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(57)【要約】
【課題】高精度な印刷品質検査が行える検査装置、検査
方法、検査プログラム、及びそのプログラムを記録した
記録媒体を提供する。
【解決手段】検査装置１００は、印刷面の読み取り画像
により印刷物の印刷品質を検査する装置であって、読み
取り画像を検査対象画像Ｇ２として所得し、印刷データ
をリッピングした画像を基準画像Ｇ１として取得する取
得手段１１と、取得した基準画像Ｇ１において、画素値
の変化を表す平坦度を解析する解析手段１２と、解析結
果の平坦度に基づき、検査用の閾値を、画像領域の種別
ごとに切り換え、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との
比較から得た画素値の差分が検査用の閾値を超過してい
るか否かの判定結果に基づき、領域種別ごとに印刷品質
を検査するように制御する制御手段１３と、を有するこ
とを特徴とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷面の読み取り画像により印刷物の印刷品質を検査する検査装置であって、
　前記読み取り画像を検査対象画像として所得し、印刷データをリッピングした画像を基
準画像として取得する取得手段と、
　取得した基準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解析する解析手段と、
　解析結果の平坦度に基づき、検査用の閾値を、画像領域の種別ごとに切り換え、前記基
準画像と前記検査対象画像との比較から得た画素値の差分が前記検査用の閾値を超過して
いるか否かの判定結果に基づき、領域種別ごとに印刷品質を検査するように制御する制御
手段と、を有することを特徴とする検査装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　解析結果の平坦度から、前記基準画像における種別ごとの画像領域を判別し、予め設定
しておいた複数の設定値の中から、判別した画像領域に対応する検査用の閾値を決定する
ことを特徴とする請求項１に記載の検査装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　判別した画像領域が、印刷箇所にあたる画像領域であって、
　画素値の変化が小さく平坦度の高い領域であった場合に、最も小さい値の前記設定値を
該領域に対応する検査用の閾値として決定し、
　一方、画素値の変化が大きく平坦度の低い領域であった場合に、最も大きい値の前記設
定値を該領域に対応する検査用の閾値として決定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４】
　前記制御手段は、
　判別した画像領域にあたる前記基準画像の画素と判別した画像領域と同じ位置にあたる
前記検査対象画像の画素とを比較し、該当画素値の差分を検出し、検出した差分が前記検
査用の閾値以上か否かを判定し、判定結果に基づき、印刷面の欠陥箇所を検査することを
特徴とする請求項２又は３に記載の検査装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記基準画像と前記検査対象画像との間で、同じ位置の画素同士の画素値を比較し、差
分の絶対値を算出することで、画素同士の差分を検出する第１差分検出処理を実行するこ
とを特徴とする請求項４に記載の検査装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、
　前記基準画像と前記検査対象画像との間で、同じ位置の矩形領域の各画素同士の画素値
を比較し、画素値の差分の絶対値を算出し、比較画素数分の差分値を累積加算した差分総
和値を、前記矩形領域に含まれる画素数で除算することで、前記矩形領域内の１画素あた
りの平均差分を検出する第２差分検出処理を実行することを特徴とする請求項４又は５に
記載の検査装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、
　解析結果の平坦度に基づき、判別された画像領域の種別ごとに前記第１差分検出処理又
は前記第２差分検出処理を実行することを特徴とする請求項５又は６に記載の検査装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、
　判別した画像領域が、画素値の変化が小さく平坦度の高い領域であった場合に、前記第
２差分検出処理を該領域に対して実行する差分検出処理として決定し、
　一方、判別した画像領域が、画素値の変化が大きく平坦度の低い領域であった場合に、
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前記第１差分検出処理を該領域に対して実行する差分検出処理として決定することを特徴
とする請求項７に記載の検査装置。
【請求項９】
　前記解析手段は、
　前記基準画像及び前記検査対象画像において前記平坦度を解析し、
　前記制御手段は、
　前記基準画像を解析して得た平坦度から、前記基準画像における種別ごとの画像領域を
判別し、判別した画像領域が、画素値の変化が小さく平坦度の高い領域であった場合に、
前記検査対象画像を解析して得た平坦度が、予め設定しておいた所定の閾値以上か否かを
判定し、判定結果に基づき、前記検査用の閾値を切り換えることを特徴とする請求項１な
いし８のいずれか一項に記載の検査装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、
　前記検査対象画像を解析して得た平坦度が、予め設定しておいた所定の閾値以上であっ
た場合に、予め設定しておいた所定の閾値未満であった場合に比べて、小さい値を前記検
査用の閾値として決定することを特徴とする請求項９に記載の検査装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、
　前記検査対象画像を解析して得た平坦度が、予め設定しておいた所定の閾値以上であっ
た場合に、前記第２差分検出処理を該領域に対して実行する差分検出処理として決定し、
　一方、前記検査対象画像を解析して得た平坦度が、予め設定しておいた所定の閾値未満
であった場合に、前記第１差分検出処理を該領域に対して実行する差分検出処理として決
定することを特徴とする請求項９又は１０に記載の検査装置。
【請求項１２】
　前記解析手段は、
　予め決められた矩形領域における画素値の標準偏差又は分散を算出することで平坦度を
解析することを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか一項に記載の検査装置。
【請求項１３】
　前記解析手段は、
　予め決められた矩形領域の注目画素と該注目画素に隣接する隣接画素との画素値の差分
又は平均値を算出することで平坦度を解析することを特徴とする請求項１ないし１１のい
ずれか一項に記載の検査装置。
【請求項１４】
　印刷面の読み取り画像により印刷物の印刷品質を検査する検査装置における検査方法で
あって、
　前記読み取り画像を検査対象画像として所得し、印刷データをリッピングした画像を基
準画像として取得する取得手順と、
　前記取得手順により取得された基準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解析す
る解析手順と、
　前記解析手順による解析結果の平坦度に基づき、検査用の閾値を、画像領域の種別ごと
に切り換え、前記基準画像と前記検査対象画像との比較から得た画素値の差分が前記検査
用の閾値を超過しているか否かの判定結果に基づき、領域種別ごとに印刷品質を検査する
ように制御する制御手順と、を有することを特徴とする検査方法。
【請求項１５】
　印刷面の読み取り画像により印刷物の印刷品質を検査する検査装置における検査プログ
ラムであって、
　コンピュータを、
　前記読み取り画像を検査対象画像として所得し、印刷データをリッピングした画像を基
準画像として取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された基準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解析す
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る解析手段と、
　前記解析手段による解析結果の平坦度に基づき、検査用の閾値を、画像領域の種別ごと
に切り換え、前記基準画像と前記検査対象画像との比較から得た画素値の差分が前記検査
用の閾値を超過しているか否かの判定結果に基づき、領域種別ごとに印刷品質を検査する
ように制御する制御手段として機能させる検査プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプログラムを記憶した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷面の読み取り画像により印刷物の印刷品質を検査する技術に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　商業印刷では、品質管理が厳しく行われる。例えば、印刷物が意図した通りに印刷（高
品質に印刷）されたか否かの確認作業が行われ、その工程で厳しく検査される。商業印刷
では、検査対象となる印刷物が大量となることから、このような確認作業を、作業員の目
視によって行うことは、非効率であり、かつ検査結果が一定でない（ムラが発生してしま
う）点が懸念される。
【０００３】
　そこで、例えば、特許文献１に開示される技術により、印刷物の品質検査を自動化する
ことができる。具体的に、特許文献１には、入力された製版データから、印刷領域内の印
刷される領域（トナー／インクが載る箇所：以下「画線部」という）と印刷されない領域
（トナー／インクが載らない箇所：以下「非画線部」という）とを判別し、製版データと
印刷面から読み取った読み取り画像との濃度（又は光量）を、判別した画線部及び非画線
部ごとに比較し、比較結果（差分）と検査用の閾値とを用いた欠陥判定処理を行うことで
