて第１印刷画像を
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作成する印刷プロセスを実行するステップと、・少なくとも１つの画像センサにより、印
刷プロセスにおいて作成した第１印刷画像を取り込んでデジタル化するステップと、・制
御計算機において、印刷方向に対して横方向に、少なくとも１つの印刷ノズルの分だけ第
１印刷画像をデジタル的にシフトするステップと、・このデジタル的にシフトした第１印
刷画像に基づき、第２印刷画像を作成する別の印刷プロセスを実行するステップと、・少
なくとも１つの画像センサにより、第２印刷画像を取り込んでデジタル化するステップと
、・制御計算機において第１および第２の取り込んだ印刷画像を照合するステップと、・
制御計算機により、この照合結果から故障した印刷ノズルを求めるステップとを含む、こ
とを特徴とする方法。
［２］印刷方向に対して横方向に、少なくとも１つの印刷ノズルの分だけデジタルの第１
印刷画像をシフトするのに加えて、逆方向に同じ量だけ印刷ヘッドをシフトする、［１］
に記載の方法。
［３］第１および第２の取り込んだデジタルの印刷画像間の照合を差分形成によって行う
、［１］または［２］に記載の方法。
［４］検出結果を制御計算機により、ディスプレイを介してユーザに出力する、［１］か
ら［３］までのいずれか１つに記載の方法。
［５］少なくとも１つの故障した印刷ノズルに対し、インクジェット印刷機の補償モード
を開始するトリガとして、検出結果を使用する、［１］から［４］までのいずれか１つに
記載の方法。
［６］画像センサはそれぞれ、各印刷画像の１つの画像部分だけを取り込む、［１］から
［５］までのいずれか１つに記載の方法。
［７］実行中の印刷プロセス中に取り込んだ画像部分を輝度プロファイルに累算し、デジ
タルの各第１および第２印刷画像の取り込んだ画像部分の輝度プロファイル間で差分形成
を行う、［６］に記載の方法。
［８］印刷方向に対して横方向の、少なくとも２つの印刷ノズル分だけのデジタルの第１
印刷画像のシフトを、少なくとも１つの印刷ノズルの複数のステップで行う、［１］から
［７］までのいずれか１つに記載の方法。
［９］［１］から［８］までの少なくとも１つに記載した方法を実行するために印刷機が
構成されていることを特徴とする、制御計算機を備えたインクジェット印刷機。
【符号の説明】
【００４０】
　１　インクジェット印刷機、　２　繰出器、　３　印刷準備段、　４　白／全面用フレ
キソ機構、　５　プライマ用フレキソ機構、　６　インクジェット印刷部、　７　インク
ジェットヘッド、　８　塗料用のフレキソ機構、　９　後処理段、　１０　巻取器、　１
１　被印刷物、　１２　利用部分、　１３　故障した印刷ノズルによって発生した画像エ
ラー、　１４　印刷機制御部、　１５　制御計算機、　１６　シフトされたデジタル印刷
画像、　１７　結果的に得られた印刷画像、　１８　照合結果、　１９　検出結果、　２
０　監視される画像部分、　２１　欠陥のある印刷ノズルによる印刷ギャップ
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