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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷絵柄の製版に用いるスクリーニングの各種類に対応する印刷機の印刷特性情報を取
得する印刷特性情報取得手段と、
　上記印刷絵柄の各領域に対して使用する上記スクリーニングの種類を上記の各領域と対
応させて取得するスクリーニング情報取得手段と、
　上記スクリーニングの種類に対応する上記印刷特性情報に基づいてインキの供給量を制
御するインキ供給量制御手段と
を備えたことを特徴とする、印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項２】
　上記印刷機のインキ供給ゾーン毎に上記印刷絵柄中の特定の画素領域を注目画素領域と
して設定する注目画素領域設定手段をさらにそなえ、
　上記インキ供給量制御手段は、注上記目画素領域設定手段により設定された上記注目画
素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記印刷特性情報に基づいてインキの供給
量を制御する
ことを特徴とする、請求項１記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項３】
　上記印刷特性情報は、上記スクリーニングの種類毎に所定の絵柄を基準ベタ濃度で印刷
し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られる各インキ色の網
点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規定した上記スクリ
ーニングの種類毎のルックアップテーブルであり、
　上記インキ供給量制御手段は、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応す
る上記ルックアップテーブルを用いてインキの供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項２記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項４】
　上記インキ供給量制御手段は、
　印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅で分割したときの上記インキ供給単位幅
毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設定手段と、
　印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計により上記本
刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得手段と、
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　上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルに
基づき、上記目標混色網濃度に対応する各インキ色の目標網点面積率を演算する目標網点
面積率演算手段と、
　上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルに
基づき、上記実混色網濃度に対応する各インキ色の実網点面積率を演算する実網点面積率
演算手段と、
　予め設定した網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率に対
応する目標単色網濃度を演算する目標単色網濃度演算手段と、
　上記の網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記実網点面積率に対応する実
単色網濃度を演算する実単色網濃度演算手段と、
　予め設定した網点面積率と単色網濃度とベタ濃度との対応関係に基づき、上記目標網点
面積率のもとでの上記目標単色網濃度と上記実単色網濃度との偏差に対応するベタ濃度偏
差を演算するベタ濃度偏差演算手段と、を備え
　上記ベタ濃度偏差に基づくフィードバック制御により上記インキ供給単位幅毎にインキ
供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項３記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項５】
　上記目標混色網濃度設定手段は、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを取得する
網点面積率データ取得手段と、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する
上記ルックアップテーブルを用いて上記網点面積率データから得られる上記注目画素領域
の網点面積率を混色網濃度に変換する変換手段とを備え、上記注目画素領域の混色網濃度
を上記目標混色網濃度として設定するように構成され、
　上記実混色網濃度取得手段は、上記注目画素の実混色網濃度を取得するように構成され
ている
ことを特徴とする、請求項４記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項６】
　上記印刷特性情報は、基準となる上記スクリーニングで製版された所定の絵柄を基準ベ
タ濃度で印刷し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られる各
インキ色の網点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規定し
た基準のルックアップテーブルと、
　上記スクリーニングの種類に対応したドットゲイン特性情報とであって、
　上記インキ供給量制御手段は、上記基準のルックアップテーブルと、上記注目画素領域
の上記スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性情報と上記基準となる上記
スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性情報との差分と、に基づいてイン
キの供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項２記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項７】
　上記インキ供給量制御手段は、
　印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅で分割したときの上記インキ供給単位幅
毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設定手段と、
　印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計により上記本
刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得手段と、
　上記基準のルックアップテーブルに基づき、上記目標混色網濃度に対応する各インキ色
の目標網点面積率を演算する目標網点面積率演算手段と、
　上記基準のルックアップテーブルに基づき、上記実混色網濃度に対応する各インキ色の
実網点面積率を演算する実網点面積率演算手段と、
　予め設定した網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率に対
応する目標単色網濃度を演算する目標単色網濃度演算手段と、
　上記の網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記実網点面積率に対応する実
単色網濃度を演算する実単色網濃度演算手段と、
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　予め設定した網点面積率と単色網濃度とベタ濃度との対応関係に基づき、上記目標網点
面積率のもとでの上記目標単色網濃度と上記実単色網濃度との偏差に対応するベタ濃度偏
差を演算するベタ濃度偏差演算手段と、を備え
　上記ベタ濃度偏差に基づくフィードバック制御により上記インキ供給単位幅毎にインキ
供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項６記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項８】
　上記目標混色網濃度設定手段は、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを取得する
網点面積率データ取得手段と、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する
上記ドットゲイン特性情報と上記基準となる上記スクリーニングの種類に対応する上記ド
ットゲイン特性情報との差分に基づいて上記網点面積率データから得られる上記注目画素
領域の網点面積率を補正した補正後網点面積率を算出する補正後網点面積率算出手段と、
上記基準のルックアップテーブルを用いて上記補正後網点面積率を混色網濃度に変換する
変換手段とを備え、変換した上記注目画素領域の混色網濃度を上記目標混色網濃度として
設定するように構成され、
　上記実混色網濃度取得手段は、上記注目画素の実混色網濃度を取得するように構成され
ている
ことを特徴とする、請求項７記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項９】
　上記スクリーニング情報取得手段は、ジョブチケットデータから上記スクリーニング情
報を取得する
ことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項１０】
　上記スクリーニング情報取得手段は、製版データから上記スクリーニング情報を取得す
る
ことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項１１】
　上記印刷特性情報取得手段は、ジョブチケットデータから上記印刷特性情報を取得する
ことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の印刷機の絵柄色調制御装置。
【請求項１２】
　印刷絵柄の製版に用いるスクリーニングの各種類に対応する印刷機の印刷特性情報を取
得する印刷特性情報取得ステップと、
　上記印刷絵柄の各領域に対して使用する上記スクリーニングの種類を上記各領域と対応
させて取得するスクリーニング情報取得ステップと、
　上記スクリーニングの種類に対応する上記印刷特性情報に基づいてインキの供給量を制
御するインキ供給量制御ステップと
を備えたことを特徴とする、印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項１３】
　上記印刷機のインキ供給ゾーン毎に印刷絵柄中の特定の画素領域を注目画素領域として
設定する注目画素領域設定ステップをさらにそなえ、
　上記インキ供給量制御ステップでは、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に
対応する上記印刷特性情報に基づいてインキの供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項１２記載の印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項１４】
　上記印刷特性情報は、上記スクリーニングの種類毎に所定の絵柄を基準ベタ濃度で印刷
し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られる各インキ色の網
点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規定した上記スクリ
ーニングの種類毎のルックアップテーブルであり、
　上記インキ供給量制御ステップでは、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に
対応する上記ルックアップテーブルを用いてインキの供給量を制御する
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ことを特徴とする、請求項１３記載の印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項１５】
　上記インキ供給量制御ステップは、
　印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅で分割したときの上記インキ供給単位幅
毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設定ステップと、
　印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計により上記本
刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得ステップと、
　上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルに
基づき、上記目標混色網濃度に対応する各インキ色の目標網点面積率を演算する目標網点
面積率演算ステップと、
　上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルに
基づき、上記実混色網濃度に対応する各インキ色の実網点面積率を演算する実網点面積率
演算ステップと、
　予め設定した網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率に対
応する目標単色網濃度を演算する目標単色網濃度演算ステップと、
　上記の網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記実網点面積率に対応する実
