
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製版済みのマスタを外周面に巻装する複数の印刷ドラムを有し、これらの印刷ドラム上
の製版済みのマスタにインキを供給しながら印刷用紙を順次押し付けて多色重ね刷り印刷
を行うことが可能な多色印刷装置において、
　印刷装置本体側に固定されマスタを製版する製版手段を備えた一つの製版装置と、
　上記各印刷ドラム

上記製版装置に近接した第１の位
置との間で移動可能であり、上記各印刷ドラム上の使用済みのマスタを剥離し排版する排
版手段および第１の位置で製版済みのマスタの先端部を受け取り保持し上記各印刷ドラム
に給版すべく案内・搬送するための給版案内手段を備えた一つの排版給版装置と、
　上記排版給版装置を、上記各印刷ドラム

第１の位置
とに移動させるための移動手段と、
　を有することを特徴とする多色印刷装置。
【請求項２】
　請求項１記載の多色印刷装置において、
　上記各印刷ドラムは、製版済みのマスタの先端部を保持する保持手段を備えていて、略
水平方向に並んで配置されており、
　上記各保持手段が製版済みのマスタの先端部を保持するために上記各印刷ドラムが回転
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上の使用済みのマスタを剥離し排版する位置および製版済みのマスタ
を上記各印刷ドラムに給版すべく案内・搬送する位置と

上の使用済みのマスタを剥離し排版する位置お
よび製版済みのマスタを上記各印刷ドラムに給版すべく案内・搬送する位置と



停止する給版位置は、上記各保持手段が各印刷ドラムの略上部となる位置に設定されてお
り、
　上記移動手段は、上記各印刷ドラムの上方であって上記略水平方向に上記排版給版装置
を案内する案内手段と、上記排版給版装置を移動させる駆動手段と、上記排版給版装置が
上記各印刷ドラムの略真上の停止位置にあることを検出する停止位置検出手段とを有し、
　上記排版給版装置は、上記各印刷ドラムへの給版時毎に、第１の位置に移動して製版済
みのマスタの先端部を受け取り保持した後、上記各停止位置に停止して、製版済みのマス
タの先端部を上記各保持手段に受け渡すという動作を繰り返すことによって全ての上記複
数の印刷ドラムに製版済みのマスタを給版することを特徴とする多色印刷装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の多色印刷装置において、
　上記排版給版装置は、上記各印刷ドラム上から剥離・排版した使用済みのマスタを収納
する排版収納手段と、該排版収納手段が使用済みのマスタで満杯になったことを検知する
満杯検知手段とを有しており、
　第１の位置は、上記製版装置に最も近接した位置であり、上記排版給版装置は、第１の
位置とこの第１の位置から離間して上記排版収納手段を着脱することが可能な第２の位置
との間で移動可能であり、
　上記満杯検知手段からの満杯検知信号に基づいて、上記排版給版装置が第２の位置に自
動的に移動するように上記移動手段を制御する制御手段を具備することを特徴とする多色
印刷装置。
【請求項４】
　請求項３記載の多色印刷装置において、
　上記排版収納手段が使用済みのマスタで満杯になったことを報知する報知手段を有して
おり、
　上記制御手段は、上記満杯検知手段からの満杯検知信号に基づいて、上記排版収納手段
が使用済みのマスタで満杯になったことを報知するように上記報知手段を制御することを
特徴とする多色印刷装置。
【請求項５】
　請求項３または４記載の多色印刷装置において、
　上記排版給版装置が第１の位置を占めているとき、上記製版装置で製版されたマスタの
先端が上記給版案内手段を経由してそのまま、上記製版装置に最も近い上記印刷ドラムの
上記保持手段に案内・搬送されることを特徴とする多色印刷装置。
【請求項６】
　請求項２ないし５の何れか一つに記載の多色印刷装置において、
　上記給版案内手段は、互いに圧接して回転可能な一対の給版ローラを有し、
　上記各保持手段が製版済みのマスタの先端部を保持した後、上記各印刷ドラムが製版済
みのマスタを巻装すべく回転するときに、少なくとも一方の上記給版ローラが回転停止ま
たは連れ回りすることにより、給版されるマスタにブレーキ抵抗を付与することを特徴と
する多色印刷装置。
【請求項７】
　請求項２ないし５の何れか一つに記載の多色印刷装置において、
　上記給版案内手段は、回転可能な給版ローラと、回転可能な二つの給版ガイドローラ間
に掛け渡され上記給版ローラに圧接するベルトとを有し、
　上記各保持手段が製版済みのマスタの先端部を保持した後、上記各印刷ドラムが製版済
みのマスタを巻装すべく回転するときに、上記給版ローラおよび上記ベルトの少なくとも
一方が回転停止または連れ回りすることにより、給版されるマスタにブレーキ抵抗を付与
することを特徴とする多色印刷装置。
【請求項８】
　請求項７記載の多色印刷装置において、
　上記給版ローラ、上記ベルトおよび上記二つの給版ガイドローラは、製版済みのマスタ
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の先端を略真下に向けて案内する位置関係をもって配置されていることを特徴とする多色
印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、多色印刷装置に関し、さらに詳しくは、複数の印刷ドラムを有し多色重ね刷り
印刷等を行うことが可能な多色孔版印刷装置等を含む多色印刷装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
外周面に製版済みの感熱孔版原紙（以下、「マスタ」という）を巻装する印刷ドラムを用
いて多色重ね刷りを行う孔版印刷方法において、各色の印刷毎に印刷装置本体に対して着
脱自在に構成された印刷ドラムユニットを着脱交換して、印刷用紙をその都度何度も通し
て印刷する原始的なものが知られている。
ところが、上記方法では、印刷ドラムユニットを各色の印刷毎に着脱交換しなければなら
ないために、その作業性が悪く、印刷画像位置ズレや汚れが発生しやすく、加えて総印刷
所要時間が長く掛かる等の問題があった。
【０００３】
そこで、上記方法を改善すべく、一つの孔版印刷装置において、各色の印刷のために色の
異なるインキ供給手段を有する複数の印刷ドラムを並べて保有して、複数の印刷ドラムに
おける印刷部（印刷ドラム上の製版済みのマスタに押圧手段により印刷用紙が押し付けら
れニップ部が形成される部位）に１枚の印刷用紙を連続的に通して多色重ね刷りを行う方
法が提案されている。
このような色の異なるインキ供給手段を有する複数の印刷ドラムを並べて保有する孔版印
刷装置において、各印刷ドラムに対して製版済みのマスタを供給する給版装置と、各印刷
ドラムから使用済みのマスタを剥離・排版する排版装置とを、どのように配置するかにつ
いてもいくつかの方法が提案されている。
【０００４】
例えば特開平６－３２０３８号（特許第３０６６１９３号）公報記載の技術では、各印刷
ドラム（版胴）毎にそれぞれ製版給版装置（製版原紙送出手段）と排版装置（排版手段）
とを配置している。この場合、印刷ドラムの数と同数の製版給版装置および排版装置が必
要になる。
例えば特公平７－１７０８３号公報記載の技術では、一つの製版給版装置（原紙供給装置
）と排版装置（廃版回収装置）とが対をなして一体で各印刷ドラム間を移動して、各印刷
ドラム毎に給版動作と排版動作とを行うことができるようになっている。この場合、印刷
ドラムの数に関係なく製版給版装置および排版装置は一つで十分なものとなっている。
また例えば、特開２０００－８８４１７号公報記載の技術では、一つの製版給版装置（製
版ユニット）が移動機構を介して各印刷ドラム間を移動して、給版動作を行うことができ
るようになっている。この場合、印刷ドラムの数に関係なく製版給版装置は一つで十分で
ある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した各技術では、次のような諸問題点がある。
特開平６－３２０３８号公報記載の技術では、印刷ドラムの数と同数の製版給版装置およ
び排版装置が必要になるので、孔版印刷装置全体の大きさが大になると共に、コスト高に
なって、結局高価な孔版印刷装置になってしまうという問題点がある。特に、デジタル感
熱製版方式の製版給版装置の場合では、穿孔製版のためのサーマルヘッドが非常に高価で
あるのでそれを有する製版給版装置がコスト高になってしまい、孔版印刷装置の価格に大
きな影響を与えることになる。　また、せっかく複数の製版給版装置を持っていても、白
黒スキャナ装置を用いて色別の複数の原稿をそれぞれ読み取ってその読み取り画像データ
を製版給版装置に送り出す場合では、結局それら複数の製版装置の同時並行的な製版給版
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動作は無理であるという問題点がある。
【０００６】
特公平７－１７０８３号公報記載の技術では、一つの製版給版装置と排版装置とが対（ペ
ア）をなして一体で各印刷ドラム間を移動するので、確かに製版給版装置と排版装置とは
一つで済むが、製版給版装置と排版装置とをペアにした場合にはかなり大きなユニットに
なってしまうので、それを移動させるには同公報の第２図に示されているような大きなス
ペースと、特別の機構や駆動装置とが必要になってしまう。これに伴い、上記ユニットの
イナーシャ（慣性）が大になってその移動速度や停止精度にも自ずと限界が出てくるため
に、総合的な製版所要時間も大になってしまうという問題点がある。
【０００７】
さらには、製版給版装置に対しては、原稿の画像情報を伝達するための多数の信号線およ
び製版給版装置を動作させるための電源供給ライン（電源供給線）や動作制御ライン（動
作制御線）が接続されているので、製版給版装置を移動させることは上記信号線や各ライ
ンの処理が困難になって、ここに過大なコストが掛かってしまうという問題点も有してい
る。また、正確で高信頼度の給版を行うためには、製版給版装置を各印刷ドラムに対して
正確に位置決めする必要があるので、ここでも特別な位置決め機構が必要となりコスト高
になってしまう。
【０００８】
次に、特開２０００－８８４１７号公報記載の技術では、製版給版装置のみを移動させる
方式を採用しているが、この場合印刷ドラムの数と同数の排版装置が必要になってしまう
ので、製版給版装置の移動範囲を逃げた場所にそれらの排版装置を設けることが必要にな
って、その配置とレイアウトとが難しくなると共に、同数の排版装置のためのコストも大
になってしまうという問題点がある。
また、上記特公平７－１７０８３号公報記載の技術における問題点と同様に、製版給版装
置を移動させることは原稿の画像情報を伝達するための多数の信号線および電源供給ライ
ンや動作制御ラインの処理が困難になって、ここに過大なコストが掛かってしまうという
問題点も有している。また同様に、正確で高信頼度の給版を行うためには、製版給版装置
を各印刷ドラムに対して正確に位置決めする必要があるので、ここでも特別な位置決め機
構が必要となりコスト高になってしまう。
【０００９】
したがって、本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、複数の印刷ドラムに
印刷用紙を順次押し付けて多色重ね刷り印刷を行える孔版印刷装置を含む印刷装置におい
て、上述のような従来技術の有する諸問題点を解決して、一つの製版給版装置と一つの排
版装置とを有して多色重ね刷り印刷を行える新しい多色印刷装置を提供することを主な目
的としている。請求項毎の発明においては、後述する各効果を奏する多色印刷装置を実現
することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上述した課題を解決すると共に上記目的を達成するために、請求項毎の発明
においては以下の手段・構成を採っている。
　請求項１記載の発明は、製版済みのマスタを外周面に巻装する複数の印刷ドラムを有し
、これらの印刷ドラム上の製版済みのマスタにインキを供給しながら印刷用紙を順次押し
付けて多色重ね刷り印刷を行うことが可能な多色印刷装置において、印刷装置本体側に固
定されマスタを製版する製版手段を備えた一つの製版装置と、上記各印刷ドラム

上記製版装置に近接した第１の位置との間で移動可能であり、
上記各印刷ドラム上の使用済みのマスタを剥離し排版する排版手段および第１の位置で製
版済みのマスタの先端部を受け取り保持し上記各印刷ドラムに給版すべく案内・搬送する
ための給版案内手段を備えた一つの排版給版装置と、上記排版給版装置を、上記各印刷ド
ラム
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上の使用
済みのマスタを剥離し排版する位置および製版済みのマスタを上記各印刷ドラムに給版す
べく案内・搬送する位置と

上の使用済みのマスタを剥離し排版する位置および製版済みのマスタを上記各印刷ド



第１の位置とに移動させるための移動手段とを有
することを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の多色印刷装置において、上記各印刷ドラムは