、印刷物の品質検査を自動化する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】
【０００４】
　しかしながら、従来の方法では、画線部における印刷品質の検査精度が低いという問題
がある。
【０００５】
　例えば、画線部には、絵柄やエッジなどの画素値の変化が大きい領域（平坦度が低い領
域）と、背景などの画素値の変化が小さい領域（平坦度が高い領域）が混在する場合があ
る。この場合、画素値の変化が小さい領域では、画素値の変化が大きい領域に比べて、微
少な画素値の変化であっても、人の目に認識されやすく、印刷品質に影響を及ぼしてしま
う。
【０００６】
　そのため、同じ画線部であっても、画素値の変化が小さい領域と画素値の変化が大きい
領域とでは、異なる閾値を用いた欠陥判定処理を行うことが望ましい。なぜなら、例えば
、画素値の変化が大きい領域に対応する検査用の閾値を、画素値の変化が小さい領域に対
する欠陥判定処理に用いた場合には、閾値が大きすぎることから、欠陥箇所を判定できな
い。一方、画素値の変化が小さい領域に対応する検査用の閾値を、画素値の変化が大きい
領域に対する欠陥判定処理に用いた場合には、閾値が小さすぎることから、本来、該当し
ない箇所まで、欠陥箇所と判定されてしまう。
【０００７】
　本発明は上記従来技術の問題点を鑑み提案されたものであり、高精度な印刷品質検査が
行える検査装置、検査方法、検査プログラム、及びそのプログラムを記録した記録媒体を
提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る検査装置は、印刷面の読み取り画像により印刷
物の印刷品質を検査する検査装置であって、前記読み取り画像を検査対象画像として所得
し、印刷データをリッピングした画像を基準画像として取得する取得手段と、取得した基
準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解析する解析手段と、解析結果の平坦度に
基づき、検査用の閾値を、画像領域の種別ごとに切り換え、前記基準画像と前記検査対象
画像との比較から得た画素値の差分が前記検査用の閾値を超過しているか否かの判定結果
に基づき、領域種別ごとに印刷品質を検査するように制御する制御手段と、を有している
。
【０００９】
　このような構成によって、本発明に係る検査装置は、印刷面の読み取り画像を検査対象
画像として所得し、印刷データをリッピングした画像を基準画像として取得する。検査装
置は、取得した基準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解析する。検査装置は、
解析結果の平坦度に基づき、画線部における画像領域の種別ごとに検査用の閾値（欠陥判
定基準）を切り換える。検査装置は、画像領域にあたる基準画像の画素と検査対象画像の
画素とを比較し、該当画素値の差分が閾値を超過しているか否かを判定し、判定結果に基
づき、印刷面の欠陥箇所を検査する。
【００１０】
　これによって、本発明に係る検査装置では、高精度な印刷品質検査を行うことができる
。
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明に係る検査方法は、印刷面の読み取り画像により印刷
物の印刷品質を検査する検査装置における検査方法であって、前記読み取り画像を検査対
象画像として所得し、印刷データをリッピングした画像を基準画像として取得する取得手
順と、前記取得手順により取得された基準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解
析する解析手順と、前記解析手順による解析結果の平坦度に基づき、検査用の閾値を、画
像領域の種別ごとに切り換え、前記基準画像と前記検査対象画像との比較から得た画素値
の差分が前記検査用の閾値を超過しているか否かの判定結果に基づき、領域種別ごとに印
刷品質を検査するように制御する制御手順と、を有している。
【００１２】
　このような手順によって、本発明に係る検査方法は、印刷面の読み取り画像を検査対象
画像として所得し、印刷データをリッピングした画像を基準画像として取得し、取得した
基準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解析し、解析結果の平坦度に基づき、画
像領域の種別ごとに検査用の閾値（欠陥判定基準）を切り換え、画像領域にあたる基準画
像の画素と検査対象画像の画素とを比較し、該当画素値の差分が閾値を超過しているか否
かを判定し、判定結果に基づき、印刷面の欠陥箇所を検査するという動作を実現する。
【００１３】
　これによって、本発明に係る検査方法では、高精度な印刷品質検査が可能な環境を提供
できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、基準画像（印刷データをリッピングした画像）の解析により得た画素
値の変化を表す平坦度に応じて、欠陥判定処理で用いる閾値（欠陥判定基準）を、画像領
域の種別ごとに切り換えることで、高精度な印刷品質検査が行える検査装置、検査方法、
検査プログラム、及びそのプログラムを記録した記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る検査システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る検査装置のハードウェア構成例を示す図である。
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【図３】従来の検査処理例を示す図である。
【図４】画像領域における画素値の差分の違いを示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る検査機能の構成例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る画像領域種別と平坦度との関係を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る差分検出方法の例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る欠陥検査時の基本処理手順例を示すフローチャー
トである。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る欠陥検査時の処理手順例（その１）を示すフロー
チャートである。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る欠陥検査時の処理手順例（その２）を示すフロ
ーチャートである。
【図１１】検査機能が動作する画像処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図１２】検査機能が動作する画像形成装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る検査機能の構成例を示す図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る欠陥検査時の処理手順例を示すフローチャート
である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る背景領域に対する欠陥検査時の処理手順例を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の好適な実施の形態（以下「実施形態」という）について、図面を用いて
詳細に説明する。
【００１７】
　［第１の実施形態］
　＜システム構成＞
　図１は、本実施形態に係る検査システム１０１０の構成例を示す図である。
　図１には、スキャナ１４０と検査装置１００とが、所定のデータ伝送路Ｎ（例えば「ネ
ットワークケーブル」や「シリアル／パラレルケーブル」など）で接続される構成例が示
されている。
【００１８】
　スキャナ１４０は、印刷物の印刷面を光学的に読み取り、読み取り画像を取得する読み
取り装置である。一方、検査装置１００は、印刷物の印刷品質を検査する情報処理装置で
ある。
【００１９】
　これにより、利用者は、次のような印刷物の印刷品質を検査するサービス（以下「検査
サービス」という）を利用することができる。例えば、利用者は、検査装置１００に、印
刷物を得るための印刷データをリッピングした画像を、印刷品質を検査する上での基準画
像として入力する。次に、利用者は、スキャナ１４０で印刷物の印刷面を読み取る。
【００２０】
　その結果、スキャナ１４０から検査装置１００に読み取り画像が送信される。検査装置
１００では、受信した読み取り画像と入力された基準画像との比較により画素値の差分が
検出され、検出された画素値の差分と設定された検査用の閾値（欠陥判定基準）とに基づ
く欠陥判定処理が行われる。これにより、利用者は、印刷品質の検査結果を得ることがで
きる。
【００２１】
　以上のように、本実施形態に係る検査システム１では、上記システム構成により、印刷
物の検査サービスを提供することができる。なお、上記検査システム１０１０では、１台
の検査装置１００に対して、複数のスキャナ１４０が接続される構成であってもよい。こ
れにより、商業印刷のような大量の印刷物を検査する場合、複数のスキャナ１４０により
複数の印刷物を同じに読み取り、検査装置１００において欠陥判定処理を並列処理するこ
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とで、印刷品質の検査を効率的に実施することができる。
【００２２】
　＜ハードウェア構成＞
　次に、本実施形態に係る検査装置１００のハードウェア構成について説明する。
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る検査装置のハードウェア構成例を示す図である
。
　図２に示すように、検査装置１００は、入力装置１０１、表示装置１０２、ドライブ装
