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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に並んだ複数の画素であり同一の指令階調値を示す画素列が前記所定方向と交
差する方向に並ぶことにより構成されるテストパターンを液体吐出装置が形成し、前記テ
ストパターンをスキャナに読取らせ、前記画素列ごとに読取階調値を取得し、前記読取階
調値と前記指令階調値から前記画素列ごとの第１補正値を算出するステップと、
　前記テストパターンを形成するために液体を吐出すべき複数のノズルの全ノズルから液
体が吐出された第１テストパターンと、前記テストパターンを構成する前記画素列のうち
の複数の前記画素列を液体が吐出されない不吐出画素列とし、且つ、複数の前記不吐出画
素列に対応付けられたノズルはそれぞれ異なるノズルである第２テストパターンとにより
、液体が吐出されるべき時に吐出不良が発生する不良ノズルから液体が吐出されるべき画
素と隣接する画素の示す階調値を濃い階調値に補正するための第２補正値を算出するステ
ップと、
　前記不良ノズルを検出するステップと、
　前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と隣接する画素の示す階調値を、前記第
１補正値と前記第２補正値とに基づいて補正し、補正階調値を算出するステップと、
　前記液体吐出装置が、前記補正階調値に基づいて、前記隣接する画素に対して液体を吐
出するステップと、
を有する液体吐出方法。
【請求項２】
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　請求項１に記載の液体吐出方法であって、
　前記画素列に液体を吐出するノズルが１個の場合には、
　前記隣接する画素とは、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と前記交差する
方向に隣接する画素である、
液体吐出方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の液体吐出方法であって、
　前記画素列に液体を吐出するノズルが２個以上の場合には、
　前記隣接する画素とは、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と前記所定方向
及び前記交差する方向に隣接する画素である、
液体吐出方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の液体吐出方法であって、
　前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素の示す階調値が濃い階調値であるほど、
前記補正階調値も濃い階調値に補正されるように、前記第２補正値が設定される、
液体吐出方法。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の液体吐出方法であって、
　前記隣接する画素に割り当てられた各ノズルが前記不良ノズルである場合には、
　前記不良ノズルから正常に液体が吐出されるようにする回復処理が行われる、
液体吐出方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の液体吐出方法であって、
　前記補正階調値は、前記隣接する画素の示す階調値に前記第２補正値が加えられること
で算出される、
液体吐出方法。
【請求項７】
　所定方向に並んだ複数の画素であり同一の指令階調値を示す画素列が前記所定方向と交
差する方向に並ぶことにより構成されるテストパターンを液体吐出装置が形成し、前記テ
ストパターンをスキャナに読取らせ、前記画素列ごとに読取階調値を取得し、前記読取階
調値と前記指令階調値から前記画素列ごとの第１補正値を算出するステップと、
　前記テストパターンを形成するために液体を吐出すべき複数のノズルの全ノズルから液
体が吐出された第１テストパターンと、前記テストパターンを構成する前記画素列のうち
の複数の前記画素列を液体が吐出されない不吐出画素列とし、且つ、複数の前記不吐出画
素列に対応付けられたノズルはそれぞれ異なるノズルである第２テストパターンとにより
、液体が吐出されるべき時に吐出不良が発生する不良ノズルから液体が吐出されるべき画
素と隣接する画素の示す階調値を濃い階調値に補正するための第２補正値を算出するステ
ップと、
　前記不良ノズルを検出するステップと、
　前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と隣接する画素の示す階調値を、前記第
１補正値と前記第２補正値とに基づいて補正し、補正階調値を算出するステップと
を有する補正値算出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体吐出方法、及び、液体吐出装置、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘッドが移動方向に移動し、その移動中にノズルからインクを吐出させることで印刷画
像を完成させるインクジェットプリンタが知られている。　
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　このようなプリンタでは、ノズルの加工精度等の問題により、媒体上の正しい位置にイ
ンク滴が着弾しないことがある。そうすると、インク滴が着弾するはずであった領域付近
に濃淡が生じ、印刷した画像に縞状の濃度むらが発生する。
【０００３】
　そこで、ＣＣＤセンサにより画像をサンプリングし、インクジェットプリンタで出力す
るデータをＣＣＤセンサの利得むらの特性をもとに補正し、濃度むらを改善する方法が提
案されている。（特許文献１参照）
　他に、濃度むらテストパターンを印刷し、濃度むらテストパターンの濃度データに基づ
いて、濃度むらの補正を行う方法も提案されている。（特許文献２参照）
【特許文献１】特開平２－５４６７６号公報
【特許文献２】特開平６－１６６２４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　もし、インク滴が吐出されるべき時に吐出されない不良ノズルが印刷中に発生していた
ら、本来ドットが形成されるべき位置にドットが形成されない。この場合、ノズルの加工
精度等の問題による濃度むらの補正を行ったとしても、印刷した画像に濃度むらが発生し
てしまう。　
　また、不良ノズルはノズル面のクリーニングにより回復するが、クリーニングの時間分
だけ印刷時間が長くなってしまう。
【０００５】
　そこで、本発明では、不良ノズルが発生した場合にも濃度むらを生じさせず、印刷時間
を出来る限り短くすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するための発明は、所定方向に並んだ複数の画素であり同一の指令階調
値を示す画素列が前記所定方向と交差する方向に並ぶことにより構成されるテストパター
ンを液体吐出装置が形成し、前記テストパターンをスキャナに読取らせ、前記画素列ごと
に読取階調値を取得し、前記読取階調値と前記指令階調値から前記画素列ごとの第１補正
値を算出するステップと、前記テストパターンを形成するために液体を吐出すべき複数の
ノズルの全ノズルから液体が吐出された第１テストパターンと、前記テストパターンを構
成する前記画素列のうちの複数の前記画素列を液体が吐出されない不吐出画素列とし、且
つ、複数の前記不吐出画素列に対応付けられたノズルはそれぞれ異なるノズルである第２
テストパターンとにより、液体が吐出されるべき時に吐出不良が発生する不良ノズルから
液体が吐出されるべき画素と隣接する画素の示す階調値を濃い階調値に補正するための第
２補正値を算出するステップと、前記不良ノズルを検出するステップと、前記不良ノズル
から液体が吐出されるべき画素と隣接する画素の示す階調値を、前記第１補正値と前記第
２補正値とに基づいて補正し、補正階調値を算出するステップと、前記液体吐出装置が、
前記補正階調値に基づいて、前記隣接する画素に対して液体を吐出するステップと、を有
する液体吐出方法である。
【０００７】
　本発明の他の特徴は、本明細書、及び添付図面の記載により、明らかにする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
＝＝＝開示の概要＝＝＝
　本明細書の記載、及び添付図面の記載により、少なくとも次のことが明らかとなる。
【０００９】
　すなわち、液体が吐出されるべき時に吐出不良が発生する不良ノズルを検出するステッ
プと、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と隣接する画素の示す階調値を補正
量に基づいて補正し、補正階調値を算出するステップと、液体吐出装置が、前記補正階調
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値に基づいて、前記隣接する画素に対して液体を吐出するステップと、を有する液体吐出
方法が実現できること。　
　このような液体吐出方法によれば、不良ノズルが割り当てられた画素の濃度を、隣接す
る画素により補うことができる。その結果、完成した画像に白い（濃度の淡い）スジが生
じてしまうことを防ぐことができる。また、クリーニングを行わなくとも、不良ノズルが
割り当てられた画素の濃度を改善することができるため、クリーニング時間を短縮でき、
クリーニングに使用されるインクの消費を抑えることができる。
【００１０】
　かかる液体吐出方法であって、前記補正階調値は、前記隣接する画素の示す階調値より
も濃い階調値であること。　
　このような液体吐出方法によれば、隣接する画素の濃度を濃くすることで、不良ノズル
が割り当てられた画素の濃度を補うことができる。
【００１１】
　かかる液体吐出方法であって、前記液体吐出装置が、所定方向に並んだ複数の画素であ
り同一の指令階調値を示す画素列が前記所定方向と交差する方向に並ぶことにより構成さ
れるテストパターンを、形成し、前記テストパターンをスキャナに読取らせ、前記画素列
ごとに読取階調値を取得し、前記読取階調値と前記指令階調値から、前記画素列ごとの第
１補正値を算出し、前記画素列が示す階調値を前記第１補正値により補正し、補正された
階調値に基づいて、前記画素列に対して液体を吐出し、前記不良ノズルが検出された場合
には、前記隣接する画素の示す階調値は、前記第１補正値に前記補正量が加えられた第２
補正値により補正され、前記補正階調値が算出されること。　
　このような液体吐出方法によれば、不良ノズルにより発生する濃度むらだけでなく、ノ
ズルの加工精度等の問題により発生する濃度むらも改善することが出来る。
【００１２】
　かかる液体吐出方法であって、前記画素列に液体を吐出するノズルが１個の場合には、
前記隣接する画素とは、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と前記交差する方
向に隣接する画素であること。　
　このような液体吐出方法によれば、不良ノズルが割り当てられた画素の濃度を、隣接す
る画素により補うことができる。たとえ、不良ノズルが割り当てられたある画素と所定方
向に隣接する画素の階調値を補正したとしても、所定方向に隣接する画素に割り当てられ
たノズルも不良ノズルであるため、ある画素の濃度を補うことはできない。
【００１３】
　かかる液体吐出方法であって、前記画素列に液体を吐出するノズルが２個以上の場合に
は、前記隣接する画素とは、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と前記所定方
向及び前記交差する方向に隣接する画素であること。　