版済みのマスタの先端部を保持する保持手段を備えていて、略水平方向に並んで配置さ
れており、上記各保持手段が製版済みのマスタの先端部を保持するために上記各印刷ドラ
ムが回転停止する給版位置は、上記各保持手段が各印刷ドラムの略上部となる位置に設定
されており、上記移動手段は、上記各印刷ドラムの上方であって上記略水平方向に上記排
版給版装置を案内する案内手段と 記排版給版装置を移動させる駆動手段と、上記排版
給版装置が上記各印刷ドラムの略真上 止位置にあることを検出する停止位置検出手段
とを有し、上記排版給版装置は、上記各印刷ドラムへの給版時毎に、第１の位置に移動し
て製版済みのマスタの先端部を受け取り保持した後、上記各停止位置に停止して、製版済
みのマスタの先端部を上記各保持手段に受け渡すという動作を繰り返すことによって全て
の上記複数の印刷ドラムに製版済みのマスタを給版することを特徴とする。
【００１２】
請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の多色印刷装置において、上記排版給版装
置は、上記各印刷ドラム上から剥離・排版した使用済みのマスタを収納する排版収納手段
と、該排版収納手段が使用済みのマスタで満杯になったことを検知する満杯検知手段とを
有しており、第１の位置は、上記製版装置に最も近接した位置であり、上記排版給版装置
は、第１の位置とこの第１の位置から離間して上記排版収納手段を着脱することが可能な
第２の位置との間で移動可能であり、上記満杯検知手段からの満杯検知信号に基づいて、
上記排版給版装置が第２の位置に自動的に移動するように上記移動手段を制御する制御手
段を具備することを特徴とする。
【００１３】
請求項４記載の発明は、請求項３記載の多色印刷装置において、上記排版収納手段が使用
済みのマスタで満杯になったことを報知する報知手段を有しており、上記制御手段は、上
記満杯検知手段からの満杯検知信号に基づいて、上記排版収納手段が使用済みのマスタで
満杯になったことを報知するように上記報知手段を制御することを特徴とする。
請求項３または４における制御手段の具体例としては、後述する発明の実施の形態で採用
しているマイクロコンピュータの他、マイクロプロセッサや制御回路等でも構成すること
ができる。
請求項４における報知手段の具体例としては、後述する発明の実施の形態で採用している
液晶表示部のガイダンス部および／または補助表示部に限らず、発光ダイオード表示装置
で表示してもよく、あるいはブザーによる吹鳴・報知でもよく、あるいはこれらを適宜組
み合わせたりしてもよい。報知手段の配置部位としては、報知の認識のし易さから操作パ
ネルに配置することが好ましい。
【００１４】
請求項５記載の発明は、請求項３または４記載の多色印刷装置において、上記排版給版装
置が第１の位置を占めているとき、上記製版装置で製版されたマスタの先端が上記給版案
内手段を経由してそのまま、上記製版装置に最も近い上記印刷ドラムの上記保持手段に案
内・搬送されることを特徴とする。
【００１５】
請求項６記載の発明は、請求項２ないし５の何れか一つに記載の多色印刷装置において、
上記給版案内手段は、互いに圧接して回転可能な一対の給版ローラを有し、上記各保持手
段が製版済みのマスタの先端部を保持した後、上記各印刷ドラムが製版済みのマスタを巻
装すべく回転するときに、少なくとも一方の上記給版ローラが回転停止または連れ回りす
ることにより、給版されるマスタにブレーキ抵抗を付与することを特徴とする。
【００１６】
請求項７記載の発明は、請求項２ないし５の何れか一つに記載の多色印刷装置において、
上記給版案内手段は、回転可能な給版ローラと、回転可能な二つの給版ガイドローラ間に
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掛け渡され上記給版ローラに圧接するベルトとを有し、上記各保持手段が製版済みのマス
タの先端部を保持した後、上記各印刷ドラムが製版済みのマスタを巻装すべく回転すると
きに、上記給版ローラおよび上記ベルトの少なくとも一方が回転停止または連れ回りする
ことにより、給版されるマスタにブレーキ抵抗を付与することを特徴とする。
【００１７】
請求項８記載の発明は、請求項７記載の多色印刷装置において、上記給版ローラ、上記ベ
ルトおよび上記二つの給版ガイドローラは、製版済みのマスタの先端を略真下に向けて案
内する位置関係をもって配置されていることを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して実施例を含む本発明の実施の形態（以下、「実施形態」という）を説
明する。各実施形態等に亘り、同一の機能および形状等を有する構成要素（部材や構成部
品）等については、同一符号を付すことにより一度説明した後ではその説明を省略する。
図において一対で構成されていて特別に区別して説明する必要がない構成要素は、説明の
簡明化を図る上から、その片方を適宜記載することでその説明に代えるものとする。図お
よび説明の簡明化を図るため、図に表されるべき構成要素であっても、その図において特
別に説明する必要がない構成要素は適宜断わりなく省略することがある。
【００１９】
（実施形態１）
図１および図２を参照して、本発明の多色印刷装置に係る第１の実施形態（以下、「実施
形態１」という）における多色孔版印刷装置の全体構成を説明する。図１において、符号
９９は、孔版印刷装置本体側においてその骨組みをなす本体フレームを示す。本体フレー
ム９９の外周は、概略筐体状をなす。
図１に示す多色孔版印刷装置は、本体フレーム９９内において略水平方向に並んで配置さ
れ図示しない製版済みのマスタを巻装する版胴１３を外周部に備えた４つの印刷ドラムＡ
，Ｂ，Ｃ，Ｄ（以下、「印刷ドラムＡ～Ｄ」と略記する）と、各印刷ドラムＡ～Ｄの下方
近傍に配設され給送されてきた印刷用紙Ｐを押し付ける押圧手段としての４つのプレスロ
ーラ２５Ａ，２５Ｂ，２５Ｃ，２５Ｄ（以下、「プレスローラ２５Ａ～２５Ｄ」と略記す
る）と、本体フレーム９９内の一側部に固定されマスタロール３ａから繰り出されるマス
タ３を製版する製版手段としてのサーマルヘッド５を備えた一つの製版装置１と、この製
版装置１に対向した本体フレーム９９内の他側部に配設され各印刷ドラムＡ～Ｄ間と製版
装置１に最も近接した第１の位置Ｐ１とこの第１の位置Ｐ１から最も離れて排版収納手段
としての排版収納ボックス４２を着脱することが可能な第２の位置Ｐ２との間で移動可能
であり、各印刷ドラムＡ～Ｄの版胴１３上の図示しない使用済みのマスタを剥離し排版す
る排版手段４０および第１の位置Ｐ１で上記製版済みのマスタの一部を受け取り保持し各
印刷ドラムＡ～Ｄに給版すべく案内・搬送するための給版案内手段としての給版ガイド部
４３を備えた一つの排版給版装置２と、排版給版装置２を各印刷ドラムＡ～Ｄ間および第
１の位置Ｐ１に移動させるための図２に詳しく示す移動手段３８とを具備する。
【００２０】
また、図１に示す多色孔版印刷装置は、製版装置１の下方に配置され、給紙台１４上に積
載された印刷用紙Ｐを各印刷ドラムＡ～Ｄに送出する給紙装置３７と、各印刷ドラムＡ～
Ｄの下方近傍に配設され給紙装置３７から給送されてきた印刷用紙Ｐを各印刷ドラムＡ～
Ｄと各プレスローラ２５Ａ～２５Ｄとの間に搬送するベルト式の用紙搬送装置２１と、用
紙搬送装置２１の下流側近傍の本体フレーム９９の他側部に配設され多色重ね刷り等され
た印刷済みの印刷用紙Ｐを排紙台としての排紙積載収納トレイ２８に搬送し排出する排紙
装置３９とを具備する。
【００２１】
図１に示す多色孔版印刷装置では、後述するように、各印刷ドラムＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの版胴
１３上（以下、単に「印刷ドラムＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ上」等と略記する）の上記製版済みのマ
スタにインキを供給しながら印刷用紙Ｐを順次押し付けて多色重ね刷り印刷を行うことが
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可能に構成されている。
【００２２】
各印刷ドラムＡ～Ｄは、何れも中央に配置された図示しないドラム軸の周りに回転自在に
支持されていて、図示しない一つのメインモータによって、図１中の矢印方向（時計回り
）に回転駆動されるようになっている。各印刷ドラムＡ～Ｄは、インキの色を除き、基本
的に同じ形状・寸法および同じ構成を有する。すなわち、各印刷ドラムＡ～Ｄは、図１お
よび図２に示すように、外周部に設けられた多孔性円筒状の上記した版胴１３と、版胴１
３の一母線に沿って延在し製版装置１によって製版された製版済みのマスタ３の先端部を
挟持する開閉可能なマスタクランパ５９Ａ～５９Ｄと、印刷ドラムＡ～Ｄの内部に設けら
れ版胴１３内周面にインキを供給するインキローラ１０と、インキローラ１０と微小間隙
を置いて平行に配置されインキローラ１０との間に断面楔形状のインキ溜まり１２を形成
するドクターローラ１１と、インキ溜まり１２へインキを供給する図示しないインキディ
ストリビュータとを有している。
【００２３】
上記メインモータを備えた回転駆動系は、図７に示す印刷ドラム回転駆動装置５８として
総称して表されている。
各印刷ドラムＡ～Ｄを回転駆動する回転駆動系としては、例えば本願出願人が提案した特
開２０００－２６３９０６号公報の図１ないし図３、図１４および図１５に示されている
天地移動手段と類似するものを用いている。
【００２４】
版胴１３は、インキ通過性の多数かつ微細な開孔部が形成された金属製の支持円筒体と、
この支持円筒体の外周面に巻き付けられ、その外周面にインキを保持、拡散し、押圧によ
りインキを吐出する層としての多孔質弾性体層（図示しない樹脂もしくは金属製のメッシ
ュスクリーン層）との２層構造となっている。なお、印刷ドラムを版胴と呼ぶ場合もある
が、本実施形態１等では各印刷ドラムＡ～Ｄと版胴１３とを区別している。
【００２５】
各印刷ドラムＡ～Ｄのマスタクランパ５９Ａ～５９Ｄは、製版済みのマスタ３の一部とし
てのマスタ３の先端部を保持する保持手段としての機能・構成を有する。図１に実線で示
すマスタクランパ５９Ａに対応した印刷ドラムＡの回転位置は、給版位置を占めている状
態を表している。また、同図に二点鎖線で示すマスタクランパ５９Ｂ，５９Ｃ，５９Ｄに
対応した印刷ドラムＢ，Ｃ，Ｄの回転位置は、各印刷ドラムＡ～Ｄ間に予め設定されてい
る初期位相差を無視して、印刷ドラムＢ，Ｃ，Ｄが占めるであろう給版位置を参考的に表
しており、各印刷ドラムＡ～Ｄが同時に図１に示す給版位置を占めることを意味するもの
でないことを付記しておく。
各印刷ドラムＡ～Ｄ間に予め設定される初期位相差に関しては、特開平１０－２９７０７
４号公報、特開平１１－１３８９６１号公報、特開平１１－１５１８５２号公報や特開平
１１－２２７３０９号公報、あるいは特開平１１－２０８０８５号公報（特願平１０－１
６７３２２号）等で開示されているとおりである。すなわち、上記各技術では、装置のコ
ンパクト化を図るため相隣る印刷ドラム（版胴）間の印刷間距離を印刷ドラムの版胴外周
長よりも短くして相隣る印刷ドラム間に初期位相差を設けたものである。
マスタクランパ５９Ａ～５９Ｄは、各印刷ドラムＡ～Ｄ周辺の本体フレーム９９側に配設
され図示しない駆動機構を備えた開閉装置によって、各印刷ドラムＡ～Ｄが停止した所定
の位置である給版位置や排版位置で開閉される。
上記支持円筒体には、マスタクランパ５９の周辺を除くその円周上の所定の範囲にわたり
上記開孔部が形成されたインキ通過性の印刷可能領域と、上記開孔部が形成されていない
インキ不通過性の非印刷領域とが形成されている。非印刷領域は上記支持円筒体の両側端
縁部にも設けられている。
【００２６】
インキローラ１０は、図示しないギヤ列により印刷ドラムＡ～Ｄと共に時計回り方向に回
転する。ドクターローラ１１は、図示しないギヤ列により反時計回り方向に回転する。イ
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ンキローラ１０およびドクターローラ１１は、上記ドラム軸に固設された図示しないイン
キ側板に回転自在に支持されている。
ここで、インキローラ１０、ドクターローラ１１および上記インキディストリビュータは
インキ供給装置を構成しているが、このインキ供給装置は上記した構成要素の他に、特定
の種類のインキを収納したインキ収納容器（図示せず）を着脱自在に保持するインキ収納
容器受台（図示せず）と、上記インキディストリビュータを介してインキ溜まり１２へイ
ンキを送出するインキポンプ（図示せず）等とを具備している。
【００２７】
通常、４つの印刷ドラムＡ～Ｄには、Ｙ（イエロー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）、
Ｂｋ（ブラック）の４色のインキがこの順に装填されており、その網点画像重ね合わせの
原理によって様々な色を再現しようとするものである。もちろん、文字部は、基本的に単
色印刷にすることで印刷画像の位置ズレ影響を極力避けることができる。
【００２８】
４つの印刷ドラムＡ～Ｄにおいては、上記回転駆動系その他公知の構成によってその回転
駆動力が厳密にガタ無く伝達されるようになっていて、４色の色重ね印刷画像のズレが小
さく、したがっていわゆるオフセットゴーストのトラブルもほとんど問題にならないレベ
ルにすることができる。ここで、「オフセットゴースト」とは、例えば印刷ドラムＡで印
刷用紙Ｐの表面に形成された印刷画像のインキが未乾燥のままで印刷ドラムＡに隣る下流
側の印刷ドラムＢ上の製版済みのマスタ３に転移し、その転移した未乾燥のインキが給送
されてくる次の印刷用紙Ｐ（もしくは印刷物）に視認できる程度にズレて再転移する現象
をいう。オフセットゴースト」は、下流側の印刷ドラムＢに限らず、最上流側の印刷ドラ
ムＡ以外では必ず起こりうるものである。
【００２９】
印刷ドラムＡと印刷ドラムＢとの直径は上述したとおり同一であり、印刷用紙Ｐ上に印刷
ドラムＡから転移したインキが印刷ドラムＢ上の製版済みのマスタ３に転移してさらに次
の印刷物表面に再転移しても、次の印刷物表面への再転移画像が印刷ドラムＡの画像と同
一部分に重なるようにすることで、インキ汚れを発生させないようになっている。この関
係は、印刷ドラムＢと印刷ドラムＣ、印刷ドラムＣと印刷ドラムＤとでも同様である。
【００３０】
各印刷ドラムＡ～Ｄは、上記インキ供給装置および上記各構成要素等と共にドラムユニッ
トを構成していて、本体フレーム９９に対して図示しない着脱手段を介して着脱自在に構
成されている。上記着脱手段は、例えば実開昭６１－８５４６２号公報記載の第１図ない
し第４図に示された版胴支持装置と同様の構造を有する。
【００３１】
各プレスローラ２５Ａ～２５Ｄは、各印刷ドラムＡ～Ｄのインキローラ１０に対向する版
胴１３の下方近傍に配設されていて、図示しない回転伝達手段およびカム等を介して各印
刷ドラムＡ～Ｄの回転に合わせた所定のタイミングで昇降して各印刷ドラムＡ～Ｄの版胴
１３外周面に押圧する押圧位置とこの押圧位置から離間した非押圧位置との間で接離・変
位自在に構成されている。各プレスローラ２５Ａ～２５Ｄは、同じ形状および同じ接離変
位手段を有する。該接離変位手段としては、例えば上記特開２０００－２６３９０６号公
報の図１および図１８に示されているものを用いている。
【００３２】
各印刷ドラムＡ～Ｄのマスタクランパ５９が製版済みのマスタ３の先端部を挟持・保持す
るために回転を停止する給版位置は、図２に示すように、各マスタクランパ５９が各印刷
ドラムＡ～Ｄの略上部である右斜め上部となる位置に予め設定されている。
【００３３】
給紙装置３７は、印刷用紙Ｐを積載して昇降自在な給紙台１４と、給紙台１４上の最上の
印刷用紙Ｐに接触してこれを送り出す給紙コロ１５と、分離パッド１７との協働作用によ
って印刷用紙Ｐを１枚ずつに分離する分離コロ１６と、給紙コロ１５および分離コロ１６
により１枚ずつに分離されて送り出された印刷用紙Ｐを下流側のレジストローラ対１９に
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向けて搬送する搬送ローラ対１８と、搬送ローラ対１８により搬送されてきた印刷用紙Ｐ
の先端を用紙搬送装置２１の用紙先端クランパ２０ａにタイミングを合わせて送り出すレ
ジストローラ対１９とを有する。
【００３４】
給紙台１４は、印刷用紙Ｐの増減に連動して図示しないモータ装置により上下動される。