置１０３、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０４、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０５
、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０６、インタフェース装置１０７、及びＨＤＤ
（Hard Disk Drive）１０８などを備え、それぞれがバスＢで相互に接続されている。
【００２３】
　入力装置１０１は、キーボードやマウスなどを含み、検査装置１００に各操作信号を入
力するのに用いられる。表示装置１０２は、ディスプレイなどを含み、検査装置１００に
よる処理結果を表示する。
【００２４】
　インタフェース装置１０７は、検査装置１００をデータ伝送路Ｎに接続するインタフェ
ースである。これにより、検査装置１００は、インタフェース装置１０７を介して、スキ
ャナ１４０を含む通信機能を有する他の機器とデータ通信を行うことができる。
【００２５】
　ＨＤＤ１０８は、プログラムやデータを格納している不揮発性の記憶装置である。格納
されるプログラムやデータには、検査装置全体を制御する情報処理システム（例えば「Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ（商標又は登録商標）」や「ＵＮＩＸ（商標又は登録商標）」などの基本ソ
フトウェアであるＯＳ（Operating System））、及びシステム上において各種機能（例え
ば「検査機能」）を提供するアプリケーションなどがある。また、ＨＤＤ１０８は、格納
しているプログラムやデータを、所定のファイルシステム及び／又はＤＢ（Data Base）
により管理している。
【００２６】
　ドライブ装置１０３は、着脱可能な記録媒体１０３ａとのインタフェースである。これ
により、検査装置１００は、ドライブ装置１０３を介して、記録媒体１０３ａの読み取り
及び／又は書き込みを行うことができる。記録媒体１０３ａには、例えば、フロッピー（
商標又は登録商標）ディスク、ＣＤ（Compact Disk）、及びＤＶＤ（Digital Versatile 
Disk）、ならびに、ＳＤメモリカード（SD Memory card）やＵＳＢメモリ（Universal Se
rial Bus memory）などがある。
【００２７】
　ＲＯＭ１０５は、電源を切っても内部データを保持することができる不揮発性の半導体
メモリ（記憶装置）である。ＲＯＭ１０５には、検査装置１００の起動時に実行されるＢ
ＩＯＳ（Basic Input/Output System）、情報処理システム設定、及びネットワーク設定
などのプログラムやデータが格納されている。ＲＡＭ１０４は、プログラムやデータを一
時保持する揮発性の半導体メモリ（記憶装置）である。ＣＰＵ１０６は、上記記憶装置（
例えば「ＨＤＤ」や「ＲＯＭ」など）から、プログラムやデータをＲＡＭ上に読み出し、
処理を実行することで、装置全体の制御や搭載機能を実現する演算装置である。
【００２８】
　以上のように、本実施形態に係る検査装置１００では、上記ハードウェア構成により、
上記検査サービスを提供することができる。
【００２９】
　＜検査機能＞
　本実施形態に係る検査機能について説明する。
　本実施形態に係る検査装置１００では、印刷面の読み取り画像（以下「検査対象画像」
という）と印刷データをリッピングした画像（以下「基準画像」という）とを取得する。
検査装置１００は、取得した基準画像において、画素値の変化を表す平坦度を解析する。
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検査装置１００は、解析結果の平坦度から、種別ごとの画像領域を判別し、判別した画像
領域に対する検査用の閾値（欠陥判定基準）を決定する。検査装置１００は、判別した画
像領域にあたる基準画像の画素と判別した画像領域と同じ位置にあたる検査対象画像の画
素とを比較し、該当画素値の差分を検出する。検査装置１００は、検出した差分が閾値を
超過しているか否かを判定し、印刷面の欠陥箇所を検査する。本実施形態に係る検査装置
１００は、このような検査機能を有している。
【００３０】
　《従来の検査処理》
　図３は、従来の検査処理例を示す図である。
　図３に示すように、従来の欠陥検査処理では、まず、基準画像と検査対象画像とを取得
すると（ステップＳ１０１）、取得した基準画像に基づき、印刷物の印刷面における印刷
領域内の画線部／非画線部を特定する（ステップＳ１０２）。
【００３１】
　次に、従来の欠陥検査処理では、特定した画線部／非画線部に対して、各欠陥判定処理
が実行されるように制御する（ステップＳ１０３）。
【００３２】
　画線部に対する欠陥判定処理では、特定した画線部にあたる基準画像と特定した画線部
と同じ位置にあたる検査対象画像との画像特徴（濃度又は光量）を比較し、差分を検出し
（ステップＳ１０４）、検出した差分が閾値１（画線部に対応する検査用の閾値）以上か
否かを判定する（ステップＳ１０５）。その結果、欠陥判定処理では、差分が閾値１以上
であった場合に、印刷領域内の画線部の異常（欠陥箇所）を検出する。
【００３３】
　また、非画線部に対する欠陥判定処理では、特定した非画線部にあたる基準画像と特定
した非画線部と同じ位置にあたる検査対象画像との画像特徴（濃度又は光量）を比較し、
差分を検出し（ステップＳ１０６）、検出した差分が閾値２（非画線部に対応する検査用
の閾値）以上か否かを判定する（ステップＳ１０７）。その結果、欠陥判定処理では、差
分が閾値２以上であった場合に、印刷領域内の非画線部の異常（欠陥箇所）を検出する。
【００３４】
　このような、従来の方法では、次のような理由から、画線部における印刷品質の検査精
度が低いという問題がある。
【００３５】
　図４は、画像領域における画素値の差分の違いを示す図である。
　例えば、画線部には、（Ａ）に示すような画素値の変化が大きい領域（平坦度が低い領
域）と、（Ｂ）に示すような画素値の変化が小さい領域（平坦度が高い領域）が存在する
。
【００３６】
　（Ａ）には、画線部が絵柄領域であった場合に、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との
同じ位置の画素値（例えば「ＲＧＢ値」）を比較し、差分を検出した例が示されている。
これによると、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との差分は、１０程度の値である。
【００３７】
　一方、（Ｂ）には、画線部が背景領域で、白スジ／黒スジ現象（欠陥）が発生した場合
の例が示されている。（Ａ）と（Ｂ）とを目視して分かるように、画素値の変化が小さい
領域では、画素値の変化が大きい領域に比べて、微少な画素値の変化であっても、人の目
に認識されやすく、印刷品質に影響を及ぼしてしまう。つまり、人の目は、画素値の変化
が大きい領域の微少な画素値の変化に対して鈍感である一方、画素値の変化が小さい領域
の微少な画素値の変化に対して敏感であるという視覚特性を有している。
【００３８】
　このような画素値の変化が小さい領域の場合、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との同
じ位置の画素値を比較し、差分を検出すると、差分は、白スジ現象の場合１０以下の値で
あり、黒スジ現象の場合５程度の値である。
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【００３９】
　そのため、例えば、画素値の変化が大きい領域に対応する検査用の閾値を、画素値の変
化が小さい領域に対する欠陥判定処理に用いた場合には、閾値が大きすぎることから、欠
陥箇所を判定できない。一方、画素値の変化が小さい領域に対応する検査用の閾値を、画
素値の変化が大きい領域に対する欠陥判定処理に用いた場合には、閾値が小さすぎること
から、本来、該当しない箇所まで、欠陥箇所と判定（誤判定）されてしまう。
【００４０】
　このように、同じ画線部であっても、画素値の変化が小さい領域と画素値の変化が大き
い領域とでは、異なる閾値を用いた欠陥判定処理を行うことが望ましい。
【００４１】
　そこで、本実施形態に係る検査装置１００では、基準画像Ｇ１（印刷データをリッピン
グした画像）の解析により得た画素値の変化を表す平坦度に応じて、欠陥判定処理で用い
る閾値（欠陥判定基準）を、画像領域の種別ごとに切り換える仕組みとした。
【００４２】
　これにより、本実施形態に係る検査装置１００では、画素値の変化が小さい領域（平坦
度が高い領域）に対して、画素値の変化が大きい領域（平坦度が低い領域）に比べて厳し
い欠陥判定基準で印刷品質の検査（感度の高い検査）が行われる。その結果、高精度な印
刷品質検査が行える。
【００４３】
　以下に、本実施形態に係る検査機能の構成とその動作について説明する。
　図５は、本実施形態に係る検査機能の構成例を示す図である。
　図５に示すように、本実施形態に係る検査機能は、画像取得部１１、平坦度解析部１２
、及び検査制御部１３などを有している。
【００４４】
　画像取得部１１は、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２とを取得する機能部である。画像
取得部１１は、印刷データをリッピングした画像の入力を受け付けるとこで、基準画像Ｇ
１を取得する。また、画像取得部１１は、印刷面の読み取り画像をスキャナ１４０から受
信することで、検査対象画像Ｇ２を取得する。
【００４５】
　平坦度解析部１２は、取得した基準画像Ｇ１において、画素値の変化を表す平坦度を解
析する機能部である。平坦度解析部１２は、画像取得部１１から受け取った基準画像Ｇ１
の平坦度を解析する。具体的には、次のように平坦度を解析する。平坦度解析部１２は、
例えば、予め決められた矩形領域（「５ｘ５」、「７ｘ７」、「９ｘ９」など）における
画素値（ＲＧＢ値）の標準偏差又は分散（ばらつき）を算出し、直接平坦度とする。また
、平坦度解析部１２は、例えば、予め決められた矩形領域の注目画素と注目画素に隣接す
