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(57)【要約】
【課題】予備呼出し後、すぐに正常な印刷物を印刷する
ことを可能とする。
【解決手段】予備呼出し時の各印刷ユニットの各インキ
ツボキーの開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）
の算出を下記の（２）式によって行う。
　θｉｊ”＝αｉ×ΔＤｉｊ×θｉｊ×βｉ　・・・・
（２）
　この（２）式において、αｉ（ｉ＝１～ｍ）は各印刷
ユニットの色のインキツボキーの開き量の補正係数、Δ
Ｄｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）は試刷りサンプルの
各印刷ユニットの色の各パッチの測定濃度差、θｉｊ（
ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）は各印刷ユニットの各インキ
ツボキーの現在の開き量、βｉ（ｉ＝１～ｍ）は各印刷
ユニットのインキツボローラの回転量による補正係数で
ある。なお、各印刷ユニットの各インキツボキーの現在
の開き量θｉｊに代えて、各印刷ユニットの各インキツ
ボキーに対応する範囲の絵柄面積率や絵柄面積を用いる
ようにしてもよい。
【選択図】　図３３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インキツボキーを複数備え、これらインキツボキーの開き量の調整によってインキツボ
内よりインキツボローラに供給されるインキの供給量を調整し、このインキツボローラに
供給されたインキをインキ移しローラの呼出し動作によって刷版へ供給し、この刷版へ供
給されたインキを印刷用紙に印刷する印刷機のインキ供給量調整方法において、
　前記印刷機により印刷された印刷用紙の前記各インキツボキーに対応する範囲に印刷さ
れた各濃度測定用のパッチの濃度値を測定する濃度値測定ステップと、
　前記測定された各濃度測定用のパッチの濃度値と予め設定されている基準濃度値との差
および前記各インキツボキーの現在の開き量に基づいて前記各インキツボキーの予備呼出
し時の開き量を求める予備呼出時開量演算ステップと、
　前記各インキツボキーの開き量を前記求められた予備呼出し時の開き量とした状態で、
かつ印刷を行わない状態で、前記インキ移しローラの呼出し動作を行わせる予備呼出ステ
ップと
　を備えることを特徴とする印刷機のインキ供給量調整方法。
【請求項２】
　インキツボキーを複数備え、これらインキツボキーの開き量の調整によってインキツボ
内よりインキツボローラに供給されるインキの供給量を調整し、このインキツボローラに
供給されたインキをインキ移しローラの呼出し動作によって刷版へ供給し、この刷版へ供
給されたインキを印刷用紙に印刷する印刷機のインキ供給量調整方法において、
　前記印刷機により印刷された印刷用紙の前記各インキツボキーに対応する範囲に印刷さ
れた各濃度測定用のパッチの濃度値を測定する濃度値測定ステップと、
　前記測定された各濃度測定用のパッチの濃度値と予め設定されている基準濃度値との差
および前記各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率又は絵柄面積に基づいて前記各
インキツボキーの予備呼出し時の開き量を求める予備呼出時開量演算ステップと、
　前記各インキツボキーの開き量を前記求められた予備呼出し時の開き量とした状態で、
かつ印刷を行わない状態で、前記インキ移しローラの呼出し動作を行わせる予備呼出ステ
ップと
　を備えることを特徴とする印刷機のインキ供給量調整方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された印刷機のインキ供給量調整方法において、
　前記予備呼出時開量演算ステップは、
　前記インキツボローラの回転量も考慮して前記各インキツボキーの予備呼出し時の開き
量を求めること
　を特徴とする印刷機のインキ供給量調整方法。
【請求項４】
　インキツボキーを複数備え、これらインキツボキーの開き量の調整によってインキツボ
内よりインキツボローラに供給されるインキの供給量を調整し、このインキツボローラに
供給されたインキをインキ移しローラの呼出し動作によって刷版へ供給し、この刷版へ供
給されたインキを印刷用紙に印刷する印刷機のインキ供給量調整装置において、
　前記印刷機により印刷された印刷用紙の前記各インキツボキーに対応する範囲に印刷さ
れた各濃度測定用のパッチの濃度値を測定する濃度値測定手段と、
　前記測定された各濃度測定用のパッチの濃度値と予め設定されている基準濃度値との差
および前記各インキツボキーの現在の開き量に基づいて前記各インキツボキーの予備呼出
し時の開き量を求める予備呼出時開量演算手段と、
　前記各インキツボキーの開き量を前記求められた予備呼出し時の開き量とした状態で、
かつ印刷を行わない状態で、前記インキ移しローラの呼出し動作を行わせる予備呼出手段
と
　を備えることを特徴とする印刷機のインキ供給量調整装置。
【請求項５】
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　インキツボキーを複数備え、これらインキツボキーの開き量の調整によってインキツボ
内よりインキツボローラに供給されるインキの供給量を調整し、このインキツボローラに
供給されたインキをインキ移しローラの呼出し動作によって刷版へ供給し、この刷版へ供
給されたインキを印刷用紙に印刷する印刷機のインキ供給量調整装置において、
　前記印刷機により印刷された印刷用紙の前記各インキツボキーに対応する範囲に印刷さ
れた各濃度測定用のパッチの濃度値を測定する濃度値測定手段と、
　前記測定された各濃度測定用のパッチの濃度値と予め設定されている基準濃度値との差
および前記各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率又は絵柄面積に基づいて前記各
インキツボキーの予備呼出し時の開き量を求める予備呼出時開量演算手段と、
　前記各インキツボキーの開き量を前記求められた予備呼出し時の開き量とした状態で、
かつ印刷を行わない状態で、前記インキ移しローラの呼出し動作を行わせる予備呼出手段
と
　を備えることを特徴とする印刷機のインキ供給量調整装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載された印刷機のインキ供給量調整装置において、
　前記予備呼出時開量演算手段は、
　前記インキツボローラの回転量も考慮して前記各インキツボキーの予備呼出し時の開き
量を求めること
　を特徴とする印刷機のインキ供給量調整装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、インキツボキーの開き量を調整することによって刷版へのインキの供給量
を調整する印刷機のインキ供給量調整方法および装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図５６に輪転印刷機における各色の印刷ユニット内のインキ装置（インカー）の要部を
示す。同図において、１はインキツボ、２はインキツボ１に蓄えられたインキ、３はイン
キツボローラ、４（４－１～４－ｎ）はインキツボローラ３の軸方向に複数並設して設け
られたインキツボキー、５はインキ移しローラ、６はインキローラ群、７は版胴８に装着
された刷版であり、刷版７には絵柄が焼き付けられている。
【０００３】
　このインキ装置では、インキツボキー４－１～４－ｎとインキツボローラ３との間より
インキツボ１内のインキ２をインキツボローラ３に供給し、このインキツボローラ３に供
給されたインキをインキ移しローラ５の呼び出し動作によりインキローラ群６を介して刷
版７へ供給する。この刷版７に供給されたインキが図示されていないゴム胴を介して印刷
用紙に印刷される。
【０００４】
　図５７にこの印刷機によって印刷された印刷物を示す。印刷物９には、絵柄領域９－１
を除く余白部に、帯状のカラーバー９－２が印刷される。カラーバー９－２は、一般の４
色刷りの場合、墨（スミ）、シアン（アイ）、マゼンタ（アカ）、イエロー（キ）の濃度
測定用のパッチ（網点面積率１００％のベタパッチ）９ａ１，９ａ２，９ａ３，９ａ４を
含む領域Ｓ１～Ｓｎから構成される。領域Ｓ１～Ｓｎは、印刷機における各色の印刷ユニ
ットにおけるインキツボキー４－１～４－ｎのキーゾーンに対応している。
【０００５】
〔色合わせ〕
　各色の印刷ユニットに対しては基準の濃度値が予め設定されている。すなわち、スミ，