給紙コロ１５と分離コロ１６とは、図示しないプーリおよびタイミングベルト等を介して
連結されていて、上記メインモータの回転駆動力とは独立して配設された図示しない給紙
モータにより図１において反時計回りに回転される。該給紙モータは、例えばステッピン
グモータが好ましく用いられる。給紙コロ１５と分離コロ１６の各軸には、ワンウェイク
ラッチ（図示せず）がそれぞれ組み込まれていて、給紙モータによってあるいは印刷用紙
Ｐの搬送力に従動して反時計回りのみに回転するようになっている。
【００３５】
搬送ローラ対１８は、例えば図示しないギヤあるいはプーリおよびタイミングベルト等の
回転伝達手段を介して上記給紙モータに連結されていて、互いに圧接し合って回転される
。
レジストローラ対１９は、図示しないプーリおよびタイミングベルトを介して図示しない
レジストモータに連結されていて、該レジストモータによって互いに圧接し合って回転さ
れる。上記レジストモータは、例えばステッピングモータが好ましく用いられる。
【００３６】
用紙搬送装置２１は、図１および図３に示すように、給紙装置３７から給紙された印刷用
紙Ｐの先端部を受け取り保持する保持手段としての複数（この実施形態１では３つ）の用
紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃと、印刷ドラムＤにおける用紙搬送方向Ｘ１の下
流側（装置左側）に位置する一対の歯付きプーリとしての駆動プーリ２４，２４と、印刷
ドラムＡにおける用紙搬送方向Ｘ１の上流側（装置右側）に位置する一対の歯付きプーリ
としての従動プーリ２３，２３と、３つの用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃを所
定の間隔をおいて有すると共に、駆動プーリ２４，２４と従動プーリ２３，２３との間に
張り渡され図１および図３中矢印方向に回転移動可能な一対のタイミングベルト２２ａ，
２２ｂと、各用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃを解放すべく駆動する図示しない
カムとを有している。
【００３７】
駆動プーリ２４，２４は、図１および図３に示す回転軸１５２に固設された歯車（図示せ
ず）あるいは歯付きプーリ（図示せず）および歯付きベルト（図示せず）等の回転駆動力
伝達手段を介して電動モータに連結されている。
用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、印刷用紙Ｐの先端部を挟持しながら用紙搬
送方向Ｘ１の下流側へ運び、次の工程のために解放（開放）放出する開閉可能な構造を有
する。タイミングベルト２２ａ，２２ｂは、３つの用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２
０ｃの後述するベース部材側を固定し、各印刷ドラムＡ～Ｄなどと速度、タイミングなど
を制御されて用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃに挟持された印刷用紙Ｐを運ぶ機
能・構成を有する。
【００３８】
図１および図３に示すように、駆動プーリ２４，２４、従動プーリ２３，２３、タイミン
グベルト２２ａ，２２ｂおよび３つの用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、図１
における紙面の手前側および奥側に同一形状かつ同一位相で配設されているので、以下、
一方の説明をもって他方の説明を省略することがある。
【００３９】
図３に示すように、一対の駆動プーリ２４，２４は、印刷ドラムＡのドラム軸線Ａａに対
して平行に配設された回転軸１５２に、プレスローラ２５Ａの回転軸方向において互いに
歯型が一致するように固定されている。同様に、一対の従動プーリ２３，２３も印刷ドラ
ムＡのドラム軸線Ａａに対して平行に配設された回転軸１５４に、印刷ドラムＡの図３中
二点鎖線で示す回転方向において互いに歯型が一致するように固定されている。印刷ドラ
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ムＢ～Ｄ側においても同様である（以下、印刷ドラムＡを代表として述べる）。
これにより、各タイミングベルト２２ａ，２２ｂの歯型の位相も一致し、タイミングベル
ト２２ａ，２２ｂに用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの後述するベース部材側を
固定する際に、印刷ドラムＡのドラム軸線Ａａに平行に固定するのが容易となる。
【００４０】
駆動プーリ２４は、上記電動モータにより上記回転駆動力伝達手段を介して反時計回り方
向に回転駆動され、これによって印刷ドラムＡに近い側がタイミングベルト２２ａ，２２
ｂの張り側となっている。タイミングベルト２２ａ，２２ｂは、ドラム軸線Ａａに対して
略直交するように、かつ、走行方向が互いに略平行になるように駆動プーリ２４と従動プ
ーリ２３との間に張り渡されている。用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの後述す
るベース部材側は、各回転軸１５２，１５４に略平行となるようにその両端部を両側のタ
イミングベルト２２ａ，２２ｂに架橋的に渡されて固定されている。なお、図３では、用
紙先端クランパ２０ａの形状を簡略的に示すと共に、３つ有する用紙先端クランパ２０ａ
，２０ｂ，２０ｃのうちの二つを省略して図示している。
【００４１】
さらに具体的に説明すると、用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、印刷用紙Ｐを
挟持したときに印刷用紙Ｐの搬送姿勢がプレスローラ２５Ａ～２５Ｄの略接線方向に沿う
ように一対のタイミングベルト２２ａ，２２ｂに固定されている。
一対のタイミングベルト２２ａ，２２ｂの内側間の幅Ｗは、用紙搬送方向Ｘ１と直交する
印刷用紙Ｐの最大幅より大きく設定されている。すなわち、一対のタイミングベルト２２
ａ，２２ｂの内側間の幅Ｗは、上記多色孔版印刷装置にて印刷できる印刷用紙Ｐの最大幅
より大きく設定されており、これにより用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの幅を
印刷用紙Ｐの幅よりも大きくとれるようになっている。
【００４２】
駆動プーリ２４の回転軸１５２の両端部は、軸受１５１によって支持されており、軸受１
５１は、本体フレーム９９側に固設された側板１００に固定されている。符号１００ａは
、軸受１５１の嵌合孔を示している。
従動プーリ２３の回転軸１５４の両端部も同様に軸受１５３によって支持されているが、
軸受１５３は、側板１００の背面側に位置する調整板１０４に固定されている。回転軸１
５４の両端部は、側板１００に形成され用紙搬送方向Ｘ１に延びた長孔１００ｂに挿通さ
れている。調整板１０４は、図示しない付勢手段により用紙搬送方向Ｘ１と反対方向へ付
勢されている。すなわち、調整板１０４は、プレスローラ２５Ａ～２５Ｄのドラム軸線Ａ
ａに対して略直角方向に移動可能に設けられている。これによって、タイミングベルト２
２ａ，２２ｂには適度なテンションが付加されている。符号１０４ａは、軸受１５３を用
紙搬送方向Ｘ１に移動可能に嵌合する嵌合孔を示している。
【００４３】
図４に示すように、タイミングベルト２２ａ，２２ｂの歯２２ｃのピッチをＰＸ、ピッチ
数をｎとすると、タイミングベルト２２ａ，２２ｂのピッチ周長（周長）ｎＰＸは、各印
刷ドラムＡ～Ｄの外周長Ｌの整数倍となるように、かつ、ピッチ数ｎは駆動プーリ２４の
全歯数ｚの整数倍となるように設定されている。具体的には次の式の関係が成り立つよう
に設定されている。
４Ｌ＝ｎＰＸ、ｎ＝αｚ（αは整数値）
この関係により、各印刷ドラムＡ～Ｄの周速度と、タイミングベルト２２ａ，２２ｂの搬
送速度（用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの移動速度）を同期させることが容易
となり、各印刷ドラムＡ～Ｄの回転周期と用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの移
動周期を正確に同期させることができる。
【００４４】
さらに、用紙搬送装置２１の周長における各用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの
間隔ピッチ寸法は、各印刷ドラムＡ～Ｄの外周長さに等しく、かつ、後述するベルト式の
排出積載用紙搬送装置２７の周長における用紙先端クランパ２６の間隔ピッチ寸法とも等
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しくなるように設定されている。
【００４５】
用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、図５に示すように、両端部をなすベルト取
付部１７０，１７０が一体的に形成され印刷用紙Ｐの一方の面に接触可能なベース部材と
しての下爪１６０と、下爪１６０に対して開閉自在に構成され印刷用紙Ｐの他方の面に接
触可能な挟持部材としての上爪１６１とを有しており、上爪１６１の挟持部１６１ａと下
爪１６０との間で印刷用紙Ｐを挟持する。
【００４６】
上爪１６１の両端部には、レバー状部材としての略舌片状のレバー１６２が一体形成され
ている。図５において、レバー１６２の上端部には支軸用孔１６３が、レバー１６２の下
端部には孔１６４がそれぞれ貫通して形成されている。
一方、下爪１６０の両端部には、支軸用孔１６９が貫通して形成されていると共に、上記
したベルト取付部１７０，１７０が一体形成されており、ネジ１７１を介してタイミング
ベルト２２ａ，２２ｂ上に締結・固定される。以下、用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，
２０ｃの構成は、図５の右手前側および左奥側（図５では省略）において同様であるため
、図５の右手前側について説明する。
【００４７】
上爪１６１の支軸用孔１６３と下爪１６０の支軸用孔１６９に、下爪１６０に対して上爪
１６１を常時閉じる向きに付勢するバネ１６６（ねじりコイルバネ）を巻着された支軸１
６５が緩く嵌入された後、図示しない止め輪が装着されることでその軸方向の移動を規制
されると共に、支軸１６５は下爪１６０の支軸用孔１６９に固定される。バネ１６６の一
端１６６ａは略直角に折り曲げられて上爪１６１側に係止され、他端１６６ｂは略直角に
折り曲げられて下爪１６０側に係止されている。
これにより、上爪１６１における自由端側の挟持部１６１ａは、支軸１６５を介して下爪
１６０に揺動自在に支持されており、外力が働かない限りバネ１６６の付勢力により常に
閉じている。バネ１６６の付勢力は、印刷用紙Ｐに挟持跡を残さず、かつ、印刷用紙Ｐの
搬送中に姿勢がずれない程度に設定されている。
【００４８】
なお、上爪１６１および下爪１６０は、図示の形状等に限らず、例えば材料節減等のため
に挟持部１６１ａの形状を櫛歯状に形成したり、バネ１６６の付勢力を調整するために強
磁性体（下爪１６０）とこれを磁力により吸着するゴム磁石（上爪）との組合わせにした
りしてもよい。
【００４９】
軸１６７は、上爪１６１の孔１６４に嵌入されて固定される。この後、軸１６７の外方に
は、上記カムと選択的に接触する接触部としての転動自在なローラ付きのカムフォロア１
６８が取り付けられる。カムフォロア１６８は、例えばローラベアリングからなる。
上記カムは、従動プーリ２３近傍の側板１００側に、および駆動プーリ２４近傍の側板１
００側にそれぞれ設けられている。
【００５０】
排紙装置３９は、上記した排紙積載収納トレイ２８と、ベルト式の排出積載用紙搬送装置
２７とから主に構成されている。
排出積載用紙搬送装置２７は、図１に示すように、駆動プーリ２４上および排紙積載収納
トレイ２８の上方に設けられている。排出積載用紙搬送装置２７は、各印刷ドラムＡ～Ｄ
で印刷された印刷済みの印刷用紙Ｐを挟持・搬送してくる用紙搬送装置２１の用紙先端ク
ランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃから印刷済みの印刷用紙Ｐを受け取り、排紙積載収納トレ
イ２８上に搬送し排出積載する機能・構成を有する。
【００５１】
すなわち、排出積載用紙搬送装置２７は、印刷済みの印刷用紙Ｐを挟持・搬送してくる用
紙搬送装置２１の用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃから印刷済みの印刷用紙Ｐを
受け取り保持する保持手段としての排出積載用紙先端クランパ２６と、駆動プーリ２４に
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おける用紙搬送方向Ｘ１の上流側に位置する一対の歯付きプーリとしての従動プーリ３０
，３０と、従動プーリ３０，３０よりも用紙搬送方向Ｘ１の下流側に位置する一対の歯付
きプーリとしての駆動プーリ３１，３１と、排出積載用紙先端クランパ２６を有すると共
に、従動プーリ３０，３０と駆動プーリ３１，３１との間に張り渡され図１中矢印方向に
回転移動可能な一対のタイミングベルト２９ａ，２９ｂと、排出積載用紙先端クランパ２
６を解放すべく駆動する図示しないカムとを有している。
【００５２】
駆動プーリ３１，３１は、図１および図３に示した駆動プーリ２３，２３と比較して、そ
の直径がやや小さいことのみ相違し、その他の構成は同様である。従動プーリ３０，３０
も、図１および図３に示した従動プーリ２４，２４と比較して、その直径がやや小さいこ
とのみ相違し、その他の構成は同様である。
駆動プーリ３１，３１は、これらの駆動プーリ３１，３１を両端部で固定している図示し
ない回転軸に固設された歯車（図示せず）あるいは歯付きプーリ（図示せず）および歯付
きベルト（図示せず）等の回転駆動力伝達手段を介して電動モータに連結されている。
排出積載用紙先端クランパ２６は、印刷済みの印刷用紙Ｐの先端部を挟持しながら用紙搬
送方向Ｘ１の下流側へ運び、次の工程のために解放放出する開閉可能な構造を有する。排
出積載用紙先端クランパ２６は、例えば図５に示した用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，
２０ｃと同様の形状および構成を有する。
タイミングベルト２９ａ，２９ｂは、図１および図３に示したタイミングベルト２２ａ，
２２ｂと比較して、その周長が短いことのみ相違し、その他の構成は同様である。タイミ
ングベルト２９ａ，２９ｂは、排出積載用紙先端クランパ２６のベース部材側を固定し、
用紙搬送装置２１のタイミングベルト２２ａ，２２ｂなどと速度、タイミングなどを制御
されて排出積載用紙先端クランパ２６に挟持された印刷用紙Ｐを運ぶ機能・構成を有する
。
排出積載用紙搬送装置２７の上方近傍には、排出積載用紙搬送装置２７の作動時の安全を
図る安全カバーとしての上部カバー３３が配設されている。上部カバー３３は、ヒンジ部
３３ａを中心として開閉自在になっている。
【００５３】
図１および図２において、符号１Ａは製版装置１においてその骨組みをなすフレームを示
す。フレーム１Ａの外周は、略筐体状をなす。図１の手前側および奥側には、フレーム１
Ａに固設された図示しない製版側板対が設けられている。　製版装置１は、上記製版側板
対に設けられていてマスタロール３ａを着脱自在に支持するロール支持部材３ｃと、図７
に示すサーマルヘッド駆動回路等を具備したサーマルヘッド駆動装置６から送出されるデ
ジタル画像信号に基づきマスタロール３ａから繰り出されるマスタ３を製版するサーマル
ヘッド５と、このサーマルヘッド５にマスタ３を介して押し付けられながら回転するプラ
テンローラ４と、このプラテンローラ４により搬送される製版済みのマスタ３をマスタ排
出ローラ対７ａ，７ｂに送出する上下一対のテンションローラ９ａ，９ｂと、マスタ３を
所定の長さに切断する切断手段としてのロータリカッタ８および案内フレーム３４と、マ
スタ搬送路における上記切断手段の下流側に配設された上下一対のマスタ排出ローラ７ａ
，７ｂと、ロータリカッタ８とマスタ排出ローラ対７ａ，７ｂとの間の案内フレーム３４
の上方に配設された撓みボックス６２および吸引ファン６１等を備えたマスタ貯留手段と
を有する。
【００５４】
マスタロール３ａは、２００～２５０版分のシート状の長尺のマスタ３をパイプ状の芯管
３ｂの外周に巻き付けて形成した形態のものである。マスタ３は、例えば厚さが１～３μ