る画素（以下「隣接画素」という）との画素値（ＲＧＢ値）の差分又は平均値を算出し、
直接平坦度とする。また、矩形領域の画素値（ＲＧＢ値）を代表値に変換する量子化を行
ってもよい。
【００４６】
　なお、平坦度の解析に基準画像Ｇ１を用いる理由は、基準画像Ｇ１が印刷データをリッ
ピングした画像であり、画素値が安定しているからである。また、本実施形態では、画素
値にＲＧＢ値を用いているが、この限りでない。ＲＧＢ以外の色空間の値であってもよい
。
【００４７】
　ここで、本実施形態における平坦度の解析例を示す。
　図６は、本実施形態に係る画像領域種別と平坦度との関係を示す図である。
　（Ａ）には、基準画像Ｇ１における画像領域の種別例が示されている。まず、基準画像
Ｇ１では、画線部と非画線部の領域が存在する。画線部は、印刷領域内にトナー／インク
が載る箇所である。一方、非画線部は、印刷領域内にトナー／インクが載らない箇所であ
る。以下の説明では、上記非画線部を「紙白領域」をいう。
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【００４８】
　また、画線部には、「背景領域」、「エッジ領域」、及び「絵柄領域」などが存在する
。「背景領域」は、画素値の変化が小さい領域であり、「エッジ領域」及び「絵柄領域」
は、画素値の変化が大きい領域である。
【００４９】
　本実施形態に係る平坦度解析部１２は、これらの領域の平坦度を解析する。（Ｂ）には
、（Ａ）に示した基準画像Ｇ１の解析結果例が示されている。
　（Ｂ）には、平坦度解析部１２が、上述した平坦度の算出方法により、基準画像Ｇ１か
ら８段階の平坦度を表す値を算出した例（解析結果例）が示されている。つまり、平坦度
解析部１２が、基準画像Ｇ１における画素値の変化量を０から７の代表値に変換した例が
示されている。本実施形態では、画素値の変化が最も小さい画素に対して、平坦度を表す
値'０'が割り当てられており、画素値の変化が最も大きい画素に対して、平坦度を表す値
'７'が割り当てられている。その間の変化量に対しては、平坦度を表す値１から６が段階
的に割り当てられている。
【００５０】
　これにより、本実施形態では、８段階の平坦度を表す値（大きければ平坦でないことを
表す値）から、基準画像Ｇ１における画線部の「背景領域」、「エッジ領域」、及び「絵
柄領域」などを判別することができる。例えば、「背景領域」は、画素値の変化が最も小
さいことから、平坦度を表す値'０'に基づき判別できる。次に、「絵柄領域」は、「背景
領域」より画素値の変化が大きく、「エッジ領域」より画素値の変化が小さいことから、
平坦度を表す値'１'から'６'に基づき判別できる。次に、「エッジ領域」は、画素値の変
化が最も大きいことから、平坦度を表す値'７'に基づき判別できる。
【００５１】
　なお、「紙白領域」は、「画線部」の「背景領域」と同様に、平坦度を表す値'０'に基
づき判別できるが、非画線部なので、紙の色や印刷データなどの各種情報に基づき判別す
ることもできる。例えば、予めスキャナ１４０により読み取ったＲＧＢ値を所定の記憶領
域（例えば「検査装置が備えるＲＡＭ」など）に保持しておき、保持する画素値に該当す
る基準画像Ｇ１の領域を「紙白領域」と判別できる。また、印刷データに含まれる余白情
報や、基準画像Ｇ１の白の画素値（ＲＧＢ値：２５５，２５５，２５５）などから、「紙
白領域」を判別してもよい。
【００５２】
　検査制御部１３は、平坦度に応じて、種別ごとの画像領域に対する印刷品質検査を制御
する機能部である。本実施形態に係る検査機能では、種別ごとの画像領域に対する検査用
の閾値（欠陥判定基準）を決定する処理と、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との比較か
ら画素値の差分を検出する処理と、検出した差分に基づく閾値判定から印刷面の欠陥箇所
を検査する処理などが実行される。検査制御部１３は、これらの処理を制御する。よって
、検査制御部１３は、領域判別部（閾値決定部）１３１、差分検出部１３２、及び判定部
（欠陥検出部）１３３などを有している。
【００５３】
　領域判別部（閾値決定部）１３１は、平坦度解析部１２による解析結果（算出された平
坦度を表す値）に基づき、基準画像Ｇ１における種別ごとの画像領域を判別する機能部で
ある。領域判別部１３１は、上述したように、算出された平坦度を表す値に基づき、画線
部の「背景領域」、「エッジ領域」、及び「絵柄領域」などを判別する。
【００５４】
　また、領域判別部１３１は、判別した画像領域に対して、検査用の閾値（欠陥判定基準
）を決定する。上述したように、画線部の検査精度を向上させるためには、平坦度が高く
滑らかな領域（画素値の変化が小さい領域）と平坦度が低く滑らかでない領域（画素値の
変化が大きい領域）と、異なる閾値を用いた欠陥判定処理を行うことが望ましい。よって
、領域判定部１３１では、予め段階的に設定しておいた複数の閾値（例えば「４５」、「
３０」、「１５」、「４」などの設定値）を、判別した画像領域の種別ごとに割り当てる
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ことで、欠陥判定処理時に用いる検査用の閾値（欠陥判定基準）を決定する。具体的には
、次のような方法で検査用の閾値（欠陥判定基準）を決定する。
【００５５】
　例えば、判別された領域が画線部の「背景領域」の場合には、画線部において、注目画
素と隣接画素との画素値の変化量（差）が最も小さく、微少な画素値の変化を検出しなけ
ればならないため、非画線部（「紙白領域」）や画線部（「絵柄領域」や「エッジ領域」
）の他の領域に比べて最も小さい値（例えば「４」の設定値）を検査用の閾値として決定
する。
【００５６】
　一方、判別された領域が画線部の「エッジ領域」の場合には、画線部において、注目画
素と隣接画素との画素値の変化量（差）が最も大きく、微少な画素値の変化を検出する必
要がないため、画線部の他の領域（「背景領域」や「絵柄領域」）に比べて最も大きい値
（例えば「４５」の設定値）を検査用の閾値として決定する。
【００５７】
　また、判別された領域が画線部の「絵柄領域」の場合には、画線部において、注目画素
と隣接画素との画素値の変化量（差）が「背景領域」より大きく、かつ、「エッジ領域」
より小さいことから、画線部の他の領域（「背景領域」や「エッジ領域」）に比べて中間
の値（例えば「１５」の設定値）を検査用の閾値として決定する。
【００５８】
　また、判別される領域の中で非画線部の「紙白領域」は、平坦度が最も高い。しかし、
非画線部の「紙白領域」では、紙面上の汚れが欠陥箇所にあたり、その特性を考えると、
注目画素（紙面上の汚れにあたる画素）と隣接画素との画素値の変化量（差）が大きく、
微少な画素値の変化を検出すればよい。そのため、非画線部の「紙白領域」の場合には、
画線部の「絵柄領域」と「エッジ領域」に割り当てた設定値の中間の値（例えば「３０」
の設定値）を検査用の閾値として決定する。
【００５９】
　このように、検査制御部１３では、基準画像Ｇ１の解析により得た画素値の変化を表す
平坦度に応じて、検査用の閾値（欠陥判定基準）が、画像領域の種別ごと（「紙白領域」
、「背景領域」、「絵柄領域」、及び「エッジ領域」ごと）に切り換えられる。つまり、
検査制御部１３では、基準画像Ｇ１の平坦度に応じて、欠陥箇所の検出感度が切り換えら
れる。
【００６０】
　差分検出部１３２は、基準画像Ｇ１と画像取得部１１から受け取った検査対象画像Ｇ２
との比較から画素値の差分を検出する機能部である。差分検出部１３２は、判別した画像
領域にあたる基準画像Ｇ１の画素と判別した画像領域と同じ位置にあたる検査対象画像Ｇ
２の画素とを比較し、該当画素値の差分を検出する。具体的には、次のような方法で画素
値の差分を検出する。
【００６１】
　図７は、本実施形態に係る差分検出方法の例を示す図である。
（Ａ）には、画素同士の差分を検出する方法（以下「差分検出方法１」という）、（Ｂ）
には、所定の矩形領域内の１画素あたりの平均差分を検出する方法（以下「差分検出方法
２」という）が示されている。
【００６２】
　（Ａ）に示す差分検出方法１では、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との間で、同じ位
置の画素同士の画素値（ＲＧＢ値）を比較し、差分の絶対値（Ｒ，Ｇ，Ｂの色成分ごとの
差分値）を算出することで、画素同士の差分を検出している。
【００６３】
　一方（Ｂ）に示す差分検出方法２では、まず、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との間
で、同じ位置の矩形領域Ｒ１，Ｒ２（以下総称する場合「矩形領域Ｒ」という）の各画素
同士の画素値（ＲＧＢ値）を比較し、画素値の差分の絶対値（Ｒ，Ｇ，Ｂの各色成分ごと
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の差分値）を算出する。例えば、（Ｂ）には、９つの隣接画素を有する「３ｘ３」の矩形
領域Ｒにおいて、各画素Ａ～Ｉ同士が比較され、その結果、９つの差分（画素Ａ～Ｉそれ
ぞれに対応する差分値）が算出されている。次に、比較画素数分の差分値を累積加算し（
差分総和を算出し）、累積加算値（差分総和値）を、矩形領域Ｒの面積に相当する画素数
（９）で除算することで、矩形領域内の１画素あたりの平均差分（１画素あたりの平均差
分値）を検出している。
【００６４】
　なお、上記矩形領域Ｒの範囲（フィルタサイズ）設定は、検出したい欠陥箇所に応じて
変更するようにしてもよい。例えば、「背景領域」に発生する白スジ／黒スジ現象を検出
したい場合には、発生範囲の特性に応じて、「３ｘ３」でなく「３ｘ７」や「７ｘ３」な
どの範囲に変更してもよい。つまり、本実施形態では、判別された画像領域ごとに、差分
検出方法２で用いる矩形領域Ｒの範囲を切り換えることもできる。
【００６５】
　このように、検査制御部１３では、上記差分検出方法に従って、基準画像Ｇ１と検査対
象画像Ｇ２との間の画素値の差分が検出される。
【００６６】
　判定部（欠陥検出部）１３３は、欠陥判定処理を実行する機能部である。判定部１３３