単色網濃度を演算する実単色網濃度演算ステップと、
　予め設定した網点面積率と単色網濃度とベタ濃度との対応関係に基づき、上記目標網点
面積率のもとでの上記目標単色網濃度と上記実単色網濃度との偏差に対応するベタ濃度偏
差を演算するベタ濃度偏差演算ステップと、を備え、
　上記ベタ濃度偏差に基づくフィードバック制御により上記インキ供給単位幅毎にインキ
供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項１４記載の印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項１６】
　上記目標混色網濃度設定ステップは、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを取得
する網点面積率データ取得ステップと、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に
対応する上記ルックアップテーブルを用いて上記網点面積率データから得られる上記注目
画素領域の網点面積率を混色網濃度に変換する変換ステップとを備え、上記注目画素領域
の混色網濃度を上記目標混色網濃度として設定するように構成され、
　上記実混色網濃度取得ステップは、上記注目画素の実混色網濃度を取得するように構成
されている
ことを特徴とする、請求項１５記載の印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項１７】
　上記印刷特性情報は、基準となる上記スクリーニングで製版された所定の絵柄を基準ベ
タ濃度で印刷し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られる各
インキ色の網点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規定し
た基準のルックアップテーブルと、
　上記スクリーニングの種類に対応したドットゲイン特性情報とであって、
　上記インキ供給量制御ステップでは、上記基準のルックアップテーブルと、上記注目画
素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性情報と上記基準とな
る上記スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性情報との差分と、に基づい
てインキの供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項１３記載の印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項１８】
　上記インキ供給量制御ステップは、
　印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅で分割したときの上記インキ供給単位幅
毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設定ステップと、
　印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計により上記本
刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得ステップと、
　上記基準のルックアップテーブルに基づき、上記目標混色網濃度に対応する各インキ色
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の目標網点面積率を演算する目標網点面積率演算ステップと、
　上記基準のルックアップテーブルに基づき、上記実混色網濃度に対応する各インキ色の
実網点面積率を演算する実網点面積率演算ステップと、
　予め設定した網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率に対
応する目標単色網濃度を演算する目標単色網濃度演算ステップと、
　上記の網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記実網点面積率に対応する実
単色網濃度を演算する実単色網濃度演算ステップと、
　予め設定した網点面積率と単色網濃度とベタ濃度との対応関係に基づき、上記目標網点
面積率のもとでの上記目標単色網濃度と上記実単色網濃度との偏差に対応するベタ濃度偏
差を演算するベタ濃度偏差演算ステップと、を備え、
　上記ベタ濃度偏差に基づくフィードバック制御により上記インキ供給単位幅毎にインキ
供給量を制御する
ことを特徴とする、請求項１７記載の印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項１９】
　上記目標混色網濃度設定ステップは、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを取得
する網点面積率データ取得ステップと、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に
対応する上記ドットゲイン特性情報と上記基準となる上記スクリーニングの種類に対応す
る上記ドットゲイン特性情報との差分に基づいて上記網点面積率データから得られる上記
注目画素領域の網点面積率を補正した補正後網点面積率を算出する補正後網点面積率算出
ステップと、上記基準のルックアップテーブルを用いて上記補正後網点面積率を混色網濃
度に変換する変換ステップとを備え、変換した上記注目画素領域の混色網濃度を上記目標
混色網濃度として設定するように構成され、
　上記実混色網濃度取得ステップは、上記注目画素の実混色網濃度を取得するように構成
されている
ことを特徴とする、請求項１８記載の印刷機の絵柄色調制御方法。
【請求項２０】
　上記スクリーニング情報取得ステップでは、ジョブチケットデータから上記スクリーニ
ング情報を取得する
ことを特徴とする、請求項１２～１９のいずれか１項に記載の印刷機の絵柄色調制御方法
。
【請求項２１】
　上記スクリーニング情報取得ステップでは、製版データから上記スクリーニング情報を
取得する
ことを特徴とする、請求項１２～１９のいずれか１項に記載の印刷機の絵柄色調制御方法
。
【請求項２２】
　上記印刷特性情報取得ステップでは、ジョブチケットデータから上記印刷特性情報を取
得する
ことを特徴とする、請求項１２～２１のいずれか１項に記載の印刷機の絵柄色調制御方法
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　上述の目的を達成するために、請求項１記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、
印刷絵柄の製版に用いるスクリーニングの各種類に対応する印刷機の印刷特性情報を取得
する印刷特性情報取得手段と、上記印刷絵柄の各領域に対して使用する上記スクリーニン
グの種類を上記の各領域と対応させて取得するスクリーニング情報取得手段と、上記スク
