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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意の印刷条件において、印刷機に設置されて印刷中に各印刷色を計測するオンライン
センサである第１の測色計によって、前記印刷機を走行する印刷物を計測し第１の色情報
の測色値である第１の測色値を得ると共に、前記印刷機外で印刷色を計測するオフライン
センサである第２の測色計によって、前記印刷物の特定箇所を計測し前記第１の色情報と
は種類が異なる第２の色情報の測色値である第２の測色値を得る計測ステップと、
　予め設定された、標準印刷条件において前記第１の測色計及び前記第２の測色計を用い
て同じ色を計測したときの前記第１の色情報と前記第２の色情報との対応関係と、前記計
測ステップにより前記印刷物の前記特定箇所について計測された前記第１の測色値及び前
記第２の測色値とを用いて、走行する前記印刷物を前記第１の測色計によって計測して得
た前記第１の測色値を、前記第２の測色計によって計測した場合の前記第２の測色値に換
算する換算ステップと、を備える
ことを特徴とする、走行する印刷物の測色値換算方法。
【請求項２】
　前記換算ステップでは、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算する場合の補正量
を求め、前記対応関係と前記補正量とを用いて前記換算を行なう
ことを特徴とする、請求項１記載の走行する印刷物の測色値換算方法。
【請求項３】
　前記換算ステップでは、前記対応関係を用いて、前記計測ステップにより前記印刷物の
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前記特定箇所について計測された前記第１の測色値及び前記第２の測色値から、前記補正
量を求める
ことを特徴とする、請求項２記載の走行する印刷物の測色値換算方法。
【請求項４】
　前記補正量が所定の範囲を超える場合は、前記補正量により前記対応関係を修正するス
テップを更に備え、
　前記対応関係修正ステップにより前記対応関係が修正されると、前記換算ステップでは
、修正された前記対応関係を用いる
ことを特徴とする、請求項２又は３記載の走行する印刷物の色値換算方法。
【請求項５】
　前記対応関係は、前記第１の測色計により計測される前記第１の色情報と前記第２の測
色計により計測される前記第２の色情報とを対応させた対応テーブルであって、
　前記換算ステップでは、前記対応テーブルにおける前記第１の測色値と前記第２の測色
値との何れか一方の値の近傍領域について、前記対応テーブルにおける前記第１の色情報
に対する前記第１の測色値の変化分と前記対応テーブルにおける前記第２の色情報に対す
る前記第２の測色値の変化分とを対応させた変化分対応テーブルを求め、該変化分対応テ
ーブルの何れかの変化分を前記補正量とする
ことを特徴とする、請求項１～４の何れか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算方法
。
【請求項６】
　前記近傍領域とは、前記一方の値に対して予め設定した一定の色空間距離範囲内の領域
である
ことを特徴とする、請求項５記載の走行する印刷物の測色値換算方法。
【請求項７】
　前記近傍領域とは、前記対応テーブルにおいて前記一方の値に対して最も色空間距離の
近い値から順に所定個数の値の範囲内の領域である
ことを特徴とする、請求項５記載の走行する印刷物の測色値換算方法。
【請求項８】
　前記第２の測色値は色座標値である
ことを特徴とする、請求項１～７の何れか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算方法
。
【請求項９】
　前記対応関係は、前記印刷機により色再現範囲を網羅した複数の色を印刷して、これら
の複数の印刷色のそれぞれを前記第１の測色値を計測しうる第１の測色計により計測する
と共に前記第２の測色値を計測しうる第２の測色計により計測して、これらの複数の計測
値の対応から取得されたものであって、
　前記計測ステップで用いる前記第１の測色計と前記対応関係の取得の際に用いる前記第
１の測色計とが、同一の測色計、別の測色計であるが同一の検出特性の測色計、別の測色
計であり別の検出特性であるが両者の検出特性の対応関係が既知である測色計、の何れか
であると共に、
　前記計測ステップで用いる前記第２の測色計と前記対応関係の取得の際に用いる前記第
２の測色計とが、同一の測色計、別の測色計であるが同一の検出特性の測色計、別の測色
計であり別の検出特性であるが両者の検出特性の対応関係が既知である測色計、の何れか
である
ことを特徴とする、請求項１～８の何れか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算方法
。
【請求項１０】
　前記第１の測色値は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色のＲＧＢ濃度値、又は、赤
（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤外（Ｉ）の４色のＲＧＢＩ濃度値で与えられ、
　前記第１の測色計は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色の濃度値を検出するＲＧＢ
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濃度計、又は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤外（Ｉ）の４色の濃度値を検出するＲ
ＧＢＩ濃度計である
ことを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算方
法。
【請求項１１】
　前記換算ステップは、印刷製品とする通常印刷用絵柄を印刷する通常印刷時に実施し、
　前記計測ステップでは、前記換算ステップと同様の前記通常印刷用絵柄を印刷して前記
計測値を取得する
ことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算
方法。
【請求項１２】
　前記計測ステップは、印刷条件が変更されると実施する
ことを特徴とする、請求項１１記載の走行する印刷物の測色値換算方法。
【請求項１３】
　前記印刷条件とは、印刷に使用する用紙又はインキを含む印刷資材条件、或いは印刷絵
柄である
ことを特徴とする、請求項１～１２の何れか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算方
法。
【請求項１４】
　請求項１～１３の何れか１項に記載の方法を用いて、前記印刷機により印刷を行ないな
がら前記換算ステップを実施し、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して、前記
印刷機による印刷を制御する方法であって、
　前記換算した前記第２の測色値を予め設定された前記の第２の測色値の目標値と比較す
る比較ステップと、
　前記比較ステップにより、前記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定
された許容値を超えたと判定されたら、前記色差が減少する方向にインキ供給量を調整す
る調整信号を出力する調整ステップと、をそなえている
ことを特徴とする、印刷制御方法。
【請求項１５】
　請求項１～１３の何れか１項に記載の方法を用いて、印刷に係る非画線部を前記特定箇
所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施し、前記第１の測
色値を前記第２の測色値に換算して、前記印刷機による印刷を制御する方法であって、
　前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された前記の第２の測
色値の目標値と比較する比較ステップと、
　前記比較ステップにより、前記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定
された許容値を超えたと判定されたら、インキ汚れが発生していると判定しインキ汚れが
減少するように湿し水量を調整する調整ステップと、をそなえている
ことを特徴とする、印刷制御方法。
【請求項１６】
　請求項１～１３の何れか１項に記載の方法を用いて、印刷に係る非画線部を前記特定箇
所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施し、前記第１の測
色値を前記第２の測色値に換算して、前記印刷機による印刷状態を判定する方法であって
、
　前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された前記の第２の測
色値の目標値と比較する比較ステップと、
　前記比較ステップにより、前記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定
された許容値を超えたと判定されたら、印刷不良と判定する判定ステップと、をそなえて
いる
ことを特徴とする、印刷状態判定方法。
【請求項１７】
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　請求項１～１３の何れか１項に記載の方法を用いて、前記印刷機により印刷を行ないな
がら前記換算ステップを実施し、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して、前記
印刷機による印刷を制御する装置であって、
　前記換算した前記第２の測色値を予め設定された前記の第２の測色値の目標値と比較す
る比較手段と、
　前記比較手段により、前記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定され
た許容値を超えたと判定されたら、前記測色値の差が減少する方向にインキ供給量を調整
する調整手段と、をそなえている
ことを特徴とする、印刷制御装置。
【請求項１８】
　請求項１～１３の何れか１項に記載の方法を用いて、印刷に係る非画線部を前記特定箇
所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施し、前記第１の測
色値を前記第２の測色値に換算して、前記印刷機による印刷を制御する装置であって、
　前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された前記の第２の測
色値の目標値と比較する比較手段と、
　前記比較手段により、前記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定され
た許容値を超えたと判定されたら、インキ汚れが発生していると判定しインキ汚れが減少
するように湿し水量を調整する調整手段と、をそなえている