は、差分検出部１３２により検出された差分が、領域判別部１３１により決定された閾値
（種別ごとの画像領域に対応する検査用の閾値）を超過しているか否かを判定し、判定結
果に従って、印刷面に欠陥箇所が存在するか否かを判断する（印刷面の欠陥箇所を検査す
る）。具体的には、次のような方法で印刷面に欠陥箇所が存在するか否かを判断する。例
えば、検出された差分が閾値を超過していると判定された場合には、検査対象画像Ｇ２の
画像領域に異常（欠陥）があると判断する。
【００６７】
　このように、検査制御部１３では、判別された画像領域ごとに欠陥判定が行われ、印刷
面の欠陥箇所が検査される。
【００６８】
　以上のように、本実施形態に係る検査機能は、上記各機能部が連携動作することにより
実現される。なお、本実施形態に係る検査機能は、検査装置１００に搭載（インストール
）されるプログラム（検査機能を実現するソフトウェア）が、演算装置（例えば「ＣＰＵ
」）により、記憶装置（例えば「ＨＤＤ」や「ＲＯＭ」など）からメモリ（ＲＡＭ）上に
読み出され、以下の処理が実行されることで実現される。
【００６９】
　本実施形態に係る検査機能の詳細な動作（機能部群の連携動作）について、処理手順を
示すフローチャートを用いて説明する。
【００７０】
　《検査機能の主な処理》
　図８は、本実施形態に係る欠陥検査時の基本処理手順例を示すフローチャートである。
　図８に示すように、検査装置１００は、画像取得部１１により、基準画像Ｇ１及び検査
対象画像Ｇ２を取得する（ステップＳ２０１）。このとき、画像取得部１１は、入力を受
け付けた基準画像Ｇ１を取得し、スキャナ１４０から受信した検査対象画像Ｇ２を取得す
る。
【００７１】
　次に、検査装置１００は、平坦度解析部１２により、基準画像Ｇ１の平坦度を解析する
（ステップＳ２０２）。このとき、平坦度解析部１２は、画像取得部１１から基準画像Ｇ
１を受け取り、予め決められた矩形範囲Ｒにおける画素値の標準偏差又は分散（ばらつき
）を算出する方法や、予め決められた矩形範囲Ｒの注目画素と隣接画素との画素値（ＲＧ
Ｂ値）の差分又は平均値を算出する方法などにより、直接平坦度を求める。
【００７２】
　次に、検査装置１００は、検査制御部１３により、平坦度に応じて、種別ごとの画像領
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域に対する印刷品質検査が制御される。
【００７３】
　検査制御部１３が有する領域判別部１３１は、平坦度解析部１２から受け取った解析結
果（算出された平坦度を表す値）に基づき、基準画像Ｇ１における画線部及び非画線部の
各領域を判別する（ステップＳ２０３）。このとき、領域判別部１３１は、紙の色や印刷
データなどの各種情報に基づき非画線部の「紙白領域」を判別し、算出された平坦度を表
す値に基づき、画線部の「背景領域」、「絵柄領域」、及び「エッジ領域」などの各領域
を判別する。なお、本処理手順例では、８段階の平坦度を表す値（大きければ平坦でない
ことを表す値）が求められることを想定しており、画線部における平坦度を表す値'０'の
領域を「背景領域」とし、平坦度を表す値'１'から'６'の領域を「絵柄領域」とし、平坦
度を表す値'７'の領域を「エッジ領域」として判別している。
【００７４】
　また、領域判別部１３１は、予め段階的に設定しておいた複数の設定値ＡからＤ（設定
値の関係式：Ｄ＞Ａ＞Ｃ＞Ｂ）を、判別した画像領域の種別ごとに割り当て、検査用の閾
値（欠陥判定基準）を決定する。なお、本処理手順例では、最も数値が大きい設定値Ｄを
「エッジ領域」の閾値とし、最も数値の小さい設定値Ｂを「背景領域」の閾値とし、設定
値Ｄの次に数値が大きい設定値Ａを「紙白領域」の閾値とし、設定値Ａの次に数値が大き
い設定値Ｃを「絵柄領域」の閾値として決定している。
【００７５】
　次に、検査制御部１３が有する差分検出部１３２は、領域判別部１３１による判別結果
に基づき、種別ごとの画像領域に対する欠陥判定処理が実行される。
【００７６】
　（ａ）紙白領域に対する処理
　差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が非画線部の「紙白領域
」であった場合に（ステップＳ２０４：ＹＥＳ）、上述した差分検出方法１に従って、基
準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との画素同士を比較し、画素値の差分を検出する（ステッ
プＳ２０５）。このとき、差分検出部１３２は、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との間
で、同じ位置の画素同士の画素値（ＲＧＢ値）を比較し、差分の絶対値（Ｒ，Ｇ，Ｂの色
成分ごとの差分値）を、画素値の差分として検出する。
【００７７】
　次に、検査制御部１３が有する判定部１３３は、差分検出部１３２により検出された差
分が、「紙白領域」の閾値Ａ（紙白領域の欠陥判定基準）以上か否かを判定する（ステッ
プＳ２０６）。その結果、判定部１３３は、差分が閾値Ａ以上であった場合に（ステップ
Ｓ２０６：ＹＥＳ）、検査対象画像Ｇ２の「紙白領域」に発生した異常（欠陥）を検出す
る。
【００７８】
　つまり、検査制御部１３は、非画線部の「紙白領域」では、判別された画像領域の中で
、最も平坦度が高いが、微少な画素値の変化を検出する必要がないため、画線部の「絵柄
領域」と「エッジ領域」とに割り当てる設定値の中間の値の閾値Ａを用いて欠陥検査を行
う。
【００７９】
　（ｂ）背景領域に対する処理
　差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が非画線部でなく、画線
部の「背景領域」であった場合に（ステップＳ２０４：ＮＯ，ステップＳ２０７：ＹＥＳ
）、上述した差分検出方法１に従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との画素同士を
比較し、画素値の差分を検出する（ステップＳ２０８）。
【００８０】
　次に、判定部１３３は、差分検出部１３２により検出された差分が、「背景領域」の閾
値Ｂ（背景領域の欠陥判定基準）以上か否かを判定する（ステップＳ２０９）。その結果
、判定部１３３は、差分が閾値Ｂ以上であった場合に（ステップＳ２０９：ＹＥＳ）、検
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査対象画像Ｇ２の「背景領域」に発生した異常（欠陥）を検出する。
【００８１】
　つまり、検査制御部１３は、画線部の「背景領域」では、微少な画素値の変化を検出し
なければならないため、非画線部（「紙白領域」）や画線部（「絵柄領域」や「エッジ領
域」）の他の領域に比べて最も小さい値の閾値Ｂを用いて欠陥検査を行う。
【００８２】
　（ｃ）絵柄領域に対する処理
　差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が「背景領域」でなく、
「絵柄領域」であった場合に（ステップＳ２０７：ＮＯ，ステップＳ２１０：ＹＥＳ）、
上述した差分検出方法１に従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との画素同士を比較
し、画素値の差分を検出する（ステップＳ２１１）。
【００８３】
　次に、判定部１３３は、差分検出部１３２により検出された差分が、「絵柄領域」の閾
値Ｃ（絵柄領域の欠陥判定基準）以上か否かを判定する（ステップＳ２１２）。その結果
、判定部１３３は、差分が閾値Ｃ以上であった場合に（ステップＳ２１２：ＹＥＳ）、検
査対象画像Ｇ２の「絵柄領域」に発生した異常（欠陥）を検出する。
【００８４】
　つまり、検査制御部１３は、画線部の「絵柄領域」では、画素値の変化量（差）が「背
景領域」より大きく、かつ、「エッジ領域」より小さいことから、画線部の他の領域（「
背景領域」や「エッジ領域」）に比べて中間の値の閾値Ｃを用いて欠陥検査を行う。
【００８５】
　（ｄ）エッジ領域に対する処理
　差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が「絵柄領域」でなく、
「エッジ領域」であった場合に（ステップＳ２１０：ＮＯ）、上述した差分検出方法１に
従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との画素同士を比較し、画素値の差分を検出す
る（ステップＳ２１３）。
【００８６】
　次に、判定部１３３は、差分検出部１３２により検出された差分が、「エッジ領域」の
閾値Ｃ（エッジ領域の欠陥判定基準）以上か否かを判定する（ステップＳ２１４）。その
結果、判定部１３３は、差分が閾値Ｄ以上であった場合に（ステップＳ２１４：ＹＥＳ）
、検査対象画像Ｇ２の「エッジ領域」に発生した異常（欠陥）を検出する。
【００８７】
　つまり、検査制御部１３は、画線部の「エッジ領域」では、微少な画素値の変化を検出
する必要がないため、画線部の他の領域（「背景領域」や「絵柄領域」）に比べて最も大
きい値の閾値Ｄを用いて欠陥検査を行う。
【００８８】
　このように、本実施形態に係る検査装置１００では、基準画像Ｇ１の解析により得た画
素値の変化を表す平坦度に応じて、欠陥判定処理で用いる閾値（欠陥判定基準）を、画像
領域の種別ごとに切り換える。つまり、平坦度から判別された画像領域ごとに、その領域
にあった検査用の閾値（欠陥判定基準）が用いられる。これにより、本実施形態では、画
素値の変化が大きい領域（平坦度が低い領域）に対する過剰な欠陥検出（欠陥箇所の誤判
定）を防止し、一方で、画素値の変化が小さい領域（平坦度が高い領域）に対して厳しい
欠陥検出が行われる。
【００８９】
　なお、上記には、差分検出方法１を用いた場合の処理手順例を示したが、この限りでな
い。差分検出方法１の代わりに、差分検出方法２を用いてもよい。
【００９０】
　この場合、上記ステップＳ２０５，Ｓ２０８，Ｓ２１１，Ｓ２１３の処理は、次のよう
な手順となる。差分検出部１３２は、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との同じ位置の矩