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リーニングの種類に対応する上記印刷特性情報に基づいてインキの供給量を制御するイン
キ供給量制御手段とを備えたことを特徴としている。
　また、請求項２記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項１のものにおいて
、上記印刷機のインキ供給ゾーン毎に上記印刷絵柄中の特定の画素領域を注目画素領域と
して設定する注目画素領域設定手段をさらにそなえ、上記インキ供給量制御手段は、注上
記目画素領域設定手段により設定された上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に
対応する上記印刷特性情報に基づいてインキの供給量を制御することを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、請求項３記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項２のものにおいて
、上記印刷特性情報は、上記スクリーニングの種類毎に所定の絵柄を基準ベタ濃度で印刷
し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られる各インキ色の網
点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規定した上記スクリ
ーニングの種類毎のルックアップテーブルであり、上記インキ供給量制御手段は、上記注
目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルを用いてイ
ンキの供給量を制御することを特徴としている。
　また、請求項４記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項３のものにおいて
、上記インキ供給量制御手段は、印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅で分割し
たときの上記インキ供給単位幅毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設定手段と
、印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計により上記本
刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得手段と、上記注目画素領域の上記ス
クリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルに基づき、上記目標混色網濃度
に対応する各インキ色の目標網点面積率を演算する目標網点面積率演算手段と、上記注目
画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルに基づき、上
記実混色網濃度に対応する各インキ色の実網点面積率を演算する実網点面積率演算手段と
、予め設定した網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率に対
応する目標単色網濃度を演算する目標単色網濃度演算手段と、上記の網点面積率と単色網
濃度との対応関係に基づき、上記実網点面積率に対応する実単色網濃度を演算する実単色
網濃度演算手段と、予め設定した網点面積率と単色網濃度とベタ濃度との対応関係に基づ
き、上記目標網点面積率のもとでの上記目標単色網濃度と上記実単色網濃度との偏差に対
応するベタ濃度偏差を演算するベタ濃度偏差演算手段と、を備え上記ベタ濃度偏差に基づ
くフィードバック制御により上記インキ供給単位幅毎にインキ供給量を制御することを特
徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、請求項５記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項４のものにおいて
、上記目標混色網濃度設定手段は、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを取得する
網点面積率データ取得手段と、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する
上記ルックアップテーブルを用いて上記網点面積率データから得られる上記注目画素領域
の網点面積率を混色網濃度に変換する変換手段とを備え、上記注目画素領域の混色網濃度
を上記目標混色網濃度として設定するように構成され、上記実混色網濃度取得手段は、上
記注目画素の実混色網濃度を取得するように構成されていることを特徴としている。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、請求項６記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項２のものにおいて
、上記印刷特性情報は、基準となる上記スクリーニングで製版された所定の絵柄を基準ベ
タ濃度で印刷し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られる各
インキ色の網点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規定し
た基準のルックアップテーブルと、上記スクリーニングの種類に対応したドットゲイン特
性情報とであって、上記インキ供給量制御手段は、上記基準のルックアップテーブルと、
上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性情報と上
記基準となる上記スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性情報との差分と
、に基づいてインキの供給量を制御することを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、請求項７記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項６のものにおいて
、上記インキ供給量制御手段は、印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅で分割し
たときの上記インキ供給単位幅毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設定手段と
、印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計により上記本
刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得手段と、上記基準のルックアップテ
ーブルに基づき、上記目標混色網濃度に対応する各インキ色の目標網点面積率を演算する
目標網点面積率演算手段と、上記基準のルックアップテーブルに基づき、上記実混色網濃