　このような液体吐出方法によれば、不良ノズルが割り当てられた画素の濃度を、隣接す
る画素により補うことができる。
【００１４】
　かかる液体吐出方法であって、前記補正量は、前記テストパターンを形成するために液
体を吐出すべき複数のノズルの全ノズルから液体が吐出された第１テストパターンと、前
記複数のノズルのうちのあるノズル以外のノズルから液体が吐出された第２テストパター
ンにより、算出されること。　
　このような液体吐出方法によれば、不良ノズルが割り当てられた画素の濃度を補正する
ための補正量を算出することができる。
【００１５】
　かかる液体吐出方法であって、前記第２テストパターンを構成する前記画素列のうちの
液体が吐出されない画素列である不吐出画素列が複数ある場合に、複数の前記不吐出画素
列に対応付けられたノズルはそれぞれ異なるノズルであること。　
　このような液体吐出方法によれば、あるノズルの特性の影響を受けずに補正量を算出す
ることが出来る。
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【００１６】
　かかる液体吐出方法であって、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素の示す階
調値が濃い階調値であるほど、前記補正階調値も濃い階調値となるように、前記補正量が
設定されること。　
　このような液体吐出方法によれば、補正量を大きくして、隣接する画素の濃度を濃くす
ることで、不良ノズルから液体が吐出されるべき画素の濃度をより補正することができる
。
【００１７】
　かかる液体吐出方法であって、前記隣接する画素に割り当てられた各ノズルが前記不良
ノズルである場合には、前記不良ノズルから正常に液体が吐出されるようにする回復処理
が行われること。　
　このような液体吐出方法によれば、不良ノズルから正常に液体が吐出され、完成した画
像に白い（濃度の淡い）スジが生じてしまうことを防ぐことができる。このように不良ノ
ズルが割り当てられた画素が隣り合い、隣接する画素の階調値を補正しても、不良ノズル
が割り当てられた画素の濃度を補正することができない場合、クリーニングを行うことで
、画像劣化を防ぐ。
【００１８】
　かかる液体吐出方法であって、前記補正階調値は、前記隣接する画素の示す階調値に前
記補正量が加えられることで算出されること。　
　このような液体吐出方法によれば、不良ノズルが割り当てられた画素の濃度を、隣接す
る画素により補うことができる。
【００１９】
　また、液体を吐出するノズルと、液体が吐出されるべき時に吐出不良が発生する不良ノ
ズルを検出する検出機構と、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と隣接する画
素の示す階調値を補正量に基づいて補正して補正階調値を算出し、前記補正階調値に基づ
いて、前記隣接する画素に対して液体を吐出させるコントローラと、を有する液体吐出装
置を実現すること。　
　このような液体吐出装置によれば、不良ノズルが割り当てられた画素の濃度を、隣接す
る画素により補うことができる。また、クリーニング時間を短縮でき、クリーニングに使
用されるインクの消費を抑えることができる。
【００２０】
　また、液体が吐出されるべき時に吐出不良が発生する不良ノズルを検出するステップと
、前記不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と隣接する画素の示す階調値を補正量に
基づいて補正し、補正階調値を算出するステップと、液体吐出装置が、前記補正階調値に
基づいて、前記隣接する画素に対して液体を吐出するステップと、を前記液体吐出装置に
実現させるためのプログラムを実現すること。　
　このような液体吐出装置によれば、不良ノズルが割り当てられた画素の濃度を、隣接す
る画素により補うことができる。また、クリーニング時間を短縮でき、クリーニングに使
用されるインクの消費を抑えることができる。
【００２１】
＝＝＝本実施形態のシステム構成＝＝＝
　図１は、本実施形態のシステム構成図である。プリンタ１とスキャナ７０がコンピュー
タ６０に接続されたシステムである。
【００２２】
〈インクジェットプリンタの構成〉
　図２は、プリンタ１の全体構成ブロック図である。図３Ａは、プリンタ１の全体構成の
概略図である。図３Ｂは、プリンタ１の全体構成の断面図である。外部装置であるコンピ
ュータ６０から印刷データを受信したプリンタ１は、コントローラ５０により、各ユニッ
ト（搬送ユニット１０、キャリッジユニット２０、ヘッドユニット３０）を制御し、媒体
（以下、紙Ｓとする）に画像を形成する。また、プリンタ１内の状況を検出器群４０が監
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視し、その検出結果に基づいて、コントローラ５０は各ユニットを制御する。
【００２３】
　コントローラ５０は、プリンタ１の制御を行うための制御ユニットであり、インターフ
ェース部５１と、ＣＰＵ５２と、メモリ５３と、ユニット制御回路５４とを有する。イン
ターフェース部５１は、外部装置であるコンピュータ６０とプリンタ１との間でデータの
送受信を行うためのものである。ＣＰＵ５２は、プリンタ１全体の制御を行うための演算
処理装置である。メモリ５３は、ＣＰＵ５２のプログラムを格納する領域や作業領域等を
確保するためのものである。ＣＰＵ５２は、メモリ５３に格納されているプログラムに従
ったユニット制御回路５４により各ユニットを制御する。
【００２４】
　搬送ユニット１０は、紙Ｓを印刷可能な位置に送り込み、印刷時、搬送方向（交差する
方向）に所定の搬送量で紙Ｓを搬送させるためのものであり、給紙ローラ１１と、搬送モ
ータ１２と、搬送ローラ１３と、プラテン１４と、排紙ローラ１５とを有する。
【００２５】
　ヘッドユニット３０は、紙Ｓにインクを吐出するためのものであり、ヘッド３１を有す
る。ヘッド３１は、インク吐出部であるノズルを複数有する。そして、各ノズルには、各
ノズルを駆動してインクを吐出させるための駆動素子であるピエゾ素子とインクが入った
インク室（不図示）が設けられている。
【００２６】
　キャリッジユニット２０は、ヘッド３１を移動方向（所定方向）に移動させるためのも
のであり、キャリッジ２１と、キャリッジモータ２２とを有する。
【００２７】
　検出器群４０には、リニア式エンコーダ４１、ロータリー式エンコーダ４２、紙検出セ
ンサ４３、および光学センサ４４等が含まれる。
【００２８】
　図４は、ヘッド３１の下面（ノズル面）におけるノズルの配列を示す説明図である。ヘ
ッド３１の下面には、イエローインクノズル列Ｙと、ブラックインクノズル列Ｋと、シア
ンインクノズル列Ｃと、マゼンタインクノズル列Ｍが形成されている。各ノズル列は、各
色のインクを吐出するための吐出口であるノズルを１８０個備えている。１８０個のノズ
ルのうち、下流側のノズルほど若い番号が付されている（＃ｉ＝＃１～＃１８０）。また
、各ノズル列のノズルは、搬送方向に沿って、一定の間隔ｋ・Ｄでそれぞれ整列している
。
【００２９】
〈印刷手順〉
　コントローラ５０は、コンピュータ６０から印刷命令及び印刷データを受信すると、印
刷データに含まれる各種コマンドの内容を解析し、各ユニットを用いて、以下の処理を行
う。
【００３０】
　まず、コントローラ５０は、給紙ローラ１１を回転させ、印刷すべき紙Ｓを搬送ローラ
１３まで送る（給紙処理）。紙検出センサ４３が、給紙ローラ１１から送られてきた紙Ｓ
の先端の位置を検出すると、コントローラ５０は搬送ローラ１３を回転させ紙Ｓを印刷開
始位置（頭出し位置）に位置決めする。紙Ｓが印刷開始位置に位置決めされたとき、ヘッ
ド３１の少なくとも一部のノズルは、紙Ｓと対向している。
【００３１】
　次に、コントローラ５０は、キャリッジモータ２２を駆動し、キャリッジ２１を移動方
向に移動させる。ヘッド３１は、キャリッジ２１に設けられているため、ヘッド３１もキ
ャリッジ２１と共に移動方向に移動する。また、キャリッジ２１の移動方向への１回の移
動をパスという。そして、コントローラ５０は、キャリッジ２１の移動中に、印刷データ
に基づいてノズルからインクを吐出させる。ノズルから吐出されたインク滴が紙Ｓ上に着
弾することで、紙Ｓ上にドットが形成される（ドット形成処理）。移動するヘッド３１か
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らインクが断続的に吐出されるので、紙Ｓ上には移動方向に沿ったドット列（ラスタライ
ン）が形成される。
【００３２】
　その後、コントローラ５０は、搬送モータ１２を駆動し、搬送ローラ１３を回転させて
、紙Ｓを搬送方向に所定の搬送量分だけ搬送する（搬送処理）。これにより、ヘッド３１
は、先ほどのドット形成処理によって形成されたドットの位置とは異なる位置に、ドット
を形成することが可能になる。
【００３３】
　最後に、コントローラ５０は、印刷中の紙Ｓの排紙の判断を行う（排紙処理）。印刷中
の紙Ｓに印刷すべきデータが残っていれば、排紙は行われず、印刷すべきデータがなくな
るまで、ドット形成処理と搬送処理とを交互に繰り返し、画像を完成させる。そして、印
刷中の紙Ｓに印刷すべきデータがなくなったところで、排紙ローラ１５の回転により紙Ｓ
は排紙される。
【００３４】
〈印刷データについて〉
　図５は、印刷データ作成処理のフロー図である。コンピュータ６０からプリンタ１に送
信される印刷データは、コンピュータ６０のメモリに記憶されているプリンタドライバに
従って作成される。つまり、プリンタドライバは、コンピュータ６０に印刷データを作成
させて、印刷データをプリンタ１へ送信させるためのプログラムである。
【００３５】
　解像度変換処理（Ｓ００１）は、アプリケーションプログラムから出力された画像デー
タを、紙Ｓに印刷する際の解像度に変換する処理である。紙Ｓに印刷する際の解像度が７
２０×７２０ｄｐｉに指定されている場合、アプリケーションプログラムから受け取った
画像データを７２０×７２０ｄｐｉの解像度の画像データに変換する。なお、解像度変換
処理後の画像データは、ＲＧＢ色空間により表される２５６階調のデータ（ＲＧＢデータ
）である。
【００３６】
　ここで、「画像データ」とは、画素が示すデータ（画素データ）の集まりである。そし
て、「画素」とは、紙Ｓ上に仮想的に定められた矩形状の領域を指し、画像を構成する単
位要素である。この画素が２次元的に並ぶことにより画像が構成される。本実施形態では
画像データを２５６階調のデータとしているので、１つの画素が２５６階調で表現されて
いる。即ち、１つの画素は８ビットのデータで表される（２の８乗＝２５６）。
【００３７】
　色変換処理（Ｓ００２）は、ＲＧＢデータを、プリンタ１のインクに対応したＣＭＹＫ
色空間により表されるＣＭＹＫデータに変換する処理である。この色変換処理は、ＲＧＢ
データの階調値とＣＭＹＫデータの階調値とを対応づけたテーブル（不図示）をプリンタ
ドライバが参照することによって行われる。
【００３８】
　濃度補正処理（Ｓ００３）は、各画素が示す階調値を補正する処理であるが、詳細につ
いては後述する。
【００３９】
　ハーフトーン処理（Ｓ００４）は、高階調数のデータ（２５６階調）を、プリンタ１が
形成可能な階調数のデータに変換する処理である。本実施形態ではプリンタ１が形成可能
なドットの種類を３種類（大ドット、中ドット、小ドット）とする。そのため、プリンタ
１は、１つの画素を、「大ドットを形成する」、「中ドットを形成する」、「小ドットを
形成する」、「ドットを形成しない」の４パターンで表現することができる。即ち、ハー
フトーン処理では、２５６階調のデータが４階調のデータに変換される。
【００４０】
　ラスタライズ処理（Ｓ００５）は、マトリクス状の画像データを、プリンタ１に転送す
べきデータ順に、画素データ毎に並べ替えられる処理である。これらの処理を経て生成さ