アイ，アカ，キの各色に対して基準の濃度値が予め設定されており、印刷物９の印刷に際
しては、各色の濃度値をこの基準濃度値に一致させるような色合わせ作業が行われる。こ
の色合わせ作業は、印刷物９に印刷されたカラーバー９－２における各色の濃度測定用の
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パッチ９ａ（９ａ１，９ａ２，９ａ３，９ａ４）の濃度に基づいて、本刷りを開始する前
に不図示のインキ供給量調整装置によって行われる。
【０００６】
　例えば、印刷物９における領域Ｓ１を代表して説明すると、本刷りを開始する前の試刷
りによって得られた印刷物９（試刷りサンプル）の各色の濃度測定用のパッチ９ａの濃度
値を測定し、この測定した各色の濃度値と予め設定されている各色の基準濃度値との濃度
差を求め、この求めた各色の濃度差より各色の印刷ユニットにおけるインキツボキー４－
１の開き量の補正量（領域Ｓ１へのインキ供給量の補正量）を求め、この求めた補正量を
フィードバック量として各色の印刷ユニットにおけるインキツボキー４－１の開き量を調
整する。
【０００７】
　同様にして、領域Ｓ２～Ｓｎについても、各色の印刷ユニットにおけるインキツボキー
４－２～４－ｎの開き量の補正量（領域Ｓ２～Ｓｎへのインキ供給量の補正量）を求め、
この求めた補正量をフィードバック量として各色の印刷ユニットにおけるインキツボキー
４－２～４－ｎの開き量を調整する。そして、このインキツボキー４－１～４－ｎの開き
量を調整した状態で、直ぐに試刷りを再開し、各色の濃度値が基準の濃度値となるまで同
様動作を繰り返す（特許文献１参照）。
【０００８】
　しかしながら、この特許文献１に示されたインキ供給量の調整方法では、インカー内の
インキ搬送経路（インキツボローラからゴム胴までの搬送経路）が長いため、印刷物への
インキ供給量を調整する場合、インキ供給量の調整結果が実際の印刷物に反映され、補正
した濃度で安定した状態になるまでに、インキ供給量が調整されてから約１００枚の印刷
物を印刷しなければならず、時間がかかると共に印刷資材が無駄になるという問題がある
。
【０００９】
　そこで、最近では、特許文献２に示されているように、試刷りサンプル９の各色の濃度
測定用のパッチ９ａの濃度値を測定し、この測定した各色の濃度値と各色の基準濃度値と
の濃度差を求め、この求めた各色の濃度差より各色の印刷ユニットにおけるインキツボキ
ー４－１～４－ｎの開き量の補正量を求め、この求めた補正量に基づいてインキツボキー
４－１～４－ｎの開き量を補正し、このインキツボキー４－１～４－ｎの開き量を補正し
た状態で、かつ印刷を行わない状態で、インキ移しローラ５の呼出し動作を行わせてイン
カー内のインキ量を調整し、その後、印刷を行うようにしている。この特許文献２では、
インキツボキー４－１～４－ｎの開き量を補正した状態で、かつ印刷を行わない状態で、
インキ移しローラ５の呼出し動作を行わせることを予備呼出しと呼んでいる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－１１８０７７号公報
【特許文献２】特開２００７－３０３４８号公報
【特許文献３】特開平１０－１６１９３号公報
【特許文献４】特開昭５８－２０１００８号公報
【特許文献５】特開昭５８－２０１０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述した特許文献２に示されたインキ供給量の調整方法では、インキツ
ボキー４－１～４－ｎの開き量を補正して予備呼出しを行うようにしているが、予備呼出
し時に用いる補正量は単に濃度差から求めているだけであるので、インキツボキー４－１
～４－ｎに対応する範囲の絵柄面積率のうち、絵柄面積率の小さいところ（言い換えれば
、インキツボキーの開き量の小さいところ）では、濃度が薄くてインキ供給量が足りない
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場合には、インキ供給量が必要とする量よりも大きくなり過ぎて濃度が高くなり、逆に、
濃度が濃くてインキ供給量が過剰な場合には、インキ供給量が必要とする量よりも小さく
なり過ぎて濃度が低くなり過ぎ、また、絵柄面積率が大きいところ（言い換えれば、イン
キツボキーの開き量の大きいところ）では、濃度が薄くてインキ供給量が足りない場合に
は、インキ供給量が必要とする量まで大きくならずに濃度が低いままになり、逆に、濃度
が濃くてインキ供給量が過剰な場合には、インキ供給量が必要とする量まで小さくならず
に濃度が高いままになり、予備呼出し後、すぐには正常な印刷物を印刷することができず
、正常な印刷物が得られるまでに多数の印刷物を印刷しなければならなかった。
【００１２】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは
、予備呼出し後、すぐに正常な印刷物を印刷することが可能な印刷機のインキ供給量調整
方法および装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　このような目的を達成するために、本発明は、インキツボキーを複数備え、これらイン
キツボキーの開き量の調整によってインキツボ内よりインキツボローラに供給されるイン
キの供給量を調整し、このインキツボローラに供給されたインキをインキ移しローラの呼
出し動作によって刷版へ供給し、この刷版へ供給されたインキを印刷用紙に印刷する印刷
機のインキ供給量調整方法において、印刷機により印刷された印刷用紙の各インキツボキ
ーに対応する範囲に印刷された各濃度測定用のパッチの濃度値を測定する濃度値測定ステ
ップと、測定された各濃度測定用のパッチの濃度値と予め設定されている基準濃度値との
差および各インキツボキーの現在の開き量に基づいて各インキツボキーの予備呼出し時の
開き量を求める予備呼出時開量演算ステップと、各インキツボキーの開き量を求められた
予備呼出し時の開き量とした状態で、かつ印刷を行わない状態で、インキ移しローラの呼
出し動作を行わせる予備呼出ステップとを設けたものである。
【００１４】
　この発明によれば、印刷機により印刷された印刷用紙（印刷物）の各インキツボキーに
対応する範囲に印刷された各濃度測定用のパッチの濃度値が測定され、この測定された各
濃度測定用のパッチの濃度値（測定濃度値）と基準濃度値との差および各インキツボキー
の現在の開き量に基づいて各インキツボキーの予備呼出し時の開き量が求められる。そし
て、各インキツボキーの開き量をその求めた予備呼出し時の開き量とした状態で、かつ印
刷を行わない状態で、インキ移しローラの呼出し動作（予備呼出し）が行われる。
【００１５】
　この予備呼出しにおいて、本発明では、濃度測定用のパッチの濃度値（測定濃度値）と
基準濃度値との差だけではなく、インキツボキーの現在の開き量も考慮に入れて、予備呼
出し時のインキツボキーの開き量が求められる。これにより、例えば、絵柄面積率の小さ
いところ（インキツボキーの開き量の小さいところ）では、同じ濃度差でもインキ供給量
の変化を小さくし、絵柄面積率の大きいところ（インキツボキーの開き量の大きいところ
）では、同じ濃度差でもインキ供給量の変化を大きくするようにして、各インキツボキー
に対応する範囲の絵柄面積率の大小に拘わらず、そこへのインキの供給量を適切な値とす
ることが可能となる。
【００１６】
　なお、本発明において、予備呼出時開量演算ステップにおいて、各濃度測定用のパッチ
の濃度値（測定濃度値）と予め設定されている基準濃度値との差および各インキツボキー
の現在の開き量に基づいて各インキツボキーの予備呼出し時の開き量を求める代わりに、
各濃度測定用のパッチの濃度値（測定濃度値）と予め設定されている基準濃度値との差お
よび各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率又は絵柄面積に基づいて各インキツボ
キーの予備呼出し時の開き量を求めるものとしてもよい。また、本発明において、予備呼
出時開量演算ステップでは、インキツボローラの回転量も考慮して各インキツボキーの予
備呼出し時の開き量を求めるものとしてもよい。また、本発明は、装置としても構成する
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ことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、各濃度測定用のパッチの濃度値（測定濃度値）と予め設定されている
基準濃度値との差および各インキツボキーの現在の開き量に基づいて各インキツボキーの