ことを特徴とする、印刷制御装置。
【請求項１９】
　請求項１～１３の何れか１項に記載の方法を用いて、印刷に係る非画線部を前記特定箇
所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施し、前記第１の測
色値を前記第２の測色値に換算して、前記所定印刷機による印刷状態を判定する装置であ
って、
　前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された前記の第２の測
色値の目標値と比較する比較手段と、
　前記比較手段により、前記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定され
た許容値を超えたと判定されたら、印刷不良と判定する判定手段と、をそなえている
ことを特徴とする、印刷状態判定装置。
【請求項２０】
　印刷機に設置されて印刷中に各印刷色を計測するオンラインセンサであって、前記印刷
機を走行する印刷物を計測し第１の色情報の測色値である第１の測色値を得る第１の測色
計と、
　前記印刷機外で印刷色を計測するオフラインセンサであって、前記印刷物の特定箇所を
計測し前記第１の色情報とは種類が異なる第２の色情報の測色値である第２の測色値を得
る第２の測色計と、
　標準印刷条件において前記第１の測色計及び前記第２の測色計を用いて同じ色を計測し
たときの前記第１の色情報と前記第２の色情報との対応関係を記憶した記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記対応関係と、任意の印刷条件において前記印刷物の前記
特定箇所について前記第１の測色計により計測された前記第１の測色値及び前記第２の測
色計により計測された前記第２の測色値とを用いて、前記走行する前記印刷物を前記第１
の測色計によって計測して得た前記第１の測色値を、前記第２の測色計によって計測した
場合の前記第２の測色値に換算する換算手段と、を備える
ことを特徴とする、走行する印刷物の測色値換算装置。
【請求項２１】
　前記換算手段は、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算する場合の補正量を求め
、前記対応関係と前記補正量とを用いて前記換算を行なう
ことを特徴とする、請求項２０記載の走行する印刷物の測色値換算装置。
【請求項２２】
　前記換算手段は、前記対応関係を用いて、前記第１の測色計及び前記第２の測色計によ
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り前記印刷物の前記特定箇所について計測された前記第１の測色値及び前記第２の測色値
から、前記補正量を求める
ことを特徴とする、請求項２１記載の走行する印刷物の測色値換算装置。
【請求項２３】
　前記記憶手段に記憶された前記対応関係は、前記第１の測色計により計測される前記第
１の色情報と前記第２の測色計により計測される前記第２の色情報とを対応させた対応テ
ーブルであって、
　前記換算手段は、前記対応テーブルにおける前記第１の測色値と前記第２の測色値との
何れか一方の値の近傍領域について、前記対応テーブルにおける前記第１の色情報に対す
る前記第１の測色値の変化分と前記対応テーブルにおける前記第２の色情報に対する前記
第２の測色値の変化分とを対応させた変化分対応テーブルを求め、該変化分対応テーブル
の何れかの変化分を前記補正量とする
ことを特徴とする、請求項２２記載の走行する印刷物の測色値換算装置。
【請求項２４】
　前記近傍領域とは、前記一方の値に対して予め設定した一定の色空間距離範囲内の領域
である
ことを特徴とする、請求項２３記載の走行する印刷物の測色値換算装置。
【請求項２５】
　前記近傍領域とは、前記対応テーブルにおいて前記一方の値に対して最も色空間距離の
近い値から順に所定個数の値の範囲内の領域である
ことを特徴とする、請求項２３記載の走行する印刷物の測色値換算装置。
【請求項２６】
　前記記憶手段に記憶された前記対応関係は、前記印刷機により色再現範囲を網羅した複
数の色を印刷して、これらの複数の印刷色のそれぞれを前記第１の測色値を計測しうる第
１の測色計により計測すると共に前記第２の測色値を計測しうる第２の測色計により計測
して、これらの複数の計測値の対応から前記対応関係を取得したものであって、
　前記換算手段による前記補正量の算出に用いる前記第１の測色計と前記対応関係の取得
に用いた前記第１の測色計とが、同一の測色計、別の測色計であるが同一の検出特性の測
色計、別の測色計であり別の検出特性であるが両者の検出特性の対応関係が既知である測
色計、の何れかであると共に、
　前記換算手段による前記補正量の算出に用いる前記第２の測色計と前記対応関係の取得
に用いた前記第２の測色計とが、同一のセンサ、別のセンサであるが同一の検出特性のセ
ンサ、別のセンサであり別の検出特性であるが両者の検出特性の対応関係が既知であるセ
ンサ、の何れかである
ことを特徴とする、請求項２２～２５の何れか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算
装置。
【請求項２７】
　前記第２の測色値は色座標値である
ことを特徴とする、請求項２０～２６の何れか１項に記載の走行する印刷物の測色値換算
装置。
【請求項２８】
　前記第１の測色値は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色のＲＧＢ濃度値、又は、赤
（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤外（Ｉ）の４色のＲＧＢＩ濃度値で与えられ、
　前記第１の測色計は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色の濃度値を検出するＲＧＢ
濃度計、又は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤外（Ｉ）の４色の濃度値を検出するＲ
ＧＢＩ濃度計である
ことを特徴とする、請求項２０～２７のいずれか１項に記載の走行する印刷物の測色値換
算装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、印刷機のインキ供給量制御、湿し水供給、品質検査等に用いて好適の、走行
する印刷物の測色値換算方法及び装置、並びに、係る方法を用いた印刷機の種々の制御方
法及び装置，印刷状態判定方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特にインキを転写して印刷を行なう印刷機では、オペレータが印刷結果を目視し
て印刷の確認を行なって、品質検査やこれに基づくインキ供給量の制御や湿し水の供給制
御を手動で行なっていた。
　近年、印刷機の機上にセンサを設置して、このセンサで印刷結果の色を測定して、この
測色結果に基づいて、品質検査やこれに基づくインキ供給量の制御や湿し水の供給制御を
自動で行なう技術が開発され実用化されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、印刷物を抜き取って、オフラインでこの印刷物の色を光電式
に読み取って分光計でスペクトル分光し、スペクトル分光値から色座標システムの測色値
に変換し、変換した測色値から色差ベクトルΔＥｎを計算し、この色差に基づいてインキ
の供給量を制御する技術が記載されている。
　また、特許文献２，３には、走行している印刷物の所望の絵柄領域の分光反射率を測定
し、測定した分光反射率からＬａｂ色度及び分光濃度Ｄ（λ）を算出し、算出した各値を
、基準のＬａｂ色度及び分光濃度Ｄ（λ）と比較して、差分をとって、この差分が許容範
囲内にあるか否かによって，印刷色調の良否を判定し、不良の場合にはインキ供給量を調
整する技術が記載されている。
【０００４】
　さらに、特許文献４には、濃度計で測色した測色値から各インキ色の実網点面積率を求
め、実網点面積率が閾値を超えたか否かを判定し、実網点面積率が閾値を超えたインキ色
があったらそのインキ色の汚れが発生しているものと判定する技術が記載されている。
　また、特許文献５には、商業印刷物をマルチスペクトル計測して得られたマルチスペク
トル情報に応じて商業印刷物の分光反射率を推定してその色調を計測する技術に関する技
術として、予め規定された基準印刷物の印刷色から墨色を分離して、墨色を除く各色につ
いて各色が占める領域を特定した後、墨色に関するマルチスペクトル情報と分光反射率と
の関係を規定する墨伝達関数を求め、さらに、各色が占める領域に応じて各色毎にマルチ
スペクトル情報と分光反射率との関係を規定する各色伝達関数を求めて、墨伝達関数及び
各色伝達関数に基づいて商業印刷物をマルチスペクトル計測して得られたマルチスペクト
ル情報から分光反射率を推定する技術が記載され、マルチスペクトル計測の際のチャネル
数を少なくして、精度よく商業印刷物の分光反射率を推定し色調を計測できる効果がある
。
【０００５】
　さらに、特許文献６には、白色の基体（白板）の測定を行ない、それによって求められ
る白色の値により、センサによって求められた色測定の検出値を修正（キャリブレーショ
ン）する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６２－１４６６３３号公報
【特許文献２】特開２００１－１８３６４号公報
【特許文献３】特開２００１－４７６０５号公報
【特許文献４】特許第４０２２２３３号公報
【特許文献５】特開２００４－１９８１４６号公報
【特許文献６】特開２００７－５３６１２８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、印刷機の印刷ライン上に直接センサ（オンラインセンサ）を設けて、印刷中
に、このオンラインセンサにより検出された色情報（測色値）に基づいて、印刷品質の検
査やこれに基づくインキ供給量の制御や湿し水の供給制御等を自動で行なう場合、オンラ
インセンサには印刷絵柄の何れの箇所に対しても高速印刷速度［例えば、高速オフセット
印刷の場合、約１５（ｍ／ｓ）以上］に応じて高速に検出できることが要求される。
【０００８】
　一方、色を適切に判定するには、適正な色基準に基づいた色情報、つまり、例えば色座
標で表現されるような絶対的な色情報が必要である。例えば分光反射率として絶対的な色
情報を直接的に得るには、参照光のための絶対白色板を設置することが必要になる。
　例えば、上記の特許文献２，３では、分光反射率から色座標Ｌ*ａ*ｂ*及び分光濃度Ｄ
（λ）を算出しているが、分光反射率を用いる場合、絶対白色板を設置する必要がある。
【０００９】
　この点、特許文献６のように、白色基体（絶対白色板）の色測定を行なって絶対白色値
を求めて、センサによって求められた色測定の検出値をキャリブレーションする技術を用
いれば、絶対的な色情報を直接的に得ることができる。
　しかし、この場合には、絶対白色板を設置するスペースを印刷機上に確保することが困