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れた印刷データは、印刷方式に応じたコマンドデータ（搬送量など）と共に、プリンタド
ライバによりプリンタ１に送信される。
【００４１】
〈スキャナの構成〉
　図６Ａは、スキャナ７０の縦断面図である。図６Ｂは、上蓋７１を外した状態のスキャ
ナ７０の上面図である。スキャナ７０は、上蓋７１と、原稿７２が置かれる原稿台ガラス
７３と、この原稿台ガラス７３を介して原稿７２と対面しつつ副走査方向に移動する読取
キャリッジ７４と、読取キャリッジ７４を副走査方向に案内する案内部７５と、読取キャ
リッジ７４を移動させるための移動機構７６と、スキャナ７０内の各部を制御するスキャ
ナコントローラ（不図示）とを備えている。読取キャリッジ７４には、原稿７２に光を照
射する露光ランプ７７と、副走査方向と垂直な方向である主走査方向のラインの像を検出
するラインセンサ７８と、原稿７２からの反射光をラインセンサ７８へ導くための光学系
７９とが設けられている。図中の読取キャリッジ７４の内部の破線は、光の軌跡を示して
いる。
【００４２】
　原稿７２の画像を読み取るとき、操作者は、上蓋７１を開いて原稿７２を原稿台ガラス
７３に置き、上蓋７１を閉じる。そして、スキャナコントローラが、露光ランプ７７を発
光させた状態で読取キャリッジ７４を副走査方向に沿って移動させ、ラインセンサ７８に
より原稿７２の表面の画像を読み取る。スキャナコントローラは、読み取った画像データ
をコンピュータ６０のスキャナドライバへ送信し、これにより、コンピュータ６０は、原
稿７２の画像データを取得する。
【００４３】
＝＝＝インターレース印刷方式について＝＝＝
　本実施形態のプリンタ１は、インターレース印刷方式を行う。インターレース印刷とは
、１回のパスで記録されるラスタラインの間に、他のパスで記録されるラスタラインが挟
まれるような印刷方法である。インターレース印刷では、印刷の始めと終わりの印刷方法
が中間の印刷と異なるため、通常印刷（中間の印刷）と先端・後端印刷に分けて説明する
。
【００４４】
　図７Ａ及び図７Ｂは、通常印刷の説明図である。図７Ａは、パスｎ～パスｎ＋３におけ
るヘッド３１の位置とドットの形成の様子を示し、図７Ｂは、パスｎ～パスｎ＋４におけ
るヘッド３１の位置とドットの形成の様子を示している。説明の便宜上、一つのノズル列
のみを示し、ノズル列のノズル数も少なくしている。また、ヘッド３１（ノズル列）が紙
Ｓに対して移動しているように描かれているが、同図はヘッド３１と紙Ｓとの相対的な位
置を示すものであって、実際には紙Ｓが搬送方向に移動する。同図において、黒丸で示さ
れたノズルがインク吐出可能で、白丸で示されたノズルがインク吐出不可である。また、
同図おいて、黒丸で示されたドットは、最後のパスで形成されたドットであり、白丸で示
されたドットは、それ以前のパスで形成されたドットである。
【００４５】
　インターレース印刷では、紙Ｓが搬送方向に一定の搬送量Ｆで搬送される毎に、各ノズ
ルが、その直前のパスで記録されたラスタラインのすぐ上のラスタラインを記録する。こ
のように搬送量を一定にして記録を行うためには、（１）インク吐出可能なノズル数Ｎ（
整数）はｋ（ノズル間隔ｋ・Ｄのｋ）と互いに素の関係にあること、（２）搬送量ＦはＮ
・Ｄに設定されること、が条件となる。ここでは、Ｎ＝７、ｋ＝４、Ｆ＝７・Ｄである。
【００４６】
　図８は、先端印刷及び後端印刷の説明図である。最初の５回のパスが先端印刷であり、
最後の５回のパスが後端印刷である。先端印刷では、通常印刷時の搬送量（７・Ｄ）より
も少ない搬送量（１・Ｄ又は２・Ｄ）にて紙Ｓが搬送され、インクを吐出するノズルが一
定しない。後端印刷も先端印刷と同様に印刷される。そして、先端印刷と後端印刷ではそ
れぞれ３０本ずつのラスタラインが形成される。これに対し、通常印刷では、紙Ｓの大き
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さにもよるが、およそ数千本のラスタラインが形成される。
【００４７】
　なお、通常印刷により印刷される領域（以下、通常印刷領域とする）のラスタラインの
並び方には、インク吐出可能なノズル数（ここではＮ＝７個）と同じ数のラスタライン毎
に、規則性がある。図８の通常印刷で最初に形成されたラスタラインから７番目までのラ
スタラインは、それぞれ、ノズル♯３、♯５、♯７、♯２、♯４、♯６、♯８、により形
成され、次の８番目以降の７本のラスタラインも、これと同じ順序の各ノズルで形成され
ている。一方、先端印刷により印刷される領域（以下、先端印刷領域とする）及び後端印
刷により印刷される領域（以下、後端印刷領域とする）のラスタラインの並びには、通常
印刷領域のラスタラインと比べると、規則性を見出し難い。
【００４８】
＝＝＝固有濃度むらについて＝＝＝
　以下の説明のため、「列領域」を設定する。「列領域」とは、移動方向に並ぶ複数の画
素によって構成される領域である。なお、画素の大きさは印刷解像度に応じて大きさや形
が定められている。例えば、印刷解像度が７２０ｄｐｉ（移動方向）×７２０ｄｐｉ（搬
送方向）の場合、画素は、約３５．２８μｍ×３５．２８μｍ（≒１／７２０インチ×１
／７２０インチ）の大きさの正方形状の領域になる。
【００４９】
　図９Ａは、理想的にドットが形成された様子を示す図である。理想的にドットが形成さ
れるとは、画素の中心位置にインクが着弾し、そのインクが紙Ｓ上に広がって、画素にド
ットが形成されることである。各ドットが各画素に正確に形成されるということは、ラス
タラインが列領域に正確に形成されることである。
【００５０】
　図９Ｂは、固有濃度むらが発生した様子を示す図である。「固有濃度むら」とは、ノズ
ルの加工精度等の問題により、インクが垂直方向に着弾しなかったり、インクの吐出量が
正確でなかったりすることにより生じる濃度むらである。即ち、固有濃度むらは、各プリ
ンタによって発生場所や濃度むらの度合いが異なる。
【００５１】
　例えば、２番目の列領域に形成されたラスタラインは、ノズルから吐出されたインクの
飛行方向のばらつきにより、３番目の列領域側に寄って形成されている。その結果、２番
目の列領域は淡くなり、３列目の列領域は濃くなる。また、５番目の列領域に吐出された
インクのインク量は規定のインク量よりも少なく、５番目の列領域に形成されたドットは
小さくなっている。その結果、５列目の列領域は淡くなる。
【００５２】
　このように濃淡の違うラスタラインからなる印刷画像を巨視的に見ると、移動方向に沿
った縞状の濃度むらが視認される。この固有濃度むらにより印刷画像の画質が低下してし
まう。
【００５３】
〈固有濃度むらの改善方法〉
　図９Ｃは、固有濃度むらを改善する様子を示す図である。本実施形態では、濃く視認さ
れやすい列領域に対しては、淡く画像片が形成されるように、その列領域に対応する画素
の階調値を補正する。また、淡く視認されやすい列領域に対しては、濃く画像片が形成さ
れるように、その列領域に対応する画素の階調値を補正する。
【００５４】
　例えば、図中では、淡く視認される２番目と５番目の列領域のドットの生成率が高くな
り、濃く視認される３番目の列領域のドットの生成率が低くなるように、各列領域に対応
する画素の階調値が補正される。これにより、各列領域のラスタラインのドット生成率が
変更され、列領域の画像片の濃度が補正されて、印刷画像全体の濃度むらが抑制される。
【００５５】
　ところで、図９Ｂにおいて、３番目の列領域に形成される画像片の濃度が濃くなる理由
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は、３番目の列領域にラスタラインを形成するノズルの影響によるものではなく、隣接す
る２番目の列領域にラスタラインを形成するノズルの影響によるものである。このため、
３番目の列領域にラスタラインを形成するノズルが別の列領域にラスタラインを形成する
場合、その列領域の濃度が濃くなるとは限らない。つまり、同じノズルにより形成された
画像片であっても、隣接する画像片を形成するノズルが異なれば、濃度が異なる場合があ
る。このような場合、単にノズルに対応付けた補正値では、濃度むらを抑制することがで
きない。そこで、本実施形態では、列領域毎に設定される補正値Ｈに基づいて、画素の階
調値を補正する。なお、本実施形態では、画素が示す階調値が高いほど濃い階調値となり
、画素の示す階調値が低いほど淡い階調値となる。
【００５６】
＝＝＝固有濃度むらに対する補正値Ｈについて＝＝＝
　図１０は、プリンタ製造後の検査工程で行われる補正値取得処理のフローである。固有
濃度むらに対する補正値Ｈは、ノズルの加工精度等の問題に関わるため、各プリンタ特有
の値となる。そのため、プリンタ製造工場の検査工程にて、プリンタ毎に補正値Ｈが算出
される。
【００５７】
　そして、検査のため、図１に示したように、固有濃度むらの検査対象となるプリンタ１
とスキャナ７０はコンピュータ６０に接続される。コンピュータ６０には、予め、テスト
パターンをプリンタ１に印刷させるためのプリンタドライバと、スキャナ７０を制御する
ためのスキャナドライバと、スキャナ７０から読み取ったテストパターンの画像データに
対して画像処理や解析等を行うための補正値取得プログラムがインストールされている。
【００５８】
〈Ｓ１０１：テストパターンの作成〉
　まず、コンピュータ６０のプリンタドライバは、プリンタ１にテストパターンを印刷さ
せる。図１１Ａは、テストパターンの説明図である。図１１Ｂは、補正用パターンの説明
図である。テストパターンとして、色別（ノズル別）に４つの補正用パターンが形成され
る。各補正用パターンは、３種類の濃度の帯状パターンと、上罫線と、下罫線と、左罫線
と、右罫線とにより構成されている。帯状パターンは、それぞれ一定の階調値の画像デー
タから生成されたものであり、左の帯状パターンから順に階調値７６（濃度３０％）、１
２８（濃度５０％）、１７９（濃度７０％）となり、順に濃い濃度の帯状パターンとなっ
ている。例えば、濃度３０％の帯状パターンは、階調値７６の画素から構成されている。
なお、これらの３種類の階調値を「指令階調値」とし、記号でＳａ（＝７６）、Ｓｂ（＝
１２８）、Ｓｃ（＝１７９）と表す。
【００５９】
　そして、各帯状パターンは、先端印刷、通常印刷及び後端印刷により形成される。その
ため、先端印刷領域の３０個のラスタラインと、通常印刷領域の５６個のラスタラインと
、後端印刷領域の３０個のラスタラインとから構成されている。通常の印刷では、通常印
刷領域に数千個のラスタラインが形成されるが、補正用パターンの印刷では、通常印刷領
域には８周期分（７個×８周期）のラスタラインが形成される。上罫線は、帯状パターン
を構成する先端側から１番目のラスタラインにより形成され、下罫線は、先端側から１１
６番目のラスタラインにより形成される。
【００６０】
〈Ｓ１０２：補正用パターンの読み取り〉
　次に、印刷されたテストパターンをスキャナ７０で読み取る。読み取ったテストパター
ンの画像の左上のスキャン原点を基準とし、読み取り範囲を特定する。図１１Ａに示すよ
うに、イエローインクノズル列が形成した補正用パターンを囲む一点鎖線の範囲を、イエ
ローインクノズル列が形成した補正用パターンの読み取り範囲とする。なお、パラメータ
ＳＸ１、ＳＹ１、ＳＷ１及びＳＨ１は、補正値取得プログラムによって予めスキャナドラ
イバに設定されている。原稿が多少ずれてスキャナ７０にセットされても大丈夫なように
、補正用パターンよりも大きい範囲を読み取り範囲としている。同様に、他のノズル列が
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形成した補正用パターンの読取範囲を特定する。
【００６１】
〈Ｓ１０３：列領域の濃度を測定〉