予備呼出し時の開き量を求め、各インキツボキーの開き量をこの求めた予備呼出し時の開
き量とした状態で、かつ印刷を行わない状態で、インキ移しローラの呼出し動作（予備呼
出し）を行わせるようにしたので、各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率の大小
に拘わらず、そこへのインキの供給量を適切な値とし、予備呼出し後、すぐに正常な印刷
物を印刷することが可能となる。
【００１８】
　また、本発明によれば、各濃度測定用のパッチの濃度値（測定濃度値）と予め設定され
ている基準濃度値との差および各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率又は絵柄面
積に基づいて各インキツボキーの予備呼出し時の開き量を求め、各インキツボキーの開き
量をこの求めた予備呼出し時の開き量とした状態で、かつ印刷を行わない状態で、インキ
移しローラの呼出し動作（予備呼出し）を行わせるようにしたので、各インキツボキーに
対応する範囲の絵柄面積率の大小に拘わらず、そこへのインキの供給量を適切な値とし、
予備呼出し後、すぐに正常な印刷物を印刷することが可能となる。
【００１９】
　また、本発明によれば、インキツボローラの回転量も考慮して各インキツボキーの予備
呼出し時の開き量を求めるようにすることにより、予備呼出し時の各インキツボキーの予
備呼出し時の開き量をさらに正確とし、より早く正常な印刷物を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施に用いる印刷機制御装置のブロック図である。
【図２】実施の形態１の印刷機制御装置におけるメモリの内容を分割して示す図である。
【図３】実施の形態１の印刷機制御装置におけるメモリの内容を分割して示す図である。
【図４】実施の形態１の印刷機制御装置におけるメモリの内容を分割して示す図である。
【図５】測色計の設置状況を示す側面図である。
【図６】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図８】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図９】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１０】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１１】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１２】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１３】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１４】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１５】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１６】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１７】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１８】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１９】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２０】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２１】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２２】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２３】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２４】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２５】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２６】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
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【図２７】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２８】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図２９】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３０】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３１】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３２】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３３】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３４】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３５】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３６】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３７】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３８】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３９】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４０】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４１】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４２】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４３】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４４】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４５】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４６】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４７】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４８】実施の形態１の印刷機制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４９】インキツボローラ駆動用制御装置の内部構成の概略を示すブロック図である。
【図５０】インキツボローラ駆動用制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図５１】インキツボキー駆動用制御装置の内部構成の概略を示すブロック図である。
【図５２】インキツボキー駆動用制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図５３】インキツボキー駆動用制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図５４】実施の形態２の印刷機制御装置における実施の形態１と異なる部分の処理動作
を抜粋して示すフローチャートである。
【図５５】実施の形態２の印刷機制御装置における実施の形態１と異なる部分の処理動作
を抜粋して示すフローチャートである。
【図５６】輪転印刷機における各色の印刷ユニット内のインキ供給装置の要部を示す図で
ある。
【図５７】印刷機により印刷された印刷物の概略を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。