難である上、設置スペースを確保できても、設置された絶対白色板は、インキミストによ
って汚れてしまう可能性が高いため、絶対白色を維持することができず、実用化は難しい
。
【００１０】
　また、多チャンネルの分光反射率を得る場合、センサに入力される光量低下により、高
速印刷時に露光不足が生じるため、上記の高速印刷でＳ／Ｎ比を稼ぐことが出来ない課題
や、コスト増を招くといった課題がある。
　なお、上記の特許文献４では、濃度計で測色した測色値から各インキ色の実網点面積率
を求めているが、適正な色基準に基づいた色情報ではないので、人間の視覚特性に応じた
色の判定を行なうには色情報が十分ではない。
【００１１】
　また、色情報としては、適正な色基準に基づいた色情報であることも必要な上、より色
情報量の多い多チャンネルの波長の色を検出した方が、印刷条件に応じた詳細の色情報を
取り得るので有利である。しかし、例えば、より色情報量の多い多チャンネルの波長を計
測する分光計等をオンラインセンサとして用いると、高速印刷時の露光不足の課題や大幅
なコスト増が生じることになる。そこで、高速印刷に対応し、コスト増を抑えるためには
、少数チャンネルの波長を計測する分光計や色彩色差計（例えば、色座標ＸＹＺを直接計
測するセンサ）等も用いて行なうことが必要になる。
【００１２】
　この点、特許文献５のマルチスペクトル法の場合、少ない波長で真値のスペクトルを推
定し、この推定スペクトルから色座標Ｌ*ａ*ｂ*を計算することができるが、この方法で
も絶対白色板が必要となり、白色板設置の問題がある。
　また、オンラインセンサの場合、印刷直後の色を計測するのでドライダウンの影響が生
じる。つまり、印刷直後の色に対して、印刷物が消費者の手元に届くまでには、いわゆる
ドライダウンと称される発色低下が生じるので、オンラインセンサにより測定される測色
値と実際に評価される測色値とに差異が生じてしまう。これを回避する手段として、偏光
フィルタ入りの濃度計を用いる技術があるが、この場合、センサに入力される光量が低下
するので、高速印刷時には、やはり露光不足の課題が生じ、正確な計測が困難になる。
【００１３】
　これに対して、印刷機外のセンサ（オフラインセンサ）の場合、オンラインセンサに要
求されるような制約はなく、例えば、ＩＳＯやＣＩＥ（国際照明委員会）等の規格に沿っ
た絶対的な色情報［例えば、濃度計ならばＳｔａｔｕｓ－Ｔ，Ｅ，Ｉ等のフィルタでフィ
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ルタリングされた濃度、色座標ならＣＩＥ（国際照明委員会）推奨のＬ*ａ*ｂ*，Ｌ*ｕ*

ｖ*、分光反射率なら絶対白色板を参照する分光反射率］を確実に得ることができ、この
ような色情報によれば、色判定を容易に行なうことができる。また、偏光ファイルタを入
れて濃度値を計測できることから、ドライダウンの影響を回避することができる。
【００１４】
　しかしながら、印刷中にリアルタイムで測色することはできないので、印刷中にリアル
タイムで測色しながら、この結果を速やかに進行中の印刷にフィードバックするわけには
いかない。
　例えば、上記の特許文献１の技術では、スペクトル分光値から色座標システムの測色値
への変換を容易に行なえるものの、オフラインシステムには適用できるが、オンラインシ
ステムには適用し得ない。
【００１５】
　このように、オンラインセンサに適したセンサでは、適正な色基準に基づいた色情報を
得ることができず、オフラインセンサでは、適正な色基準に基づいた色情報を得ることが
できるので、これらの各利点に着目した手法として、オンラインセンサの色情報を、適正
な色基準に基づいたオフラインセンサの色情報へ変換して使用することが考えられる。例
えば、両色情報を対応させた変換テーブルをデータベースに記録しておき、この変換テー
ブルを用いて行なう手法と、変換特性に応じた演算式を作成し、この演算式を用いて行な
う手法とがある。
【００１６】
　何れの手法を用いてセンサの色情報から色判定等のための色情報への変換を行なう場合
も、一般に、インキや印刷用紙等の印刷資材や、印刷時の温度や湿度等の印刷条件が変わ
ると変換特性も変わるので、印刷資材条件や印刷条件が変わっても同様な変換テーブルや
演算式を用いて色の判定を行なうと、判定誤差が生じることになる。
　したがって、印刷資材条件や印刷条件が変わったら、その変わった印刷資材条件や印刷
条件に合致した変換テーブルや演算式を用いる必要がある。
【００１７】
　そこで、各印刷資材条件及び各印刷条件の組み合わせに応じた固有の変換テーブルや演
算式をそれぞれ用意することが必要になる、
　しかし、１組の印刷資材条件及び印刷条件に対する変換テーブルや演算式を用意する場
合、膨大なデータ処理を要するので、各印刷資材条件及び各印刷条件の組み合わせに応じ
た固有の変換テーブルや演算式をそれぞれ用意することは、大変な労力と時間を要し、容
易には実施することができない。
【００１８】
　本発明は、このような課題に鑑み案出されたもので、上述のオンラインセンサに適する
センサのように、適正な色基準に基づいた色情報ではないが、検出速度や装備コストなど
の特定のセンサ要求を満たす色センサによる色情報と、上記特定のセンサ要求は満たさな
いが適正な色基準に基づいた色情報を得ることができる色センサによる色情報との対応関
係を、印刷資材条件や印刷条件の変更に対応して容易に補正することができるようにして
、条件変更に対しても印刷した色の判定を高精度に行なうことができるようにした、走行
する印刷物の測色値換算方法及び装置、印刷制御方法及び装置、並びに印刷状態判定方法
及び装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目標を達成するため、本発明の走行する印刷物の測色値換算方法は、任意の印刷条
件において、印刷機に設置されて印刷中に各印刷色を計測するオンラインセンサである第
１の測色計によって、前記印刷機を走行する印刷物を計測し第１の色情報の測色値である
第１の測色値を得ると共に、前記印刷機外で印刷色を計測するオフラインセンサである第
２の測色計によって、前記印刷物の特定箇所を計測し前記第１の色情報とは種類が異なる
第２の色情報の測色値である第２の測色値を得る計測ステップと、予め設定された、標準
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印刷条件において前記第１の測色計及び前記第２の測色計を用いて同じ色を計測したとき
の前記第１の色情報と前記第２の色情報との対応関係と、前記計測ステップにより前記印
刷物の前記特定箇所について計測された前記第１の測色値及び前記第２の測色値とを用い
て、走行する前記印刷物を前記第１の測色計によって計測して得た前記第１の測色値を、
前記第２の測色計によって計測した場合の前記第２の測色値に換算する換算ステップと、
を備えることを特徴としている。
【００２０】
　前記換算ステップでは、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算する場合の補正量
を求め、前記対応関係と前記補正量とを用いて前記換算を行なうことが好ましい。
　前記換算ステップでは、前記対応関係を用いて、前記計測ステップにより前記印刷物の
前記特定箇所について計測された前記第１の測色値及び前記第２の測色値から、前記補正
量を求めることが好ましい。
【００２１】
　なお、測色値とは色を規定する値を全て指すものとする。また、第１の測色値及び第２
の測色値とは、測色値の種類を規定するもので、具体的な値を示すものではない。つまり
、第１の測色値と第２の測色値とは異なる種類の測色値である。
　前記補正量が所定の範囲を超える場合は、前記補正量により前記対応関係を修正するス
テップを更に備え、前記対応関係修正ステップにより前記対応関係が修正されると、前記
換算ステップでは、修正された前記対応関係を用いることが好ましい。
【００２２】
　前記対応関係は、前記第１の測色計により計測される前記第１の色情報と前記第２の測
色計により計測される前記第２の色情報とを対応させた対応テーブルであって、
　前記換算ステップでは、前記対応テーブルにおける前記第１の測色値と前記第２の測色
値との何れか一方の値の近傍領域について、前記対応テーブルにおける前記第１の色情報
に対する前記第１の測色値の変化分と前記対応テーブルにおける前記第２の色情報に対す
る前記第２の測色値の変化分とを対応させた変化分対応テーブルを求め、該変化分対応テ
ーブルの何れかの変化分を前記補正量とすることが好ましい。
【００２３】
　前記近傍領域とは、前記一方の値に対して予め設定した一定の色空間距離範囲内の領域
であることが好ましい。
　或いは、前記近傍領域とは、前記対応テーブルにおいて前記一方の値に対して最も色空
間距離の近い値から順に所定個数の値の範囲内の領域であることが好ましい。
　前記第２の測色値は色座標値、例えば、均等知覚色座標システムの色座標（例えば、Ｌ
*ａ*ｂ*又はＬ*ｕ*ｖ*）の値であることが好ましい。
【００２４】
　前記対応関係は、前記印刷機により色再現範囲を網羅した複数の色を印刷して、これら
の複数の印刷色のそれぞれを前記第１の測色値を計測しうる第１の測色計により計測する
と共に前記第２の測色値を計測しうる第２の測色計により計測して、これらの複数の計測
値の対応から取得されたものであって、前記計測ステップで用いる前記第１の測色計と前
記対応関係の取得の際に用いる前記第１の測色計とが、同一の測色計、別の測色計である
が同一の検出特性の測色計、別の測色計であり別の検出特性であるが両者の検出特性の対
応関係が既知である測色計、の何れかであると共に、前記計測ステップで用いる前記第２
の測色計と前記対応関係の取得の際に用いる前記第２の測色計とが、同一の測色計、別の
測色計であるが同一の検出特性の測色計、別の測色計であり別の検出特性であるが両者の
検出特性の対応関係が既知である測色計、の何れかであることが好ましい。
【００２５】
　前記第１の測色値は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色のＲＧＢ濃度値、又は、赤
（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤外（Ｉ）の４色のＲＧＢＩ濃度値で与えられ、前記第１
の測色計は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色の濃度値を検出するＲＧＢ濃度計、又
は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤外（Ｉ）の４色の濃度値を検出するＲＧＢＩ濃度
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計であることが好ましい。
【００２６】
　オンラインセンサに適用する第１の測色値を検出する第１の測色計としては、ＲＧＢ濃
度計やＲＧＢＩ濃度計に限らず、反射率計や反射光量計など、他の測色計の適用も可能で
ある。