　次に、補正値取得プログラムは、３種類の帯状パターンの各列領域の測定値を算出する
。即ち、各列領域と対応する各画素列（ｘ方向に並ぶ複数の画素）の階調値（読取階調値
）を算出する。
【００６２】
　図１２Ａは、左罫線の検出の際の画像データの説明図である。補正値取得プログラムは
、解像度変換された画像データの中から、上からＨ２の画素であって、左からＫＸ個の画
素の画素データを取り出す。このとき取り出される画素の中に左罫線が含まれるように、
パラメータＫＸが予め定められている。そして、補正値取得プログラムは、取り出された
ＫＸ個の画素の画素データから左罫線の重心位置を求める。
【００６３】
　図１２Ｂは、１番目の列領域の濃度３０％の帯状パターンの濃度の測定範囲の説明図で
ある。左罫線の重心位置からＸ２だけ右側に、幅Ｗ３の濃度３０％の帯状パターンが存在
していることは、補正用パターンの形状から既知である。そこで、補正値取得プログラム
は濃度３０％の帯状パターンのうちの左右Ｗ４の範囲を除いた点線の範囲の画素データを
列領域毎に抽出する。抽出した画素データの階調値の平均値が各列領域の濃度３０％の測
定値となる。このようにして、補正値取得プログラムは、３種類の帯状パターンの濃度を
列領域毎にそれぞれ測定する。
【００６４】
　図１３は、イエローインクノズル列が形成した３種類の帯状パターンの濃度の測定結果
をまとめた測定値テーブルである。このように、補正値取得プログラムは、列領域毎に、
３種類の帯状パターンの濃度の測定値を対応付けて、測定値テーブルを作成する。なお、
イエローインクノズル列の指令階調値Ｓａ（＝７６）に対するｎ番目の測定値を測定値Ｙ
ａ_ｎとし、指令階調値Ｓｂ（＝１２８）に対するｎ番目の測定値を測定値Ｙｂ_ｎとし、
指令階調値Ｓｃ（＝１７９）に対するｎ番目の測定値を測定値Ｙｃ_ｎとして、図１３に
示す。また、測定値テーブルはノズル列ごと（ＹＭＣＫ）に作成される。
【００６５】
　図１４は、イエローインクノズル列の指令階調値Ｓａ、Ｓｂ、Ｓｃの帯状パターンの測
定値のグラフである。横軸が列領域番号であり、縦軸が測定値である。各指令階調値で一
様に形成されたにもかかわらず、列領域によって、測定値にばらつきが生じている。この
ばらつきが列領域毎の濃淡差であり、印刷画像の固有濃度むらの原因である。
【００６６】
　さて、固有濃度むらを改善するためには、同一の階調値における列領域ごとの測定値の
ばらつきをなくすことが必要となる。即ち、各列領域の測定値を一定の値に近づけること
で、固有濃度むらが改善される。そこで、本実施形態では、同一の階調値において、全て
の列領域の測定値を平均化した値を目標値とし、各列領域の測定値を目標値に近づけるよ
うに指令階調値を補正する。
【００６７】
　例えば、濃度５０％の帯状パターンの全列領域の測定値（Ｙｂ_１～Ｙｂ_１１６）の平
均値をイエローインクノズル列の目標値をＹｂｔとする。そして、目標値Ｙｂｔよりも測
定値が低い列領域ｉでは、指令階調値Ｓｂの設定よりも濃く印刷されるように階調値を補
正する。一方、目標値Ｙｂｔよりも測定値が高い列領域ｊでは、指令階調値Ｓｂの設定よ
りも淡く印刷されるように階調値を補正する。また、補正した階調値を目標指令階調値Ｓ
ｂｔとする。
【００６８】
〈Ｓ１０４：補正値の算出〉
　補正値の算出方法を説明するために、イエローインクノズル列が形成した濃度５０％（
Ｓｂ＝１２８）の帯状パターンの列領域ｉと列領域ｊを例に挙げて説明する。列領域ｉの
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測定値は目標値Ｙｂｔよりも低く、列領域ｊの測定値は目標値Ｙｂｔよりも高いとする。
【００６９】
　図１５Ａは、列領域ｉにおける指令階調値Ｓｂに対する目標指令階調値Ｓｂｔの説明図
である。列領域ｉの濃度が目標値Ｙｂｔとなるように、プリンタドライバは目標指令階調
値Ｓｂｔに基づいて印刷するように指令すればよい。目標階調値Ｓｂｔは次式により算出
される（直線ＢＣに基づく直線補間）。　
　Ｓｂｔ＝Ｓｂ＋（Ｓｃ－Ｓｂ）×｛（Ｙｂｔ－Ｙｂ）／（Ｙｃ－Ｙｂ）｝
【００７０】
　図１５Ｂは、列領域ｊにおける指令階調値Ｓｂに対する目標指令階調値Ｓｂｔの説明図
である。列領域ｊの濃度が目標値Ｙｂｔとなるように、プリンタドライバは目標指令階調
値Ｓｂｔに基づいて印刷するように指令すればよい。目標階調値Ｓｂｔは次式により算出
される（直線ＡＢに基づく直線補間）。　
　Ｓｂｔ＝Ｓｂ－（Ｓｂ－Ｓａ）×｛（Ｙｂｔ－Ｙｂ）／（Ｙａ－Ｙｂ）｝
【００７１】
　次に、補正値取得プログラムは、目標指令階調値Ｓｂｔにより、その列領域における指
令階調値Ｓｂに対する補正値Ｈｂを算出する。なお、補正値Ｈｂは列領域ごとに算出され
る。　
　Ｈｂ＝（Ｓｂｔ－Ｓｂ）／Ｓｂ
【００７２】
　また、補正値取得プログラムは、最低階調値（＝０）に対する測定値を０（点Ｄ）、最
高階調値２５５に対する測定値を２５５（点Ｅ）として、他の指令階調値（Ｓａ及びＳｃ
）に対する補正値（Ｈａ及びＨｃ）を算出する。点Ｄ（０，０）と点Ａと点Ｂに基づいて
（直線ＤＡまたは直線ＡＢに基づく直線補間）、指令階調値Ｓａに対する補正値Ｈａを列
領域毎に算出する。そして、点Ｂと点Ｃと点Ｅ（２５５，２５５）に基づいて（直線ＢＣ
または直線ＣＥに基づく直線補間）、指令階調値Ｓｃに対する補正値Ｈｃを算出する。そ
して、全インクノズル列について、列領域毎に、３つの補正値（Ｈａ、Ｈｂ、Ｈｃ／第１
補正値）が算出される。
【００７３】
　ところで、補正用パターンの通常領域には５６個のラスタラインが印刷された。しかし
、５６個の列領域毎の補正値は算出せず、７個おきの８個の列領域の各濃度の測定値の平
均に基づいて、７個の補正値を算出する。通常領域では７個のラスタライン毎に規則性が
あるため、７個の補正値を規則性に基づいて使用する。例えば、イエローの濃度５０％の
帯状パターンにおける、通常印刷領域の１番目の列領域の測定値Ｙｂは、通常印刷領域の
１、８、１５、２２、２９、３６、４３、５０番目の８個の列領域の測定値の平均値が用
いられる。同様に、その他の濃度の測定値（Ｙａ、Ｙｃ）も８個の列領域の平均値が用い
られる。そして、平均値化された測定値に基づいて、通常領域の１番目の列領域の補正値
（Ｈａ、Ｈｂ、Ｈｃ）が算出される。
【００７４】
〈Ｓ１０５：補正値の記憶〉
　図１６は、イエローインクノズル列の補正値テーブルの説明図である。次に、補正値取
得プログラムは、補正値をプリンタ１のメモリ５３に記憶する。補正値テーブルには、先
端印刷用、通常印刷用、後端印刷用の３種類ある。各ノズル列の補正値テーブルには、３
つの補正値（Ｈａ、Ｈｂ、Ｈｃ）が、列領域毎に対応付けられている。例えば、各列領域
のｎ番目のラスタラインには、３つの補正値（Ｈａ_ｎ、Ｈｂ_ｎ、Ｈｃ_ｎ）が対応付け
られている。そして、メモリ５３には、各ノズル列の補正値テーブルが記憶される。
【００７５】
　プリンタ１のメモリ５３に補正値を記憶させた後、補正値取得処理は終了する。そして
、プリンタドライバを記憶したＣＤ－ＲＯＭがプリンタ１に同梱され、プリンタ１が工場
から出荷される。
【００７６】
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〈ユーザーの下での固有濃度むらに対する補正処理について〉
　プリンタ１を購入したユーザーは、所有するコンピュータに、プリンタ１を接続する。
そして、ユーザーは、同梱されているＣＤ－ＲＯＭを記録再生装置９０にセットし、プリ
ンタドライバをインストールする。
【００７７】
　コンピュータ６０にインストールされたプリンタドライバは、プリンタ１に対して、メ
モリ５３に記憶されている固有濃度むらに対する補正値Ｈをコンピュータ６０に送信する
ように要求する。プリンタ１は、要求に応じて、固有濃度むらの補正値テーブルをコンピ
ュータ６０へ送信する。プリンタドライバは、プリンタ１から送られてくる補正値Ｈをコ
ンピュータ６０内のメモリに記憶する。これにより、このコンピュータ６０で作成された
画像データをプリンタ１で印刷することが可能となる。
【００７８】
　そして、プリンタドライバは、ユーザーからの印刷命令を受けると、印刷データを生成
し、印刷データをプリンタ１に送信する。プリンタ１は、印刷データに従って、印刷処理
を行う。なお、印刷データの作成方法は前述の通りである（図５）。
【００７９】
　以下、固有濃度むらに対する濃度補正処理について詳しく説明する。この濃度補正処理
では、各画素が示す階調値を、その画素が属する列領域に対応する補正値Ｈに基づいて補
正される。
【００８０】
　ある画素が示す補正前の階調値Ｓ_ｉｎが指令階調値のいずれか（Ｓａ、Ｓｂ、Ｓｃ）
と同じとする。この場合、補正前の階調値Ｓ_ｉｎに対して、コンピュータ６０のメモリ
に記憶されている補正値Ｈａ、Ｈｂ、Ｈｃをそのまま用いることができる。例えば、補正
前の階調値Ｓ_ｉｎ＝Ｓｃであれば、補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔは次式により求められる。
　
　Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓｃ×（１＋Ｈｃ）
【００８１】
　図１７は、補正前の階調値が指令階調値と異なる場合の濃度補正処理を示す図である。
横軸を補正前の階調値Ｓ_ｉｎとし、縦軸を階調値Ｓ_ｉｎに対応させた補正値Ｈ_ｏｕｔ
とする。ある画素が示す補正前の階調値Ｓ_ｉｎに対する補正値Ｈ_ｏｕｔを、指令階調値
Ｓａの補正値Ｈａ_ｎと指令階調値Ｓｂの補正値Ｈｂ_ｎを基に線形補間によって次式によ
り算出する。　
　Ｈ_ｏｕｔ＝Ｈａ_ｎ+（Ｈｂ_ｎ－Ｈａ_ｎ）×｛（Ｓ_ｉｎ－Ｓａ）／（Ｓｂ－Ｓａ）｝
【００８２】
　そして算出された補正値Ｈ_ｏｕｔに基づいて補正前の階調値Ｓ_ｉｎを補正する。　
　Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓ_ｉｎ×（１＋Ｈ_ｏｕｔ）
【００８３】
　先端印刷の１番目～３０番目の各列領域に属する画素の階調値に対して、プリンタドラ
イバは、先端印刷用の補正値テーブルに記憶されている１番目～３０番目の各列領域に対
応する補正値Ｈに基づいて、濃度補正処理を行う。同様に、後端印刷では、後端印刷の１
番目～３０番目の各列領域に属する画素の階調値に対して、プリンタドライバは、後端印
刷用の補正値テーブルに記憶されている１番目～３０番目の各列領域に対応する補正値Ｈ
に基づいて、濃度補正処理を行う。
【００８４】
　通常印刷では７個の列領域毎に規則性があるため、プリンタドライバは、およそ数千あ
る列領域を７個の列領域毎に、７個の補正値Ｈを順に繰り返し用いて濃度補正処理を行う
。これにより、記憶すべき補正値Ｈのデータ量を削減することができる。そして、プリン
タドライバは、イエローインクノズル列だけでなく他のノズル列の画素データの階調値に
対しても、同様に濃度補正処理を行う。
【００８５】
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　濃度補正処理により、濃く視認されやすい列領域に対しては、その列領域に対応する画
素の画素データの階調値が低くなるように補正される。逆に、淡く視認されやすい列領域
に対しては、その列領域に対応する画素の画素データの階調値が高くなるように補正され
る。言い換えると、図９Ｃに示したように、濃く視認されやすい列領域では、その列領域
の画素データの階調値が低くなるように補正されているので、その列領域のラスタライン
を構成するドットのドット生成率が低くなる。逆に、淡く視認されやすい列領域では、ド
ット生成率が高くなる。そして、印刷画像全体の固有濃度むらが改善される。
【００８６】
　さて、ノズルの加工精度等の問題により発生する固有濃度むらは上記の方法で改善され
る。しかし、ユーザーの下でプリンタを使用している際に不良ノズルが発生した場合、固