形領域Ｒの各画素同士を比較し、１画素あたりの平均差分を検出する。このとき、差分検
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出部１３２は、まず、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との間で、同じ位置の矩形領域Ｒ
の各画素同士の画素値（ＲＧＢ値）を比較し、画素値の差分の絶対値（Ｒ，Ｇ，Ｂの各色
成分ごとの差分値）を算出する。次に、差分検出部１３２は、比較画素数分の差分値が累
積加算された差分総和値を、矩形領域Ｒの面積に相当する画素数で除算し、１画素あたり
の平均差（Ｒ，Ｇ，Ｂの色成分ごとの１画素あたりの平均差分値）を検出する。
【００９１】
　これにより、上記ステップＳ２０６，Ｓ２０８，Ｓ２１２，Ｓ２１４の処理では、算出
された１画素あたりの平均差と検査用の閾値（欠陥判定基準）とにより欠陥判定処理が行
われる。
【００９２】
　《検査機能の処理：その２》
　また、上記機能構成の説明では、差分検出部１３２による２つの差分検出方法について
説明を行った。その中で、差分検出方法２は、差分検出方法１に比べて精度の高い検出方
法である。よって、差分検出部１３２では、検査用の閾値（欠陥判定基準）と同様に、判
別された画像領域に対して、上述した差分検出方法１又は２のどちらの方法を適用するか
を切り換えるようにしてもよい。具体的には、次の通りである。
【００９３】
　例えば、画線部において、判別された領域が「絵柄領域」や「エッジ領域」の場合には
、差分検出方法１を適用し、一方、判別された領域が「背景領域」の場合には、「絵柄領
域」や「エッジ領域」などの領域に比べて精度の高い差分検出方法２を適用する。なお、
ここでいう「差分検出方法の適用」とは、差分検出部１３２を、差分検出方法１又は２の
どちらかの方法に従って機能させることを意味する。
【００９４】
　この場合の欠陥検査時の処理手順例を以下に示す。
　図９は、本実施形態に係る欠陥検査時の処理手順例（その１）を示すフローチャートで
ある。なお、以下の説明では、図８の処理手順と異なる点（ステップＳ３０５，Ｓ３０８
，Ｓ３１１，Ｓ３１３の処理）についてのみ説明する。
【００９５】
　（ａ）紙白領域に対する処理
差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が非画線部の「紙白領域」
であった場合に（ステップＳ３０４：ＹＥＳ）、差分検出方法１に従って、基準画像Ｇ１
と検査対象画像Ｇ２との画素同士を比較し、画素値の差分を検出する（ステップＳ３０５
）。
【００９６】
　つまり、検査制御部１３は、非画線部の「紙白領域」では、微少な画素値の変化を検出
する必要がないため、相対的に精度の低い差分検出方法１を用いて差分検出を行う。
【００９７】
　（ｂ）背景領域に対する処理
　差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が非画線部でなく、画線
部の「背景領域」であった場合に（ステップＳ３０４：ＮＯ，ステップＳ３０７：ＹＥＳ
）、差分検出方法２に従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との同じ位置の矩形領域
Ｒの各画素同士を比較し、１画素あたりの平均差分を検出する（ステップＳ３０８）。
【００９８】
　つまり、検査制御部１３は、画線部の「背景領域」では、微少な画素値の変化を検出し
なければならないため、相対的に精度の高い差分検出方法２を用いて差分検出を行う。
【００９９】
　（ｃ）絵柄領域に対する処理
　差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が「背景領域」でなく、
「絵柄領域」であった場合に（ステップＳ３０７：ＮＯ，ステップＳ３１０：ＹＥＳ）、
差分検出方法１に従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との画素同士を比較し、画素
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値の差分を検出する（ステップＳ３１１）。
【０１００】
　つまり、検査制御部１３は、画線部の「絵柄領域」では、微少な画素値の変化を検出す
る必要がないため、相対的に精度の低い差分検出方法１を用いて差分検出を行う。
【０１０１】
　（ｄ）エッジ領域に対する処理
　差分検出部１３２は、領域判別部１３１により判別された領域が「絵柄領域」でなく、
「エッジ領域」であった場合に（ステップＳ３１０：ＮＯ）、差分検出方法１に従って、
基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との画素同士を比較し、画素値の差分を検出する（ステ
ップＳ３１３）。
【０１０２】
　つまり、検査制御部１３は、画線部の「エッジ領域」では、微少な画素値の変化を検出
する必要がないため、相対的に精度の低い差分検出方法１を用いて差分検出を行う。
【０１０３】
　このように、本実施形態に係る検査装置１００では、基準画像Ｇ１の平坦度に応じて、
検査用の閾値（欠陥判定基準）及び差分検出方法を、画像領域の種別ごとに切り換える。
つまり、平坦度から判別された画像領域ごとに、その領域にあった検査用の閾値（欠陥判
定基準）及び差分検出方法が用いられる。これにより、本実施形態では、高精度な印刷品
質検査が行える。
【０１０４】
　《検査機能の処理：その３》
　また、本実施形態に係る検査機能は、検出した欠陥の種別を判別する機能（以下「欠陥
判別機能」という）と連携動作するようにしてもよい。欠陥判別機能は、種別ごとの画像
領域から検出された差分データに基づき、欠陥の種別を判別する。なお、欠陥判別機能は
、判別する欠陥の種類に応じて、その判別方法を変更する必要がある。よって、以下には
、判別する欠陥を、「背景領域」に発生した白スジ／黒スジ現象として説明する。
【０１０５】
　図１０は、本実施形態に係る欠陥検査時の処理手順例（その２）を示すフローチャート
である。なお、以下の説明では、図９の処理手順と異なる点（ステップＳ４１１の欠陥判
別処理）についてのみ説明する。
　図１０に示すように、検査装置１００は、検査制御部１３により、領域ごとに差分検出
処理及び欠陥判定処理が行われると、種別ごとの画像領域から検出された差分データに基
づき、検出された欠陥が白スジ／黒スジ現象か否かを判定する（ステップＳ４１５）。こ
のとき、検査装置１００では、次のような処理により白スジ／黒スジ現象を判別する。
【０１０６】
　検査装置１００は、まず、差分データ（検査用の閾値を超過した差分値）に基づき、検
査対象画像Ｇ２においてラベリング処理を行う。ここでいう「ラベリング処理」とは、連
結画素（例えば「８つの画素群」）に同じラベルを付加することで複数の領域をグループ
として分類する画像処理を意味する。よって、検査装置１００では、上記ラベリング処理
により、検査対象画像上の欠陥箇所に該当する外接矩形の画像領域が特定される。
【０１０７】
　次に、検査装置１００は、特定された外接矩形の画像領域の幅、高さ、及び縦横比が、
予め設定しておいた矩形幅、高さ、及び縦横比の閾値（欠陥判別基準）以上か否かを判定
する。なお、幅、高さ、及び縦横比の閾値（欠陥判別基準）は、判別する欠陥に応じて設
定しておく。
【０１０８】
　その結果、検査装置１００は、特定された外接矩形の画像領域の幅、高さ、及び縦横比
が、各閾値以上であった場合に（ステップＳ４１５：ＹＥＳ）、検査対象画像Ｇ２に発生
した欠陥が白スジ／黒スジ現象と判別する。
【０１０９】
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　なお、上記ラベリング処理では、外接矩形の画像領域が複数特定される場合がある。こ
のような場合、検査装置１００は、外接矩形の画像領域の隣接距離を画像の座標空間（画
素の座標値）から算出し、算出した隣接距離が、予め設定しておいた隣接距離の閾値未満
であれば、該当する外接矩形を１つの画像領域として統合する。その結果、検査装置１０
０は、統合した画像領域の幅、高さ、及び統合した外接矩形数などに基づき、検出された
欠陥箇所の密集度から、欠陥の種別を判別してもよい。
【０１１０】
　＜変形例＞
　ここで、上記実施形態に対する変形例を説明する。
【０１１１】
　《変形例１》
　上記実施形態では、検査装置１００を検査機能が動作するハードウェア環境として説明
したが、この限りでない。例えば、図１１に示すような画像処理装置であってもよい。
【０１１２】
　図１１は、検査機能が動作する画像処理装置２００のハードウェア構成例を示す図であ
る。
　図１１に示すように、画像処理装置２００は、コントローラ２１０及びスキャナ２４０
などを備え、それぞれが相互にバスＢで接続されている。
【０１１３】
　スキャナ２４０は、印刷物を光学的に読み取り、読み取り画像を生成する読み取り装置
である。コントローラ２１０は、ＣＰＵ２１１、記憶装置２１２、ネットワークＩ／Ｆ２
１３、及び外部記憶Ｉ／Ｆ２１４などを備える制御基板であり、それぞれが相互にバスＢ
で接続されている。
【０１１４】
　記憶装置２１２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、及び／又はＨＤＤなどを含み、各種プログラムや
データを格納し保持する装置である。ＣＰＵ２１１は、ＲＯＭやＨＤＤから、プログラム
やデータをＲＡＭ（メモリ）上に読み出し、処理を実行する（読み出したプログラムやデ
ータの処理を実行する）ことで、装置全体の制御や搭載機能を実現する演算装置である。
よって、上述した検査機能は、ＲＡＭ上に読み出されたプログラムがＣＰＵ２１１により
実行されることで実現できる。
【０１１５】
　ネットワークＩ／Ｆ２１３は、画像処理装置２００をデータ伝送路Ｎに接続するインタ
フェースである。これにより、画像処理装置２００は、ネットワークＩ／Ｆ２１３を介し
て、通信機能を有する他の機器とデータ通信を行うことができる。外部記憶Ｉ／Ｆ２１４
は、外部記憶装置にあたる記録媒体２１４ａとのインタフェースである。記録媒体２１４