　オフラインセンサに適用する第２の測色値を検出する第２の測色計としては、例えば、
ＩＳＯで規格化されたＳｔａｔｕｓ－Ｔ，Ｅ，Ｉ等のフィルタでフィルタリングされた白
板基準の濃度値を第２の測色値として検出する濃度計や、ＣＩＥ（国際照明委員会）推奨
の色座標システムＬ*ａ*ｂ*，Ｌ*ｕ*ｖ*，ＸＹＺ等を第２の測色値として検出するセンサ
や、絶対白色板を参照する分光反射率を第２の測色値として検出する分光計等を適用する
ことも可能である。
【００２７】
　さらに、第１の測色値や第２の測色値は、色空間上に規定することができ、例えば、赤
（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色のＲＧＢ濃度値や均等知覚色座標システムの色座標Ｌ
*ａ*ｂ*又はＬ*ｕ*ｖ*は、３次元の色空間上に規定することができ、次元の小さいものほ
ど扱いはシンプルにできる。一方、例えば、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤外（Ｉ）
の４色の濃度値は、４次元の色空間上に規定することができ、分光反射率値Ｒ（λ）のよ
うに、もっと多くの次元（ｎ次元）の色空間に規定できる測色値（色情報）もあり、本発
明にはいずれの次元の測色値（色情報）も適用できる。
【００２８】
　前記換算ステップは、印刷製品とする通常印刷用絵柄を印刷する通常印刷時に実施し、
前記計測ステップでは、前記換算ステップと同様の前記通常印刷用絵柄を印刷して前記計
測値を取得することが好ましい。
　前記計測ステップは、印刷条件が変更されると実施することが好ましい。
　前記印刷条件とは、印刷に使用する用紙又はインキを含む印刷資材条件、或いは印刷絵
柄であることが好ましい。
【００２９】
　本発明の印刷制御方法は、上記の測色値換算方法を用いて、前記印刷機により印刷を行
ないながら前記換算ステップを実施し、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して
、前記印刷機による印刷を制御する方法であって、前記換算した前記第２の測色値を予め
設定された前記の第２の測色値の目標値と比較する比較ステップと、前記比較ステップに
より、前記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定された許容値を超えた
と判定されたら、前記色差が減少する方向にインキ供給量を調整する調整信号を出力する
調整ステップと、をそなえていることを特徴としている。
【００３０】
　もう一つの本発明の印刷制御方法は、上記の測色値換算方法を用いて、印刷に係る非画
線部を前記特定箇所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施
し、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して、前記印刷機による印刷を制御する
方法であって、前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された前
記の第２の測色値の目標値と比較する比較ステップと、前記比較ステップにより、前記換
算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定された許容値を超えたと判定された
ら、インキ汚れが発生していると判定しインキ汚れが減少するように湿し水量を調整する
調整ステップと、をそなえていることを特徴としている。
【００３１】
　本発明の印刷状態判定方法は、上記の測色値換算方法を用いて、印刷に係る非画線部を
前記特定箇所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施し、前
記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して、前記印刷機による印刷状態を判定する方
法であって、前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された前記
の第２の測色値の目標値と比較する比較ステップと、前記比較ステップにより、前記換算
した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定された許容値を超えたと判定されたら



(11) JP 5535525 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

、印刷不良と判定する判定ステップと、をそなえていることを特徴としている。
【００３２】
　本発明の印刷制御装置は、上記の測色値換算方法を用いて、前記印刷機により印刷を行
ないながら前記換算ステップを実施し、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して
、前記印刷機による印刷を制御する装置であって、前記換算した前記第２の測色値を予め
設定された前記の第２の測色値の目標値と比較する比較手段と、前記比較手段により、前
記換算した第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定された許容値を超えたと判定さ
れたら、前記測色値の差が減少する方向にインキ供給量を調整する調整手段と、をそなえ
ていることを特徴としている。
【００３３】
　もう一つの本発明の印刷制御装置は、上記の測色値換算方法を用いて、印刷に係る非画
線部を前記特定箇所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施
し、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して、前記印刷機による印刷を制御する
装置であって、前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された前
記の第２の測色値の目標値と比較する比較手段と、前記比較手段により、前記換算した第
２の測色値と前記目標値との色差が予め設定された許容値を超えたと判定されたら、イン
キ汚れが発生していると判定しインキ汚れが減少するように湿し水量を調整する調整手段
と、をそなえていることを特徴としている。
【００３４】
　本発明の印刷状態判定装置は、上記の測色値換算方法を用いて、印刷に係る非画線部を
前記特定箇所として前記印刷機により印刷を行ないながら前記換算ステップを実施し、前
記第１の測色値を前記第２の測色値に換算して、前記所定印刷機による印刷状態を判定す
る装置であって、前記換算した前記第２の測色値を予め前記非画線部について設定された
前記の第２の測色値の目標値と比較する比較手段と、前記比較手段により、前記換算した
第２の測色値と前記目標値との色差が予め設定された許容値を超えたと判定されたら印刷
不良と判定する判定手段と、をそなえていることを特徴としている。
【００３５】
　本発明の走行する印刷物の測色値換算装置は、印刷機に設置されて印刷中に各印刷色を
計測するオンラインセンサであって、前記印刷機を走行する印刷物を計測し第１の色情報
の測色値である第１の測色値を得る第１の測色計と、前記印刷機外で印刷色を計測するオ
フラインセンサであって、前記印刷物の特定箇所を計測し前記第１の色情報とは種類が異
なる第２の色情報の測色値である第２の測色値を得る第２の測色計と、標準印刷条件にお
いて前記第１の測色計及び前記第２の測色計を用いて同じ色を計測したときの前記第１の
色情報と前記第２の色情報との対応関係を記憶した記憶手段と、前記記憶手段に記憶され
た前記対応関係と、任意の印刷条件において前記印刷物の前記特定箇所について前記第１
の測色計により計測された前記第１の測色値及び前記第２の測色計により計測された前記
第２の測色値とを用いて、前記走行する前記印刷物を前記第１の測色計によって計測して
得た前記第１の測色値を、前記第２の測色計によって計測した場合の前記第２の測色値に
換算する換算手段と、を備えることを特徴としている。
【００３６】
　前記換算手段は、前記第１の測色値を前記第２の測色値に換算する場合の補正量を求め
、前記対応関係と前記補正量とを用いて前記換算を行なうことが好ましい。
　この場合、前記換算手段は、前記対応関係を用いて、前記第１の測色計及び前記第２の
測色計により前記印刷物の前記特定箇所について計測された前記第１の測色値及び前記第
２の測色値から、前記補正量を求めることが好ましい。
【００３７】
　前記記憶手段に記憶された前記対応関係は、前記第１の測色計により計測される前記第
１の色情報と前記第２の測色計により計測される前記第２の色情報とを対応させた対応テ
ーブルであって、前記換算手段は、前記対応テーブルにおける前記第１の測色値と前記第
２の測色値との何れか一方の値の近傍領域について、前記対応テーブルにおける前記第１
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の色情報に対する前記第１の測色値の変化分と前記対応テーブルにおける前記第２の色情
報に対する前記第２の測色値の変化分とを対応させた変化分対応テーブルを求め、該変化
分対応テーブルの何れかの変化分を前記補正量とすることが好ましい。
【００３８】
　前記近傍領域とは、前記一方の値に対して予め設定した一定の色空間距離範囲内の領域
であることが好ましい。
　或いは、前記近傍領域とは、前記対応テーブルにおいて前記一方の値に対して最も色空
間距離の近い値から順に所定個数の値の範囲内の領域であることが好ましい。
　前記第２の測色値は色座標値、例えば、均等知覚色座標システムの色座標（Ｌ*ａ*ｂ*

又はＬ*ｕ*ｖ*）の値であることが好ましい。
【００３９】
　前記記憶手段に記憶された前記対応関係は、前記印刷機により色再現範囲を網羅した複
数の色を印刷して、これらの複数の印刷色のそれぞれを前記第１の測色値を計測しうる第
１の測色計により計測すると共に前記第２の測色値を計測しうる第２の測色計により計測
して、これらの複数の計測値の対応から前記対応関係を取得したものであって、前記換算
手段による前記補正量の算出に用いる前記第１の測色計と前記対応関係の取得に用いた前
記第１の測色計とが、同一の測色計、別の測色計であるが同一の検出特性の測色計、別の
測色計であり別の検出特性であるが両者の検出特性の対応関係が既知である測色計、の何
れかであると共に、前記換算手段による前記補正量の算出に用いる前記第２の測色計と前
記対応関係の取得に用いた前記第２の測色計とが、同一のセンサ、別のセンサであるが同
一の検出特性のセンサ、別のセンサであり別の検出特性であるが両者の検出特性の対応関
係が既知であるセンサ、の何れかであることが好ましい。
【００４０】
　前記第２の測色値は色座標値であることが好ましい。　前記第１の測色値は、赤（Ｒ）
，緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色のＲＧＢ濃度値、又は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），赤