ｍのポリエステル等の熱可塑性樹脂フィルム（以下、「フィルム」という）に和紙または
合繊繊維の支持体を貼り合わせた周知のものである。マスタ３としては、実質的に熱可塑
性樹脂フィルムのみからなるマスタ等も用いられる。
マスタ３は、ロール支持部材３ｃによって、マスタロール３ａからマスタ搬送方向に繰り
出し可能に支持されている。マスタロール３ａは、この孔版印刷装置にサプライとして供
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給され使用される。ロール支持部材３ｃは、芯管３ｂの両端部を着脱自在、かつ、回転可
能に支持するように設けられている。ロール支持部材３ｃには、図示しない例えばブーレ
キゴム等の制動手段が当接するように設けられている。これにより、マスタ３には、ロー
ル支持部材３ｃに装着セットされたマスタロール３ａから振動等によって自然に繰り出さ
れることがない程の制動力を付与されている。
【００５５】
サーマルヘッド５は、プラテンローラ４の軸方向に相当する主走査方向に沿って配列され
た複数の発熱素子を有し、上記デジタルの画像信号に基づき、その発熱素子に対する選択
的な通電制御によって発熱素子を選択的に発熱させることにより発熱位置に対応するマス
タ３のフィルム箇所を加熱溶融させて穿孔する周知の機能を有する。サーマルヘッド５は
、図示しない接離手段によりプラテンローラ４に対して接離可能に設けられている。
【００５６】
プラテンローラ４は、ローラ軸の外周部に一体的に形成されていて、上記ローラ軸を介し
て上記製版側板対に回転自在に支持されている。プラテンローラ４は、上記ローラ軸に配
設されたプーリ（図示せず）、後述するプロッタモータ３５側に設けられた駆動プーリお
よびこれらのプーリと駆動プーリとの間に掛け渡されたタイミングベルト（共に図示せず
）等を介して連結されたプロッタモータ３５で回転され、マスタ３をサーマルヘッド５に
押圧しつつマスタ搬送方向の下流側の上記マスタ貯留手段へ搬送するマスタ搬送手段とし
ての機能を有する。プロッタモータ３５は、ステッピングモータである。
【００５７】
テンションローラ対９ａ，９ｂは、サーマルヘッド５とプラテンローラ４とのニップ部か
らテンションローラ対９ａ，９ｂに至る製版済みのマスタ３に所定のフロントテンション
（張力）を付与する機能・構成を有する。テンションローラ対９ａ，９ｂは、その上側の
ローラが駆動ローラ、下側のローラが従動ローラでそれぞれ構成されていて、上側の駆動
ローラはプーリおよびタイミングベルト（共に図示せず）等の回転伝達手段を介してプロ
ッタモータ３５に連結されている。それ故に、テンションローラ対９ａ，９ｂも、上記マ
スタ搬送手段としての機能を有する。
【００５８】
ロータリカッタ８は、図示しないカッタモータにより駆動される。案内レール３４は、未
製版もしくは製版済みのマスタ１５を搬送案内するガイド板を兼ねている。ロータリカッ
タ８は、その非作動時において、マスタ３の搬送に支障を与えないようにマスタ搬送路の
片側端に待機していて、ここがロータリカッタ８のホームポジションとなっている。
なお、切断手段は、上記のものに限らず、例えば特公平７－８４０８６号公報に開示され
ているように、可動上刃と固定下刃とを有していて可動上刃が固定下刃に対してマスタ３
の幅方向に回転しつつ移動するもの、実公平３－４０５５６号公報に開示されているよう
に、可動上刃のみを有していてこれがマスタ３に対して回転しつつ移動する構成のもの、
あるいはいわゆるギロチンタイプの昇降自在な可動刃および固定刃を有するもの等であっ
てもよい。
【００５９】
撓みボックス６２は、製版済みのマスタ３に撓みを形成しながら貯留する機能を有する。
撓みボックス６２の奥側には、スリットや網目状の吸引口および排気口（共に図示せず）
を備え電動モータを内蔵した吸引ファン６１が配置されている。吸引ファン６１の回転に
より、図１において左側から右側へと流れる空気流が生じ、製版済みのマスタ３に徐々に
撓みが形成されるようになっている。
【００６０】
マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂは、その上側のローラが駆動ローラ、下側のローラが従動
ローラでそれぞれ構成されている。マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂは、撓みボックス６２
に貯留された製版済みのマスタ３を排版給版装置２の給版ガイド部４３へ受け渡す機能を
有する。上側のマスタ排出ローラ７ａの軸とこの軸に固設されたプーリ（図示せず）との
間には、回転駆動力断接手段としての電磁クラッチ３６が介装されている。上側のマスタ
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排出ローラ７ａは、上記プーリ、電磁クラッチ３６およびタイミングベルト（図示せず）
等の回転伝達手段を介して、プロッタモータ３５に連結されている。マスタ排出ローラ対
７ａ，７ｂによるマスタ搬送速度は、プラテンローラ４によるマスタ搬送速度よりもわず
かに速くなるように予め設定されている。
【００６１】
図１および図２において、符号２Ａは排版給版装置２においてその骨組みをなすフレーム
を示す。フレーム２Ａの外周は、略筐体状をなす。
排版給版装置２は、フレーム２Ａと共にその装置全体がユニット化されている。排版給版
装置２は、図２に詳しく示すように、上記した給版ガイド部４３と、上記した排版手段４
０と、排版手段４０により剥離排版・搬送された使用済みのマスタ３を圧縮して収納する
上記した排版収納ボックス４２と、移動手段３８の一部を構成する駆動手段としての駆動
モータ４９とを具備している。
以下、給版ガイド部４３、排版手段４０、排版収納ボックス４２および移動手段３８周り
の構成について詳述する。
【００６２】
給版ガイド部４３は、製版装置１のマスタ排出ローラ対７ａ，７ｂによって送り出された
製版済みのマスタ３の先端部を第１の位置Ｐ１で受け取って保持し各印刷ドラムＡ～Ｄに
給版すべく搬送するための上下一対の給版ローラ４４ａ，４４ｂと、上側の給版ローラ４
４ａの軸にギヤあるいはプーリおよびタイミングベルト等の回転伝達手段を介して連結さ
れ給版ローラ４４ａを回転駆動する駆動手段としての給版モータ４１と、給版ローラ対４
４ａ，４４ｂによって搬送されてきた製版済みのマスタ３の先端３ｄを各印刷ドラムＡ～
Ｄの拡開したマスタクランパ５９へ向けて案内する案内部材としてのガイド板４５ａ，４
５ｂとから主に構成されている。
給版モータ４１は、パルスで入力する駆動手段としてのステッピングモータからなる。
【００６３】
排版手段４０は、図２中矢印方向に互いに圧接し合って回転自在であり、各印刷ドラムＡ
～Ｄ上の使用済みのマスタ３に接触しこれを剥離し搬送する剥離位置と、この剥離位置か
ら離間した非剥離位置との間で揺動・変位自在な一対の排版剥離ローラ６９および排版ロ
ーラ７０と、排版剥離ローラ６９にギヤあるいはプーリおよびタイミングベルト等の回転
伝達手段を介して連結され排版剥離ローラ６９を回転駆動する駆動手段としての排版モー
タ６０と、排版剥離ローラ６９の上方に略上下方向に移動可能に設けられ、数本のゴムベ
ルト７５を介して図２中矢印方向に回転自在な排版搬送ローラ７４と、排版ローラ７０の
上方に略上下方向に移動可能に設けられ、数本のゴムベルト７７を介して図２中矢印方向
に回転自在な排版搬送ローラ７６と、排版搬送ローラ７６の上方に略上下方向に移動可能
に設けられ、数本のゴムベルト７９を介して図２中矢印方向に回転自在な排版搬送ローラ
７８と、排版剥離ローラ６９および排版ローラ７０を剥離位置および非剥離位置へ揺動・
変位させる後述する変位手段とから主に構成されている。
【００６４】
排版剥離ローラ６９は軸６９ａを持ってこれと一体的に、排版ローラ７０は軸７０ａを持
ってこれと一体的に、排版搬送ローラ７４は軸７４ａを持ってこれと一体的に、排版搬送
ローラ７６は軸７６ａを持ってこれと一体的に、および排版搬送ローラ７８は軸７８ａを
持ってこれと一体的に形成されている。排版剥離ローラ６９、排版ローラ７０、排版搬送
ローラ７４、排版搬送ローラ７６および排版搬送ローラ７８は、それぞれの軸６９ａ，７
０ａ，７４ａ，７６ａ，７８ａに団子串刺し状に複数個に分割されて形成されている。
排版剥離ローラ６９の軸６９ａの両端部、排版ローラ７０の軸７０ａの両端部は、排版搬
送ローラ７４の軸７４ａの両端部、排版搬送ローラ７６の軸７６ａの両端部および排版搬
送ローラ７８の軸７８ａの両端部は、図２の紙面の手前側および奥側に配設された一対の
アーム側板７２，７２にそれぞれ図示しない軸受を介して回転自在に支持されている。ア
ーム側板対７２，７２には略上下方向に長い図示しない案内溝が形成されていて、排版給
版装置２のフレーム２Ａに固設された複数のピンが上記各案内溝に緩く嵌入されることに
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よって、一対のアーム側板７２，７２は略上下方向（厳密には、中心支軸７１を中心とし
て揺動変位する軌跡に沿った方向である）に揺動変位・昇降可能となっている。なお、図
２では、アーム側板対７２，７２の右側上部は、破断されて図示されている（後述する図
８も同様である）。
【００６５】
上述したとおり、アーム側板対７２，７２、排版剥離ローラ６９、排版ローラ７０、数本
のゴムベルト７５、排版搬送ローラ７４、数本のゴムベルト７７、排版搬送ローラ７６、
数本のゴムベルト７９および排版搬送ローラ７８は、中心支軸７１を中心として略上下方
向に揺動変位可能な排版剥離ユニット６８を構成している。
【００６６】
上記変位手段は、中心支軸７１、アーム側板対７２，７２、ソレノイド７３および付勢手
段としての図示しないバネから主に構成されている。
中心支軸７１の両端部は、アーム側板対７２，７２に固定されている。アーム側板対７２
，７２の中心支軸７１固定部よりも外側の中心支軸７１の両端は、排版給版装置２のフレ
ーム２Ａに回転自在に設けられている。図２における奥側のアーム側板７２の左端近傍部
には、プランジャを７３ａを有するソレノイド７３がフレーム２Ａに固設されている。図
２における奥側のアーム側板７２の左端部には、ソレノイド７３のプランジャ７３ａがピ
ンを介して連結されている。
上記バネは、アーム側板対７２，７２の図示を省略された上端部と排版給版装置２のフレ
ーム２Ａの上部との間に設けられた一対の引張バネである。上記バネは、排版剥離ユニッ
ト６８を常に略上方向に変位させる向き、すなわち排版剥離ローラ６９および排版ローラ
７０を常時非剥離位置に変位させる向きに付勢している。
【００６７】
排版収納ボックス４２内には、排版収納ボックス４２内に収納された使用済みのマスタ３
（図示せず）を圧縮する圧縮板８２が昇降自在に設けられている。圧縮板８２の上部には
、一部破断して示すラックを有するラック部８２ｂが一体的に形成されている。ラック部
８２ｂの下端近傍には、圧縮板８２を昇降・駆動する駆動手段としての昇降モータ８１が
フレーム２Ａに固設されている。昇降モータ８１の出力軸には、ラック部８２ｂの上記ラ
ックに常に噛み合うピニオン８４が固設されている。ラック部８２ｂの上端部には、突起
片８２ａが突出形成されている。
【００６８】
一方、排版収納ボックス４２の上端近傍のフレーム２Ａには、突起片８２ａと選択的に接
触する満杯検知センサ８３が固設されている。満杯検知センサ８３は、例えばマイクロス
イッチであり、排版収納ボックス４２の内部に収納された排版（使用済みのマスタ３（図
示せず））が満杯になったことを検知する満杯検知手段としての機能・構成を有する。
【００６９】
排版収納ボックス４２が非満杯状態である場合、昇降モータ８１がオンされ正転駆動され
ることにより、ラック部８２ｂおよび上死点位置にある圧縮板８２が排版収納ボックス４
２内を下降して、突起片８２ａが満杯検知センサ８３の接触子を押して下死点検知（満杯
検知センサ８３がオン）を行った後、昇降モータ８１が逆転駆動されることにより圧縮板
８２は元の上死点位置に戻る。排版収納ボックス４２が排版で満杯になると、昇降モータ
８１が正転駆動されて所定時間がたっても満杯検知センサ８３がオンしなくなることで、
満杯検知がなされる。
【００７０】
図１および図２に示すように、排版収納ボックス４２の左側上部には、排版収納ボックス
４２を本体フレーム９９から着脱操作するための取っ手４２ａが一体的に形成されている
。図１にのみ示すように、本体フレーム９９の左側上部には、外装カバーの一部としての
、ヒンジ部８０ａを中心として開閉自在な排版カバー８０が設けられている。本体フレー
ム９９から排版収納ボックス４２を着脱する際には、オペレータは排版カバー８０を開け
て排版収納ボックス４２を左方向Ｘａに引き出して取り出したり、右方向Ｘｂに挿入して
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装着したりすることができる。
【００７１】
移動手段３８は、図１および図２に示すように、各印刷ドラムＡ～Ｄの上方であって略水
平方向に排版給版装置２を案内する案内手段としての案内レール４６と、案内レール４６
を介して排版給版装置２を図１の左右方向Ｘに往復移動させる後述する駆動手段と、排版
給版装置２が各印刷ドラムＡ～Ｄの略真上に停止した停止位置にあることを検出する停止
位置検出手段としての４つの停止位置センサ５６Ａ～５６Ｄとを有している。
【００７２】
案内レール４６は、図１の紙面の手前側および奥側における本体フレーム９９に排版給版
装置２を挟む態様で固設されていて、図１の左右方向Ｘに延在した例えば凹状部材からな
る。フレーム２Ａにおける図１の紙面の手前側および奥側には、上記凹状部材に緩く嵌入
する被案内手段としての凸状部材が一体的に形成されている。
上記駆動手段は、本体フレーム９９側に固設され案内レール４６に沿ってこれと平行なラ
ックを有するラックレール４７と、フレーム２Ａの奥側に固設され常に上記ラックと噛み
合うピニオン４８をその出力軸に取り付け固定された二点鎖線で示す正逆転可能な駆動モ
ータ４９とから主に構成されている。駆動モータ４９としては、例えばＤＣモータやステ
ッピングモータが用いられる。
なお、駆動手段は、上記したものに限らず、例えば巻き掛け伝導装置を応用したチェーン
や歯付きベルトを介して排版給版装置２を移動させてもよい。また、上記駆動手段の例に
おいては、ピニオン４８と上記出力軸との間にウォームギヤを介装させるようにしてもよ
い。
【００７３】
フレーム２Ａ側の駆動モータ４９が駆動すると、ラックレール４７の上記ラックと噛み合
っているピニオン４８が回転することにより、排版給版装置２はラックレール４７および
案内レール４６に沿って図１の左右方向Ｘに移動する。
【００７４】
４つの停止位置センサ５６Ａ～５６Ｄは、排版給版装置２の奥側右寄りのフレーム２Ａに
一体的に突出形成された遮光板５７と選択的に係合してその光路を遮蔽されることにより
排版給版装置２の停止位置を検出する発光素子および受光素子を備えた透過型の光学セン
サである。４つの停止位置センサ５６Ａ～５６Ｄは、図７において排版給版装置位置検出
装置５６として総称して表されている。　なお、停止位置検出手段は、上記のものに限ら
ず、例えばマイクロスイッチや反射型の光学センサを用いてもよい。
【００７５】
図１において、図２に示すように排版給版装置２が右方向Ｘｂに移動して製版装置１に最
も近接した第１の位置Ｐ１（排版給版装置２のホームポジションでもある）、すなわち印
刷ドラムＡの略真上の位置であって製版装置１からの製版済みのマスタ３の先端３ｄを受
け取り保持する位置に停止させるには、フレーム２Ａの遮光板５７が停止位置センサ５６
Ａの光路のみを遮蔽する位置で排版給版装置２が停止するように駆動モータ４９を制御す
ればよい。同様に、図１に示すように第１の位置Ｐ１から最も離れ排版収納ボックス４２
を着脱することが可能な第２の位置Ｐ２に停止させるには、フレーム２Ａの遮光板５７が
停止位置センサ５６Ｄの光路のみを遮蔽する位置で排版給版装置２が停止するように駆動
モータ４９を制御すればよい。
【００７６】
また、印刷ドラムＢの略真上の位置であって印刷ドラムＢ上の使用済みのマスタ３を排版
すると共に、印刷ドラムＢ上のマスタクランパ５９Ｂに製版装置１からの製版済みのマス
タ３の先端３ｄを着版・給版する印刷ドラムＢの給版停止位置に停止させるには、フレー
ム２Ａの遮光板５７が停止位置センサ５６Ｂの光路のみを遮蔽する位置で排版給版装置２
が停止するように駆動モータ４９を制御すればよい。同様に、印刷ドラムＣの略真上の位