度に対応する各インキ色の実網点面積率を演算する実網点面積率演算手段と、予め設定し
た網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率に対応する目標単
色網濃度を演算する目標単色網濃度演算手段と、上記の網点面積率と単色網濃度との対応
関係に基づき、上記実網点面積率に対応する実単色網濃度を演算する実単色網濃度演算手
段と、予め設定した網点面積率と単色網濃度とベタ濃度との対応関係に基づき、上記目標
網点面積率のもとでの上記目標単色網濃度と上記実単色網濃度との偏差に対応するベタ濃
度偏差を演算するベタ濃度偏差演算手段と、を備え、上記ベタ濃度偏差に基づくフィード
バック制御により上記インキ供給単位幅毎にインキ供給量を制御することを特徴としてい
る。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、請求項８記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項７のものにおいて
、上記目標混色網濃度設定手段は、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを取得する
網点面積率データ取得手段と、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する
上記ドットゲイン特性情報と上記基準となる上記スクリーニングの種類に対応する上記ド
ットゲイン特性情報との差分に基づいて上記網点面積率データから得られる上記注目画素
領域の網点面積率を補正した補正後網点面積率を算出する補正後網点面積率算出手段と、
上記基準のルックアップテーブルを用いて上記補正後網点面積率を混色網濃度に変換する
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変換手段とを備え、変換した上記注目画素領域の混色網濃度を上記目標混色網濃度として
設定するように構成され、上記実混色網濃度取得手段は、上記注目画素の実混色網濃度を
取得するように構成されていることを特徴としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、請求項９記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項１～８のいずれか
１項のものにおいて、上記スクリーニング情報取得手段は、ジョブチケットデータから上
記スクリーニング情報を取得することを特徴としている。
　また、請求項１０記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項１～８のいずれ
か１項のものにおいて、上記スクリーニング情報取得手段は、製版データから上記スクリ
ーニング情報を取得することを特徴としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、請求項１１記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置は、請求項１～１０のいず
れか１項のものにおいて、上記印刷特性情報取得手段は、ジョブチケットデータから上記
印刷特性情報を取得することを特徴としている。
　また、請求項１２記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、印刷絵柄の製版に用い
るスクリーニングの各種類に対応する印刷機の印刷特性情報を取得する印刷特性情報取得
ステップと、上記印刷絵柄の各領域に対して使用する上記スクリーニングの種類を上記各
領域と対応させて取得するスクリーニング情報取得ステップと、上記注目画素領域の上記
スクリーニングの種類に対応する上記印刷特性情報に基づいてインキの供給量を制御する
インキ供給量制御ステップとを備えたことを特徴としている。
　請求項１３記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１２のものにおいて、
上記印刷機のインキ供給ゾーン毎に印刷絵柄中の特定の画素領域を注目画素領域として設
定する注目画素領域設定ステップをさらにそなえ、上記インキ供給量制御ステップでは、
上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記印刷特性情報に基づいてイ
ンキの供給量を制御することを特徴としている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、請求項１４記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１３のものにお
いて、上記印刷特性情報は、上記スクリーニングの種類毎に所定の絵柄を基準ベタ濃度で
印刷し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られる各インキ色
の網点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規定した上記ス
クリーニングの種類毎のルックアップテーブルであり、上記インキ供給量制御ステップで
は、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブル
を用いてインキの供給量を制御することを特徴としている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書



(9) JP 2007-190853 A5 2009.2.26

【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、請求項１５記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１４のものにお
いて、上記インキ供給量制御ステップは、印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅
で分割したときの上記インキ供給単位幅毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設
定ステップと、印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計
により上記本刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得ステップと、上記注目
画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップテーブルに基づき、上
記目標混色網濃度に対応する各インキ色の目標網点面積率を演算する目標網点面積率演算
ステップと、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ルックアップ
テーブルに基づき、上記実混色網濃度に対応する各インキ色の実網点面積率を演算する実