ａには、例えば、ＳＤメモリカードやＵＳＢメモリなどがある。これにより、画像処理装
置２００は、外部記憶Ｉ／Ｆ２１４を介して、記録媒体２１４ａの読み取り及び／又は書
き込みを行うことができる。
【０１１６】
　以上のように、画像処理装置１００では、上記ハードウェア構成により、印刷物の検査
サービスを当該装置単体で提供することができる。
【０１１７】
　《変形例２》
　また、例えば、図１２に示すように、ＭＦＰ（Multifunction Peripheral）などの画像
形成装置であってもよい。
【０１１８】
　図１２は、検査機能が動作する画像形成装置３００のハードウェア構成例を示す図であ
る。
　図１２に示すように、画像形成装置３００は、コントローラ３１０、操作パネル３２０
、プロッタ３３０、及びスキャナ３４０などを備え、それぞれが相互にバスＢで接続され
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ている。
【０１１９】
　操作パネル３２０は、入力部や表示部を備えており、機器情報などの各種情報を利用者
に提供したり、動作設定や動作指示などの各種利用者操作を受け付けたりする入力・表示
装置である。プロッタ３３０は、画像形成部材を備えており、用紙に出力画像を形成する
印刷装置である。出力画像を形成する方式には、例えば、電子写真プロセスやインクジェ
ット方式などがある。
【０１２０】
　コントローラ３１０は、ＣＰＵ３１１、記憶装置３１２、ネットワークＩ／Ｆ３１３、
及び外部記憶Ｉ／Ｆ３１４などを備える制御基板であり、それぞれが相互にバスＢで接続
されている。
【０１２１】
　記憶装置３１２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、及びＨＤＤなどを含み、各種プログラムやデータ
を格納及び／又は保持する装置である。ＣＰＵ３１１は、ＲＯＭやＨＤＤから、プログラ
ムやデータをＲＡＭ上に読み出し、処理を実行する（記憶装置から読み出したプログラム
やデータの処理を実行する）ことで、装置全体の制御や搭載機能を実現する演算装置であ
る。よって、上述した検査機能は、ＲＡＭ上に読み出されたプログラムがＣＰＵ３１１に
より実行されることで実現できる。
【０１２２】
　ネットワークＩ／Ｆ３１３は、画像形成装置３００をデータ伝送路Ｎに接続するインタ
フェースである。これにより、画像形成装置３００は、ネットワークＩ／Ｆ３１３を介し
て、通信機能を有する他の機器とデータ通信を行うことができる。外部記憶Ｉ／Ｆ３１４
は、外部記憶装置にあたる記録媒体３１４ａとのインタフェースである。記録媒体３１４
ａには、例えば、ＳＤメモリカードやＵＳＢメモリなどがある。これにより、画像形成装
置３００は、外部記憶Ｉ／Ｆ３１４を介して、記録媒体３１４ａの読み取り及び／又は書
き込みを行うことができる。
【０１２３】
　以上のように、画像形成装置３００でも、上記ハードウェア構成により、画像処理装置
２００と同様に、印刷物の検査サービスを当該装置単体で提供することができる。
【０１２４】
　また、上記実施形態では、スキャナ１４０と検査装置１００とが接続される検査システ
ム１０１０について説明を行ったが、この限りでない。例えば、検査装置１００が、上記
画像処理装置２００や上記画像形成装置３００と接続される構成であってもよい。この場
合、上記画像処理装置２００や上記画像形成装置３００からは、検査装置１００に対して
、検査対象画像Ｇ２が送信されることになる。
【０１２５】
　＜まとめ＞
　以上のように、本実施形態に係る検査装置１００によれば、画像取得部１１により、基
準画像Ｇ１及び検査対象画像Ｇ２を取得する。次に、検査装置１００は、平坦度解析部１
２により、取得した基準画像Ｇ１において、画素値の変化を表す平坦度を解析する。
【０１２６】
　その結果、検査装置１００は、検査制御部１３により、解析結果の平坦度から、種別ご
との画像領域を判別し、判別した画像領域に対する検査用の閾値（欠陥判定基準）を決定
する。その後、検査制御部１３は、判別した画像領域にあたる基準画像Ｇ１の画素と判別
した画像領域と同じ位置にあたる検査対象画像Ｇ２の画素とを比較し、該当画素値の差分
を検出する。これにより、検査制御部１３は、検出した差分が閾値を超過しているか否か
を判定し、印刷面の欠陥箇所を検査する。
【０１２７】
　これによって、本実施形態に係る検査装置１００では、画素値の変化が小さい領域（平
坦度が高い領域）に対して、画素値の変化が大きい領域（平坦度が低い領域）に比べて厳
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しい欠陥判定基準で印刷品質の検査（感度の高い検査）が行われる。その結果、高精度な
印刷品質検査が行える。
【０１２８】
　［第２の実施形態］
　本実施形態と第１の実施形態との違いは、画線部の「背景領域」が判別された際に、検
査対象画像を解析して得た平坦度に応じて、該領域に対する欠陥判定処理で用いる閾値（
欠陥判定基準）を切り換える点である。
【０１２９】
　なお、以降の説明では、第１の実施形態と異なる点についてのみ説明し、同じ点につい
ては、同一参照符号を付し、その説明を省略する。
【０１３０】
　＜検査機能＞
　図１３は、本実施形態に係る検査機能の構成例を示す図である。
　図１３に示すように、平坦度解析部１２は、画像取得部１１から受け取った検査対象画
像Ｇ２においても、基準画像Ｇ１と同様に、画素値の変化を表す平坦度を解析する。具体
的な解析方法は、第１の実施形態で示した通りである。よって、本実施形態では、平坦度
解析部１２が、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との２つの解析結果（基準画像Ｇ１を解
析して得た平坦度を表す値及び検査対象画像Ｇ２を解析して得た平坦度を表す値）を保持
することになる。
【０１３１】
　検査制御部１３は、これらの解析結果を受け取ると、領域判別部１３１により、基準画
像Ｇ１の解析結果に基づき、種別ごとの画像領域を判別し、各領域に対して、検査用の閾
値（欠陥判定基準）を決定する。
【０１３２】
　このとき、検査制御部１３では、領域判別部１３１により、画線部の「背景領域」が判
別された場合、次のように検査用の閾値（欠陥判定基準）を決定する。
【０１３３】
　まず、領域判別部１３１は、受け取った解析結果のうち、「背景領域」と判別された基
準画像Ｇ１の画像領域と同じ位置の検査対象画像Ｇ２の画像領域に対応する平坦度を表す
値を参照する。なお、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２とは、平坦度解析部１２による解
析時に画像の座標空間が調整されているものとする。
【０１３４】
　領域判別部１３１は、参照値に基づき、検査対象画像Ｇ２の画像領域が平坦か否かを判
定する。具体的には、「背景領域」と判別された基準画像Ｇ１の画像領域と同じ位置の検
査対象画像Ｇ２の画像領域に対応する平坦度を表す値が、予め設定しておいた閾値（例え
ば「２」）以上か否かを判定する。
【０１３５】
　例えば、基準画像Ｇ１では「背景領域」と判別された画像領域に対して、該画像領域と
同じ位置の検査対象画像Ｇ２の画像領域が平坦でない場合、何らかの欠陥が存在している
ことが考えられる。
【０１３６】
　そのため、領域判別部１３１では、上記判定処理により、検査対象画像Ｇ２の画像領域
の平坦度が閾値以上であった場合に、基準画像Ｇ１では「背景領域」と判別された画像領
域と同じ位置の検査対象画像Ｇ２の画像領域に欠陥が存在すると想定し、微少な画素値の
変化を検出可能な値（例えば「４」）を、「背景領域」に対応する検査用の第１閾値（欠
陥判定基準）として決定する。
【０１３７】
　一方、検査対象画像Ｇ２の画像領域の平坦度が閾値未満であった場合には、検査対象画
像Ｇ２の画像領域に欠陥が存在しないと想定し、欠陥が存在すると想定した場合の値より
大きい値（例えば「１０」）を、「背景領域」に対応する検査用の第２閾値（欠陥判定基
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準）として決定する。
【０１３８】
　また、検査制御部１３では、領域判別部１３１による上記判定結果（平坦度の閾値超過
）に基づき、欠陥が存在すると想定した場合と存在しないと想定した場合とで、精度の異
なる差分検出処理及び欠陥判定処理を行うように制御する。具体的には、次のように制御
する。
【０１３９】
　検査対象画像Ｇ２の画像領域の平坦度が閾値以上であった場合（欠陥が存在すると想定
した場合）には、差分検出部１３２が、第１の実施形態で示した差分検出方法２に従って
、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との差分（矩形領域内の１画素あたりの平均差分）を
検出する。また、判定部１３３が、検出された差分が、上記第１閾値以上か否かを判定し
、「背景領域」の欠陥箇所を検出する。なお、上記差分検出方法２の実行では、矩形領域
Ｒの範囲を、「背景領域」に発生する白スジ／黒スジ現象を検出する場合に用いる「３ｘ
７」や「７ｘ３」などの範囲に変更してもよい。
【０１４０】
　一方、検査対象画像Ｇ２の画像領域の平坦度が閾値未満であった場合（欠陥が存在しな
いと想定した場合）には、差分検出部１３２が、第１の実施形態で示した差分検出方法１
に従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との差分（画素同士の差分）を検出する。ま
た、判定部１３３が、検出された差分が、上記第２閾値以上か否かを判定し、「背景領域
」の欠陥箇所を検出する。
【０１４１】
　これにより、本実施形態では、画素値の変化が小さい領域（平坦度が高い領域）に対し
て、検査対象画像Ｇ２を解析して得た平坦度に基づき、欠陥の存在を予測し、欠陥の存在
が予測された画像領域に対して、厳しい欠陥判定基準で印刷品質の検査（感度の高い検査
）が行われる。その結果、高精度な印刷品質検査が効率よく行える。
【０１４２】
　以上のように、本実施形態に係る検査機能は、上記各機能部が連携動作することにより