置であって印刷ドラムＣ上の使用済みのマスタ３を排版すると共に、印刷ドラムＣ上のマ
スタクランパ５９Ｃに製版装置１からの製版済みのマスタ３の先端３ｄを着版・給版する
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印刷ドラムＣの給版停止位置に停止させるには、フレーム２Ａの遮光板５７が停止位置セ
ンサ５６Ｃの光路のみを遮蔽する位置で排版給版装置２が停止するように駆動モータ４９
を制御すればよい。
【００７７】
図１において、本体フレーム９９の上部にはその図示を省略した、原稿（図示せず）の表
面の画像を読み取る原稿読取装置が配設されている。この原稿読取装置は、色分解機能を
有し原稿の画像を読み取るための図７に示すカラー色分解スキャナ５０と、カラー色分解
スキャナ５０の上面に配置された開閉可能な圧板（図示せず）と、複数枚の原稿（図示せ
ず）を自動的に順次送るための図示しないＡＤＦ（自動原稿送り装置）部とを有している
。カラー色分解スキャナ５０は、読み取った原稿の光学情報を光電変換するＣＣＤ等の画
像センサ（図示せず）等を備えている。この画像センサで光電変換された画像信号は、多
色孔版印刷装置内に配設されている図示しないアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換部を経
由して図７に示すインターフェースコントローラ５２（図７では、「Ｉ /Ｆコントローラ
５２」と略記している）に入力される。なお、パーソナルコンピュータ用等のカラー色分
解スキャナ５０としては、現状のコストの面から、公知の光源色分解方式やカラーセンサ
方式が好ましく採用される。
【００７８】
図６を参照して操作パネル９０を説明する。
操作パネル９０は、多色孔版印刷装置の各装置に指示を与えて所望する動作を行わせるよ
うに操作するためのものであり、上記原稿読取装置の上部の一側部に配設されている。操
作パネル９０には、図６に示すように、原稿の画像の読み取りから排版、製版、給版、版
付け印刷、排紙工程に至るまでの一連の工程（動作）を起動するための、すなわち製版動
作を開始させるための製版開始設定手段としての製版スタートキー９１と、印刷枚数等を
入力・設定するためのテンキー９３と、このテンキー９３で置数（入力・設定）された印
刷枚数分の印刷動作の起動等を行うための印刷スタートキー９２と、オペレータの行うべ
き操作の状態や警告等のメッセージあるいは選択されている機能等の表示をしたり、マス
タ３や印刷用紙Ｐのジャム箇所や排版給版装置２の停止位置状態あるいは排版収納ボック
ス４２の排版満杯状態等を適宜表示して報知するための液晶表示部９５等とが配置されて
いる。
【００７９】
液晶表示部９５は、ＬＣＤ（液晶表示装置）で構成されており、図示しない液晶駆動回路
を介して駆動される。液晶表示部９５は、オペレータの行うべき操作を知らせたり、その
操作結果に対して警告をしたり、マスタ３や印刷用紙Ｐのジャム箇所や排版給版装置２の
停止位置状態あるいは排版収納ボックス４２の排版満杯状態等を適宜文字表示したりする
ガイダンス部９５Ａと、このガイダンス部９５Ａにより文字表示される操作内容を順次図
示表示したり、マスタ３や印刷用紙Ｐのジャム箇所や排版給版装置２の停止位置状態ある
いは排版収納ボックス４２の排版満杯状態等を具体的に絵で表示するための補助表示部９
５Ｂとを有する。ガイダンス部９５Ａおよび補助表示部９５Ｂは、排版収納ボックス４２
が使用済みのマスタ３で満杯になったことを報知する報知手段としての機能・構成を有す
る。
【００８０】
次に、図７を参照して、多色孔版印刷装置周りの制御構成を説明する。図７に示す制御ブ
ロック図は、多色孔版印刷装置周りの主要な制御構成を示している。それ故に、給紙装置
３７の上記給紙モータや上記レジストモータ等の制御構成要素、用紙搬送装置２１の上記
電動モータや排出積載用紙搬送装置２７の上記電動モータ等の制御構成要素は省略されて
いるが、これらも多色孔版印刷装置の制御装置５５（以下、「制御装置５５」と略記する
）によって制御されるものとする。図７において、括弧を付して示す符号（２００）およ
び（２４１）は、実施形態１の制御構成要素ではなく、後述する実施形態２のそれである
ことを付記しておく。
【００８１】
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図７に示すように、カラー色分解スキャナ５０によって読み込まれた原稿画像やパーソナ
ルコンピュータ５１（以下、「パソコン５１」と略記する）上で作成されたカラーの原稿
画像は、パソコン５１上でさらに最適に編集・修正された上で、分版された４つの画像デ
ータとして出力され、多色孔版印刷装置に内蔵されたＩ /Ｆコントローラ５２を経由して
画像処理装置５３に取り込まれた後、一旦画像メモリ５４に収納される。画像処理装置５
３と多色孔版印刷装置の制御装置５５とは、画像データ信号や指令信号を送受信している
関係にある。
【００８２】
以下、制御装置５５周りの特徴的な制御構成について詳述する。制御装置５５は、マイク
ロコンピュータを具備していて、共に図示しない、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、Ｉ／Ｏ
（入出力）ポート、ＲＡＭ（読み書き可能な記憶装置）、ＲＯＭ（読み出し専用記憶装置
）、タイマ等を備え、信号バス等によって接続された構成を有する。
【００８３】
制御装置５５の上記ＣＰＵ（以下、単に「制御装置５５」というときがある）は、計算・
演算機能を有する他後述する制御機能も有する。制御装置５５は、図示しないセンサ入力
回路および上記入力ポート等を介して、操作パネル９０の各種キーと、排版給版装置位置
検出装置５６（上述したように停止位置センサ５６Ａ～５６Ｄの総称である）と、排版給
版装置２の満杯検知センサ８３とそれぞれ電気的に接続されていて、停止位置センサ５６
Ａ～５６Ｄや満杯検知センサ８３から出力される信号を受信する。
【００８４】
また、制御装置５５は、図示しない液晶駆動回路や各種モータ駆動回路および上記出力ポ
ート等を介して、操作パネル９０の液晶表示部９５のガイダンス部９５Ａおよび補助表示
部９５Ｂと、印刷ドラム回転駆動装置５８と、製版装置１の主な制御対象構成要素である
サーマルヘッド駆動装置６を介してサーマルヘッド５と、プロッタモータ３５と、電磁ク
ラッチ３６とそれぞれ電気的に接続されていて、後述するような各種指令信号をサーマル
ヘッド駆動装置６を介してサーマルヘッド５、プロッタモータ３５、電磁クラッチ３６に
送信してそれらの作動を制御する。
【００８５】
さらに、制御装置５５は、図示しない各種モータ駆動回路やソレノイド駆動回路および上
記出力ポート等を介して、排版給版装置２の主な制御対象構成要素である給版モータ４１
と、駆動モータ４９と、排版モータ６０と、ソレノイド７３と、昇降モータ８１とそれぞ
れ電気的に接続されていて、後述するような各種指令信号を給版モータ４１、駆動モータ
４９、排版モータ６０、ソレノイド７３昇降モータ８１に送信してそれらの作動を制御す
る。
【００８６】
実施形態１において、制御装置５５の特有の制御機能を挙げれば以下のとおりである。
第１に、制御装置５５は、各印刷ドラムＡ～Ｄの給版時毎に、排版給版装置位置検出装置
５６からの出力信号を参照しつつ、排版給版装置２が第１の位置Ｐ１（ホームポジション
）に移動するように駆動モータ４９を制御した後、製版装置１からの製版済みのマスタ３
の先端部を受け取り保持するように給版モータ４１を制御し、その後、各印刷ドラムＡ～
Ｄの各停止位置に停止して、製版済みのマスタ３の先端部を各印刷ドラムＡ～Ｄのマスタ
クランパ５９Ａ～５９Ｄに受け渡すという動作を繰り返すことによって、全ての（この実
施形態１では４つ）印刷ドラムＡ～Ｄに製版済みのマスタ３を給版する機能を有する。
【００８７】
第２に、制御装置５５は、満杯検知センサ８３からの満杯検知信号に基づいて、すなわち
昇降モータ８１のオン起動時点から所定時間経過しても満杯検知センサ８３から下死点検
知信号が出力されないとき、排版給版装置２が第２の位置Ｐ２に自動的に移動して停止す
るように駆動モータ４９を制御する機能を有する。
【００８８】
第３に、制御装置５５は、満杯検知センサ８３からの満杯検知信号に基づいて、排版収納
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ボックス４２内が排版（使用済みのマスタ３）で満杯状態である旨の表示・報知を行うよ
うに、上記液晶駆動回路を介して操作パネル９０のガイダンス部９５Ａおよび／または補
助表示部９５ｂを制御する機能を有する。
【００８９】
第４に、制御装置５５は、各印刷ドラムＡ～Ｄのマスタクランパ５９Ａ～５９Ｄの何れか
一つが製版済みのマスタ３の先端部を保持した後、その印刷ドラムＡ～Ｄが製版済みのマ
スタ３を巻装すべく回転するときに、給版されるマスタ３にブレーキ抵抗を付与すべく、
上側の給版ローラ４４ａが回転停止するように給版モータ４１を励磁させる機能を有する
。
【００９０】
制御装置５５の上記ＲＯＭは、後述する各動作例で説明する多色孔版印刷装置の動作を実
行するためのプログラムやデータ等が記憶されている。前記プログラムやデータ等の設定
は、ＲＯＭへ予めデータで与えたり、あるいはＲＯＭチップの交換等で行なわれる。制御
装置５５の上記ＲＡＭは、前記ＣＰＵの計算・演算結果を一時記憶したり、前記各センサ
や各種キー等から入力されたオン／オフ信号やデータ信号等を随時記憶する。
【００９１】
次に、多色孔版印刷装置の動作を説明する。多色孔版印刷装置の初期状態としては、排版
給版装置２が図２に示す第１の位置Ｐ１（ホームポジション）を占めていて、かつ、排版
手段４０の排版剥離ユニット６８が上記バネの付勢力によって非剥離位置を占めている状
態に設定されている。製版装置１側では、マスタ３の先端３ｄが図１に実線で示すように
マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂのニップ部からマスタ搬送方向の下流側に少しはみ出た位
置となるように設定されている。また、印刷ドラムＡは図１および図２に示す給版位置を
占めている状態に設定されている。印刷終了後や図示しない電源スイッチのオン時等には
、製版装置１、排版給版装置２および印刷ドラムＡは上記初期状態を自動的に占めるよう
に設定されており、この初期状態から動作が始まる。
【００９２】
先ず、オペレータが図示しない電源スイッチをオンすると、操作パネル９０および制御装
置５５が起動可能状態になると共に、各装置・部への電力供給可能状態となる。このとき
、製版装置１、排版給版装置２および印刷ドラムＡは上記初期状態を占めている。上記電
源スイッチをオンする操作に前後して、例えば給紙装置３７の給紙台１４上に今回の印刷
で使用する印刷用紙Ｐが不足しているような場合には、今回の印刷で使用する用紙種類の
印刷用紙Ｐを給紙台１４上に適宜補充・積載した後、例えば図示しない給紙台昇降キーを
押して、給紙台１４上に積載した印刷用紙Ｐの最上位面を給紙可能とする位置（給紙位置
）に臨ませる。
【００９３】
上記操作に前後して、オペレータは上記原稿読取装置の上記コンタクトガラス上にカラー
の原稿を載置し、上記圧板を閉じた後、操作パネル９０の製版スタートキー９１を押す。
すると、図７に示すカラー色分解スキャナ５０が作動して、原稿画像の読み取りが周知の
動作で行われる。カラー色分解スキャナ５０によって読み込まれた原稿画像やパソコン５
１上で作成されたカラーの原稿画像は、オペレータによってパソコン５１上でさらに最適
に編集・修正される。次いで、オペレータは再び製版スタートキー９１を押すと、パソコ
ン５１上で最適に編集・修正されたカラーの原稿画像は、分版された４つの画像データと
して出力され、多色孔版印刷装置のＩ /Ｆコントローラ５２を経由して画像処理装置５３
に取り込まれた後、一旦画像メモリ５４に収納される。
なお、複数枚の原稿を連続的に画像読み取りし製版したいようなときには、上記ＡＤＦ部
の図示しない原稿受台上に原稿を載置し、原稿を１枚ずつ自動的に分離し上記コンタクト
ガラス上に給送しながら、カラー色分解スキャナ５０が定位置に固定された状態で画像の
読み取りが行われる。
【００９４】
制御装置５５が停止位置センサ５６Ａからの出力信号によって、排版給版装置２が図２に
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示すように第１の位置Ｐ１（ホームポジション）にあることを確認したならば、まず、上
記開閉装置の上記駆動機構を作動させて給版位置を占めている状態の印刷ドラムＡのマス
タクランパ５９Ａを拡開した状態とし、前回の印刷時に使用してそのまま印刷ドラムＡの
版胴１３上に巻装されている使用済みのマスタ３の先端部を開放した状態にする。
【００９５】
次いで、制御装置５５はソレノイド７３をオン駆動すると同時に、排版モータ６０を回転
駆動し、さらに印刷ドラム回転駆動装置５８の上記メインモータを回転駆動する。これに
より、上記変位手段の上記バネの付勢力に抗して、アーム側板対７２，７２が中心支軸７
１を中心として排版剥離ユニット６８が剥離位置を占めるべく図２中矢印方向（時計回り
）に下降・揺動して、排版剥離ローラ６９が図２の矢印方向に回転する印刷ドラムＡ上の
使用済みのマスタ３の先端部に接触・圧接することによって、使用済みのマスタ３の先端
部がすくい上げられる。さらに、剥離された使用済みのマスタ３は、図２の矢印方向に互
いに回転する排版剥離ローラ６９および排版ローラ７０ならびに図２中矢印方向に回転す
るゴムベルト７５，７７間の挟持作用によって上部に搬送され、さらに図２中矢印方向に
回転するゴムベルト７７，７８間の挟持作用によって図２の左矢印方向に搬送されて、排
版収納ボックス４２内に収納される。排版収納ボックス４２内に収納された排版（使用済
みのマスタ３）は、昇降モータ８１の回転駆動により、圧縮板８２が下降することで圧縮
される。
【００９６】
一方、上記排版動作と並行して、製版装置１側では１色目（Ｙ）の画像データに応じての
製版動作が行われる。すなわち、画像メモリ５４に収納されている画像データが画像処理
装置５３で適宜の画像処理を施されながらサーマルヘッド駆動装置６に送られる。同時に
、制御装置５５からの指令により設定された適正な通電パルス幅（穿孔用エネルギー）も
サーマルヘッド駆動装置６に送られる。サーマルヘッド駆動装置６から送られるデジタル
画像信号および通電パルス幅に応じて、サーマルヘッド５に直線状に並んだ複数の発熱素
子が選択的に発熱され、サーマルヘッド５によりプラテンローラ４に押圧されるマスタ３
の熱可塑性樹脂フィルム部分が選択的に溶融・穿孔される。
【００９７】
そして同時に、プロッタモータ３５が回転駆動されることにより、プラテンローラ４およ
びテンションローラ対９ａ，９ｂが図２中矢印方向に回転することによって、穿孔・製版
された製版済みのマスタ３は図２の左方向（マスタ搬送方向の下流側）へと搬送されてい
くと共に、同時的に吸引ファン６１が作動されることによって、搬送された製版済みのマ
スタ３が撓みを形成しながら撓みボックス６２の内部へと搬送され一時的に貯留されてい
く。このとき、電磁クラッチ３６はオフしており、これによりプロッタモータ３５の回転
駆動力はマスタ排出ローラ対７ａ，７ｂに伝達されず、マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂは
停止したままである。
【００９８】
上記排版動作が終了したならば、印刷ドラムＡは図２に示す給版位置に停止する。そして
、再度、上記開閉装置の上記駆動機構が作動されることにより印刷ドラムＡのマスタクラ
ンパ５９Ａが拡開した状態となる。プロッタモータ３５の所定ステップ数の回転駆動によ
り、製版済みのマスタ３に所定量の撓みが形成されたと制御装置５５によって判断される
と、電磁クラッチ３６がオンされると共に、給版モータ４１も回転駆動される。これによ
り、マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂおよび給版ローラ対４４ａ，４４ｂが図２中矢印方向
にそれぞれ回転することによって、製版済みのマスタ３の先端３ｄがガイド板対４５ａ，
４５ｂで下向きに案内されながら拡開したマスタクランパ５９Ａに向けて搬送される。
【００９９】
そして、給版モータ４１の所定ステップ数の回転駆動により、製版済みのマスタ３が所定
量搬送されて製版済みのマスタ３の先端３ｄが拡開したマスタクランパ５９Ａに届いたと