有濃度むらとは異なる濃度むら（不吐出濃度むら）が生じてしまう。以下、不良ノズルに
よる不吐出濃度むらについて詳しく説明する。
【００８７】
＝＝＝不吐出濃度むらについて＝＝＝
　「不吐出濃度むら」とは、インクが吐出されるべき時にインクが吐出されない不良ノズ
ルにより生じる濃度むらである。不良ノズルは、インクの増粘やノズルに紙粉等の異物が
付着してノズルが目詰まりしたり、気泡がヘッドのインク室(キャビティ)内などに入った
りすることで発生する。不良ノズルが発生すると、ドットが形成されるべき画素にドット
が形成されないため、正しくドットが形成される画素と不良ノズルによりドットが形成さ
れない画素とによる濃淡の違いが濃度むらとなり、画質を低下させてしまう。
【００８８】
　図１８Ａは、インターレース印刷方式により理想的にドットが形成される様子を示す図
である。図１８Ｂは、不良ノズルにより３番目の列領域にドットが形成されない様子を示
す図である。なお、図中の全ての画素にドットが形成されるとする。インターレース印刷
では、１つのラスタラインが１つのノズルによって形成される。そのため、３番目の列領
域にドットを形成するように割り当てられたノズルが不良ノズルであった場合、３番目の
列領域には全くドットが形成されなくなってしまう。その結果、３番目の列領域が画像上
にスジとなって現れてしまう。即ち、不良ノズルが割り当てられた列領域と他の列領域と
の濃淡差が濃度むら（不吐出濃度むら）となり、印刷画像の画質が低下してしまう。
【００８９】
＝＝＝不良ノズル検査について＝＝＝
　ところで、不良ノズルが発生していなければ、不吐出濃度むらは生じない。そこで、次
に、不良ノズルが発生しているかを確認する不良ノズル検査について説明する。図１９Ａ
は、ヘッド３１と検査部を下面側から見た図である。検査部は、レーザー光源８０と、レ
ーザー受光器８１と、レーザー光源８０及びレーザー受光器８１を移動方向に移動させる
機構(不図示)から成る。
【００９０】
　レーザー光源８０はレーザー光Ｌをノズル列と平行に射出する。そして、各ノズルから
正常に吐出されたインクの軌跡とレーザー光Ｌとが交わるように、レーザー光源８０とレ
ーザー受光器８１が配置される。そして、ノズルから所定量のインクが紙Ｓに対して垂直
方向に吐出されると、レーザー光Ｌがインクにより遮られる。逆に、ノズルからインクが
吐出されなかった場合には、レーザー光Ｌは遮られない。
【００９１】
　図１９Ｂは、ノズルから正常にインクが吐出される様子を示している。図中では、ノズ
ル＃２から紙Ｓに対して垂直方向に所定量のインクが吐出されている。そうすると、吐出
されたインクは、途中でレーザー光Ｌを横切る。その結果、レーザー受光器８１が閾値以
下の光量を受光し(または、受光が一時的に中断され)、ノズル＃２は正常なノズルである
と判断される。なお、この閾値は、所定量のインクがレーザー光Ｌを遮る光量により、予
め決められた値である。
【００９２】
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　一方、図１９Ｃは、ノズル＃２からインクが吐出されない様子を示している。ノズル＃
２からインクを吐出させようとしても、ノズル＃２からインクが吐出されなかった場合、
レーザー光Ｌはインクに遮られることはない。その結果、レーザー受光器８１はレーザー
光Ｌを常に受光し、ノズル＃２は不良ノズルであると判断される。
【００９３】
　図２０は、不良ノズル検査を行う際のヘッドの位置を示す図である。不良ノズル検査中
にはノズルからインクが吐出されるため、ポンプ吸引装置が必要となる。ポンプ吸引装置
は、インク吸収体８２と、キャップ８３と、ポンプ８４と、チューブ８５と、ポンプ吸引
装置を上下に移動させる機構(不図示)から成る。ポンプ吸引装置は非印刷エリアに配置さ
れており、移動方向には移動出来ない。そのため、クリーニング時には、ヘッド３１が非
印刷エリアのポンプ吸引装置の真上に移動する。非印刷エリアとは、紙Ｓの印刷のために
ノズルからインクが吐出される印刷エリア外のことである。即ち、不良ノズル検査では、
非印刷エリアにおいて、キャップに向けてノズルからインクが吐出されるため、紙Ｓや搬
送ローラ１３が汚れることはない。
【００９４】
　このように、不良ノズル検査を行うことで、不良ノズルが発生しているかを確認するこ
とができる。不良ノズルが発生していなければ、不吐出濃度むらは発生しない。しかし、
不良ノズルが発生しているのに、改善策を講じないで印刷を実行すると、不吐出濃度むら
が発生してしまう。次に、不良ノズルが発生したときの不吐出濃度むらに対する改善方法
について説明する。
【００９５】
＝＝＝不吐出濃度むらの改善方法１：クリーニング＝＝＝
　本実施形態の不吐出濃度むらの改善方法の１つとして、ヘッド３１のノズル面のクリー
ニング（回復処理）が挙げられる。ノズル面をクリーニングすることで、不良ノズルは回
復し、正常にインクが吐出されるようになる。クリーニングとして、フラッシングとポン
プ吸引が行われる。なお、クリーニングを行う際には、ヘッド３１を非印刷エリアまで移
動させる。そして、キャップ８３がヘッド３１の下面と接するように上方向にポンプ吸引
装置を移動させる。
【００９６】
　クリーニング方法の１つであるフラッシングとは、強制的にノズルからインクを吐出さ
せようとするクリーニング動作である。ノズルが目詰まりしていて、インクが吐出されな
くても、インク室が膨張したり、収縮したりすることで、ノズルのメニスカス(ノズルで
露出しているインクの自由表面)が駆動する。この結果、インク室内のインクの増粘が進
んでない場合等では、ノズルの目詰まりが解消し、正常にインクが吐出される。
【００９７】
　また、ポンプ吸引とは、ポンプを駆動して、インク室内のインクを強制的に吸引するク
リーニング動作である。インクの排出路であるチューブ８５の一端はキャップ８３内部の
底面に接続され、他端はチューブポンプを介して排インクカートリッジ(不図示)に接続さ
れている。キャップ８３内部の底面には、インク吸収体８２が配置され、ポンプ８４によ
り吸引された排インクだけでなく、不良ノズル検査やフラッシングによる排インクも吸収
し、チューブ８５を介して、排インクカートリッジに排インクが排出される。
【００９８】
　これらのクリーニング動作により、ノズル表面の異物をインクと一緒に吐き出したり、
増粘により乾燥したノズルのメニスカスを正常の状態に戻したり、ヘッド３１のインク室
(キャビティ)内の気泡を解消したりすることができる。こうして、不良ノズルから正常に
インクが吐出されるようになる。
【００９９】
　つまり、ヘッド３１のクリーニングを行うことで、不良ノズルから正常にインクが吐出
されるようになり、確実に不吐出濃度むらが改善される。但し、クリーニングを行うと、
その分だけ時間がかかり、印刷時間が長くなってしまう。また、クリーニングのためにイ
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ンクが消費されてしまう。
【０１００】
＝＝＝不吐出濃度むらの改善方法２：隣接する画素の階調値の補正＝＝＝
　次に、クリーニングを行わずに不吐出濃度むらを改善する方法について説明する。即ち
、不良ノズルからインクが吐出されない状態のままで印刷を行うが、不吐出濃度むらを改
善する方法である。
【０１０１】
　不良ノズルが発生しているがクリーニングを行わない場合に、本実施形態では、不良ノ
ズルがドットを形成するように割り当てられた画素と隣接する画素（以下、隣接画素とす
る）の階調値を補正する。また、隣接画素の階調値が高くなるように補正する。隣接画素
の階調値を高くすることで、不吐出ノズルが割り当てられた画素を補正する。但し、隣接
画素に割り当てられたノズルは正常でなければならない。もし、隣接画素に割り当てられ
たノズルも不良ノズルであるならば、隣接画素の階調値を高くしても、不吐出濃度むらは
改善されないからである（具体的な補正方法については後述する）。
【０１０２】
　図１８Ｃは、インターレース印刷方式において、隣接画素の階調値を補正した様子を示
す図である。インターレース印刷では、１つのラスタラインが１つのノズルによって形成
される。即ち、図中では、３番目の列領域に属する各画素にドットを形成するように割り
当てられたノズルは同一の不良ノズルとなる。そのため、３番目の列領域中のある画素と
移動方向に隣接する画素（３番目の列領域中の他の画素）の階調値を補正しても、不吐出
濃度むらは改善されない。
【０１０３】
　また、インターレース印刷方式では、あるラスタラインと搬送方向に隣り合うラスタラ
インはそれぞれ別のノズルによって形成される。例えば、不良ノズル検査において、不良
ノズルが１つ検出されたとする。図１８Ｃの３番目の列領域にドットを形成するように割
り当てられたノズルが不良ノズルであるとすると、２番目と４番目の列領域にドットを形
成するように割り当てられたノズルは正常なノズルとなる。即ち、２番目と４番目の列領
域に属する画素が、「不良ノズルから液体が吐出されるべき画素と隣接する画素」となる
。そこで、２番目と４番目の列領域に属する画素の階調値を補正することで、不吐出濃度
むらが改善される。
【０１０４】
　改善前の図１８Ｂでは、２番目と４番目の列領域には中ドットと小ドットが形成されて
いる。これに対して、改善後の図１８Ｃでは、２番目と４番目の列領域の階調値が高くな
るように補正され、２番目と４番目の列領域に大ドットが形成されるようになっている。
このように、２番目と４番目の列領域に属する画素の階調値を高くすることで、ドットが
形成されない３番目の列領域の濃度（階調値）が補われる。
【０１０５】
　即ち、インターレース印刷のように１つのラスタラインが１のノズルにより形成される
場合には、不良ノズルがドットを形成するように割り当てられた列領域と搬送方向に隣接
する２つの列領域に属する各画素（隣接画素）の階調値を補正することで、不吐出濃度む
らが改善される。
【０１０６】
〈不吐出濃度むらに対する補正量Ｒについて〉
　次に、不良ノズルが割り当てられた画素と隣接する画素（隣接画素）の階調値を補正す
る補正量Ｒについて説明する。ノズルの加工精度等の問題により発生する固有濃度むらは
各プリンタ特有の濃度むらである。これに対して、不吐出濃度むらはドットが形成されな
いことにより発生するため、プリンタによる差がほとんどない。そのため、固有濃度むら
に対する補正値Ｈがプリンタ製造工場の検査工程において個々に算出されるのに対して、
不吐出濃度むらに対する補正量Ｒはプリンタの機種ごとに設計段階で算出される。そして
、算出された補正量Ｒは、同じ機種のプリンタに対して共通に使用される。
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【０１０７】
　次に、補正量Ｒの算出方法について説明する。補正量Ｒを算出するため、図１に示すよ
うに、不吐出濃度むらの検査対象となるプリンタ１とスキャナ７０はコンピュータ６０に
接続される。
【０１０８】
　図２１Ａは、補正量Ｒを算出するためのテストパターンを示す図である。補正量Ｒを算
出するために、「正常なテストパターン（第１テストパターン）」と「ノズル抜けテスト
パターン（第２テストパターン）」の両方がプリンタ１により印刷される。正常なテスト
パターンとノズル抜けテストパターンのどちらもが、３種類の濃度の帯状パターンと上罫
線と下罫線と左罫線と右罫線により構成され、固有濃度むらに対する補正値Ｈを算出する
ための補正用パターン（図１１Ｂ）と同様の構成となっている。また、インターレース印
刷方式により、先端印刷と後端印刷において各３０個のラスタラインが形成され、通常印
刷において５６個のラスタラインが形成される。但し、図１１Ｂの補正用パターンと図２
１Ａのテストパターンでは、帯状パターンの濃度を異ならせている。図２１Ａのテストパ