実現される。なお、本実施形態に係る検査機能は、検査装置１００に搭載されるプログラ
ムが、演算装置により、記憶装置からメモリ上に読み出され、以下の処理が実行されるこ
とで実現される。
【０１４３】
　本実施形態に係る検査機能の詳細な動作について、処理手順を示すフローチャートを用
いて説明する。
【０１４４】
　《検査機能の処理》
　図１４は、本実施形態に係る欠陥検査時の処理手順例を示すフローチャートである。な
お、以下の説明では、第１の実施形態に示した処理手順と異なる点（ステップＳ５０２，
Ｓ５０８の処理）についてのみ説明する。
　図１４に示すように、検査装置１００は、画像取得部１１により、基準画像Ｇ１及び検
査対象画像Ｇ２を取得すると（ステップＳ５０１）、平坦度解析部１２により、基準画像
Ｇ１及び検査対象画像Ｇ１それぞれの平坦度を解析する（ステップＳ５０２）。このとき
、平坦度解析部１２は、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２と画像の座標空間を調整し、両
画像の解析結果を対応づける。両画像の解析結果は、平坦度解析部１２から検査制御部１
３に渡される。
【０１４５】
　次に、検査装置１００は、検査制御部１３により、受け付けた基準画像Ｇ１の解析結果
（基準画像を解析して得た平坦度）に応じて、種別ごとの画像領域に対する印刷品質検査
が制御される。
【０１４６】
　このとき、検査制御部１３は、領域判別部１３１により、画線部の「背景領域」が判別
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された場合（ステップＳ５０４：ＮＯ，ステップＳ５０７：ＹＥＳ）、図１５に示すよう
な欠陥検査処理を実行する（ステップＳ５０８）。
【０１４７】
　《背景領域に対する欠陥検査処理》
　図１５は、本実施形態に係る背景領域に対する欠陥検査時の処理手順例を示すフローチ
ャートである。
　検査制御部１３は、領域判別部１３１により、検査対象画像Ｇ２の解析結果に基づき、
基準画像Ｇ１の「背景領域」に対応する検査対象画像Ｇ２の画像領域が平坦か否かを判定
する（ステップＳ６０１）。このとき、領域判別部１３１は、受け取った解析結果のうち
、検査対象画像Ｇ２の解析結果を参照し、参照値（検査対象画像を解析して得た平坦度を
表す値）が、予め設定しておいた閾値以上か否かを判定する。
【０１４８】
　領域判別部１３１は、参照値が閾値未満であった場合に（ステップＳ６０１：ＹＥＳ）
、検査対象画像Ｇ２の該当画像領域に欠陥が存在しないと想定し、差分検出部１３２が、
差分検出方法１に従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との差分（画素同士の差分）
を検出する（ステップＳ６０２）。
【０１４９】
　次に、判定部１３３が、差分検出部１３２により検出された差分が、検査用の閾値Ｂ１
以上か否かを判定する（ステップＳ６０３）。なお、検査用の閾値Ｂ１は、参照値が閾値
未満であった場合に、領域判別部１３１により、欠陥が存在すると想定した場合の値より
大きい値を、検査用の第２閾値（欠陥判定基準）として決定した値である。
【０１５０】
　その結果、判定部１３３は、差分が閾値Ｂ１以上であった場合に（ステップＳ６０３：
ＹＥＳ）、検査対象画像Ｇ２の該当画像領域に発生した異常（欠陥）を検出する。
【０１５１】
　一方、領域判別部１３１は、参照値が閾値以上であった場合に（ステップＳ６０１：Ｎ
Ｏ）、検査対象画像Ｇ２の該当画像領域に欠陥が存在すると想定し、差分検出部１３２が
、差分検出方法２に従って、基準画像Ｇ１と検査対象画像Ｇ２との差分（矩形領域内の１
画素あたりの平均差分）を検出する（ステップＳ６０４）。
【０１５２】
　次に、判定部１３３が、差分検出部１３２により検出された差分が、検査用の閾値Ｂ２
以上か否かを判定する（ステップＳ６０５）。なお、検査用の閾値Ｂ２は、参照値が閾値
以上であった場合に、領域判別部１３１により、微少な画素値の変化を検出可能な値を、
検査用の第１閾値（欠陥判定基準）として決定した値である。
【０１５３】
　その結果、判定部１３３は、差分が閾値Ｂ２以上であった場合に（ステップＳ６０５：
ＹＥＳ）、検査対象画像Ｇ２の該当画像領域に発生した異常（欠陥）を検出する。
【０１５４】
　＜まとめ＞
　以上のように、本実施形態に係る検査装置１００によれば、画像取得部１１により、基
準画像Ｇ１及び検査対象画像Ｇ２を取得する。次に、検査装置１００は、平坦度解析部１
２により、取得した基準画像Ｇ１及び検査対象画像Ｇ２において、画素値の変化を表す平
坦度を解析する。
【０１５５】
　その結果、検査装置１００は、検査制御部１３により、基準画像Ｇ２を解析して得た平
坦度から、種別ごとの画像領域を判別し、判別した画像領域に対する検査用の閾値（欠陥
判定基準）を決定する。
【０１５６】
　このとき、検査制御部１３は、画素値の変化が小さい領域（平坦度が高い領域）が判別
されると、検査対象画像Ｇ２を解析して得た平坦度のうち、判別された基準画像Ｇ１の画
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像領域に対応する検査対象画像Ｇ２の画像領域を解析して得た平坦度を参照する。検査制
御部１３は、参照した平坦度に基づき、欠陥の存在を予測し、欠陥の存在が予測された画
像領域に対して、厳しい欠陥判定基準を決定する。
【０１５７】
　その後、検査制御部１３は、判別した画像領域にあたる基準画像Ｇ１の画素と判別した
画像領域と同じ位置にあたる検査対象画像Ｇ２の画素とを比較し、該当画素値の差分を検
出する。これにより、検査制御部１３は、検出した差分が閾値を超過しているか否かを判
定し、印刷面の欠陥箇所を検査する。
【０１５８】
　これによって、本実施形態に係る検査装置１００では、第１の実施形態と同様の効果を
奏するとともに、画素値の変化が小さい領域（平坦度が高い領域）に対して、印刷品質検
査が効率よく行える。
【０１５９】
　ここまで、上記実施形態の説明を行ってきたが、上記実施形態に係る「検査機能」は、
図を用いて説明を行った各処理手順を、動作環境（プラットフォーム）にあったプログラ
ミング言語でコード化したプログラムが、検査装置１００（コンピュータ）が備える演算
装置により実行されることで実現される。
【０１６０】
　上記プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体１０３ａに格納することが
できる。これにより、例えば、上記プログラムは、記録媒体１０３ａに記憶させることで
、ドライブ装置１０３を介して、検査装置１００にインストールすることができる。また
、検査装置１００は、インタフェース装置１０７を備えていることから、電気通信回線を
用いて上記プログラムをダウンロードし、インストールすることもできる。
【０１６１】
　また、上記実施形態では、画素値の変化を８段階で表す平坦度の例を示したが、この限
りでない。例えば、平坦度は、画素値の変化を表す段階設定に従って決定できる。なお、
段階設定は、検査精度を考慮して予め設定しておけばよい。
【０１６２】
　また、上記実施形態では、平坦度に基づき、画線部の「背景領域」、「絵柄領域」、及
び「エッジ領域」などの３つの画像領域を判別する例を示したが、この限りでない。例え
ば、より少ない領域を判別するようにしてもよいし、より多くの領域を判別するようにし
てもよい。なお、判別する画像領域の数は、画線部の領域種別と平坦度の範囲との割り当
てにより決定される。
【０１６３】
　また、上記実施形態で示した領域種別ごとの差分検出処理は、例えば、検査装置１００
に画像処理プロセッサ（ＡＳＩＣ：Application Specific Integrated Circuit）が備え
られている場合、並列処理することもできる。この場合、領域種別ごとに検出された差分
を、所定の記憶領域に一時保持し、演算装置で実行される欠陥判定処理で、保持された差
分を参照することで検査機能を実現できる。
【０１６４】
　また、上記実施形態では、基準画像Ｇ１及び検査対象画像Ｇ２において、平坦度の解析
を行っているが、この限りでない。例えば、基準画像Ｇ１を解析して得た平坦度から画線
部の「背景領域」が判別された場合に、検査対象画像Ｇ２の平坦度を解析するようにして
もよい。
【０１６５】
　最後に、上記実施形態に挙げた形状や構成に、その他の要素との組み合わせなど、ここ
で示した要件に、本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の主
旨をそこなわない範囲で変更することが可能であり、その応用形態に応じて適切に定める
ことができる。
【符号の説明】
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【０１６６】
１１　　画像取得部
１２　　平坦度解析部
１３　　検査制御部
１３１　領域判別部（検査用閾値決定部）
１３２　差分検出部
１３３　判定部
１００　検査装置（情報処理装置）
１０１　入力装置
１０２　表示装置
１０３　ドライブ装置（ａ：記録媒体）
１０４　ＲＡＭ（揮発性の半導体メモリ）
１０５　ＲＯＭ（不揮発性の半導体メモリ）
１０６　ＣＰＵ（演算装置）
１０７　インタフェース装置（ＮＩＣ：Network I/F Card）
１０８　ＨＤＤ（不揮発性の記憶装置）
１４０，２４０，３４０　スキャナ（読み取り装置）
２００　画像処理装置
３００　画像形成装置
２１０，３１０　コントローラ（制御基板）
２１１，３１１　ＣＰＵ
２１２，３１２　記憶装置（ＲＯＭ，ＲＡＭ，ＨＤＤなど）
２１３，３１３　ネットワークＩ／Ｆ
２１４，３１４　外部記憶Ｉ／Ｆ
１０１０　検査システム
Ｂ　　　バス
Ｇ　　　画像（１：基準画像，２：検査対象画像）
Ｎ　　　データ伝送路（ネットワーク）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１６７】
【特許文献１】特開２００６－８８５６２号公報
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