判断された時点で、再度、上記開閉装置の上記駆動機構が作動されることにより印刷ドラ
ムＡのマスタクランパ５９Ａが閉じられると共に、給版モータ４１がオフする。
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【０１００】
製版済みのマスタ３の先端部がマスタクランパ５９Ａでクランプされると、印刷ドラム回
転駆動装置５８の上記メインモータが再び回転駆動することにより、印刷ドラムＡは図２
の矢印方向に回転して、製版済みのマスタ３が印刷ドラムＡの版胴１３上に巻き付けられ
ていく。このとき、給版モータ４１が励磁されることにより、給版ローラ対４４ａ，４４
ｂの上側の給版ローラ４４ａの連れ回りを止め、版胴１３の外周面に巻き付ける製版済み
のマスタ３にブレーキ抵抗を付与するので、比較的薄いマスタ３であっても巻装シワやタ
ルミの発生を防止することができる。
【０１０１】
給版モータ４１を励磁した後では、給版ローラ対４４ａ，４４ｂの上側の給版ローラ４４
ａは給版モータ４１の励磁によるホールドの負荷を受けることにより、停止（ロック）状
態となり、給版ローラ対４４ａ，４４ｂの下側の給版ローラ４４ｂは印刷ドラムＡの回転
による製版済みのマスタ３の搬送力を受けることにより連れ回り・従動回転をする。この
状態では、給版ローラ対４４ａ，４４ｂとマスタクランパ５９Ａとの間における製版済み
のマスタ３には適度なバックテンションが付与されることとなる。
【０１０２】
プロッタモータ３５の所定のステップ数の駆動により、１版分の製版済みのマスタ３が製
版されたと制御装置５５で判断されると、上記カッタモータが回転駆動されることによっ
て、製版済みのマスタ３の後端がロータリカッタ８で所定の長さに切断され、切断された
製版済みのマスタ３の後端が印刷ドラムＡの版胴１３上に完全に巻装されると、給版動作
が終了する。
【０１０３】
印刷ドラムＡへの給版動作が終了すると、続いて製版装置１側では２色目（Ｍ）の画像デ
ータに応じての製版動作が、１色目（Ｙ）のときと略同様に行われる。そして、プロッタ
モータ３５の所定ステップ数の回転駆動により、製版済みのマスタ３に所定量の撓みが形
成されたと制御装置５５によって判断されると、電磁クラッチ３６がオンされると共に給
版モータ４１も回転駆動される。これにより、マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂおよび給版
ローラ対４４ａ，４４ｂが図２中矢印方向にそれぞれ回転することによって、製版済みの
マスタ３の先端３ｄが排版給版装置２に受け渡されるように所定長さ送られたところ、す
なわち製版済みのマスタ３の先端３ｄが給版ローラ対４４ａ，４４ｂのニップ部でくわえ
られこのニップ部から図２における左方向に少しはみ出た時点で、電磁クラッチ３６がオ
フされると共に給版モータ４１もオフされる。
【０１０４】
これにより、製版済みのマスタ３の先端部は給版ローラ対４４ａ，４４ｂのニップ部でく
わえられた状態で保持される。その後も継続的に製版が行われて、製版済みのマスタ３に
所定量（１版分）の撓みが形成されたと制御装置５５で判断されたならば、２色目（Ｍ）
の製版動作が終了する。この２色目（Ｍ）の製版動作中に、印刷ドラム回転駆動装置５８
の上記メインモータが回転駆動されることにより、印刷ドラムＢが給版位置を占めるべく
回転し、印刷ドラムＢが給版位置を占めて停止する。そして、上記開閉装置の上記駆動機
構を作動させて給版位置を占めている状態の印刷ドラムＢのマスタクランパ５９Ｂを拡開
した状態として、１色目（Ｙ）の印刷ドラムＡのときと同様に印刷ドラムＢにおいて排版
可能状態とする。
【０１０５】
次いで、制御装置５５は印刷ドラムＢでの排版および給版動作を行うべく、駆動モータ４
９を回転駆動（例えば正転駆動）することにより、排版給版装置２が案内レール４６に案
内されながら図２の左方向Ｘａに移動する。このとき、製版済みのマスタ３の先端３ｄは
、給版ローラ対４４ａ，４４ｂのニップ部でくわえられたままであるので、その撓み生成
分が少なくなる態様で吸収されながら製版中の製版装置１から送り出される。また、排版
給版装置２が移動する直前においては、電磁クラッチ３６がオンされることにより、プロ
ッタモータ３５の回転駆動力はマスタ排出ローラ対７ａ，７ｂに伝達されて、マスタ排出
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ローラ対７ａ，７ｂから製版済みのマスタ３が送り出されていく。このときの排版給版装
置２の移動速度は、マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂから送り出されるマスタ搬送速度と略
同程度か極めて僅かに速く設定されている。
【０１０６】
排版給版装置２の移動が印刷ドラムＢの略真上の給版停止位置に達したとき、すなわち停
止位置センサ５６Ｂによってオン検知されると、制御装置５５は停止位置センサ５６Ｂか
らのオン検知信号に基づいて、駆動モータ４９をオフすることにより、排版給版装置２は
印刷ドラムＢの給版停止位置で停止する。
排版給版装置２が印刷ドラムＢの給版停止位置で停止したならば、ソレノイド７３がオン
駆動され、排版モータ６０および印刷ドラム回転駆動装置５８の上記メインモータがそれ
ぞれ回転駆動されることにより、１色目（Ｙ）の印刷ドラムＡのときと同様に排版動作が
行われる。
【０１０７】
そして、２色目（Ｍ）の印刷ドラムＢでの排版動作が終了すると、再度、上記開閉装置の
上記駆動機構が作動されることにより印刷ドラムＢのマスタクランパ５９Ｂが拡開した状
態となる。プロッタモータ３５の所定ステップ数の回転駆動により、所定量の製版がなさ
れたと制御装置５５によって判断されると、給版モータ４１が回転駆動される。これによ
り、マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂおよび給版ローラ対４４ａ，４４ｂが図２中矢印方向
にそれぞれ回転することによって、製版済みのマスタ３の先端３ｄがガイド板対４５ａ，
４５ｂで下向きに案内されながら拡開したマスタクランパ５９Ｂに向けて搬送される。
【０１０８】
そして、給版モータ４１の所定ステップ数の回転駆動により、製版済みのマスタ３が所定
量搬送されて製版済みのマスタ３の先端３ｄが拡開したマスタクランパ５９Ｂに届いたと
判断された時点で、再度、上記開閉装置の上記駆動機構が作動されることにより印刷ドラ
ムＢのマスタクランパ５９Ｂが閉じられる。
【０１０９】
製版済みのマスタ３の先端部がマスタクランパ５９Ｂでクランプされると、印刷ドラム回
転駆動装置５８の上記メインモータが再び回転駆動することにより、印刷ドラムＢは図１
の矢印方向に回転して、製版済みのマスタ３が印刷ドラムＢの版胴１３上に巻き付けられ
ていく。このとき、１色目（Ｙ）の印刷ドラムＡの場合と同様に給版モータ４１が励磁さ
れることにより、給版ローラ対４４ａ，４４ｂの上側の給版ローラ４４ａの連れ回りを止
めて停止（ロック）状態とし、版胴１３の外周面に巻き付ける製版済みのマスタ３にブレ
ーキ抵抗を付与するので、比較的薄いマスタ３であっても巻装シワやタルミの発生を防止
することができる。プロッタモータ３５の所定のステップ数の駆動により、１版分の製版
済みのマスタ３が製版されたと制御装置５５で判断されると、上記カッタモータが回転駆
動されることによって、製版済みのマスタ３の後端がロータリカッタ８で所定の長さに切
断され、切断された製版済みのマスタ３の後端が印刷ドラムＢの版胴１３上に完全に巻装
されると、給版動作が終了する。
【０１１０】
印刷ドラムＢへの給版動作が終了すると、制御装置５５は駆動モータ４９を回転駆動（例
えば逆転駆動）することにより、排版給版装置２が図２の右方向Ｘｂに移動して、第１の
位置Ｐ１であるホームポジションに戻される。そして、排版給版装置２の第１の位置（ホ
ームポジション）への移動が停止位置センサ５６Ａのオン検知によって確認されると、制
御装置５５は駆動モータ４９をオフすることにより、排版給版装置２は第１の位置Ｐ１（
ホームポジション）で停止する。
【０１１１】
この排版給版装置２の第１の位置Ｐ１（ホームポジション）への移動中に、続いて製版装
置１側では３色目（Ｃ）の画像データに応じての製版動作が、２色目（Ｍ）のときと略同
様に既に行われている。そして、プロッタモータ３５の所定ステップ数の回転駆動により
、製版済みのマスタ３に所定量の撓みが形成されたと制御装置５５によって判断されると
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、電磁クラッチ３６がオンされると共に給版モータ４１も回転駆動される。これにより、
マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂおよび給版ローラ対４４ａ，４４ｂが図２中矢印方向にそ
れぞれ回転することによって、製版済みのマスタ３の先端３ｄが排版給版装置２に受け渡
されるように所定長さ送られたところ、すなわち製版済みのマスタ３の先端３ｄが給版ロ
ーラ対４４ａ，４４ｂのニップ部でくわえられこのニップ部から図２における左方向に少
しはみ出た時点で、電磁クラッチ３６がオフされると共に給版モータ４１もオフされる。
【０１１２】
これにより、製版済みのマスタ３の先端部は給版ローラ対４４ａ，４４ｂのニップ部でく
わえられた状態で保持される。その後も継続的に製版が行われて、製版済みのマスタ３に
所定量（１版分）の撓みが形成されたと制御装置５５で判断されたならば、３色目（Ｃ）
の製版動作が終了する。この３色目（Ｃ）の製版動作中に、印刷ドラム回転駆動装置５８
の上記メインモータが回転駆動されることにより、印刷ドラムＣが給版位置を占めるべく
回転し、印刷ドラムＣが給版位置を占めて停止する。そして、上記開閉装置の上記駆動機
構を作動させて給版位置を占めている状態の印刷ドラムＣのマスタクランパ５９Ｃを拡開
した状態として、２色目（Ｙ）の印刷ドラムＡのときと同様に印刷ドラムＣにおいて排版
可能状態とする。
【０１１３】
次いで、制御装置５５は印刷ドラムＣでの排版および給版動作を行うべく、駆動モータ４
９を回転駆動（例えば正転駆動）することにより、排版給版装置２が案内レール４６に案
内されながら図２の左方向Ｘａに移動する。このとき、製版済みのマスタ３の先端３ｄは
、給版ローラ対４４ａ，４４ｂのニップ部でくわえられたままであるので、その撓み生成
分が少なくなる態様で吸収されながら製版中の製版装置１から送り出される。また、排版
給版装置２が移動する直前においては、電磁クラッチ３６がオンされることにより、プロ
ッタモータ３５の回転駆動力はマスタ排出ローラ対７ａ，７ｂに伝達されて、マスタ排出
ローラ対７ａ，７ｂから製版済みのマスタ３が送り出されていく。
【０１１４】
排版給版装置２の移動が印刷ドラムＣの略真上の給版停止位置に達したとき、すなわち停
止位置センサ５６Ｃによってオン検知されると、制御装置５５は停止位置センサ５６Ｃか
らのオン検知信号に基づいて、駆動モータ４９をオフすることにより、排版給版装置２は
印刷ドラムＣの給版停止位置で停止する。
以下、２色目（Ｍ）の印刷ドラムＢへの排版動作および給版動作と同様に、３色目（Ｃ）
の印刷ドラムＣへの排版動作および給版動作が行われる。これらの動作は、「２色目（Ｍ
）の印刷ドラムＢ」および「マスタクランパ５９Ｂ」を、「３色目（Ｃ）の印刷ドラムＣ
」および「マスタクランパ５９Ｃ」と読み替えることで、容易に実施することができるた
めその説明を省略する。
【０１１５】
印刷ドラムＣへの給版動作が終了すると、制御装置５５は駆動モータ４９を回転駆動（例
えば逆転駆動）することにより、再び、排版給版装置２が図２の右方向Ｘｂに移動して、
第１の位置Ｐ１であるホームポジションに戻される。そして、排版給版装置２の第１の位
置（ホームポジション）への移動が停止位置センサ５６Ａのオン検知によって確認される
と、制御装置５５は駆動モータ４９をオフすることにより、排版給版装置２は第１の位置
Ｐ１（ホームポジション）で停止する。
【０１１６】
以下、３色目（Ｃ）の画像データに応じての製版動作と同様に、４色目（Ｂｋ）の画像デ
ータに応じての製版動作が行われる。また、３色目（Ｃ）の印刷ドラムＣの給版停止位置
への移動、３色目（Ｃ）の印刷ドラムＣの排版動作および給版動作と同様に、４色目（Ｂ
ｋ）の印刷ドラムＤの給版停止位置への移動、４色目（Ｂｋ）の印刷ドラムＤへの排版動
作および給版動作が行われる。この動作は、「３色目（Ｃ）の印刷ドラムＣ」、「マスタ
クランパ５９Ｃ」および「停止位置センサ５６Ｃ」を、「４色目（Ｂｋ）の印刷ドラムＤ
」、「マスタクランパ５９Ｄ」および「停止位置センサ５６Ｄ」と読み替えることで、容
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易に実施することができるためその説明を省略する。印刷ドラムＤへの給版動作が終了す
ると、上記したと同様に、再び、排版給版装置２は第１の位置Ｐ１（ホームポジション）
で停止する。
【０１１７】
１色目（Ｙ）ないし４色目（Ｂｋ）の製版済みのマスタ３が印刷ドラムＡ～Ｄの版胴１３
上に巻装された後、印刷工程が開始される。まず、給紙装置３７の給紙コロ１５および分
離コロ１６が回転することにより、給紙台１４上に積載された最上位面の印刷用紙Ｐは分
離コロ１６および分離パッド１７との協働作用によって１枚ずつ分離されて送出され、さ
らに搬送ローラ対１８によりレジストローラ対１９に向けて送搬され、印刷用紙Ｐの先端
部はレジストローラ対１９のニップ部で一旦停止され、過剰送り等の手法により斜めずれ
等を修正される。
【０１１８】
次いで、レジストローラ対１９により、印刷用紙Ｐの先端が印刷ドラムＡの回転と同期し
て回転する用紙搬送装置２１のタイミングベルト２２ａ，２２ｂの拡開した用紙先端クラ
ンパ２０ａにタイミングを合わせて印刷用紙Ｐが送出され、所定のタイミングで用紙先端
クランパ２０ａのカムフォロア１６８が上記カムと接触・係合することにより上爪１６１
が閉じられ、これによって印刷用紙Ｐの先端部が用紙先端クランパ２０ａにクランプされ
て搬送される。
【０１１９】
印刷用紙Ｐの先端部が用紙先端クランパ２０ａにクランプされると、タイミングベルト２
２ａ，２２ｂの回転によって用紙搬送方向Ｘ１に搬送され、まず最初に図示しない接離変
位手段の作動によりプレスローラ２５Ａが上方に変位することで、印刷用紙Ｐが印刷ドラ
ムＡ上の製版済みのマスタ３に押し付けられ、製版済みのマスタ３の穿孔部分から１色目
（Ｙ）のインキが印刷用紙Ｐの表面に転移されて製版画像に対応した印刷画像が形成され
、孔版印刷される。以下、同様に順次、プレスローラ２５Ｂ，２５Ｃ，２５Ｄによって印
刷ドラムＢ，Ｃ，Ｄ上の製版済みのマスタ３に印刷用紙Ｐが押し付けられることにより、
所望の多色印刷画像（ここでは４色印刷画像）が形成されることとなる。
このとき、各印刷ドラムＡ～Ｄ内のインキローラ１０も印刷ドラムＡ～Ｄの回転方向と同
一方向に回転し、インキを印刷ドラムＡ～Ｄの内周面に供給する。
【０１２０】
４色重ね印刷された印刷用紙Ｐは、用紙先端クランパ２０ａでクランプされてさらに用紙
搬送方向Ｘ１の下流側へと搬送され、図１中矢印で示す符号Ｅの部位で、タイミングベル
ト２９ａ，２９ｂ上の排出積載用紙クランパ２６に受け渡しされる。そしてそのまま、印
刷用紙Ｐの先端部は排出積載用紙クランパ２６にクランプされてタイミングベルト２９ａ
，２９ｂの回転搬送によりその下流側へ搬送されて、図１中矢印で示す符号Ｆの部位で排
出積載用紙クランパ２６が開いて開放されて落下し、印刷用紙Ｐの先端はエンドフェンス
３２に衝突して停止して排紙積載収納トレイ２８上に整然と揃えられながら積載収納され
る。
【０１２１】
版付け印刷終了後、各プレスローラ２５Ａ～２５Ｄは印刷ドラムＡ～Ｄから離間して非押
圧位置でもある初期位置に復帰して、印刷待機状態となる。版付け印刷終了後、オペレー
タは排紙積載収納トレイ２８上に排出された印刷物を適宜目視して、通常の印刷動作を行
ってもよいかどうかを適宜判断し、オーケーであれば操作パネル９０のテンキー９３で印
刷枚数を設定し、印刷スタートキー９２を押すと、上記したと同様の工程で、給紙、印刷
および排紙の各工程が設定した印刷枚数分繰り返して行われ、孔版印刷の全行程が終了す
る。
【０１２２】
こうして孔版印刷を何版にも亘り行っていくうちに、排版給版装置２の排版収納ボックス
４２内に収納された排版（使用済みのマスタ３）が満杯状態となる。排版収納ボックス４
２内の排版が満杯状態になると、制御装置５５は排版圧縮動作時における昇降モータ８１