ターンの指令階調値Ｓｄ＝１０２（４０％）、Ｓｅ＝１７９（７０％）、Ｓｆ＝２５５（
１００％）とする。指令階調値以外の階調値に対応する補正量Ｒは、指令階調値に対応す
る補正量Ｒを基に線形補間により算出される（後述）。そのため、最高階調値２５５に対
応する補正量Ｒを算出し、各指令階調値の間隔を均等にすることで、より正確な補正量Ｒ
を算出することができる。なお、正常なテストパターンとノズル抜けテストパターンはイ
ンク毎（ＹＭＣＫ）に形成される。
【０１０９】
　正常なテストパターンは全てのノズルが正常であるとして形成されるのに対して、ノズ
ル抜けテストパターンは一部のノズルが不良ノズルであるとして形成される。即ち、ノズ
ル抜けテストパターンを構成する列領域の一部の列領域に、意図的にドットを形成しない
。ノズル抜けテストパターンの８個の列領域にドットを全く形成せず、ノズル抜け状態と
する。ノズル抜け状態とする列領域は、搬送方向の下流側からｎ１番目、ｎ２番目、…、
ｎ８番目の列領域とする。また、ノズル抜け状態とする各列領域に割り当てられるノズル
は全て異なるノズルとする。なぜなら、ノズル抜け状態とする各列領域に割り当てられる
ノズルが同一のノズルであったら、算出する補正量Ｒに、そのノズルの特性が影響してし
まうからである。そして、図２１Ａに示すように、ノズル抜け状態となった列領域がノズ
ル抜けテストパターン上に白いスジとなって現れる。
【０１１０】
　テストパターンの印刷後、テストパターンをスキャナ７０に読み取らせる。図２１Ｂは
、正常なテストパターンとノズル抜けテストパターンのｎ１番目からｎ８番目の各列領域
の（平均）階調値示す図である。スキャナ７０で読み取った後、正常なテストパターンの
ｎ１番目からｎ８番目の８個の列領域に対応する画素列（スキャナ座標系においてｘ方向
に並ぶ複数の画素）の階調値と、ノズル抜けテストパターンのｎ１番目からｎ８番目の８
個の列領域に対応する画素列の階調値を算出する。正常なテストパターンのｎ１番目の列
領域に対応する画素列の階調値をＮ１（Ａ）とし、ノズル抜けテストパターンのｎ１番目
の列領域に対応する画素列の階調値をＮ１（Ｂ）とする。
【０１１１】
　ところで、ノズル抜けテストパターンのｎ１番目の列領域に割り当てられたノズルが不
良ノズルであるとし、ｎ１番目の列領域にはドットが形成されていない。そのため、正常
なテストパターンのｎ１番目の列領域に対応する画素列の階調値Ｎ１（Ａ）に比べて、ノ
ズル抜けテストパターンのｎ１番目の列領域に対応する画素列の階調値Ｎ１（Ｂ）は低い
値となっている。同様に、ｎ２番目からｎ８番目の列領域も、正常なテストパターンの階
調値（Ｎ２（Ａ）からＮ８（Ａ））に比べて、ノズル抜けテストパターンの階調値（Ｎ２
（Ｂ）からＮ８（Ｂ））の方が低い値となっている。
【０１１２】
　次に、正常なテストパターンのｎ１番目からｎ８番目の列領域に対応する画素列の階調
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値の平均値Ｒ’（Ａ）と、ノズル抜けテストパターンのｎ１番目からｎ８番目の列領域に
対応する画素列の階調値の平均値Ｒ’（Ｂ）を、インクごと（ＹＭＣＫ）、濃度ごと（４
０、７０、１００％）に算出する。　
　Ｒ’（Ａ）＝（Ｎ１（Ａ）＋Ｎ２（Ａ）＋…＋Ｎ８（Ａ））／８
　Ｒ’（Ｂ）＝（Ｎ１（Ｂ）＋Ｎ２（Ｂ）＋…＋Ｎ８（Ｂ））／８
【０１１３】
　そして、ノズルが正常であった場合に印刷された列領域に対応する画素列の階調値（Ｒ
’（Ａ））とノズルが不良ノズルであった場合に印刷された列領域に対応する画素列の階
調値（Ｒ’（Ｂ））の比率を補正量Ｒｔとする。補正量Ｒｔは次式で表される。　
　Ｒｔ＝Ｒ’（Ａ）／Ｒ’（Ｂ）
【０１１４】
　例えば、指令階調値Ｓｄ＝１０２（濃度４０％）でイエローインクにより印刷された列
領域をスキャナで読み取った場合、ノズルが正常であるならば、その列領域に対応する画
素列の階調値はＲ’（Ａ）となる。しかし、もし、その列領域に割り当てられたノズルが
不良ノズルであるならば、その列領域に対応する画素列の階調値はＲ’（Ｂ）となる。即
ち、正常なノズルにより印刷された画像片の濃度は、不良ノズルにより印刷された画像片
の濃度のＲｔ倍となる。
【０１１５】
　そして、本実施形態では、不良ノズルが割り当てられた画素に隣接する画素の階調値を
Ｒｔ倍して、不吐出濃度むらを改善する。
【０１１６】
　また、本実施形態のプリンタ１は、インターレース方式により印刷を行う。インターレ
ース印刷では、不良ノズルが割り当てられた画素と搬送方向に隣接する２つの画素の階調
値を補正することにより、不吐出濃度むらを改善する。即ち、ドットが形成されない１つ
の画素を隣接する２つの画素により補正するため、隣接する１つの画素に対する補正量Ｒ
は前述の補正量Ｒｔの半分の値となる。
【０１１７】
　例えば、図１８Ｂでは、３番目の列領域に割り当てられたノズルが不良ノズルとされて
いる。もし、図１８Ａのように３番目の列領域に割り当てられたノズルが正常であったら
、図１８Ｂの３番目の列領域の濃度はＲｔ倍の濃さであった。そこで本実施形態では、３
番目の列領域と搬送方向に隣接する２番目と４番目の列領域の階調値をそれぞれＲｔ／２
倍することで、３番目の列領域の濃度を補う。
【０１１８】
　図２２Ａは、不吐出濃度むらに対する補正量Ｒテーブルの説明図である。補正量Ｒは、
インクごと（ＹＭＣＫ）、指令階調値ごと（Ｓｄ、Ｓｅ、Ｓｆ）に算出される。また、補
正量Ｒは、印刷方式によって異なり、隣接する画素数に合わせた値となっている（インタ
ーレース印刷方式では、補正量Ｒ＝Ｒｔ／２）。
【０１１９】
　こうして作成された補正量Ｒテーブルはプリンタ１のメモリ５３に記憶される。そして
、固有濃度むらに対する補正値Ｈと同様に、ユーザーがコンピュータ６０にプリンタドラ
イバをインストールした際に、補正値Ｈと共に不吐出濃度むらに対する補正量Ｒもコンピ
ュータ６０に送信される。そして、コンピュータ６０のメモリに記憶され、ユーザーが印
刷を指示した場合には、プリンタドライバによる不吐出濃度むらの補正処理が行われる（
後述）。
【０１２０】
　図２２Ｂは、補正量Ｒテーブルをグラフ化した図である。横軸が、不良ノズルが割り当
てられた画素の階調値を示し、縦軸が、補正量Ｒを示す。不良ノズルが割り当てられた画
素の階調値が０であった場合には、隣接画素の階調値を高くする必要はなく、補正量Ｒは
０となる。また、不良ノズルが割り当てられた画素の階調値が高くなるほど、補正量Ｒの
値も大きくなる。これは、不良ノズルが割り当てられた画素の階調値が高い場合、隣接画
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素の階調値の補正量Ｒを大きくし、隣接画素の階調値を高くすることで、本来、不良ノズ
ルにより印刷される領域の濃度を補えるからである。
【０１２１】
＝＝＝本実施形態の濃度むら補正の流れについて＝＝＝
　以上により、固有濃度むらと不吐出濃度むらの個々の改善方法について説明した。本実
施形態では固有濃度むらの改善を行い、更に、不良ノズルが発生した場合には不吐出濃度
むらの改善も行う。以下、本実施形態の２つの濃度むらに対する補正処理の流れについて
説明する。濃度むらに対する補正処理は、前述の固有濃度むらに対する補正処理と同様に
、プリンタドライバによって行われる。なお、前述の固有濃度むらに対する補正処理は、
説明の簡略のため、不吐出濃度むらが生じずに固有濃度むらのみを改善する場合（ヘッド
のクリーニングを行う場合も含まれる）の補正処理の説明となっている。
【０１２２】
　図２３は、ユーザーが印刷方式を設定する画面を示す図である。本実施形態のプリンタ
１は、「高速印刷モード」と「高画質モード」と「標準モード」を設定できるとする。そ
して、これらはユーザーによって選択される。
【０１２３】
　高速印刷モードでは、印刷前に不良ノズル検査を行わない。そのため、不良ノズル検査
時間とクリーニング時間を短縮することができ、早く印刷することができる。但し、不良
ノズルが有った場合には、画像劣化が生じてしまう。
【０１２４】
　高画質モードでは、印刷前に不良ノズル検査を行い、不良ノズルが有った場合には、必
ずクリーニングを行う。不良ノズルを正常な状態にしてから印刷を行うため、不吐出濃度
むらが生じない。但し、不良ノズル検査とクリーニングに時間がかかり、印刷時間が長く
なってしまう。
【０１２５】
　標準モードでは、印刷前に不良ノズル検査を行い、不良ノズルが有った場合には、状況
に応じてクリーニングを行う（後述）。また、不良ノズルが有ってもクリーニングを行わ
ない場合には、不良ノズルが割り当てられた画素に隣接する画素の階調値を補正する。
【０１２６】
　図２４は、濃度むらに対する補正処理のフローである。まず、プリンタドライバは、ア
プリケーションプログラムから画像データを受信すると、印刷モードが高速印刷モードで
あるか否かを確認する（Ｓ２０１）。もし、高速印刷モードであれば（ＹＥＳ）、印刷デ
ータの作成処理に入る。この場合、ヘッドのクリーニングは行われず、プリンタドライバ
は図５の印刷データの作成処理フローに従って処理する。また、高速印刷モードの場合に
は、図５の濃度補正処理（Ｓ００３）において固有濃度むらに対する補正は行われるが、
不良ノズルが有ったとしても不吐出濃度むらに対する補正は行われない。即ち、前述の固
有濃度むらのみに対する補正処理が行われる。一方、高速印刷モードでなければ（ＮＯ）
、不良ノズル検査を行う（Ｓ２０２）。
【０１２７】
　そして、不良ノズルが無ければ（Ｓ２０３→ＮＯ）、プリンタドライバは図５のフロー
に従って、印刷データを作成する。もし、不良ノズルが有れば（Ｓ２０３→ＹＥＳ）、プ
リンタドライバは印刷モードが高画質モードであるか否かを確認する（Ｓ２０４）。
【０１２８】
　印刷モードが高画質モードであれば（ＹＥＳ）、ヘッドのクリーニングが行われる。印
刷モードが高画質モードでなければ（ＮＯ）、プリンタドライバは不良ノズル数を確認す
る（Ｓ２０５）。不良ノズル数が１つであれば（ＮＯ）、クリーニングを行わずに不吐出
濃度むらの改善を行う。ここで、クリーニングを行わずに不吐出濃度むらの改善と固有濃
度むらの改善を行う場合の印刷データの作成処理を第２印刷データ作成処理とする。一方
、クリーニングを行った場合や不良ノズルが無かった場合、不良ノズル検査を行わなかっ
た場合には、固有濃度むらの改善のみが行われる。この場合の印刷データの作成処理が、
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図５のフローであり、第１印刷データ作成処理とする。即ち、不良ノズルが１つであれば
、第２印刷データ作成処理（後述）が行われる。
【０１２９】
　そして、不良ノズル数が２つ以上であれば（ＹＥＳ）、不良ノズルが割り当てられる列
領域が隣接しないかを確認する（Ｓ２０６）。そして、不良ノズルが割り当てられる列領
域が隣接する場合には（ＹＥＳ）、ヘッドのクリーニングが行われる（Ｓ２０７）。
【０１３０】
　図１８Ｄは、不良ノズルが割り当てられる列領域が隣接する状況を示す図である。例え
ば、３番目と４番目の列領域に割り当てられたノズルが不良ノズルであった場合、ドット
が形成されない列領域が２つ並んでしまい、濃度が淡い領域が大きくなる。そのため、２
番目と５番目の列領域の階調値を補正しても、３番目と４番目の列領域の濃度を補うこと
は難しい。そこで、本実施形態では、標準モードにおいて、もし、不良ノズルが割り当て
られる列領域が隣接してしまう場合には、ヘッドのクリーニングを行うとする（Ｓ２０７
）。その後、プリンタドライバは図５のフローに従って印刷データの作成処理を行う。
【０１３１】
　一方、標準モードにおいて、不良ノズルが１つである場合（Ｓ２０５→ＮＯ）、又は、
不良ノズルが割り当てられた列領域が隣接しない場合（Ｓ２０６→ＹＥＳ）、に第２印刷
データ作成処理が行われる。次に、第２印刷データ作成処理について説明する。