外（Ｉ）の４色のＲＧＢＩ濃度値で与えられ、前記第１の測色計は、赤（Ｒ），緑（Ｇ）
，青（Ｂ）の３色の濃度値を検出するＲＧＢ濃度計、又は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ
），赤外（Ｉ）の４色の濃度値を検出するＲＧＢＩ濃度計であることが好ましい。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明の走行する印刷物の測色値換算方法又は装置によれば、第１の色情報と第２の色
情報との既存の対応関係を利用して、印刷物を第１の測色計により計測した第１の色情報
の測色値である第１の測色値と印刷物の特定箇所を第２の測色計によって計測したる第２
の色情報の測色値である第２の測色値とから、その後、走行する印刷物を第１の測色計に
よって計測して得た第１の測色値を第２の測色値に換算するので、例えば、印刷に使用す
る用紙又はインキを含む印刷資材条件を変更した場合など、様々な印刷条件の変更に対し
て、その変更した印刷条件の下で、第１の測色計によって得た第１の測色値を第２の測色
値に適切且つ容易に換算することができる。
【００４２】
　また、補正量が所定の範囲を超える場合は、補正量により前記対応関係を修正し、その
後は、修正された対応関係を用いて換算ステップを実施すると、補正量自体も僅かになり
、測色値の換算精度の向上を図ることができる。
　また、第１の測色値を第２の測色値に換算する場合の補正量を求め、対応関係と補正量
とを用いて換算を行なうことにより、前記換算を適切且つ容易に行なうことができる。
【００４３】
　また、前記対応関係を、第１の測色計により計測される第１の色情報と第２の測色計に
より計測される第２の色情報とを対応させた対応テーブルとし、換算に際して補正量を求
める場合、この対応テーブルにおける第１の測色値と第２の測色値との何れか一方の値の
近傍領域について、対応テーブルにおける第１の色情報に対する第１の測色値の変化分と
対応テーブルにおける第２の色情報に対する第２の測色値の変化分とを対応させた変化分
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対応テーブルを求め、この変化分対応テーブルの何れかの変化分を補正量とすることによ
り、容易に補正量を求めることができる。
【００４４】
　対応関係を、印刷機により色再現範囲を網羅した複数の色を印刷して、これらの複数の
印刷色のそれぞれを第１の測色値を計測しうる第１の測色計により計測すると共に第２の
測色値を計測しうる第２の測色計により計測して、これらの複数の計測値の対応から取得
した場合に、計測ステップで用いる第１の測色計と対応関係の取得の際に用いる第１の測
色計とに、及び／又は、計測ステップで用いる第２の測色計と対応関係の取得の際に用い
る第２の測色計とに、別の測色計であっても互いに同一の検出特性の測色計であるか、別
の測色計であり且つ別の検出特性であっても両者の検出特性の対応関係が既知である測色
計であれば、これらに同一の測色計を用いずに適正な計測を行なうことができる。
【００４５】
　特に、第１の測色計がオンラインセンサであって、第２の測色計がオフラインセンサで
あり、オンラインセンサには、適正な色基準に基づいた測色値（色情報）は得られないも
のの、検出速度が速く装備コスト負担も少ない測色計を適用し第１の測色値を得るように
して、オフラインセンサには、検出速度が速くないが適正な色基準に基づいた測色値を第
２の測色値として得ることができる測色計を用いることにより、印刷中にオンラインセン
サによりリアルタイムに且つ高精度に第１の測色値を得てこれを適正な色基準に基づいた
第２の測色値に換算して色の判定を行なうことで適正な色基準に基づいた色判定を行なう
ことができ、この判定結果を印刷制御に生かして、印刷品質向上や印刷コスト削減を図る
ことができる。
【００４６】
　例えばオフラインセンサとして装備される第２の測色計により検出される第２の測色値
を、均等知覚色座標システムの色座標Ｌ*ａ*ｂ*又はＬ*ｕ*ｖ*などの色座標値で与えれば
、人の視覚の沿った色判定が可能になり、印刷色調の制御等をより高精度に実施すること
が可能になる。
　これにより、色の判定を適正に行ないながら、インキ供給量の調整にかかる印刷制御や
、湿し水量を調整にかかる印刷制御や、印刷不良の判定等を、印刷中にリアルタイムに且
つ高精度に行なうことができる。
【００４７】
　ＲＧＢ濃度計やＲＧＢＩ濃度計は、検出速度が速く装備コスト負担も少ないので、オン
ラインセンサとしての第１の色センサに適している。
　第１及び第２の測色計による印刷物の計測を、印刷に使用する用紙又はインキを含む印
刷資材条件、或いは印刷絵柄といった、印刷条件が変更されると実施することにより、第
１の測色計によって得た第１の測色値の計測値を第２の測色値に常に適切に換算すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法を説明するフローチャートである。
【図２】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法及び装置における第１の測色値と第
２の測色値との対応関係（対応テーブル，ルックアップテーブル）を、色空間を用いて説
明する図であり、（ａ）は第１の測色値にかかる第１の色空間を示し、（Ｂ）は第２の測
色値にかかる第２の色空間を示す。
【図３】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法及び装置における印刷条件変更後の
第１の測色値と第２の測色値との対応関係を、色空間を用いて説明する図であり、（ａ）
は第１の測色値にかかる第１の色空間を示し、（Ｂ）は第２の測色値にかかる第２の色空
間を示す。
【図４】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法及び装置におけるオンラインセンサ
による計測を説明する図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法及び装置におけるオフラインセンサ
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による計測を説明する図である。
【図６】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法を利用した印刷制御の第１例（イン
キ供給）を説明するフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法を利用した印刷制御の第２例（イン
キ供給）を説明するフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法を利用した印刷制御の第３例（湿し
水供給）を説明するフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態にかかる測色値換算方法を利用した印刷判定の一例（紙面障
害判定）を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、図面により、本発明の実施の形態について説明する。
（測色値対応関係設定方法）
　図１－図５は本発明の一実施形態に係る走行する印刷物の測色値換算方法を説明するも
のである。
　本方法では、まず、ある印刷条件（第１の印刷条件）のもとで、所定印刷機（実際の印
刷に使用する印刷機）を用いて色再現範囲を網羅した多数のパッチが組み合わされてなる
測色用絵柄を印刷し、印刷した各印刷色（多数のパッチの各色）を、第１の測色値（色に
関する具体的な値ではなく、色情報の種類を示すものであり、「第１の色情報」或いは「
第１の種類の測色値」とも言う）を検出する第１の測色計（第１の色センサ）によって計
測すると共に、印刷した各印刷色（多数のパッチの各色）を、第２の測色値（色に関する
具体的な値ではなく、色情報の種類を示すものであり、「第２の色情報」或いは「第２の
種類の測色値」とも言う）を検出する色センサ（第２の色センサ）によって計測し、各印
刷色の第１の測色値と第２の測色値との対応関係（標準対応関係）を、対応テーブル（制
御時に参照することからルックアップテーブルとも言う）として作成する。
【００５０】
　ここで、第１の色センサとは、所定印刷機に設置されて印刷中に各印刷色を計測するオ
ンラインセンサであって、適正な色基準に基づいた測色値（色情報）は得られないが、オ
ンラインセンサとして要求される検出速度や装備コストなどの要求を満たす色センサであ
る。ここでは、一例として、第１の色センサにより検出される測色値（第１の測色値）を
ｘｙｚ色空間中の値（ｘ，ｙ，ｚ）で表すものとするが、第１の色センサとしては、例え
ば、第１の測色値として赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色の濃度値を検出するＲＧＢ
濃度計を適用することもできる。もちろん、第１の色センサにかかる測色値は三次元情報
には限らず、白色板を用いない白紙基準の多チャンネル分光反射率（例えば、ＲＧＢＩの
４チャンネル、Ｒ２個、Ｇ２個、Ｂ２個の６チャンネル等）を用いることもでき、白色板
を用いない例えば紙色基準の色彩値Ｘ，Ｙ，Ｚ（前記の単なる座標ＸＹＺとは異なる色彩
値として用いられる値）を用いることもできる。
【００５１】
　なお、第１の色センサとしては、同一の色センサを用いるほかに、第１の測色値の検出
特性が互いに等しい別の色センサ、或いは、第１の測色値の検出特性は互いに異なるが、
各色センサの検出特性の対応関係が既知のセンサを用いることができる。
　つまり、互いに検出特性が等しい色センサであれば、各計測値を同等に扱うことができ
、同一の色センサを用いずに計測値を得ることができる。
【００５２】
　また、各色センサと検出特性は異なっていてもこれらの検出特性の対応関係が既知のセ
ンサであれば、一方色センサの計測値を、その対応関係を用いて他方の色センサのものに
変換することにより、同一の色センサを用いずに必要な計測値を得ることができる。
　一方、第２の色センサとは、所定印刷機外で印刷色を計測するオフラインセンサであっ
て、オンラインセンサとして要求される検出速度や装備コストなどの要求を満たす必要は
ないが、所定の（適正な）色基準に基づいた色情報［ＩＳＯ（国際標準化機構）やＣＩＥ
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（国際照明委員会）等で制定された規格値］を計測することができるセンサである。ここ
では、一例として、第２の色センサにより検出される測色値（第２の測色値）をＸＹＺ色
空間中の値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）で表すものとするが、もちろん、第２の色センサにかかる測色
値も三次元情報には限らない。また、第１の色センサにかかる第１の測色値と第２の色セ