10

20

30

40

50

(24) JP 3913529 B2 2007.5.9



のオン起動時点から所定時間経過しても満杯検知センサ８３から下死点検知信号が出力さ
れなくなることに基づいて、上記タイマからの計時時間を参照しつつ、駆動モータ４９を
回転駆動することにより、排版給版装置２が図２に示すように第２の位置Ｐ２に移動して
停止する。
【０１２３】
制御装置５５は、停止位置センサ５６Ｄからの出力信号に基づいて、排版給版装置２が図
１に示す第２の位置Ｐ２に停止したことを確認したならば、操作パネル９０のガイダンス
部９５Ａに、例えば「排版収納ボックス内の排版が満杯なので、廃棄して下さい」という
文字表示や、補助表示部９５ｂの多色孔版印刷装置の主要な装置部位を点灯・点滅させた
りしてそれを表示・報知させる。
そこで、オペレータはガイダンス部９５Ａや補助表示部９５ｂに表示された上記メッセー
ジや絵表示を視認して、排版カバー８０を開けて排版収納ボックス４２の取っ手４２ａを
つかんで簡単かつ容易に排版収納ボックス４２を取り出してその排版を廃棄することがで
きる。
【０１２４】
上述したように本実施形態１によれば、後述する特有の効果を奏する他に、次のような利
点も得られる。すなわち、第１に、用紙搬送装置２１を採用したことにより、レジストの
ばらつきのない高精度の用紙搬送および印刷画像形成に必要な色ずれのない高精度な位置
合わせ搬送などを行うことができる。
第２に、印刷用紙Ｐを各印刷ドラムＡ～Ｄのドラム軸線Ａａに対して直角に搬送でき、用
紙搬送時の印刷用紙Ｐのスキューを防止することができる。
第３に、一対のタイミングベルト２２ａ，２２ｂ間の幅が用紙搬送方向Ｘ１と直交する印
刷用紙Ｐの最大幅より大きい構成としたので、印刷用紙Ｐの幅よりも大きい幅の用紙先端
クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃ（保持手段）を配置でき、印刷用紙Ｐのサイズによって
用紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃよるその保持率（挟持率）が変化することを回
避できる。
【０１２５】
第４に、タイミングベルト２２ａ，２２ｂのピッチ周長が、各印刷ドラムＡ～Ｄの外周長
の整数倍の長さであり、かつ、タイミングベルト２２ａ，２２ｂの歯数またはピッチ数が
歯付の駆動プーリ２３および歯付の従動プーリ２４の全歯数の整数倍である構成としたの
で、各印刷ドラムＡ～Ｄの回転周期とタイミングベルト２２ａ，２２ｂ上に配置された用
紙先端クランパ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの移動周期とを容易かつ正確に同期させることが
でき、高精度なレジスト搬送が可能となると共に、印刷画像の位置ずれや色ずれを高精度
に防止できる。また、当然のことながら従来の多色孔版印刷装置のような各印刷ドラムＡ
～Ｄ上への印刷用紙Ｐの巻き上がりを強制的に防止するための剥離爪やエアーナイフ等の
剥離手段の配置を不要とすることもできる。
【０１２６】
給版ローラ対４４ａ，４４ｂへの回転摩擦抵抗力としてのブレーキ力の付与方式は、上記
した方式において、例えば給版モータ４１を励磁するために供給すべき電流を少なくさせ
たりして給版モータ４１の励磁によるホールドの負荷力を調整してもよい。
すなわち、各印刷ドラムＡ～Ｄのマスタクランパ５９Ａ～５９Ｄの何れか一つが製版済み
のマスタ３の先端部を保持した後、その印刷ドラムＡ～Ｄが製版済みのマスタ３を巻装す
べく回転するときに、給版されるマスタ３にブレーキ抵抗を付与する方式は、上述した方
式に限らず、給版ローラ４４ａ，４４ｂの少なくとも一方が回転停止または連れ回りする
ことにより、給版されるマスタ３にブレーキ抵抗を付与する構成であってもよい（請求項
６参照）。
【０１２７】
上記具体例としては、給版モータ４１の他に、例えば給版ローラ４４ａの軸とこれに取り
付けられるギヤやプーリ等の回転伝達手段との間に、電磁クラッチを介装してこれをオン
／オフ駆動制御してもよい。すなわち、給版動作の初期段階において製版済みのマスタ３
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を各マスタクランパ５９Ａ～５９Ｄに保持させるまでは、上記電磁クラッチをオンするこ
とにより給版モータ４１の回転駆動力をそのまま伝達するが、各マスタクランパ５９Ａ～
５９Ｄが製版済みのマスタ３の先端部を保持して各印刷ドラムＡ～Ｄが製版済みのマスタ
３を巻装すべく回転するときには、上記電磁クラッチをオフさせることにより、給版モー
タ４１の回転駆動力を絶って給版ローラ４４ａの回転の摩擦抵抗力をブレーキ抵抗として
作用させてもよい。
【０１２８】
また、給版モータ４１や上記電磁クラッチは、給版ローラ４４ａ側に配設することに限定
されず、例えば下側の給版ローラ４４ｂ側に配設しても構わない。　また、上記例に限定
されず、給版ローラ対４４ａ，４４ｂの各軸と、これに取り付けられるギヤやプーリ等の
回転伝達部材との間の少なくとも一方に、例えばワンウェイクラッチを介装してもよいし
、ブレーキ内蔵ローラの連れ回り方式を採用してもよい。
【０１２９】
（実施形態２）
図７および図８に、本発明の第２の実施形態（以下、「実施形態２」という）を示す。こ
の実施形態２は、実施形態１の多色孔版印刷装置と比較して、排版給版装置２に代えて、
図７に括弧を付して示す排版給版装置２００を有すること、および制御装置５５の制御機
能において、給版モータ４１に代えて、同じく図７に括弧を付して示す給版モータ２４１
を制御する制御機能を有することが主に相違する。
排版給版装置２００は、実施形態１の排版給版装置２と比較して、給版ガイド部４３に代
えて、図８に示す給版案内手段としての給版ガイド部２４３を有することのみ相違する。
【０１３０】
給版ガイド部２４３は、回転可能な給版ローラ６３と、回転可能な二つの給版ガイドロー
ラ６５，６６間に掛け渡され給版ローラ６３に圧接する数本のゴムベルト６４と、上側の
給版ガイドローラ６５（駆動ローラ）の軸にギヤあるいはプーリおよびタイミングベルト
等の回転伝達手段を介して連結され給版ガイドローラ６５を回転駆動する駆動手段として
の給版モータ２４１と、給版ローラ６３およびゴムベルト６４に挟持されて搬送されてき
た製版済みのマスタ３の先端３ｄを各印刷ドラムＡ～Ｄの拡開したマスタクランパ５９へ
向けて案内する補助的案内部材としてのガイド板６７ａ，６７ｂとから主に構成されてい
る。
【０１３１】
給版ローラ６３および二つの給版ガイドローラ６５，６６は、それらの各軸の両端部が図
示しない軸受を介してフレーム２Ａ側に回転自在に支持されている。給版ローラ６３およ
び二つの給版ガイドローラ６５，６６は、それぞれの軸に団子串刺し状に複数個に分割さ
れて形成されている。給版ローラ６３とゴムベルト６４とは、製版装置１のマスタ排出ロ
ーラ対７ａ，７ｂによって送り出された製版済みのマスタ３の先端部を第１の位置Ｐ１で
受け取って保持し各印刷ドラムＡ～Ｄに給版すべく搬送するための機能・構成を有してい
る。
【０１３２】
給版モータ２４１は、パルスで入力する駆動手段としてのステッピングモータからなる。
実施形態２における制御装置５５は、実施形態１における制御装置５５と比較して、その
第４の機能に代えて、各印刷ドラムＡ～Ｄのマスタクランパ５９Ａ～５９Ｄの何れか一つ
が製版済みのマスタ３の先端部を保持した後、その印刷ドラムＡ～Ｄが製版済みのマスタ
３を巻装すべく回転するときに、給版されるマスタ３にブレーキ抵抗を付与すべく、上側
の給版ガイドローラ６５が回転停止、すなわちゴムベルト６４が回転停止するように給版
モータ２４１をオフさせる第４の機能を有することのみ相違する。
【０１３３】
次に、実施形態２の動作について、実施形態１と相違する点を中心にして説明する。
印刷ドラムＡにおける排版動作および１色目（Ｙ）の製版動作が実施形態１と同様に行わ
れて、上記排版動作が終了したならば、印刷ドラムＡは図８に示す給版位置に停止する。
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そして、再度、上記開閉装置の上記駆動機構が作動されることにより印刷ドラムＡのマス
タクランパ５９Ａが拡開した状態となる。プロッタモータ３５の所定ステップ数の回転駆
動により、製版済みのマスタ３に所定量の撓みが形成されたと制御装置５５によって判断
されると、電磁クラッチ３６がオンされると共に、給版モータ２４１も回転駆動される。
これにより、マスタ排出ローラ対７ａ，７ｂ、給版ローラ６３およびゴムベルト６４が図
８中矢印方向にそれぞれ回転することによって、製版済みのマスタ３の先端３ｄがガイド
板対６７ａ，６７ｂで下向きに案内されながら拡開したマスタクランパ５９Ａに向けて搬
送される。
【０１３４】
そして、給版モータ２４１の所定ステップ数の回転駆動により、製版済みのマスタ３が所
定量搬送されて製版済みのマスタ３の先端３ｄが拡開したマスタクランパ５９Ａに届いた
と判断された時点で、再度、上記開閉装置の上記駆動機構が作動されることにより印刷ド
ラムＡのマスタクランパ５９Ａが閉じられると共に、給版モータ２４１がオフする。
【０１３５】
製版済みのマスタ３の先端部がマスタクランパ５９Ａでクランプされると、印刷ドラム回
転駆動装置５８の上記メインモータが再び回転駆動することにより、印刷ドラムＡは図８
の矢印方向に回転して、製版済みのマスタ３が印刷ドラムＡの版胴１３上に巻き付けられ
ていく。このとき、給版モータ２４１がオフしたままであることにより、給版ガイドロー
ラ６５，６７およびゴムベルト６４の回転摩擦抵抗力が適度なブレーキ力となって作用す
る。これにより、製版済みのマスタ３に適度のテンションが付与されながら版胴１３の外
周面に巻き付けられるので、比較的薄いマスタ３であっても巻装シワやタルミの発生無く
巻装することができる。
【０１３６】
給版モータ２４１をオフした後では、ゴムベルト６４は給版モータ２４１の停止の負荷を
受けることにより、適度な回転摩擦抵抗力を受ける状態となり、ゴムベルト６４の下側の
給版ローラ６３は印刷ドラムＡの回転による製版済みのマスタ３の搬送力を受けることに
より連れ回り・従動回転をする。この状態では、給版ローラ６３およびゴムベルト６４と
マスタクランパ５９Ａとの間における製版済みのマスタ３には適度なバックテンションが
付与されることとなる。
上記の動作は、２色目（Ｍ）、３色目（Ｃ）、４色目（Ｂｋ）における各印刷ドラムＢ，
Ｃ，Ｄの版胴１３外周面への製版済みのマスタ３の巻装時でも同様である。
【０１３７】
本実施形態２によれば、後述する効果を奏する他に、給版ローラ６３、ゴムベルト６４お
よび二つの給版ガイドローラ６５，６６は、製版済みのマスタ３の先端３ｄを略真下に向
けて案内する位置関係をもって配置されているので、製版済みのマスタ３の先端３ｄを各
マスタクランパ５９Ａ～５９Ｄに向けて確実に案内することができるから、案内部材であ
るガイド板６７ａ，６７ｂを除去して無くすことも可能である。
【０１３８】
給版ガイドローラ６５，６７およびゴムベルト６４の回転摩擦抵抗力としてのブレーキ力
の付与方式は、上記した方式において、例えば実施形態１と同様に給版モータ２４１を励
磁させたり、または励磁するために供給すべき電流を少なくさせたりして給版モータ２４
１の励磁によるホールドの負荷力を調整しても構わない。給版モータ２４１を励磁したり
、または励磁するために供給すべき電流を少なくした場合には、給版ガイドローラ６５，
６７およびゴムベルト６４は給版モータ２４１の励磁によるホールドの負荷力が調整され
た停止（ロック）状態となり、下側の給版ローラ６３は印刷ドラムＡの回転による製版済
みのマスタ３の搬送力を受けることにより連れ回り・従動回転をする。この状態では、給
版ローラ６３およびゴムベルト６４とマスタクランパ５９Ａとの間における製版済みのマ
スタ３には単に給版モータ２４１をオフした場合と比較して大きなバックテンションが調
整されて付与されることとなる。
【０１３９】