〔実施の形態１〕
　図１はこの発明の実施に用いる印刷機制御装置（インキ供給量調整装置）のブロック図
である。この印刷機制御装置１０は、ＣＰＵ１０Ａ、ＲＡＭ１０Ｂ、ＲＯＭ１０Ｃ、プレ
インキング１スイッチＳＷ１、試刷りスタートスイッチＳＷ２、再試刷りスタートスイッ
チＳＷ３、本刷りスタートスイッチＳＷ４、制御終了スイッチＳＷ５、入力装置１０Ｄ、
表示器１０Ｅ、出力装置１０Ｆ、メモリ１０Ｇを備えている。
【００２２】
　また、測色計１０Ｈ、測色計移動用モータ１０Ｉ、測色計移動用モータ用ロータリーエ
ンコーダ１０Ｊ、測色計移動用モータドライバ１０Ｋ、測色計現在位置測定用カウンタ１
０Ｌ、Ａ／Ｄ変換器１０Ｍ、Ｄ／Ａ変換器１０Ｎ、測色計原点位置検出器１０Ｐ、内部ク
ロックカウンタ１０Ｑを備えている。
【００２３】
　また、印刷機の原動モータ１０Ｒ、印刷機の原動モータ用ドライバ１０Ｓ、印刷機の原
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動モータ用ロータリーエンコーダ１０Ｔ、Ｆ／Ｖ変換器１０Ｕ、Ａ／Ｄ変換器１０Ｖ、印
刷機の原点位置検出器１０Ｗ、印刷機の回転数カウント用カウンタ１０Ｘ、給紙装置１０
Ｙ、試刷り枚数設定器ＳＩ１，本刷り枚数設定器ＳＩ２、予備呼出し回数設定器ＳＩ３1

～ＳＩ３m、予備呼出し時のインキツボローラの回転量設定器ＳＩ４1～ＳＩ４mおよび入
出力インターフェイス（Ｉ／Ｏ，Ｉ／Ｆ）１０－１～１０－１４を備えている。
【００２４】
　ＣＰＵ１０Ａは、インターフェイス１０－１～１０－１４を介して与えられる各種入力
情報を得て、ＲＡＭ１０Ｂやメモリ１０Ｇにアクセスしながら、ＲＯＭ１０Ｃに格納され
たプログラムに従って動作する。
【００２５】
　ロータリーエンコーダ１０Ｊは、測色計移動用モータ１０Ｉの所定回転数（角度）毎に
回転パルスを発生してカウンタ１０Ｌに出力する。ロータリーエンコーダ１０Ｔは、印刷
機の原動モータ１０Ｒの所定回転数（角度）毎に回転パルスを発生してＦ／Ｖ変換器１０
Ｕおよび原動モータドライバ１０Ｓに出力する。
【００２６】
　なお、図１において、１３（１３－１～１３－ｍ）は各印刷ユニット、１４（１４－１
～１４－ｍ）は各印刷ユニットのインキ呼出し装置、１５（１５－１～１５－ｍ）は各印
刷ユニットのインキツボローラ駆動用制御装置、１６（１６－１～１６－ｎ）は各印刷ユ
ニットの各インキツボキー駆動用制御装置である。
【００２７】
　インキ呼出し装置１４（１４－１～１４－ｍ）は、図５６に示した各印刷ユニットのイ
ンキ移しローラ５に対応して各個に設けられている。インキツボローラ駆動用制御装置１
５（１５－１～１５－ｍ）は、図５６に示した各印刷ユニットのインキツボローラ３に対
応して各個に設けられている。インキツボキー駆動用制御装置１６（１６－１～１６－ｎ
）は、図５６に示した各印刷ユニットの各インキツボキー４（４－１～４－ｎ）に対応し
て各個に設けられている。
【００２８】
　図２，図３および図４にメモリ１０Ｇの内容を分割して示す。メモリ１０Ｇにはメモリ
Ｍ１～Ｍ３７が設けられる。メモリＭ１には試刷り枚数が記憶される。メモリＭ２にはカ
ウント値Ｍが記憶される。メモリＭ３にはカウント値Ｎが記憶される。メモリＭ４には各
印刷ユニットの予備呼出し回数（印刷機の回転数換算）が記憶される。メモリＭ５には印
刷機の印刷ユニット総数ｍが記憶される。メモリＭ６には予備呼出し時の各印刷ユニット
のインキツボローラの回転量Ｓｐｒｅｉ（ｉ＝１～ｍ）が記憶される。
【００２９】
　メモリＭ７には、測色計によって測定すべき試刷りサンプルのカラーバーの各色の各パ
ッチの位置が記憶される。メモリＭ８には各印刷ユニットのインキツボキーの総数ｎが記
憶される。メモリＭ９には各印刷ユニットの各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積
率（各印刷ユニットにセットされる各刷版の各インキツボキーに対応するゾーン毎の絵柄
面積率）Ｓｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）が記憶される。メモリＭ１０には本刷り枚数
が記憶される。
【００３０】
　メモリＭ１１にはプレインキング１のステップ１時のインキツボローラの回転量が記憶
される（プレインキング１のステップ１については後述する）。メモリＭ１２にはプレイ
ンキング１のステップ１時のインキツボキーの開き量が記憶される。メモリＭ１３には印
刷機の設定速度２（高速）が記憶される。メモリＭ１４には印刷機の原動モータ用のロー
タリーエンコーダに接続されたＦ／Ｖ変換器を介して接続されたＡ／Ｖ変換器の出力が記
憶される。メモリＭ１５には現在の印刷機の回転速度が記憶される。メモリＭ１６には印
刷機の回転数カウント用カウンタのカウント値が記憶される。メモリＭ１７にはプレイン
キング１のステップ１時のインキ呼出し回数（印刷機の回転数換算）が記憶される。
【００３１】
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　メモリＭ１８には印刷機の設定速度１（低速）が記憶される。メモリＭ１９には各印刷
ユニットの色が記憶される。メモリＭ２０には各色のインキツボローラの基準の回転量Ｓ
ｓｔｄｉ（ｉ＝１～ｍ）が記憶される。メモリＭ２１には各印刷ユニットのインキツボロ
ーラの回転量Ｓｐｉ（ｉ＝１～ｍ）が記憶される。メモリＭ２２には各色の絵柄面積率と
インキツボキーの開き量との関係を示す各色の絵柄面積率－インキツボキー開き量変換テ
ーブルが記憶される。メモリＭ２３には各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量θｉ
ｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）が記憶される。メモリＭ２４にはプレインキング１のステ
ップ２時のインキ呼出し回数（印刷機の回転数換算）が記憶される（プレインキング１の
ステップ２については後述する）。
【００３２】
　メモリＭ２５には測色計の現在位置測定用カウンタのカウント値が記憶される。メモリ
Ｍ２６には測色計の現在位置が記憶される。メモリＭ２７には測色計からの色データが記
憶される。メモリＭ２８には試刷りサンプルのカラーバーの各色の各パッチの濃度値が記
憶される。メモリＭ２９には、カラーバーの各色の基準濃度値が記憶される。
【００３３】
　メモリＭ３０には試刷りサンプルの各色の各パッチの濃度値と各色の基準濃度値との差
（測定濃度差）ΔＤｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）が記憶される。メモリＭ３１には各
色のインキツボキーの開き量の補正係数αｉ（ｉ＝１～ｍ）が記憶される。メモリＭ３２
には各印刷ユニットの各インキツボキーの修正した開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１
～ｎ）が記憶される。メモリＭ３３には各印刷ユニットのインキツボローラの回転量によ
る補正係数βｉ（ｉ＝１～ｍ）が記憶される。メモリＭ３４には各印刷ユニットの各イン
キツボキーの予備呼出し時の開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）が記憶される。
メモリＭ３５には予備呼出し前の各印刷ユニットのインキツボローラの回転量が記憶され
る。メモリＭ３６には第１待機時間のカウント値が記憶される。メモリＭ３７には第２待
機時間のカウント値が記憶される。
【００３４】
　測色計１０Ｈは、図５に示すように、支柱１７－１，１７－２間に設けられたボールネ
ジ（送りねじ）１７－３に取り付けられている。ボールネジ１７－３は測色計移動用モー
タ１０Ｉによって正／逆回転する。このボールネジ１７－３の正／逆回転により、ボール
ネジ１７－３に案内されながら、測色計１０Ｈが支柱１７－１，１７－２間を移動する。
測色計１０Ｈのヘッド部１０Ｈ１は測定台１７－４の測定対象が置かれる面１７－４ａに
向けられている。
【００３５】
〔実施の形態１の概略的な動作〕
　実施の形態１の詳細な動作の説明に入る前に、理解を容易とするために、その概略につ
いて説明しておく。
(１)各データを入力する。
(２)プレインキング１スイッチＳＷ１をオンとし、プレインキング１のステップ１，ステ
ップ２の動作を行わせ、各色の印刷ユニットのインキローラ群６上に印刷中に必要とされ
る最低限のインキ膜厚分布を形成し、さらにこの印刷中に必要とされる最低限のインキ膜
厚分布に各色の刷版の絵柄に応じたインキ膜厚分布を重畳する。