【０１３２】
　図２５は、第２印刷データ作成処理フローである。まず、プリンタドライバは、アプリ
ケーションソフトから受信した画像データを印刷時の解像度に解像度変換処理（Ｓ３０１
）し、ＲＧＢデータをＹＭＣＫデータに色変換処理する（Ｓ３０２）。
【０１３３】
　そして、固有濃度むらと不吐出濃度むらに対する補正を行う（Ｓ３０３）。前述の固有
濃度むらに対する補正処理（図５、Ｓ００３）では、補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔを、補正
前の階調値Ｓ_ｉｎと固有濃度むらに対する補正値Ｈをもとに次式により算出している。
　
　Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓ_ｉｎ×（１＋Ｈ）
つまり、第１印刷データ作成処理では（図５）、固有濃度むらの改善のために画素の階調
値を補正するが、不吐出濃度むらの改善のために画素の階調値は補正しない。
【０１３４】
　これに対して、第２印刷データ作成処理では（図２５）、固有濃度むらと不吐出濃度む
らの改善のために画素の階調値を補正する。そして、不良ノズルが割り当てられた画素と
隣接する画素の補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔ（補正階調値）は、固有濃度むらに対する補正
値Ｈと不吐出濃度むらに対する補正量Ｒを加えた補正値（第２補正値＝Ｈ＋Ｒ）により算
出される。なお、補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔ（補正階調値）は、隣接する画素の補正前の
階調値Ｓ_ｉｎよりも濃い階調値となる。　
　Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓ_ｉｎ×（１＋Ｈ＋Ｒ）
【０１３５】
　但し、不良ノズルが割り当てられた画素の階調値が、図２１Ａのテストパターンを形成
した際の指令階調値のいずれか（Ｓｄ、Ｓｅ、Ｓｆ）と同じ場合、隣接画素に対して図２
２の補正量Ｒをそのまま用いることができる。例えば、図１８Ｂの３番目の列領域に割り
当てられたイエローノズルが不良ノズルであり、３番目の列領域が示す階調値がＳｄ（＝
１０２、濃度４０％）であったとする。そうすると、２番目と４番目の列領域の階調値は
次式のように補正される。　
　Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓ_ｉｎ×（１＋Ｈ＋Ｒｙｄ）
　一方、図２２Ｂに示すように、不良ノズルが割り当てられた画素の階調値Ｓ’_ｉｎが
指令階調値とは異なる場合、まず、階調値Ｓ’_ｉｎに対応した補正量Ｒ_ｏｕｔを算出す
る必要がある。補正量Ｒ_ｏｕｔは、線形補間により次式により算出される。　
　Ｒ_ｏｕｔ＝Ｒｙｄ＋（Ｒｙｅ－Ｒｙｄ）×｛（Ｓ_ｉｎ－Ｓｄ）／（Ｓｅ－Ｓｄ）｝
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例えば、図１８Ｂの３番目の列領域に割り当てられた画素の階調値がＳ’_ｉｎであった
場合、２番目と４番目の列領域の階調値は次式のように補正される。　
　Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓ_ｉｎ×（１＋Ｈ＋Ｒ_ｏｕｔ）
【０１３６】
　さて、このとき、補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔが最高階調値２５５よりも大きくなったと
する。階調値が２５５よりも大きい画像データを基に画像を印刷することはできない。そ
のため、補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔが最高階調値２５５よりも大きくなった場合に、不吐
出濃度むらを改善することはできない。そこで、補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔが２５５より
も大きいか否かを確認し（Ｓ３０４）、２５５よりも大きい場合には（ＮＯ）、ヘッド３
１のクリーニングを行う（Ｓ３０７）。そうすることで、不良ノズルは正常となり、隣接
する画素の階調値に対して、不吐出濃度むらの補正を行わなくともよくなる。その結果、
最高階調値が２５５よりも大きくなってしまうことが避けられる。そして、クリーニング
後、プリンタドライバは第１印刷データ作成処理を行う。但し、この場合、アプリケーシ
ョンソフトからの画像データに対して、解像度変換処理と色変換処理が既に施されている
ため、濃度補正処理（Ｓ００３）から行えばよい。
【０１３７】
　一方、補正後の階調値Ｓ_ｏｕｔが２５５以下であれば（ＹＥＳ）、プリンタドライバ
は画像データに対してハーフトーン処理を施して、プリンタ１が形成可能な４階調のデー
タに変換する（Ｓ３０５）。そして、プリンタドライバは、マトリクス状の画像データを
プリンタ１に転送すべきデータ順に、画素データ毎に並べ替えるラスタライズ処理を行う
（Ｓ３０６）。
【０１３８】
　こうして、第１印刷データ作成処理または第２印刷データ作成処理において作成された
印刷データは印刷命令と共にプリンタ１に送信される。そして、プリンタ１により、固有
濃度むらも不吐出濃度むらも発生していない画像が印刷される。
【０１３９】
　このように、本実施形態では不良ノズルが発生した場合に、クリーニングを行わなくと
も、不良ノズルが割り当てられた画素に隣接する画素の階調値を補正することで、画質が
低下してしまうことを防ぐことができる。そして、クリーニングを行わないため、印刷時
間を短縮し、クリーニングによるインクの消費を抑えることができる。
【０１４０】
　もし、プリンタ１が固有濃度むらに対する補正値Ｈしか保持していなかったら、ユーザ
ーの下において不良ノズルが発生した場合に画像上にスジが生じてしまい、固有濃度むら
に対する補正の効果が減ってしまう。そのため、本実施形態のように、固有濃度むらに対
する補正値Ｈと不吐出濃度むらに対する補正量Ｒの両方を保持することで、クリーニング
を行わなくとも、画質の劣化を防げる。
【０１４１】
　また、本実施形態では、不良ノズルが有った場合に、固有濃度むらに対する補正値Ｈに
不吐出濃度むらに対する補正量Ｒを加えるだけで（Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓ_ｉｎ×（１＋Ｈ＋Ｒ）
）、２つの濃度むらに対する補正を行うことができる。即ち、２つの濃度むらに対する補
正を行うにも関わらず、補正処理が複雑にならない。
【０１４２】
　そして、本実施形態では、ユーザーの状況に応じて不吐出濃度むらに対する補正方法を
選択することができる。例えば、ユーザーが、画質が悪化したとしても、急いで印刷した
い場合には、不良ノズル検査を行わずに印刷することができる。逆に、ユーザーが、時間
がかかっても高画質な画像を印刷したい場合には、不良ノズルがあったら、必ずヘッドの
クリーニングを行うことができる。
【０１４３】
＝＝＝第２実施形態：オーバーラップ印刷方式＝＝＝
　前述の実施形態では、プリンタ１がインターレース印刷方式により印刷を行うとして、
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インターレース印刷方式における不吐出濃度むらの改善方法について説明している。この
第２実施形態では、プリンタ１がオーバーラップ印刷方式により印刷を行うとして、オー
バーラップ印刷における不吐出濃度むらの改善方法について説明する。
【０１４４】
＜オーバーラップ印刷について＞
　図２６Ａ及び図２６Ｂは、オーバーラップ印刷の説明図である。図２６Ａは、パス１～
パス８におけるヘッドの位置とドットの形成の様子を示し、図２６Ｂは、パス１～パス１
１におけるヘッドの位置とドットの形成の様子を示している。「オーバーラップ印刷」と
は、ラスタラインを複数のノズルで形成する印刷方法である。
【０１４５】
　オーバーラップ印刷では、紙Ｓが搬送方向に一定の搬送量Ｆで搬送される毎に、各ノズ
ルにより数ドットおきに間欠的にドットが形成される。そして、他のパスにおいて、既に
形成されている間欠的なドットを補完するように（ドットの間を埋めるように）、他のノ
ズルによりドットが形成される。これにより、１つラスタラインが複数のノズルにより形
成される。
【０１４６】
　このようにＭ回のパスにて１つのラスタラインが形成される場合、「オーバーラップ数
Ｍ」と定義する。図２６Ａ及び図２６Ｂでは、１ドットおきに間欠的にドットが形成され
るので、パス毎に奇数番目の画素又は偶数番目の画素にドットが形成される。そして、図
中では、１つのラスタラインが２つのノズルにより形成されているので、オーバーラップ
数Ｍ＝２になる。また、オーバーラップ印刷において、搬送量を一定にして記録を行うた
めには、（１）Ｎ／Ｍが整数であること、（２）Ｎ／Ｍはｋと互いに素の関係にあること
、（３）搬送量Ｆが（Ｎ／Ｍ）・Ｄに設定されること、が条件となる。
【０１４７】
　例えば、図２６Ａ及び図２６Ｂでは、ノズル列は搬送方向に沿って配列された８つのノ
ズルを有する。しかし、ノズルピッチｋ＝４なので、「Ｎ／Ｍとｋが互いに素の関係」の
条件に当てはまらない。そこで、８つのノズルのうち、６つのノズルを用いてオーバーラ
ップ印刷が行われる。即ち、Ｎ＝６であり、紙Ｓは搬送量３・Ｄにて搬送される。その結
果、例えば、１８０ｄｐｉ（４・Ｄ）のノズルピッチのノズル列を用いて、７２０ｄｐｉ
（＝Ｄ）のドット間隔にて紙にドットが形成される。
【０１４８】
〈オーバーラップ印刷における不吐出濃度むらについて〉
　図２７Ａは、オーバーラップ印刷方式により理想的にドットが形成される様子を示す図
である。図２７Ｂは、不良ノズルにより３番目の列領域の奇数番目の画素にドットが形成
されない様子を示す図である。オーバーラップ印刷はインターレース印刷と異なり、１つ
のラスタラインが２つ以上のノズルにより形成される。そのため、ある列領域にドットを
形成するように割り当てられた複数のノズルのうちの１つのノズルが不良ノズルであった
としても、他のノズルから正常にインクが吐出されれば、ある列領域に全くドットが形成
されないとういうことは防ぐことができる。ただし、画像上にスジが生じることは防げた
としても、不良ノズルが割り当てられた列領域の濃度は淡くなり、他の列領域との濃淡差
が濃度むらとなって生じてしまう。
【０１４９】
〈オーバーラップ印刷における不吐出濃度むらの改善について〉
　前述の実施形態において、不吐出濃度むらに対する改善方法として、ヘッドのノズル面
をクリーニングする方法と隣接する画素の階調値を補正する方法の２つが挙げられている
。印刷方式が異なっても、クリーニングにより不吐出濃度むらを改善する方法は同じであ
る。しかし、インターレース印刷方式とオーバーラップ印刷方式では、不良ノズルが割り
当てられた画素に隣接する画素（隣接画素）が異なる。そこで、オーバーラップ印刷にお
ける隣接画素の階調値の補正方法について、以下に説明する。
【０１５０】
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　図２７Ｃは、オーバーラップ印刷における隣接画素の階調値の補正方法を示す図である
。インターレース印刷方式では１つのラスタラインが１つのノズルにより形成されるため
、不良ノズルが割り当てられた画素と移動方向に隣接する画素の階調値を補正しても、不
吐出濃度むらを改善することはできない。これに対して、オーバーラップ印刷では１つの
ラスタラインが２つ以上のノズルにより形成される。そのため、もし、不良ノズルが１つ
であったとしたら、不良ノズルが割り当てられた画素と移動方向に隣接する画素のノズル
は正常なノズルとなる。また、オーバーラップ印刷では、ある列領域に割り当てられたノ