ンサにかかる第２の測色値とが同一次元のものにも限らない。例えば、第１の色センサが
ＲＧＢＩの４次元で、第２の色センサはＲＧＢ、Ｌａｂの３次元やＲＧＢＩの４次元もあ
りえる。さらに、第２の色センサとしては、例えば、ＩＳＯで規格化されたＳｔａｔｕｓ
－Ｔ，Ｅ，Ｉ等のフィルタでフィルタリングされた白板基準の濃度値を第２の測色値とし
て検出する濃度計や、ＣＩＥ（国際照明委員会）推奨の色座標システムＬ*ａ*ｂ*，Ｌ*ｕ
*ｖ*，ＸＹＺ等を第２の測色値として検出するセンサや、絶対白色板を参照する分光反射
率第２の測色値として検出する分光計等を適用することもでき、偏光フィルタ入りでドラ
イダウンの影響がキャンセルされたＳｔａｔｕｓ－Ｔ，Ｅ，Ｉ等のフィルタでフィルタリ
ングされた濃度値（白板基準及び白紙基準含む）、所謂、市販の色センサを適用すること
もできる。
【００５３】
　なお、第２の色センサとしても、同一の色センサを用いるほかに、第２の測色値の検出
特性が互いに等しい別の色センサ、或いは、第２の測色値の検出特性は互いに異なるが、
各色センサの検出特性の対応関係が既知のセンサを用いることができる。
　つまり、互いに検出特性が等しい色センサであれば、各計測値を同等に扱うことができ
、同一の色センサを用いずに計測値を得ることができる。
【００５４】
　また、各色センサと検出特性は異なっていてもこれらの検出特性の対応関係が既知のセ
ンサであれば、一方色センサの計測値を、その対応関係を用いて他方の色センサのものに
変換することにより、同一の色センサを用いずに必要な計測値を得ることができる。
　そして、図１に示すように、まず、ステップＳ１として、図４，図５に示すように、第
１の印刷条件、例えば、標準印刷資材（標準の印刷用紙で標準のインキ）でカラースケー
ル（色再現範囲を網羅した多数のパッチが組み合わされてなる測色用絵柄）２を印刷し、
図４に示すように、所定印刷機に装備されオンラインで第１の色情報の値（ｘ，ｙ，ｚ）
を計測する第１の色センサ（オンラインセンサ）１のセンサ出力（ｘ，ｙ，ｚ）と、図５
に示すように、オフライン（所定印刷機とは別の箇所）で第２の色情報の値（Ｘ，Ｙ，Ｚ
）を計測する第２の色センサ（オフラインセンサ）３のセンサ出力（Ｘ，Ｙ，Ｚ）とを、
多数の各パッチ毎に対応させて得て、両者の関係（対応関係）を求める。この対応関係は
、第１の色情報の値（ｘ，ｙ，ｚ）［図２（ａ）］を第２の色情報の値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）［
図２（ｂ）］に写像することであり、対応テーブル（制御時に参照することからルックア
ップテーブルとも言う）としてデータベース（図示略）に記憶される。
【００５５】
　次に、ステップＳ２として、任意の印刷資材及び印刷環境（第２の印刷条件）で印刷を
行なう。このように任意の印刷資材及び印刷環境で印刷を行なうと、通常、少なくともい
ずれかの資材又は印刷環境が対応テーブルを作成した場合（第１の印刷条件）とは異なる
ことになる。そして、印刷した印刷絵柄の任意の絵柄ポイント（特定箇所）を指定する。
ここでは、通常の商業印刷を実施する場合を例に説明するが、測色値対応関係の設定のた
めの印刷絵柄（例えば、上記カラースケール）の印刷を行って、カラースケールの任意の
ポイントを指定してもよい。また、印刷絵柄を映し出すモニタと、このモニタに付設され
たタッチパネルを有する場合、印刷絵柄をモニタに映し出し、タッチパネルで指定すれば
、絵柄ポイントの指定を容易に行なうことができる。
【００５６】
　次に、ステップＳ３として、印刷中に、指定したポイントの第１の色センサ（オンライ
ンセンサ）１により計測値であるセンサ出力値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）を記憶する。また、
これと共に、ステップＳ４として、その時の印刷物を抜き取って、同じポイントを第２の
色センサ（オフラインセンサ）３で計測して、ステップＳ５として、そのセンサ出力値（
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Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）を記憶する。なお、ステップＳ３～Ｓ５が計測ステップに相当する。
【００５７】
　そして、対応関係、つまり、図２の写像関係に相当する対応テーブルの第２の色情報の
欄から、指定したポイントの第２の色情報の計測値（オフラインセンサ計測値、Ｘ０，Ｙ

０，Ｚ０）に近い領域（近傍領域）の値（Ｘｎ，Ｙｎ，Ｚｎ）を対応値として多数探し出
し、探し出した対応テーブル上の各値［（Ｘｋ，Ｙｋ，Ｚｋ），（Ｘｌ，Ｙｌ，Ｚｌ）・
・・］の差分（オフラインセンサ値の変化分）（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）［但し、ΔＸ＝Ｘｋ

－Ｘｌ，ΔＹ＝Ｙｋ－Ｙｌ，ΔＺ＝Ｚｋ－Ｚｌ・・・］をそれぞれ算出する。そして、対
応テーブル上の第２の色情報の各値［（Ｘｋ，Ｙｋ，Ｚｋ），（Ｘｌ，Ｙｌ，Ｚｌ）・・
・］に対応する対応テーブル上の第１の色情報の各値［（ｘｋ，ｙｋ，ｚｋ），（ｘｌ，
ｙｌ，ｚｌ）・・・］についても、同様に各値［（ｘｋ，ｙｋ，ｚｋ），（ｘｌ，ｙｌ，
ｚｌ）・・・］の差分（オンラインセンサ値の変化分）（Δｘ，Δｙ，Δｚ）［但し、Δ
ｘ＝ｘｋ－ｘｌ，Δｙ＝ｙｋ－ｙｌ，Δｚ＝ｚｋ－ｚｌ・・・］をそれぞれ算出する。
【００５８】
　これによって、指定したポイントの第２の色情報の計測値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）に近い
領域（近傍領域）について、Δｘ，Δｙ，ΔｚとΔＸ，ΔＹ，ΔＺとを対応させた、変化
分対応テーブル（変化分対応関係、補助ルックアップテーブル）が求められる（ステップ
Ｓ６）。
　なお、ここでは、指定したポイントの第２の色情報計測値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）の近傍
領域についての変化分対応テーブル（変化分対応関係）を求めているが、指定したポイン
トの第１の色情報計測値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）の近傍領域についての変化分対応テーブル
（変化分対応関係、補助ルックアップテーブル）を求めてもよい。
【００５９】
　ここで、近傍領域とは、指定したポイントの第２の色情報計測値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）
又は第１の色情報計測値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）を中心又は略中心として予め設定した一定
の色空間距離範囲内の領域［図３（ａ），（ｂ）の色空間中の各小円部を参照］とするこ
ともでき、或いは、近傍領域とは、対応テーブルにおいて指定したポイントの第２の色情
報計測値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）又は第１の色情報計測値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）に対して最
も色空間距離の近い値から順に所定個数の値の範囲内の領域とすることもできる。
【００６０】
　これは、指定したポイントの近傍の領域であれば、印刷条件の変更による第１の色情報
の変化分と第２の色情報の変化分との対応関係（つまり、写像関係）の歪み特性には大き
な変化はないものと考えられるためである。したがって、この近傍領域を規定するには、
かかる対応関係（写像関係）の歪み特性を参照し、歪み特性には大きな変化がない範囲で
可能な限り大きな領域を設定することが好ましい。なお、歪み特性については、本技術を
実施しながら学習していくこともできる。
【００６１】
　これにより、変化分対応テーブル（変化分対応関係）が求められたら、その後の通常の
印刷（つまり、印刷製品の印刷）において、逐次計測される指定したポイントの第１の色
センサ（オンラインセンサ）１の計測値である続報値（ｘ，ｙ，ｚ）の上記第１の色情報
計測値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）との変化分（差分）Δｘ，Δｙ，Δｚを算出する（ステップ
Ｓ７）。
【００６２】
　そして、変化分対応テーブル（変化分対応関係）を用いて、第１の色センサ（オンライ
ンセンサ）１のセンサ出力値の変化分Δｘ，Δｙ，Δｚに対応した第２の色センサ（オフ
ラインセンサ）３の値の変化分（ここでは、補正量に相当する）ΔＸ，ΔＹ，ΔＺを算出
する。さらに、上記第２の色情報計測値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）を、この算出した変化分（
補正量）ΔＸ，ΔＹ，ΔＺによって加減算補正して、第１の色センサ（オンラインセンサ
）１の計測値（続報値）（ｘ，ｙ，ｚ）に対応した第２の色センサ（オフラインセンサ）
３の値（Ｘ´，Ｙ´，Ｚ´）を得る（ステップＳ８）。
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【００６３】
　なお、ステップＳ６，Ｓ７及びステップＳ８が換算ステップに相当する。
　指定ポイントは、ここでは１つのみとして説明するが、複数のインキ供給ゾーンに対し
てそれぞれ指定ポイントを設定してもよいし、絵柄全体に複数ポイント設定してもよい。
　また、この実施形態では、対応テーブルに、指定したポイントのセンサ計測値（ｘ０，
ｙ０，ｚ０）と同一の第１の色情報の値がない場合を説明したが、当然ながら、同一の第
１の色情報の値があればこれを用いる。近傍のデータを基に最小自乗近似で求めても良い
。
【００６４】
　また、変化分対応テーブルについては、複数の指定ポイントについてこれを更新記録し
ながらデータベース化して充実させていくことができる。
　また、変化分対応テーブル（変化分対応関係）の変化分（補正量）が、予め設定された
値よりも大きい場合には、変化分対応テーブル（変化分対応関係）を用いて、基本となる
対応テーブル（標準対応関係のルックアップテーブル）自体を修正してもよい。つまり、
変化分対応テーブルが得られた範囲については、基本となる対応テーブルをこの変化分対
応テーブル変化分（補正量）で補正する。これにより、その後は、修正された対応テーブ
ルに基づいて、ステップＳ６，Ｓ７及びステップＳ８の換算ステップを実施するようにす
れば、補正量自体が僅かなものになり、測色値の換算精度の向上を図ることができる。
【００６５】
　また、本方法の各ステップの処理をコンピュータに機能させるように構成すれば、本発
明にかかる測色値対応関係取得装置を達成することができる。この場合、コンピュータの
機能構成として、対応関係（標準対応関係）としての対応テーブル（ルックアップテーブ
ル）が記憶されたデータベース（記憶手段）と、色情報を入力する入力手段と、前記第１