網点面積率演算ステップと、予め設定した網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき
、上記目標網点面積率に対応する目標単色網濃度を演算する目標単色網濃度演算ステップ
と、上記の網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記実網点面積率に対応する
実単色網濃度を演算する実単色網濃度演算ステップと、予め設定した網点面積率と単色網
濃度とベタ濃度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率のもとでの上記目標単色網濃
度と上記実単色網濃度との偏差に対応するベタ濃度偏差を演算するベタ濃度偏差演算ステ
ップと、を備え、上記ベタ濃度偏差に基づくフィードバック制御により上記インキ供給単
位幅毎にインキ供給量を制御することを特徴としている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、請求項１６記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１５のものにお
いて、上記目標混色網濃度設定ステップは、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを
取得する網点面積率データ取得ステップと、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種
類に対応する上記ルックアップテーブルを用いて上記網点面積率データから得られる上記
注目画素領域の網点面積率を混色網濃度に変換する変換ステップとを備え、上記注目画素
領域の混色網濃度を上記目標混色網濃度として設定するように構成され、上記実混色網濃
度取得ステップは、上記注目画素の実混色網濃度を取得するように構成されていることを
特徴としている。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、請求項１７記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１３のものにお
いて、上記印刷特性情報は、基準となる上記スクリーニングで製版された所定の絵柄を基
準ベタ濃度で印刷し、印刷物の混色網濃度をＩＲＧＢ濃度計で実測し、これにより得られ
る各インキ色の網点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応関係を規
定した基準のルックアップテーブルと、上記スクリーニングの種類に対応したドットゲイ
ン特性情報とであって、上記インキ供給量制御ステップは、上記基準のルックアップテー
ブルと、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性
情報と上記基準となる上記スクリーニングの種類に対応する上記ドットゲイン特性情報と
の差分と、に基づいてインキの供給量を制御することを特徴としている。
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【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　また、請求項１８記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１７のものにお
いて、上記インキ供給量制御ステップは、印刷絵柄をインキ供給装置のインキ供給単位幅
で分割したときの上記インキ供給単位幅毎の目標混色網濃度を設定する目標混色網濃度設
定ステップと、印刷で得られる本刷りシートの走行ライン上に配置されたＩＲＧＢ濃度計
により上記本刷りシートの混色網濃度を取得する実混色網濃度取得ステップと、上記基準
のルックアップテーブルに基づき、上記目標混色網濃度に対応する各インキ色の目標網点
面積率を演算する目標網点面積率演算ステップと、上記基準のルックアップテーブルに基
づき、上記実混色網濃度に対応する各インキ色の実網点面積率を演算する実網点面積率演
算ステップと、予め設定した網点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記目標網
点面積率に対応する目標単色網濃度を演算する目標単色網濃度演算ステップと、上記の網
点面積率と単色網濃度との対応関係に基づき、上記実網点面積率に対応する実単色網濃度
を演算する実単色網濃度演算ステップと、予め設定した網点面積率と単色網濃度とベタ濃
度との対応関係に基づき、上記目標網点面積率のもとでの上記目標単色網濃度と上記実単
色網濃度との偏差に対応するベタ濃度偏差を演算するベタ濃度偏差演算ステップと、を備
え、上記ベタ濃度偏差に基づくフィードバック制御により上記インキ供給単位幅毎にイン
キ供給量を制御することを特徴としている。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、請求項１９記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１８のものにお
いて、上記目標混色網濃度設定ステップは、上記印刷絵柄のｋｃｍｙ網点面積率データを
取得する網点面積率データ取得ステップと、上記注目画素領域の上記スクリーニングの種
類に対応する上記ドットゲイン特性情報と上記基準となる上記スクリーニングの種類に対
応する上記ドットゲイン特性情報との差分に基づいて上記網点面積率データから得られる
上記注目画素領域の網点面積率を補正した補正後網点面積率を算出する補正後網点面積率
算出ステップと、上記基準のルックアップテーブルを用いて上記補正後網点面積率を混色
網濃度に変換する変換ステップとを備え、変換した上記注目画素領域の混色網濃度を上記
目標混色網濃度として設定するように構成され、上記実混色網濃度取得ステップは、上記
注目画素の実混色網濃度を取得するように構成されていることを特徴としている。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、請求項２０記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１２～１９のい
ずれか１項のものにおいて、上記スクリーニング情報取得ステップでは、ジョブチケット
データから上記スクリーニング情報を取得することを特徴としている。
　また、請求項２１記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は請求項１２～１９のいず
れか１項のものにおいて上記スクリーニング情報取得ステップでは、製版データから上記
スクリーニング情報を取得することを特徴としている。
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【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、請求項２２記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御方法は、請求項１２～２１のい