(３)試刷りスタートスイッチＳＷ２をオンとし、試刷りを行う。
(４)試刷りサンプルを測定台１７－４にセットし、再試刷りスタートスイッチＳＷ３をオ
ンとする。これにより、予備呼出しが行われた後、再度試刷り（再試刷り）が行われる。
(５)満足できる印刷物が得られるまで、(４)の再試刷りを繰り返す。
(６)満足できる印刷物が得られれば、本刷りスタートスイッチＳＷ４をオンとし、本刷り
を行う。
【００３６】
　なお、プレインキング１のステップ１，ステップ２については、本出願人が先に提案し
た特許文献３などに示されているので、その目的や作用・効果などの詳しい説明は省略す
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る。また、制御終了スイッチＳＷ５をオンとすることにより、全ての制御動作が終了する
。
【００３７】
〔実施の形態１の詳細な動作〕
〔データの入力〕
　オペレータは、印刷の開始に先立って、試刷り枚数を入力する（図６：ステップＳ１０
１）。また、各印刷ユニットの予備呼出し回数、各印刷ユニットの予備呼出し時のインキ
ツボローラの回転量、試刷りサンプルのカラーバーの各色の各パッチの位置、各印刷ユニ
ットの各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率、本刷り枚数を入力する（ステップ
Ｓ１０３（図６）、Ｓ１１０（図７）、Ｓ１１７（図８）、Ｓ１３２（図９）、Ｓ１４６
（図１０））。
【００３８】
　なお、この場合、試刷り枚数の入力は試刷り設定器ＳＩ１より行い、各印刷ユニットの
予備呼出し回数の入力は予備呼出し回数設定器ＳＩ３1～ＳＩ３mより行い、各印刷ユニッ
トの予備呼出し時のインキツボローラの回転量の入力は予備呼出し時のインキツボローラ
の回転量設定器ＳＩ４1～ＳＩ４mより行い、試刷りサンプルのカラーバーの各色の各パッ
チの位置の入力は入力装置１０Ｄより行い、各印刷ユニットの各インキツボキーに対応す
る範囲の絵柄面積率の入力は入力装置１０Ｄより行い、本刷り枚数の入力は本刷り枚数設
定器ＳＩ２より行う。
【００３９】
　ＣＰＵ１０Ａは、試刷り枚数設定器ＳＩ１より入力された試刷り枚数をメモリＭ１に格
納し（ステップＳ１０２）、予備呼出し回数設定器ＳＩ３1～ＳＩ３mより入力された各印
刷ユニットの予備呼出し回数（印刷機の回転数換算）をメモリＭ４に格納し（ステップＳ
１０４～Ｓ１０９）、予備呼出し時のインキツボローラの回転量設定器ＳＩ４1～ＳＩ４m

より入力された各印刷ユニットの予備呼出し時のインキツボローラの回転量をメモリＭ６
に格納する（図７：ステップＳ１１１～Ｓ１１６）。
【００４０】
　また、ＣＰＵ１０Ａは、入力装置１０Ｄより入力された試刷りサンプルのカラーバーの
各色の各パッチの位置に基づき、測色計によって測定すべき試刷りサンプルのカラーバー
の各色の各パッチの位置、すなわちカラーバーにおける濃度測定用の各色の各パッチの位
置（測定位置）を演算し、演算した測定位置をメモリＭ７に格納する（図８：ステップＳ
１１８～Ｓ１３１）。
【００４１】
　また、ＣＰＵ１０Ａは、入力装置１０Ｄより入力された各印刷ユニットの各インキツボ
キーに対応する範囲の絵柄面積率Ｓｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）をメモリＭ９に格納
し（図９：ステップＳ１３３～Ｓ１４５）、本刷り枚数設定器ＳＩ２より入力された本刷
り枚数をメモリＭ１０に格納する（図１０：ステップＳ１４７）。
【００４２】
　なお、この実施の形態において、各色の刷版の各ゾーン毎の絵柄面積率の測定には、本
出願人による特許文献４や特許文献５に示されているような「絵柄面積率測定装置」を用
い、この「絵柄面積率測定装置」を用いて測定した絵柄面積率を可搬型のメモリに書き込
み、この絵柄面積率が書き込まれた可搬型のメモリを入力装置１０Ｄにセットすることに
よって、各印刷ユニットの各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率の入力を行う。
なお、ＣＰＵ１０Ａと「絵柄面積率測定装置」とをオンラインで結び、「絵柄面積率測定
装置」から直接、各色の刷版の各ゾーン毎の絵柄面積率を取り込むようにしてもよい。
【００４３】
〔プレインキング１：ステップ１〕
　次に、オペレータは、プレインキング１スイッチＳＷ１をオンとする。プレインキング
１スイッチＳＷ１がオンとされると（図１０：ステップＳ１４８のＹＥＳ）、ＣＰＵ１０
Ａは、先ず、プレインキング１のステップ１の処理を開始する。図１１～図１５にプレイ
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ンキング１のステップ１の処理のフローチャートを示す。
【００４４】
　このプレインキング１のステップ１の処理において、ＣＰＵ１０Ａは、プレインキング
１のステップ１時のインキツボローラの回転量をメモリＭ１１から読み出して、各印刷ユ
ニットのインキツボローラ駆動用制御装置１５に送信する（ステップＳ１４９～Ｓ１５４
）。また、プレインキング１のステップ１時のインキツボキーの開き量をメモリＭ１２か
ら読み出して、各印刷ユニットの各インキツボキー駆動用制御装置１６に送信する（ステ
ップＳ１５５～１６７）。
【００４５】
　これにより、各印刷ユニットにおいて、インキツボキー４－１～４－ｎの開き量がプレ
インキング１のステップ１時の開き量とされる。
【００４６】
　そして、各印刷ユニットの各インキツボキー駆動用制御装置１６から設定完了信号が送
信されてきたことを確認して（ステップＳ１６８～Ｓ１８０）、すなわち各印刷ユニット
の各インキツボキーがプレインキング１のステップ１時のインキツボキーの開き量にセッ
トされたことを確認して、全てのインキツボキー駆動用制御装置１６に全インキツボキー
の開き量設定完了信号を送信する（ステップＳ１８１）。
【００４７】
　そして、メモリＭ１３より印刷機の設定速度２を読み出し（ステップＳ１８２）、印刷
機の原動モータドライバ１０Ｓへ与える（ステップＳ１８３）。そして、Ｆ／Ｖ変換器１
０Ｕの出力電圧を読み取り（ステップＳ１８４）、このＦ／Ｖ変換器１０Ｕの出力電圧よ
り現在の印刷機の回転数を算出し（ステップＳ１８５）、メモリＭ１３から設定速度２を
読み出し（ステップＳ１８６）、この読み出した設定速度２と比較する（ステップＳ１８
７）。このステップ１８４～１８７の動作を繰り返すことにより、印刷機の回転数を設定
速度２（高速）とする。
【００４８】
　そして、各印刷ユニットのインキ呼出し装置１４に動作指令を送り（ステップＳ１８８
～Ｓ１９２）、印刷機の回転数カウント用カウンタ１０Ｘにリセット信号およびイネーブ
ル信号を送り（ステップＳ１９３）、カウンタ１０Ｘのカウント動作をスタートさせる（
ステップＳ１９４）。
【００４９】
　そして、カウンタ１０Ｘのカウント値とメモリＭ１７に格納されているプレインキング
１のステップ１時のインキ呼出し回数（印刷機の回転数換算）とを比較し（ステップＳ１
９５～Ｓ１９７）、両者が一致すれば（ステップＳ１９７のＹＥＳ）、各印刷ユニットの
インキ呼出し装置１４がプレインキング１のステップ１時のインキ呼出しを行ったと判断
し、印刷機の回転数を設定速度１（低速）とし（ステップＳ１９８～Ｓ２０３）、プレイ
ンキング１のステップ１の動作を終了する。
【００５０】
　このプレインキング１のステップ１の動作によって、各印刷ユニットのインキローラ群
６上には印刷中に必要とされる最低限のインキ膜厚分布が形成される。
【００５１】
〔プレインキング１：ステップ２〕
　次に、ＣＰＵ１０Ａは、プレインキング１のステップ２の処理を開始する。図１６～図
２３にプレインキング１のステップ２の処理のフローチャートを示す。
【００５２】
　このプレインキング１のステップ２の処理において、ＣＰＵ１０Ａは、各印刷ユニット
の色のインキツボローラの基準の回転量Ｓｓｔｄｉ（ｉ＝１～ｍ）をメモリＭ２０から読
み出し、各印刷ユニットのインキツボローラ駆動用制御装置１５に送信する（ステップＳ
２０４～Ｓ２１３）。この際、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ２０から読み出した各印刷ユニ
ットの色のインキツボローラの基準の回転量Ｓｓｔｄｉ（ｉ＝１～ｍ）を、各印刷ユニッ
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トのインキツボローラの現在の回転量Ｓｐｉ（ｉ＝１～ｍ）としてメモリＭ２１に書き込
む（ステップＳ２０７）。
【００５３】