10

20

30

40

50

(27) JP 3913529 B2 2007.5.9



なお、各印刷ドラムＡ～Ｄのマスタクランパ５９Ａ～５９Ｄの何れか一つが製版済みのマ
スタ３の先端部を保持した後、その印刷ドラムＡ～Ｄが製版済みのマスタ３を巻装すべく
回転するときに、給版されるマスタ３にブレーキ抵抗を付与する方式は、給版ローラ６３
およびゴムベルト６４の少なくとも一方が回転停止または連れ回りすることにより、給版
されるマスタ３にブレーキ抵抗を付与する構成であってもよい（請求項７参照）。
【０１４０】
上記具体例としては、給版モータ２４１の他に、例えば給版ガイドローラ６５の軸とこれ
に取り付けられるギヤやプーリ等の回転伝達手段との間に、電磁クラッチを介装してこれ
をオン／オフ駆動制御してもよい。すなわち、給版動作の初期段階において製版済みのマ
スタ３を各マスタクランパ５９Ａ～５９Ｄに保持させるまでは、上記電磁クラッチをオン
することにより給版モータ２４１の回転駆動力をそのまま伝達するが、各マスタクランパ
５９Ａ～５９Ｄが製版済みのマスタ３の先端部を保持して各印刷ドラムＡ～Ｄが製版済み
のマスタ３を巻装すべく回転するときには、上記電磁クラッチをオフさせることにより、
給版モータ２４１の回転駆動力を絶って給版ガイドローラ６５の回転の摩擦抵抗力をブレ
ーキ抵抗として作用させてもよい。
【０１４１】
また、給版モータ２４１や上記電磁クラッチは、給版ガイドローラ６５側に配設すること
に限定されず、例えば下側の給版ガイドローラ６６側または給版ローラ６３側に配設して
も構わない。
また、上記例に限定されず、給版ガイドローラ６５，６７および給版ローラ６３の各軸と
、これに取り付けられるギヤやプーリ等の回転伝達部材との少なくとも一方の間に、例え
ばワンウェイクラッチを介装してもよいし、ブレーキ内蔵ローラの連れ回り方式を採用し
てもよい。
【０１４２】
本発明の実施形態としては、上述したものに限らず、用紙搬送装置２１を有することによ
る利点を望まなくてもよいのであれば、用紙搬送装置２１や排出積載用紙搬送装置２７に
代えて、従来と同様の空気吸引式の中間搬送装置と排紙搬送装置との組み合わせでもよい
。
また、印刷ドラムは、上述したような４つの印刷ドラムＡ～Ｄを有するものに限らず、例
えば二つや三つ、あるいは五つ以上有して多色印刷を行えるものであってもよいことは言
うまでもない。
以上述べたとおり、本発明を特定の実施形態やこれらに包含されている実施例等について
説明したが、本発明の構成は、上述したものに限定されるものではなく、これらを適宜組
み合わせて、あるいは単独で構成してもよく、本発明の範囲内において、その必要性およ
び目的・用途等に応じて種々の実施形態や実施例を構成し得ることは当業者ならば明らか
である。
【０１４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、上述したような従来技術の有する諸問題点を解決
して、新規な多色印刷装置を提供することができる。請求項毎の効果を挙げれば以下のと
おりである。
請求項１記載の発明によれば、上記構成により、従来のように各印刷ドラム毎にそれぞれ
製版給版装置と排版装置とを配置する必要が無く、一つの製版装置と一つの排版給版装置
とを有していればよいので、多色印刷装置全体の大きさが大になることも、結局高価な多
色印刷装置になることもない。しかも、移動手段によって排版給版装置のみを移動させる
方式としたので、それを移動させるために大きなスペースと特別の機構や駆動装置とを必
要としない。また、排版給版装置のみの移動であることにより、製版給版装置の移動の場
合と異なって電源供給ラインや動作制御ラインが接続されていないので、信号線や各ライ
ンの処理が困難になってここに過大なコストが掛かってしまうこともないし、製版装置を
各印刷ドラムに対して正確に位置決めする必要もない。
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【０１４４】
請求項２記載の発明によれば、排版給版装置は、各印刷ドラムへの給版時毎に、製版装置
に近接した第１の位置に移動して製版済みのマスタの先端部を受け取り保持した後、各印
刷ドラムの略真上に位置する各停止位置に停止して、製版済みのマスタの先端部を各保持
手段に受け渡すという動作を繰り返すことによって全ての複数の印刷ドラムに製版済みの
マスタを給版するので、請求項１記載の発明の効果に加えて、排版給版装置のみを移動さ
せる方式を採用しても、製版装置で製版された製版済みのマスタを略水平方向に並んで配
置された各印刷ドラムに対して給版することができる。
【０１４５】
請求項３記載の発明によれば、制御手段は、満杯検知手段からの満杯検知信号に基づいて
、排版給版装置が第２の位置に自動的に移動するように移動手段を制御するので、請求項
１または２記載の発明の効果に加えて、排版給版装置のみを移動させる方式を採用しても
、オペレータは例えば排版カバーを開けるというような簡単な操作をするだけで、面倒な
操作をすること無く排版収納手段（例えば排版ボックス）を取り出したり装着したりでき
る。
【０１４６】
請求項４記載の発明によれば、制御手段は、満杯検知手段からの満杯検知信号に基づいて
、排版収納手段が使用済みのマスタで満杯になったことを報知するように報知手段を制御
するので、請求項３記載の発明の効果に加えて、オペレータは排版収納手段（例えば排版
ボックス）が使用済みのマスタで満杯になったことを視覚や聴覚等を通して確実に認識す
ることができる。
【０１４７】
請求項５記載の発明によれば、排版給版装置が第１の位置を占めているとき、製版装置で
製版されたマスタの先端が給版案内手段を経由してそのまま、製版装置に最も近い印刷ド
ラムの保持手段に案内・搬送されることにより、請求項３または４記載の発明の効果に加
えて、排版給版装置の第１の位置（例えばホームポジション）が製版装置に最も近い印刷
ドラムへの給版停止位置と一致していることになるので、無駄な移動動作を行うことなく
、速やかに排版動作、製版動作および給版動作に入ることができて、印刷完了までの所要
時間を短縮することができる。換言すれば、最初の１枚目の印刷物を得るまでのＦＰＴ（
フアースト・プリントタイム）を短縮することが可能となる。
【０１４８】
請求項６記載の発明によれば、各保持手段が製版済みのマスタの先端部を保持した後、各
印刷ドラムが製版済みのマスタを巻装すべく回転するときに、少なくとも一方の給版ロー
ラが回転停止または連れ回りすることにより、給版されるマスタにブレーキ抵抗を付与す
ることによって、請求項２ないし５の何れか一つに記載の発明の効果に加えて、製版済み
のマスタが適度のテンションを付与されながら各印刷ドラムに巻き付けられることになる
ので、たとえ薄いマスタでもシワ無く巻装することができる。
【０１４９】
請求項７記載の発明によれば、各保持手段が製版済みのマスタの先端部を保持した後、各
印刷ドラムが製版済みのマスタを巻装すべく回転するときに、上記給版ローラおよび上記
ベルトの少なくとも一方が回転停止または連れ回りすることにより、給版されるマスタに
ブレーキ抵抗を付与することによって、請求項２ないし５の何れか一つに記載の発明の効
果に加えて、製版済みのマスタが適度のテンションを付与されながら各印刷ドラムに巻き
付けられることになるので、たとえ薄いマスタでもシワ無く巻装することができる。
【０１５０】
請求項８記載の発明によれば、給版ローラ、ベルトおよび二つの給版ガイドローラは、製
版済みのマスタの先端を略真下に向けて案内する位置関係をもって配置されているので、
請求項７記載の発明の効果に加えて、製版済みのマスタの先端を各保持手段に向けて確実
に案内することができ、案内部材等の案内手段を不要とすることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の多色印刷装置に係る実施形態１を示す多色孔版印刷装置の概略的な正面
図である。
【図２】図１の多色孔版印刷装置における製版装置および排版給版装置周りの一部断面正
面図である。
【図３】図１の多色孔版印刷装置における用紙搬送装置の分解斜視図である。
【図４】図３の用紙搬送装置におけるタイミングベルトの斜視図である。
【図５】図３の用紙搬送装置における用紙先端クランパの分解斜視図である。
【図６】図１の多色孔版印刷装置における操作パネルの要部の平面図である。
【図７】図１および図８の多色孔版印刷装置における主な制御構成を表す制御ブロック図
である。
【図８】実施形態２を示す多色孔版印刷装置における製版装置および排版給版装置周りの
一部断面正面図である。
【符号の説明】
１　製版装置
２，２００　排版給版装置
３　マスタ
４　プラテンローラ
５　製版手段としてのサーマルヘッド
２１　用紙搬送装置
２５Ａ～２５Ｄ　押圧手段としてのプレスローラ
３５　製版装置を構成するプロッタモータ
３６　製版装置を構成する電磁クラッチ
３７　給紙装置
３８　移動手段
４０　排版手段
４１，２４１　給版案内手段を構成する給版案内駆動手段としての給版モータ
４２　排版収納手段
４３，２４３　給版案内手段としての給版ガイド部
４４ａ，４４ｂ，６３　給版ローラ
６４　ベルトとしてのゴムベルト
６５，６６　給版ガイドローラ
４９　移動手段を構成する移動駆動手段としての駆動モータ
５５　制御手段としての制御装置
５６　排版給版装置位置検出装置
５６Ａ～５６Ｄ　停止位置検出手段としての停止位置センサ
５９Ａ～５９Ｄ　保持手段としてのマスタクランパ
６０　排版手段を構成する排版モータ
７３　排版手段を構成するソレノイド
８３　満杯検知手段としての満杯検知センサ
９０　操作パネル
９５Ａ　報知手段としてのガイダンス部
９５Ｂ　報知手段としての補助表示部
９９　印刷装置本体としての本体フレーム
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ　印刷ドラム
Ｐ　印刷用紙
Ｐ１　第１の位置
Ｐ２　第２の位置
Ｘ　左右方向
Ｘ１　用紙搬送方向
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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