の色情報の変化分と第２の色情報の変化分との関係である変化分対応関係を求め、この変
化分対応関係（補正量）を利用してオンラインセンサ値（第１の色情報続報値）を、これ
に対応するオフラインセンサ値（第２の色情報の値）に換算する換算手段と、の各機能を
有するように構成する。
【００６６】
　そして、入力手段に、印刷条件を第２の印刷条件に変更して印刷された印刷色から測定
された第１の色情報の検出値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）と第２の色情報の検出値（Ｘ０，Ｙ０

，Ｚ０）とが入力されるようにし、換算手段の変化分対応関係取得部（補正量取得手段）
では、対応テーブルを用いて、入力手段により入力された第１の色情報の検出値と第２の
色情報の検出値の何れか一方の値の近傍領域について、第１の色情報の変化分（第１の変
化分）と第２の色情報の変化分（第２の変化分）との関係である変化分対応関係を求める
ようにする。さらに、換算手段では、第２の印刷条件での印刷中にオンラインセンサ（第
１の色センサ）により得られるオンラインセンサ値（第１の色情報続報値）に対して、第
１の色情報続報値（ｘ，ｙ，ｚ）の第１の色情報検出値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）に対する変
化分（第１の変化分）（Δｘ，Δｙ，Δｚ）を求め、この求めた第１の変化分（Δｘ，Δ
ｙ，Δｚ）に対応する第２の変化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）を変化分対応関係から求め、こ
の求めた第２の変化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）を補正量としてこれによりオフラインセンサ
検出値（第２の色情報検出値）（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）を補正し、オンラインセンサ値（第
１の色情報続報値）をこれに対応するオフラインセンサ値（第２の色情報の値）（Ｘ´，
Ｙ´，Ｚ´）に換算するように構成する。
【００６７】
　本発明の一実施形態にかかる走行する印刷物の測色値換算方法及び装置は上述のように
構成されているので、印刷条件を変更した場合の第１の色情報値（ｘ，ｙ，ｚ）と第２の
色情報値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）との対応関係を、印刷絵柄のわずかな数点を指定（選定）して、
この選定印刷色を第１の色センサ（オンラインセンサ）１又はこれと等価な別の第１の色
センサで計測して第１の色情報検出値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）を得ると共に、前記選定印刷
色を第２の色センサ（オフラインセンサ）３又はこれと等価な別の第２の色センサで計測
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して第２の色情報検出値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）を得て、この得られた第２の色情報値（Ｘ

０，Ｙ０，Ｚ０）又は第１の色情報検出値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）と対応関係（対応テーブ
ル）とから、第２の色情報値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）又は第１の色情報検出値（ｘ０，ｙ０

，ｚ０）の近傍領域の各色情報の変化分の対応関係をもとめ、その後の第１の色センサ（
オンラインセンサ）１に対しては、この変化分の対応関係を利用して、第１の色センサ（
オンラインセンサ）１の計測値である続報値（ｘ，ｙ，ｚ）とその第１の色情報検出値（
ｘ０，ｙ０，ｚ０）との変化分（差分）Δｘ，Δｙ，Δｚに対応した第２の色センサ（オ
フラインセンサ）３の値の変化分（補正量）ΔＸ，ΔＹ，ΔＺを算出して、第２の色情報
検出値（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）を、この算出した変化分（補正量）ΔＸ，ΔＹ，ΔＺによっ
て加減算補正して、第１の色センサ（オンラインセンサ）１のセンサ出力値（続報値）（
ｘ，ｙ，ｚ）に対応した第２の色センサ（オフラインセンサ）３の値（Ｘ´，Ｙ´，Ｚ´
）を得るので、極めて簡便に条件変更時の対応関係を得ることができ、様々な印刷条件の
変更に対して、その変更した印刷条件の下で、走行する印刷物の測色値をオンラインセン
サに適した第１の測色値（色情報）から、オフラインセンサに適した第２の測色値（色情
報）に容易に換算することができる。
【００６８】
　つまり、第１の測色値を、所定の（適正な）色基準に基づいた色情報ではないがオンラ
インセンサに適していて容易であり速やかに行なえる色情報として、第１の測色値を計測
する第１の色センサ１を印刷に使用する所定印刷機に設置すれば、実際の印刷中に印刷色
の第１の色情報を第１の色センサ１により計測しながらこの計測結果（第１の測色値）に
基づいて印刷に関しフィードバック制御する上で都合がよい。
【００６９】
　また、第２の測色値を所定の（適正な）色基準に基づいた色情報とすると、オンライン
センサには適さないが色判定には都合はよい情報となるので、対応関係（対応テーブル等
）を用いて第１の測色値を第２の測色値に変換して色判定に使用すれば、オンラインで適
切な色判定を行なうことができる。
　この対応関係（若しくは変化分対応関係）は、多数の濃度値（若しくは濃度値変化分）
と色座標値（若しくは色座標変化分）とを対応させた対応テーブルとして保存され利用さ
れるが、通常は多数の濃度値と色座標値との対応を全て計測して求めることは膨大な時間
や大きな作業負担を招くことになる。この点、本測色値換算方法又は装置によれば、この
ような各印刷条件に応じた対応関係を容易に取得することができるので、予め印刷しよう
とする印刷条件に応じた対応関係を用意して、各印刷制御に利用することができ、オンラ
インセンサにより計測した印刷色の計測値（第１の色情報）を所定の（適正な）色基準に
基づいた色情報色（第２の色情報）に変換しこの色情報に基づく印刷へのフィードバック
制御を精度よく行なうことができる。
【００７０】
　なお、印刷条件変更時にも、前記の色再現範囲を網羅した多数のパッチが組み合わされ
てなる測色用絵柄を印刷していずれかのパッチを選定して選定印刷色とすれば、条件変更
時対応関係の設定が容易になる。
　また、条件変更時の対応関係の更新を、選定印刷ポイントを中心として予め設定した色
範囲内において実施することで、対応関係の補正領域は制限されるが対応関係を精度よく
補正することができる。
【００７１】
　ここで、本発明にかかる測色値換算方法を印刷制御方法及び装置に適用する例、並びに
印刷状態判定方法及び装置に適用する例を説明する。
・第１例（インキ供給)
　測色値換算方法を利用した印刷制御の第１例としてインキ供給制御を説明する。
　この場合、色座標で絵柄を制御する方法なら全てに適用できる。但し第１の計測器は色
座標を計測できないものとする。
【００７２】
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　図６に示すように、公知（特開２００１－１８３６４、特開２００１－４７６０５参照
）のインキ供給量制御による絵柄色調制御を始動し（ステップＡ１）、モニタ上に印刷す
る絵柄色調を映し出して絵柄色調制御をしたい点をモニタ上で指定する（ステップＡ２）
。そして、この指定した点の第１の色センサ（オンラインセンサ）の値を記憶し（ステッ
プＡ３）、予め用意された第１の色センサの値と第２の色センサの値との対応関係（ルッ
クアップテーブル）から第２の色センサ（オフラインセンサ）の色情報（第２の色情報）
の値を演算する（ステップＡ４）。
【００７３】
　そして、実際の印刷物の上記同じ点を第２の色センサ（オフラインセンサ）によって計
測する（ステップＡ５）。この場合、第２の色センサと検出特性が同じか又は同じ検出特
性の値を得ることができる第４の色センサにより測定してもよい。そして、ステップＡ４
の演算値とステップＡ５の計測値の色差（第２の色情報の色差）があらかじめ設定された
基準値Ａ未満であるかを判定する（ステップＡ６）。なお、第２の色情報の色差を、例え
ば、ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ，と現すと、色差は、√（ΔＸ２＋ΔＹ２＋ΔＺ２）で表すことが
できる。
【００７４】
　第２の色情報が、ＣＩＥが提唱する均等知覚色座標システムＬ*ａ*ｂ*やＬ*ｕ*ｖ*であ
れば、色差は人間の視覚特性と同じ感覚で評価でき、判定が容易となる。
　ここで、色差が基準値Ａ未満でないなら、前記手法により変化分対応関係を求め（ステ
ップＡ７）、第１の色センサ（オンラインセンサ）の検出値の変化分Δｘ，Δｙ，Δｚを
求めて（ステップＡ８）、この求めた第１の変化分（Δｘ，Δｙ，Δｚ）に対応する第２
の変化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）を変化分対応関係から求め、この求めた第２の変化分（Δ
Ｘ，ΔＹ，ΔＺ）によりオフラインセンサ検出値（第２の色情報検出値）（Ｘ０，Ｙ０，
Ｚ０）を補正したものを、オンラインセンサ値（第１の色情報続報値）に対応するオフラ
インセンサ値（第２の色情報の値）（Ｘ´，Ｙ´，Ｚ´）とする（ステップＡ９）。
【００７５】
　そして、モニタ上に上記演算値（制御したい点の第２の色情報の値）を表示して（ステ
ップＡ１０）、絵柄色調制御を始動する（ステップＡ１１）。
　一方、ステップＡ６において、色差が基準値Ａ未満なら、第１と第２の色センサの対応
関係（ルックアップテーブル）は更新せずにモニタ上に前記演算値（制御したい点の第２
の色情報の値）を表示して（ステップＡ１２）、絵柄色調制御を始動する（ステップＡ１
３）。
　これにより、インキ供給量制御を適正に行なうことができ、印刷絵柄を所望のものに近
づけることができる。
　なお、ステップＡ１１，Ａ１３は省略できる。
【００７６】
・第２例（インキ供給)
　測色値換算方法を利用した印刷制御の第２例としてインキ供給制御を説明する。
【００７７】
　この場合、色座標で絵柄を制御する方法なら全てに適用できる。但し第１の計測器は色
座標を計測できないものとする。
　図７に示すように、公知（特開昭６２－１４６６３３号公報参照）のカラースケール（
色再現範囲を網羅した多数のパッチが組み合わされてなる測色用絵柄）を用いたインキ供
給量制御による絵柄色調制御（パッチ色調制御）を始動し（ステップＢ１）、指定したパ
ッチの第１の色センサの計測値を記憶する（ステップＢ２）。そして、予め用意された第
１と第２の色センサの対応関係（ルックアップテーブル）から第１の色センサの計測値に