　そして、各印刷ユニットの各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率Ｓｉｊ（ｉ＝
１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）をメモリＭ９から読み出し、メモリＭ２２中の各印刷ユニットの色
の絵柄面積率－インキツボキー開き量変換テーブルを用いて、各印刷ユニットの各インキ
ツボキーに対応する範囲の絵柄面積率Ｓｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）より、各印刷ユ
ニットの各インキツボキーの開き量θｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を求め、プレイン
キング１のステップ２時の各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量としてメモリＭ２
３にセットすると共に、各印刷ユニットの各インキツボキー駆動用制御装置１６に送信す
る（ステップＳ２１４～Ｓ２３４）。
【００５４】
　これにより、各印刷ユニットにおいて、インキツボキー４－１～４－ｎの開き量がプレ
インキング１のステップ２時の開き量とされる。
【００５５】
　そして、各印刷ユニットの各インキツボキー駆動用制御装置１６から設定完了信号が送
信されてきたことを確認して（ステップＳ２３５～Ｓ２４７）、すなわち各印刷ユニット
の各インキツボキーがプレインキング１のステップ２時のインキツボキーの開き量にセッ
トされたことを確認して、全てのインキツボキー駆動用制御装置１６に全インキツボキー
の開き量設定完了信号を送信する（ステップＳ２４８）。
【００５６】
　そして、メモリＭ１３より印刷機の設定速度２を読み出し（ステップＳ２４９）、印刷
機の回転数を設定速度２（高速）とし（ステップＳ２５０～Ｓ２５４）、各印刷ユニット
のインキ呼出し装置１４に動作指令を送り（ステップＳ２５５～Ｓ２５９）、印刷機の回
転数カウント用カウンタ１０Ｘにリセット信号およびイネーブル信号を送り（ステップＳ
２６０）、カウンタ１０Ｘのカウント動作をスタートさせる（ステップＳ２６１）。
【００５７】
　そして、カウンタ１０Ｘのカウント値とメモリＭ２４に格納されているプレインキング
１のステップ２時のインキ呼出し回数（印刷機の回転数換算）とを比較し（ステップＳ２
６２～Ｓ２６４）、両者が一致すれば（ステップＳ２６４のＹＥＳ）、各印刷ユニットの
インキ呼出し装置１４がプレインキング１のステップ２時のインキ呼出しを行ったと判断
し、印刷機の回転数を設定速度１（低速）とし（ステップＳ２６５～Ｓ２７０）、プレイ
ンキング１のステップ２の動作を終了する。
【００５８】
　このプレインキング１のステップ２の動作によって、各印刷ユニットのインキローラ群
６上に形成されている印刷中に必要とされる最低限のインキ膜厚分布に、各色の刷版の絵
柄に応じたインキ膜厚分布が重畳される。
【００５９】
〔試刷り〕
　次に、オペレータは、試刷りスタートスイッチＳＷ２をオンとする。試刷りスタートス
イッチＳＷ２がオンとされると（図１０：ステップＳ２７１のＹＥＳ）、ＣＰＵ１０Ａは
、試刷りの処理を開始する。図２４～図２６に試刷りの処理のフローチャートを示す。
【００６０】
　この試刷りの処理において、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ１３より印刷機の設定速度２を
読み出し（ステップＳ２７２）、印刷機の回転数を設定速度２（高速）とする（ステップ
Ｓ２７２～Ｓ２７７）。そして、各印刷ユニットのインキ呼出し装置１４に動作指令を送
り、各印刷ユニット１３に印刷開始指令を送る（ステップＳ２７８～Ｓ２８３）。また、
給紙装置１０Ｙに給紙開始指令を送る（ステップＳ２８４）。
【００６１】
　そして、印刷機の回転数カウント用カウンタ１０Ｘにリセット信号およびイネーブル信
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号を送り（ステップＳ２８５）、カウンタ１０Ｘのカウント動作をスタートさせる（ステ
ップＳ２８６）。これにより、カウンタ１０Ｘのカウント値を零として、試刷りが開始さ
れる。
【００６２】
　そして、メモリＭ１から試刷り枚数を読み出し（ステップＳ２８８）、カウンタ１０Ｘ
のカウント値（印刷枚数）がメモリＭ１から読み出した試刷り枚数と等しくなれば（ステ
ップＳ２８９のＹＥＳ）、給紙装置１０Ｙに給紙停止指令を送る（ステップＳ２９０）。
また、各印刷ユニット１３に印刷停止指令を送り、各印刷ユニットのインキ呼出し装置１
４に停止指令を送り（ステップＳ２９１～Ｓ２９６）、印刷機の回転数を設定速度１（低
速）とする（ステップＳ２９７～Ｓ３０２）。
【００６３】
　これにより、各印刷ユニットのインキローラ群６上に各色の刷版の絵柄に応じたインキ
膜厚分布が形成されたた状態で、設定された枚数の試刷りが行われる。
【００６４】
〔再試刷り〕
　オペレータは、刷り上がった印刷物の中からその１枚を抜き取り、測定台１７－４（図
５）上に試刷りサンプル９としてセットする。このセット状態において、試刷りサンプル
９のカラーバー９－２は、測色計１０Ｈのヘッド部１０Ｈ１の下面に位置する。
【００６５】
　この状態で、オペレータは、再試刷りスタートスイッチＳＷ３をオンとする。この再試
刷りスタートスイッチＳＷ３がオンとされると（図１０：ステップＳ３０３のＹＥＳ）、
ＣＰＵ１０Ａは、再試刷りの処理を開始する。図２７～図４６に再試刷りの処理のフロー
チャートを示す。
【００６６】
〔色データの採取〕
　この再試刷りの処理において、ＣＰＵ１０Ａは、測色計移動用モータ１０Ｉを正転させ
る（ステップＳ３０４）。測色計移動用モータ１０Ｉの正転によりボールネジ１７－３が
正転し、このボールネジ１７－３に案内されて測色計１０Ｈが支柱１７－１に接する原点
位置から支柱１７－２方向へ向けて移動する。
【００６７】
　ＣＰＵ１０Ａは、測色計現在位置測定用カウンタ１０Ｌのカウント値を読み込み、この
読み込んだカウント値より測色計１０Ｈの現在位置を演算し、この現在位置がメモリＭ７
に記憶されている最初の測定位置に達したときに、その測定位置に位置するパッチ９ａの
色データを測色計１０Ｈにより採取し、採取した色データをメモリＭ２７に格納する（ス
テップＳ３０５～Ｓ３１６）。
【００６８】
　以下同様にして、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ７に記憶されている測定位置に達するごと
に、その測定位置に位置するパッチ９ａの色データを測色計１０Ｈにより採取し、採取し
た色データをメモリＭ２７に格納して行く（ステップＳ３０６～Ｓ３２４）。
【００６９】
　すなわち、ＣＰＵ１０Ａは、測色計１０Ｈを自動走査制御することによって、試刷りサ
ンプル９のカラーバー９－２の濃度測定用の各色の各パッチ９ａの色データを次々に採取
し、採取した色データをメモリＭ２７に格納して行く。
【００７０】
　ＣＰＵ１０Ａは、試刷りサンプル９のカラーバー９－２の全てのパッチ９ａの色データ
の採取を完了すると（ステップＳ３２４）、測色計移動用モータ１０Ｉの正転を停止させ
る（ステップＳ３２５）。次に、測色計移動用モータ１０Ｉを逆転させ（ステップＳ３２
６）、測色計１０Ｈを原点位置へ復帰させた後（ステップＳ３２７のＹＥＳ）、測色計移
動用モータ１０Ｉの逆転を停止させる（ステップＳ３２８）。
【００７１】
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〔濃度差の算出〕
　次に、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ２７に格納された各色の各パッチ９ａの色データより
各色の各パッチ９ａの濃度値を算出し、これを測定濃度値としてメモリＭ２８に格納する
一方、メモリＭ２９から各色の基準濃度値を読み出し、各色の基準濃度値より各色の各パ
ッチ９ａの測定濃度値を減算し、これを試刷りサンプル９の各色の各パッチ９ａの測定濃
度差ΔＤｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）としてメモリＭ３０に格納する（ステップＳ３
２９～Ｓ３４５）。
【００７２】
　なお、本実施の形態では、測色計１０Ｈとして分光計を使用しており、濃度計で各色の
ベタパッチを測定する時に用いるフィルタの各波長の透過率を分光計からの各波長の出力
値に掛け、それらを合計することによって各色の濃度値を求めるようにしている。
【００７３】
〔インキツボキーの修正した開き量（予備呼出し後の印刷時のインキツボキーの開き量）