ズルと、ある列領域と搬送方向に隣接する列領域に割り当てられたノズルは異なる。即ち
、オーバーラップ印刷では、不良ノズルが割り当てられた画素と搬送方向及び移動方向に
隣接する画素の階調値を補正することで、不吐出濃度むらが改善される。
【０１５１】
　図２７Ｂに示すように、３番目の列領域であり左から３番目の画素（以下、３番目の画
素とする）に割り当てられたノズルが不良ノズルであったとする。３番目の画素と移動方
向に隣接する画素は、３番目の列領域であり左から２番目と４番目の画素となる。そして
、３番目の画素と搬送方向に隣接する画素は、２番目の列領域であり左から３番目の画素
と４番目の列領域であり左から３番目の画素となる。例えば、図２７Ｃに示すように、３
番目の画素と搬送方向及び移動方向に隣接する４つの画素の階調値を高くして、隣接する
４つの画素に形成されるドットを中ドットから大ドットにすることで、不吐出濃度むらを
改善する。
【０１５２】
　即ち、オーバーラップ印刷のように１つのラスタラインが２つ以上のノズルにより形成
される場合には、不良ノズルがドットを形成するように割り当てられた画素と搬送方向及
び移動方向に隣接する画素の階調値を補正することで、不吐出濃度むらが改善される。ま
た、隣接する４つの画素により、ドットが形成されない１つの画素を補正すればよいため
、隣接する１つの画素に対する補正量Ｒは前述の補正量Ｒｔの１／４の値となる。
【０１５３】
＝＝＝その他の実施形態＝＝＝
　上記の各実施形態は、主としてインクジェット方式のプリンタを有する印刷システムに
ついて記載されているが、濃度むらに対する改善方法等の開示が含まれている。また、上
記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈す
るためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると
共に、本発明にはその等価物が含まれることはいうまでもない。特に、以下に述べる実施
形態であっても、本発明に含まれるものである。
【０１５４】
〈プリンタ１について〉
　前述の実施形態では、ヘッド３１が移動方向に移動しながらラスタラインを形成するプ
リンタ（シリアル式プリンタ）を例に挙げて説明したが、これに限らない。例えば、搬送
方向に停まることなく搬送される紙に、搬送方向と交差する方向（紙幅方向）に並んだノ
ズルからインクが吐出されることによって画像を完成させるラインヘッドプリンタにおい
ても本件発明が適用される。この場合、ラスタラインは搬送方向に沿って形成され、列領
域は搬送方向に並ぶ複数の画素領域によって構成される領域をさす。　
　ラインヘッドプリンタのノズルは紙幅方向に並んでいるため、シリアル式プリンタのノ
ズルに比べて数が多くなる。そのため、ラインヘッドプリンタのノズルをクリーニングの
ために非印刷エリアに移動させるには時間がかかる。また、ノズル数が多いので、目詰ま
りしていないノズル数の割合が高くなり、クリーニングを行うとインクが無駄に消費され
てしまう可能性が高い。即ち、クリーニング時間がかかり、クリーニングによるインク消
費量の多いラインヘッドプリンタにとって、クリーニングを行わずに不吐出ノズルを改善
する本件発明は有効な発明となる。　
　また、前述の実施形態のプリンタは、駆動素子（ピエゾ素子）に電圧をかけて、インク
室を膨張・収縮させることにより液体を吐出しているが、これに限らない。例えば、発熱
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体を用いてノズル内に泡を発生させ、その泡によって液体を吐出させるプリンタ（サーマ
ルジェット方式）でもよい。
【０１５５】
〈液体吐出装置について〉
　前述の実施形態では、液体吐出方法を実施する液体吐出装置の一部としてインクジェッ
トプリンタを例示していたが、これに限らない。液体吐出装置であれば、プリンタ（印刷
装置）ではなく、様々な工業用装置に適用可能である。例えば、布地に模様をつけるため
の捺染装置、カラーフィルター製造装置や有機ＥＬディスプレイ等のディスプレイ製造装
置、チップへＤＮＡを溶かした溶液を塗布してＤＮＡチップを製造するＤＮＡチップ製造
装置、回路基板製造装置等であっても、本件発明を適用することができる。また、前述の
実施形態ではコンピュータ６０内のプリンタドライバが濃度補正処理を行っているため、
プリンタドライバがインストールされたコンピュータ６０と、コンピュータ６０に接続さ
れたプリンタ１が液体吐出装置となる。但し、プリンタ側のＣＰＵ５２がプリンタドライ
バの役割を担った場合には、プリンタ単体が液体吐出装置となる。
【０１５６】
〈クリーニングについて〉
　前述の実施形態では、不良ノズルが割り当てられる列領域が隣接するか否か（図２６、
Ｓ２０６）が、クリーニングを実施する判断基準となっていたが、これに限らない。例え
ば、不吐出ノズルがＸ個以上検出された場合に、クリーニングを行うとしてもよい。
【０１５７】
〈固有濃度むらの改善について〉
　前述の実施形態では、ノズルの加工精度等の問題により発生する固有濃度むらに対する
改善方法を行っていた。しかし、クリーニングを行わずに、不吐出濃度むらの改善を行う
のであれば、固有濃度むらに対する改善方法を行わなくともよいとする。　
　この場合、補正前の階調値Ｓ_ｉｎに補正量Ｒを乗算し、隣接画素の階調値を補正する
（Ｓ_ｏｕｔ＝Ｓ_ｉｎ×（１＋Ｒ））。但し、不吐出濃度むらの改善の効果が固有濃度む
らにより薄れてしまう。
【０１５８】
〈補正量Ｒについて〉
　前述の実施形態では、ノズル抜けした画素と正常に印刷された画素の階調値の比率によ
り補正量Ｒを算出し、補正前の階調値Ｓ_ｉｎに補正量Ｒ乗算することで不吐出濃度むら
を改善していたが、これに限らない。例えば、ノズル抜けした画素と正常に印刷された画
素の階調値の差から補正量を算出し、補正前の階調値に補正量を加算してもよい。　
　また、前述の実施形態では、正常なテストパターンとノズル抜けテストパターンを形成
して、補正量Ｒを算出しているがこれに限らない。例えば、幾つかの補正量Ｒの候補値Ｒ
´を予め決定し、テストパターンを形成してもよい。図２８は、ノズル抜け状態とした列
領域（ｎ１番目からｎ５番目の列領域）と隣接する列領域の階調値を補正量Ｒの候補値Ｒ
´により補正した後、印刷されたテストパターンである。ｎ１番目の列領域と隣接する列
領域の階調値は比較的小さい候補値Ｒ´により補正され、ｎ５番目の列領域と隣接する列
領域の階調値は比較的大きい候補値Ｒ´により補正されている。そのため、ｎ１番目の列
領域の濃度は他の列領域に比べて淡く、ｎ５番目の列領域の濃度は他の列領域に比べて濃
くなっている。そして、ｎ１番目からｎ５番目の列領域の階調値を測定し、正常なノズル
により印刷された列領域の階調値と近い列領域を決定する。例えば、図中ではｎ３番目の
列領域の濃度が他の列領域の濃度と一番近いため、ｎ３番目の列領域と隣接する列領域に
用いた候補値Ｒ´を補正量Ｒとする。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】本実施形態のシステム構成図である。
【図２】本実施形態のプリンタの全体構成ブロック図である。
【図３】図３Ａはプリンタの全体構成の概略図であり、図３Ｂはプリンタの全体構成の断
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面図である。
【図４】ヘッドの下面におけるノズルの配列を示す説明図である。
【図５】印刷データ作成処理のフロー図である。
【図６】図６Ａはスキャナの縦断面図であり、図６Ｂは上蓋を外した状態のスキャナの上
面図である。
【図７】図７Ａ及び図７Ｂは通常印刷の説明図である。
【図８】先端印刷及び後端印刷の説明図である。
【図９】図９Ａは理想的にドットが形成された様子を示す図であり、図９Ｂは固有濃度む
らが発生した様子を示す図であり、図９Ｃは固有濃度むらを改善する様子を示す図である
。
【図１０】プリンタ製造後の検査工程で行われる補正値取得処理のフローである。
【図１１Ａ】テストパターンの説明図である。
【図１１Ｂ】補正用パターンの説明図である。
【図１２】図１２Ａは左罫線の検出の際の画像データの説明図であり、図１２Ｂは１番目
の列領域の濃度３０％の帯状パターンの濃度の測定範囲の説明図である。
【図１３】イエローインクノズル列が形成した３種類の帯状パターンの濃度の測定結果を
まとめた測定値テーブルである。
【図１４】イエローインクノズル列の指令階調値Ｓａ、Ｓｂ、Ｓｃの帯状パターンの測定
値のグラフである。
【図１５】図１５Ａは列領域ｉにおける指令階調値Ｓｂに対する目標指令階調値Ｓｂｔの
説明図であり、図１５Ｂは列領域ｊにおける指令階調値Ｓｂに対する目標指令階調値Ｓｂ
ｔの説明図である。
【図１６】イエローインクノズル列の補正値テーブルの説明図である。
【図１７】補正前の階調値が指令階調値と異なる場合の濃度補正処理を示す図である。
【図１８】図１８Ａはインターレース印刷方式により理想的にドットが形成される様子を
示す図であり、図１８Ｂは不良ノズルにより３番目の列領域にドットが形成されない様子
を示す図であり、図１８Ｃはインターレース印刷方式において隣接画素の階調値を補正し
た様子を示す図であり、図１８Ｄは不良ノズルが割り当てられる列領域が隣接する状況を
示す図である。
【図１９】図１９Ａはヘッドと検査部を下面側から見た図であり、図１９Ｂはノズルから
正常にインクが吐出される様子を示し、図１９Ｃはノズルからインクが吐出されない様子
を示している。
【図２０】不良ノズル検査を行う際のヘッドの位置を示す図である。
【図２１】図２１Ａは補正量Ｒを算出するためのテストパターンを示す図であり、図２１
Ｂは正常なテストパターンとノズル抜けテストパターンのｎ１番目からｎ８番目の各列領
域の階調値示す図である。
【図２２】図２２Ａは不吐出濃度むらに対する補正量Ｒテーブルの説明図であり、図２２
Ｂは補正量Ｒテーブルをグラフ化した図である。
【図２３】ユーザーが印刷方式を設定する画面を示す図である。
【図２４】濃度むらに対する補正処理のフローである。
【図２５】第２印刷データ作成処理フローである。
【図２６】図２６Ａ及び図２６Ｂはオーバーラップ印刷の説明図である。
【図２７】図２７Ａはオーバーラップ印刷方式により理想的にドットが形成される様子を
示す図であり、図２７Ｂは不良ノズルにより３番目の列領域の奇数番目の画素にドットが
形成されない様子を示す図であり、図２７Ｃはオーバーラップ印刷における隣接画素の階
調値の補正方法を示す図である。
【図２８】ノズル抜け状態とした列領域と隣接する列領域の階調値を補正量Ｒの候補値Ｒ
´により補正した後、印刷されたテストパターンである。
【符号の説明】
【０１６０】
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１　プリンタ、
１０　搬送ユニット、１１　給紙ローラ、１２　搬送モータ、１３　搬送ローラ、
１４　プラテン、１５　排紙ローラ、
２０　キャリッジユニット、２１　キャリッジ、２２　キャリッジモータ、
３０　ヘッドユニット、３１　ヘッド、
４０　検出器群、４１　リニア式エンコーダ、４２　ロータリー式エンコーダ、
４３　紙検出センサ、
５０　コントローラ、５１インターフェース部、５２　ＣＰＵ、５３　メモリ、
５４　ユニット制御回路、
６０　コンピュータ、
７０　スキャナ、７１　上蓋、７２　原稿、７３　原稿台ガラス、７４　読取キャリッジ
、
７５　案内部、７６　移動機構、７７　露光ランプ、７８　ラインセンサ、
７９　光学系、
８０　レーザー光源、８１　レーザー受光器、８２　インク吸収体、８３　キャップ、
８４　ポンプ、８５チューブ、Ｌ　レーザー光
９０　記録再生装置

【図１】 【図２】
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