対応する第２の色センサ色情報値（第２の色情報値、規格値）を演算する（ステップＢ３
）。
【００７８】
　そして、実際の印刷物の上記指定したパッチを第２の色センサ（オフラインセンサ）に
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よって計測する（ステップＢ４）この場合、第２の色センサと検出特性が同じか又は同じ
検出特性の値を得ることができる第４の色センサにより測定してもよい。そして、ステッ
プＢ３の演算値とステップＢ４の計測値の色差（第２の色情報の色差）√（ΔＸ２＋ΔＹ
２＋ΔＺ２）があらかじめ設定された基準値Ａ未満であるかを判定する（ステップＢ５）
。ここで、色差が基準値Ａ未満でないなら、前記手法により変化分対応関係を求め（ステ
ップＢ６）、第１の色センサ（オンラインセンサ）の検出値の変化分Δｘ，Δｙ，Δｚを
求めて（ステップＢ７）、この求めた第１の変化分（Δｘ，Δｙ，Δｚ）に対応する第２
の変化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）を変化分対応関係から求め、この求めた第２の変化分（Δ
Ｘ，ΔＹ，ΔＺ）によりオフラインセンサ検出値（第２の色情報検出値）（Ｘ０，Ｙ０，
Ｚ０）を補正したものを、オンラインセンサ値（第１の色情報続報値）に対応するオフラ
インセンサ値（第２の色情報の値）（Ｘ´，Ｙ´，Ｚ´）とする（ステップＢ８）。
【００７９】
　そして、モニタ上に上記演算値（制御したい点の第２の色情報の値）を表示して（ステ
ップＢ９）、絵柄色調制御を始動する（ステップＢ１０）。
　一方、ステップＢ５において、色差が基準値Ａ未満なら、第１と第２の色センサの対応
関係（ルックアップテーブル）は更新せずにモニタ上に前記演算値（制御したい点の第２
の色情報の値）を表示して（ステップＢ１１）、絵柄色調制御を始動する（ステップＢ１
２）。
　これにより、インキ供給量制御を適正に行なうことができ、印刷絵柄を所望のものに近
づけることができる。
　なお、ステップＢ９，Ｂ１１は省略できる。
【００８０】
・第３例（湿し水供給)
　測色値換算方法を利用した印刷制御の第３例として湿し水供給制御を説明する。
【００８１】
　この場合、色座標で湿し水を制御する方法なら全てに適用できる。但し第１の計測器は
色座標を計測できないものとする。
　図８に示すように、公知（特許第４０２２２３３号公報参照）の湿し水制御を始動し（
ステップＣ１）、モニタ上で非画線部を指定する（ステップＣ２、特許第３８２５４２７
号参照）。そして、予め用意された第１と第２の色センサの対応関係（ルックアップテー
ブル）から指定された非画線部の第２の色センサの色情報値を演算する（ステップＣ３）
。
【００８２】
　そして、実際の印刷物の指定された非画線部を第２の色センサで計測する（ステップＣ
４）。この場合も、第２の色センサと検出特性が同じか又は同じ検出特性の値を得ること
ができる第４の色センサにより測定してもよい。そして、ステップＣ３の演算値とステッ
プＣ４の計測値の色差があらかじめ設定された基準値Ａ未満であるかを判定する（ステッ
プＣ５）。ここで、色差が基準値Ａ未満でないなら、前記手法により変化分対応関係を求
め（ステップＣ６）、第１の色センサ（オンラインセンサ）の検出値の変化分Δｘ，Δｙ
，Δｚを求めて（ステップＣ７）、この求めた第１の変化分（Δｘ，Δｙ，Δｚ）に対応
する第２の変化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）を変化分対応関係から求め、この求めた第２の変
化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）によりオフラインセンサ検出値（第２の色情報検出値）（Ｘ０

，Ｙ０，Ｚ０）を補正したものを、オンラインセンサ値（第１の色情報続報値）に対応す
るオフラインセンサ値（第２の色情報の値）（Ｘ´，Ｙ´，Ｚ´）とする（ステップＣ８
）。
【００８３】
　そして、モニタ上に上記演算値（非画線部の第２の色情報値）を表示して（ステップＣ
９）、汚れ対象箇所の色差（汚れ色差）が基準値Ｂ以上かを判定し（ステップＣ１０）、
汚れ色差が基準値Ｂ以上なら、湿し水を発砲し、汚れを抑える（ステップＣ１１）。
　ステップＣ５において、色差が基準値Ａ未満なら、第１と第２の色センサの対応関係（
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ルックアップテーブル）は更新せずにモニタ上に上記演算値（非画線部の第２の色情報値
）を表示して（ステップＣ１２）、汚れを抑える制御を適宜行なう（ステップＣ１０，Ｃ
１１）。
　これにより、印刷汚れを抑制することができる。
【００８４】
・第４例（品質検査装置に適用)
　測色値換算方法を利用した第４例として品質検査を説明する。
　この場合、図９に示すように、基準画像（第１の色情報値）を生成し（ステップＤ１）
、予め用意された第１と第２の色センサの対応関係（ルックアップテーブル）から第２の
色センサの色情報値を演算する（ステップＤ２）。そして、基準画像（第２の色情報値）
を生成する（ステップＤ３）。
【００８５】
　さらに、実際の印刷物を第２の色センサによって計測する（ステップＤ４）。
　ここで、ステップＤ３の基準画像の色情報の値（演算値）とステップＤ４の実際の印刷
物の色情報の値（計測値）の色差が予め設定された基準値Ａ未満であるかを判定する（ス
テップＤ５）。ここで、色差が基準値Ａ未満でないなら、前記手法により変化分対応関係
を求め（ステップＤ６）、第１の色センサ（オンラインセンサ）の検出値の変化分Δｘ，
Δｙ，Δｚを求めて（ステップＤ７）、この求めた第１の変化分（Δｘ，Δｙ，Δｚ）に
対応する第２の変化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）を変化分対応関係から求め、この求めた第２
の変化分（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）によりオフラインセンサ検出値（第２の色情報検出値）（
Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）を補正したものを、オンラインセンサ値（第１の色情報続報値）に対
応するオフラインセンサ値（第２の色情報の値）（Ｘ´，Ｙ´，Ｚ´）とする（ステップ
Ｄ８）。
【００８６】
　そして、実際の印刷物を第２の色センサで計測して（ステップＤ９）、計測画像（第２
の色情報の計測値）を生成する（ステップＤ１０）。さらに、ステップＤ３の基準画像の
色の値（第２の色情報の基準値）からステップＤ９の計測した実際の印刷物の色の値（第
２の色情報の計測値）を減算し、この値が許容値Ｃを超えたかを判定し（ステップＤ１１
）、減算値が許容値Ｃを越えたら紙面障害（印刷不良）と判定する（ステップＤ１２）。
【００８７】
　ステップＤ５において、色差が基準値Ａ未満なら、第１と第２の色センサの対応関係（
ルックアップテーブル）を更新せずに計測画像（第２の色情報の計測値）を生成して（ス
テップＤ１３）、紙面障害（印刷不良）を判定する（ステップＤ１１，Ｄ１２）。
　これにより、適切に紙面障害（印刷不良）と判定することができる。
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲
で上記の実施形態のものを適宜変更して実施することもできる。
【００８８】
　例えば、上記の実施形態では、Δｘ，Δｙ，ΔｚとΔＸ，ΔＹ，ΔＺとを対応させた変
化分対応テーブルを求めておき、印刷中に得られる第１の色センサ（オンラインセンサ）
１のセンサ出力値（ｘ，ｙ，ｚ）が得られると、この出力値（ｘ，ｙ，ｚ）の変化分（Δ
ｘ，Δｙ，Δｚ）を求め、基本となる対応テーブルから換算される、出力値（ｘ，ｙ，ｚ
）に対応した第２の色センサ（オフラインセンサ）３の出力値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）に対して、
変化分（Δｘ，Δｙ，Δｚ）に対応した第２の色センサ３の値の変化分（補正量）ΔＸ，
ΔＹ，ΔＺにより加減算補正して、最終的に、第２の色センサ３の値（Ｘ´，Ｙ´，Ｚ´
）に換算している。
【００８９】
　しかし、このとき用いる補正量は、上記の変化分対応テーブルから得られる変化分ΔＸ
，ΔＹ，ΔＺに限るものではない。つまり、同一の色に対して、第１の色センサ１の測色
値ａ1と第２の色センサ３の測色値ｂ1とが得られれば、第１の色センサ１の測色値ａ1に
対しては、基本となる対応テーブルから第２の色センサ３により測色した場合の測色値ｂ
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した第２の色センサによる測色値ｂ1との偏差Δｂ（＝ｂ1－ｂ´1）を求めることができ
る。そこで、この偏差Δｂを補正量として、その後測定される第１の色センサ１の測色値
ａを第２の色センサ３により測色した場合の測色値ｂに換算する場合には、この偏差Δｂ
だけ補正（つまり、ｂをΔｂだけ加算補正）した値ｂ´（＝ｂ＋Δｂ）を、換算値として
もよい。
【００９０】
　このように、補正量は上記の実施形態のものに限定されない。
　また、補正量を求めることなく、第１の色センサ１の測色値ａから第２の色センサ３に
より測色した場合の測色値ｂ´を換算することもできる。例えば、第１の色センサ１の測
色値ａと第２の色センサ３の測色値ｂとの対応関係を、第１の色センサ１の測色値の集合
Ａから第２の色センサ３の測色値の集合Ｂへの写像ｆ、あるいは、第１の色センサ１の測
色値ａと第２の色センサ３の測色値ｂとは、関数ｆ［つまり、ｂ＝ｆ（ａ）］の関係があ
るものと考えることができる。なお、各測色値ａ，ｂは所要の次数（例えば、３次又は４
次）の元を有するものとする。
【００９１】
　例えば、測色値集合Ａ又は測色値集合Ｂの部分集合Ａｐ，Ｂｐに着目すると、関数ｆ［
ｂ＝ｆ（ａ）］を、よりシンプルに、ｂ＝α（ａ）＋β（以下、式Ｆとする）と考え、α
及びβの一方を固定し他方を印刷条件に応じて変更するものとする。この場合、実際の各
測色値ａ0，ｂ0が測定されれば、この測定値ａ0，ｂ0を式Ｆに代入し、α及びβのうちの
印刷条件に応じて変更するものを定めることができ、その後は、式Ｆを用いて、印刷しな
がら得られる第１の色センサ１の測色値ａから第２の色センサ３により測色した場合の測
色値ｂ´を換算することができる。つまり、補正量を求めることなく、測色値を換算する
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明は、インキを転写して印刷を行なう印刷機による印刷産業に広く適用することが
できる。
【符号の説明】
【００９３】
　１　第１の色センサ（オンラインセンサ）
　２　カラースケール（色再現範囲を網羅した多数のパッチが組み合わされてなる測色用
絵柄）
　３　第２の色センサ（オフラインセンサ）
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