の算出〕
　ＣＰＵ１０Ａは、試刷りサンプル９の各色の各パッチ９ａの測定濃度差ΔＤｉｊ（ｉ＝
１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）の算出を完了すると（ステップＳ３４５のＹＥＳ）、各印刷ユニッ
トの各インキツボキーの修正した開き量（予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各イ
ンキツボキーの開き量）θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）の算出を行う（ステップＳ
３４６～Ｓ３６９中の前半の処理）。
【００７４】
　この予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量θｉｊ’の算
出には下記の（１）式を用いる。
　θｉｊ’＝θｉｊ－αｉ・ΔＤｉｊ・θｉｊ　　　・・・・(１)
【００７５】
　この予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量θｉｊ’の算
出処理において、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ３１から各印刷ユニットの色のインキツボキ
ーの開き量の補正係数αｉ（ｉ＝１～ｍ）を読み出し（ステップＳ３５０）、メモリＭ３
０から試刷りサンプル９の各印刷ユニットの色の各パッチ９ａの測定濃度差ΔＤｉｊ（ｉ
＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を読み出し（ステップＳ３５３）、メモリＭ２３から各印刷ユニ
ットの各インキツボキーの現在の開き量θｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を読み出し（
ステップＳ３５４）、上記の（１）式を用いて、各印刷ユニットの各インキツボキーの修
正した開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を算出し、この算出した開き量θｉｊ
’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツボ
キーの開き量としてメモリＭ３２に格納する（ステップＳ３５５）。
【００７６】
〔予備呼出し時のインキツボキーの開き量の算出〕
　また、ＣＰＵ１０Ａは、上述した予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツ
ボキーの開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）の算出に続いて、予備呼出し時の各
印刷ユニットの各インキツボキーの開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）の算出を
行う（ステップＳ３４６～Ｓ３６９の後半の処理）。
【００７７】
　この予備呼出し時の各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量θｉｊ”の算出には下
記の（２）式を用いる。
　θｉｊ”＝αｉ×ΔＤｉｊ×θｉｊ×βｉ　・・・・（２）
【００７８】
　この予備呼出し時の各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量θｉｊ”処理において
、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ２０から各印刷ユニットの色のインキツボローラの基準の回
転量Ｓｓｔｄｉ（ｉ＝１～ｍ）を読み出し（ステップＳ３５８）、メモリＭ２１から各印
刷ユニットのインキツボローラの現在の回転量Ｓｐｉ（ｉ＝１～ｍ）を読み出し（ステッ
プＳ３５９）、各印刷ユニットのインキツボローラの現在の回転量Ｓｐｉを各印刷ユニッ
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トの色のインキツボローラの基準の回転量Ｓｓｔｄｉで各個に除して、各印刷ユニットの
インキツボローラの回転量による補正係数βｉ（ｉ＝１～ｍ）を求めてメモリＭ３３に記
憶し（ステップＳ３６０）、この求めた各印刷ユニットのインキツボローラの回転量によ
る補正係数βｉ（ｉ＝１～ｍ）と、メモリＭ３１に格納されている各印刷ユニットの色の
インキツボキーの開き量の補正係数αｉ（ｉ＝１～ｍ）と、メモリＭ３０に格納されてい
る試刷りサンプル９の各印刷ユニットの色の各パッチ９ａの測定濃度差ΔＤｉｊ（ｉ＝１
～ｍ、ｊ＝１～ｎ）と、メモリＭ２３に格納されている各印刷ユニットの各インキツボキ
ーの現在の開き量θｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）とから、上記の（２）式を用いて、
各印刷ユニットの各インキツボキーの予備呼出し時の開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝
１～ｎ）を算出し、メモリＭ３４に格納する（ステップＳ３６１）。
【００７９】
〔予備呼出し時の開き量への修正〕
　ＣＰＵ１０Ａは、上述した予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツボキー
の開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）および予備呼出し時の各印刷ユニットの各
インキツボキーの開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）の算出を完了すると（ステ
ップＳ３６９のＹＥＳ）、印刷機の回転数を設定速度１（低速）とし（ステップＳ３７０
～Ｓ３７５）、各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量の予備呼出し時の開き量θｉ
ｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）への修正を行う（ステップＳ３７６～Ｓ３９５）。
【００８０】
　この処理において、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ２１より各印刷ユニットのインキツボロ
ーラの現在の回転量Ｓｐｉ（ｉ＝１～ｍ）を読み出し、この読み出した各印刷ユニットの
インキツボローラの現在の回転量Ｓｐｉ（ｉ＝１～ｍ）を予備呼出し前の各印刷ユニット
のインキツボローラの回転量としてメモリＭ３５に記憶させる（ステップＳ３７９）。
【００８１】
　また、メモリＭ６より予備呼出し時の各印刷ユニットのインキツボローラの回転量Ｓｐ
ｒｅｉ（ｉ＝１～ｍ）を読み出し（ステップＳ３８０）、各印刷ユニットのインキツボロ
ーラ駆動用制御装置１５に送信する（ステップＳ３８１）。
【００８２】
　また、メモリＭ３４より各印刷ユニットの各インキツボキーの予備呼出し時の開き量θ
ｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を読み出し（ステップＳ３８５）、各印刷ユニットの
の各インキツボキー駆動用制御装置１６に送信する（ステップＳ３８６）。
【００８３】
　そして、ＣＰＵ１０Ａは、各印刷ユニットの各インキツボキー駆動用制御装置１６から
の設定完了信号が返信されてきたことを確認して（ステップＳ３９６～Ｓ４０８）、すな
わち各印刷ユニットの各インキツボキーが予備呼出し時のインキツボキーの開き量にセッ
トされたことを確認して、全てのインキツボキー駆動用制御装置１６に全インキツボキー
の開き量設定完了信号を送信する（ステップＳ４０９）。
【００８４】
　そして、内部クロックカウンタ１０Ｑにリセット信号およびイネーブル信号を送り（ス
テップＳ４１０）、内部クロックカウンタ１０Ｑのカウント動作をスタートさせる（ステ
ップ４１１）。そして、メモリＭ３６より第１待機時間のカウント値を読み出し（ステッ
プＳ４１２）、内部クロックカウンタ１０Ｑのカウント値が第１待機時間のカウント値に
達するまで待つ（ステップＳ４１３，Ｓ４１４）。
【００８５】
〔予備呼出し〕
　第１待機時間が経過すると（ステップＳ４１４のＹＥＳ）、ＣＰＵ１０Ａは、内部クロ
ックカウンタ１０Ｑへのイネーブル信号を停止し（ステップＳ４１５）、各印刷ユニット
のインキ呼出し装置１４に動作指令を送る（ステップＳ４１６～Ｓ４２０）。また、印刷
機の回転数カウント用カウンタ１０Ｘにリセット信号およびイネーブル信号を送り（ステ
ップＳ４２１）、カウンタ１０Ｘのカウント動作をスタートさせる（ステップＳ４２２）