ずれか１項のものにおいて、上記印刷特性情報取得ステップでは、ジョブチケットデータ
から上記印刷特性情報を取得することを特徴としている。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　請求項１，２記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項１２，１３記載の印
刷機の絵柄色調制御方法によれば、同一の刷版に異なる複数種類のスクリーニングを用い
る場合であっても、スクリーニング種類毎の印刷特性に基づいてインキの供給量を制御す
るので、異なるスクリーニング間の色調のバラツキを低減することができ、精度の高い印
刷機の絵柄色調制御を行うことができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、請求項３記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項１４記載の印刷機
の絵柄色調制御方法によれば、請求項１，２又は１２，１３の効果に加え、スクリーニン
グ種類毎の各インキ色の網点面積率ｋ，ｃ，ｍ，ｙと混色網濃度Ｉ，Ｒ，Ｇ，Ｂとの対応
関係を規定するルックアップテーブルを用いて基づいて各インキ色ｋ，ｃ，ｍ，ｙのイン
キ供給量を制御して精度の高い印刷機の絵柄色調制御を行うことができる。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　また、請求項４記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項１５記載の印刷機
の絵柄色調制御方法によれば、ＩＲＧＢ濃度計により検出した本刷りシートの実混色網濃
度にと目標混色網濃度に基づいて各インキ色ｋ，ｃ，ｍ，ｙのインキ供給量をフィードバ
ック制御するので請求項３又は１４の効果に加え、確実に高精度な印刷機の絵柄色調制御
を行うことができる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　また、請求項５記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項１６記載の印刷機
の絵柄色調制御方法によれば、請求項４又は１５の効果に加え、インキ供給量制御に用い
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るスクリーニングの種類の対応したルックアップテーブルを用いて印刷絵柄の網点面積率
から目標混色網濃度を設定するので、ＯＫシートが印刷されるのを待つまでもなく印刷開
始直後から注目画素領域のスクリーニング種類に対応した正確な色調制御を行うことがで
き、印刷開始からＯＫシートが得られるまでの時間をより短縮して損紙を低減することが
できる。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　また、請求項６記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項１７記載の印刷機
の絵柄色調制御方法によれば、請求項２又は１３の効果に加え、スクリーニング種類毎の
ドットゲイン特性と基準となるスクリーニングでのドットゲイン特性との差分に基づいて
各インキ色各インキ色ｋ，ｃ，ｍ，ｙのインキ供給量を制御して精度の高い印刷機の絵柄
色調制御を行うことができる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　また、請求項７記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項１８記載の印刷機
の絵柄色調制御方法によれば、ＩＲＧＢ濃度計により検出した本刷りシートの実混色網濃
度と目標混色網濃度とに基づいて各インキ色ｋ，ｃ，ｍ，ｙのインキ供給量をフィードバ
ック制御するので請求項６又は１７の効果に加え、確実に高精度な印刷機の絵柄色調制御
を行うことができる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　また、請求項８記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項１９記載の印刷機
の絵柄色調制御方法によれば、請求項６又は１６の効果に加え、注目画素領域のスクリー
ニングの種類に対応するドットゲイン特性情報と基準となるスクリーニングの種類に対応
するドットゲイン特性情報との差分に応じて補正した補正後網点面積率から基準のルック
アップテーブルを用いて目標混色網濃度を設定するので、ＯＫシートが印刷されるのを待
つまでもなく印刷開始直後から注目画素領域についてスクリーニングの種類の違いに起因
するドットゲインの大きさ差異を補正して正確に色調制御を行うことができ、印刷開始か
らＯＫシートが得られるまでの時間をより短縮して損紙を低減することができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　また、請求項９記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項２０記載の印刷機
の絵柄色調制御方法によれば、請求項１～８のいずれか１項あるいは請求項１２～１９の
いずれか１項の効果に加え、例えば印刷する紙面のデザイナーなどの紙面構成担当者等が
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、製版データ及び印刷用ジョブチケットデータの作成時に、ジョブチケットデータに絵柄
色調制御に用いるスクリーニング種類に関する情報を書き込み、印刷時には書き込まれた
スクリーニング種類に関する情報を用いるので、印刷物が所望の色調となるように高精度
な絵柄色調制御を行なうことができる。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　また、請求項１０記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項２１記載の印刷
機の絵柄色調制御方法によれば、請求項１～８のいずれか１項あるいは請求項１２～１９
のいずれか１項の効果に加え、製版データからスクリーニング情報を取得して、印刷物が
所望の色調となるように高精度な絵柄色調制御を行なうことができる。
　また、請求項１１記載の本発明の印刷機の絵柄色調制御装置及び請求項２２記載の印刷
機の絵柄色調制御方法によれば、請求項１～１０のいずれか１項あるいは請求項１２～２
１のいずれか１項の効果に加え、例えば、基地局等で予めスクリーニング種類毎に印刷特
性情報を取得しておいた印刷特性情報をジョブチケットデータに書き込み、印刷工場では
ジョブチケットデータから上記の印刷特性情報を取得するので、印刷工場において印刷特
性情報を取得する必要がなく印刷にかかる作業負荷を軽減することができる。
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