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。これにより、カウンタ１０Ｘのカウント値を零として、各印刷ユニットにおいてインキ
移しローラ５の呼出し動作が開始される。
【００８６】
　すなわち、各印刷ユニットにおいて、インキツボローラの回転量が予備呼出し時の回転
量とされた状態で、またインキツボキー４－１～４－ｎの開き量が予備呼出し時の開き量
とされた状態で、かつ印刷を行わない状態で、インキ移しローラ５の呼出し動作（予備呼
出し動作）が開始される。
【００８７】
　ＣＰＵ１０Ａは、この各印刷ユニットのインキ移しローラ５の呼出し動作中、各印刷ユ
ニットの予備呼出し回数をメモリＭ４から読み出し、カウンタ１０Ｘのカウント値と比較
し、予備呼出し回数の小さいものから順に、対応する色のインキ呼出し装置１４に停止指
令を送り、そのインキ移しローラ５の呼出し動作を停止させて行く（ステップＳ４２３～
Ｓ４３７）。
【００８８】
　この予備呼出しにおいて、本実施の形態では、上記の（２）式で示されているように、
試刷りサンプル９のパッチ９ａの測定濃度差ΔＤｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）だけで
はく、インキツボキーの現在の開き量θｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）も考慮に入れて
、予備呼出し時のインキツボキーの開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を求めて
いる。
【００８９】
　この（２）式に従えば、絵柄面積率の小さいところ（インキツボキーの開き量の小さい
ところ）では、同じ濃度差でもインキ供給量の変化が小さくなり、絵柄面積率の大きいと
ころ（インキツボキーの開き量の大きいところ）では、同じ濃度差でもインキ供給量の変
化が大きくなる。これにより、各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率の大小に拘
わらず、そこへのインキの供給量を適切な値とし、予備呼出し後、すぐに正常な印刷物を
印刷することが可能となる。
【００９０】
　また、この実施の形態では、上記の（２）式で示されているように、予備呼出し時のイ
ンキツボキーの開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）の算出に際し、インキツボロ
ーラの回転量による補正係数βｉ（ｉ＝１～ｍ）も用いている。これにより、インキツボ
キーの予備呼出し時の開き量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）をさらに正確とし、よ
り早く正常な印刷物を得ることが可能となる。
【００９１】
　なお、この実施の形態では、予備呼出し時のインキツボキーの開き量θｉｊ”の算出に
際し、インキツボローラの回転量による補正係数βｉを用いるようにしたが、必ずしもこ
の補正係数βｉは用いなくてもよい。
【００９２】
〔予備呼出し後の印刷時の開き量への修正〕
　ＣＰＵ１０Ａは、全ての印刷ユニットにおける予備呼出しを完了すると（ステップＳ４
３７のＹＥＳ）、各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量の予備呼出し後の印刷時の
開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）への修正を行う（ステップＳ４３８～Ｓ４５
６）。
【００９３】
　この場合、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ３５より予備呼出し前の各印刷ユニットのインキ
ツボローラの回転量を読み出してメモリＭ２１に上書きするとともに（ステップＳ４４１
）、その読み出した予備呼出し前の各印刷ユニットのインキツボローラの回転量を各印刷
ユニットのインキツボローラ駆動用制御装置１５に送信する（ステップＳ４４２）。
【００９４】
　また、メモリＭ３２より予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツボキーの
開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を読み出してメモリＭ２３に上書きするとと
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もに（ステップＳ４４６）、その読み出した予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各
インキツボキーの開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を各印刷ユニットの各イン
キツボキー駆動用制御装置１６に送信する（ステップＳ４４７）。
【００９５】
　そして、ＣＰＵ１０Ａは、各印刷ユニットのインキツボキー駆動用制御装置１６からの
設定完了信号が送信されてきたことを確認して（ステップＳ４５７～Ｓ４６９）、すなわ
ち各印刷ユニットの各インキツボキーが予備呼出し後の印刷時の開き量にセットされたこ
とを確認して、全てのインキツボキー駆動用制御装置１６に全インキツボキーの開き量設
定完了信号を送信する（ステップＳ４７０）。
【００９６】
　そして、内部クロックカウンタ１０Ｑにリセット信号およびイネーブル信号を送り（ス
テップＳ４７１）、内部クロックカウンタ１０Ｑのカウント動作をスタートさせる（ステ
ップ４７２）。そして、メモリＭ３７より第２待機時間のカウント値を読み出し（ステッ
プＳ４７３）、内部クロックカウンタ１０Ｑのカウント値が第２待機時間のカウント値に
達するまで待つ（ステップＳ４７４，Ｓ４７５）。
【００９７】
〔予備呼出し後の印刷（再試刷り）〕
　第２待機時間が経過すると（ステップＳ４７５のＹＥＳ）、ＣＰＵ１０Ａは、内部クロ
ックカウンタ１０Ｑへのイネーブル信号を停止し（ステップＳ４７６）、印刷機の回転数
を設定速度２（高速）とし（ステップＳ４７８～Ｓ４８３）、各印刷ユニットのインキ呼
出し装置１４に動作指令を送り、各印刷ユニット１３に印刷開始指令を送る（ステップＳ
４８４～Ｓ４８９）。また、給紙装置１０Ｙに給紙開始指令を送る（ステップＳ４９０）
。
【００９８】
　そして、印刷機の回転数カウント用カウンタ１０Ｘにリセット信号およびイネーブル信
号を送り（ステップＳ４９１）、カウンタ１０Ｘのカウント動作をスタートさせる（ステ
ップＳ４９２）。これにより、カウンタ１０Ｘのカウント値を零として、再試刷りが開始
される。
【００９９】
　そして、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ１から試刷り枚数を読み出し（ステップＳ４９４）
、カウンタ１０Ｘのカウント値（印刷枚数）がメモリＭ１から読み出した試刷り枚数と等
しくなれば（ステップＳ４９５のＹＥＳ）、給紙装置１０Ｙに給紙停止指令を送る（ステ
ップＳ４９６）。また、各印刷ユニット１３に印刷停止指令を送り、各印刷ユニットのイ
ンキ呼出し装置１４に停止指令を送り（ステップＳ４９７～Ｓ５０２）、印刷機の回転数
を設定速度１（低速）とする（ステップＳ５０３～Ｓ５０８）。
【０１００】
　これにより、各印刷ユニットのインキツボローラの回転量を予備呼出し前の回転量に戻
した状態で、また各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量を予備呼出し後の印刷時の
開き量に修正した状態で、設定された枚数の再試刷りが行われる。
【０１０１】
　オペレータは、この再試刷りによって満足できる印刷物が得られなければ、上述した再
試刷りの処理（ステップＳ３０３～Ｓ５０８）を繰り返させる。満足できる印刷物が得ら
れれば、本刷りスタートスイッチＳＷ４をオンとし、本刷りを行わせる。
【０１０２】
〔本刷り〕
　ＣＰＵ１０Ａは、本刷りスタートスイッチＳＷ４がオンとされると（図１０：ステップ
Ｓ５０９のＹＥＳ）、本刷りの処理を開始する。図４７～図４８に本刷りの処理のフロー
チャートを示す。
【０１０３】
　この本刷りの処理において、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ１３より印刷機の設定速度２を
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読み出し（ステップＳ５１０）、印刷機の回転数を設定速度２（高速）とする（ステップ
Ｓ５１１～Ｓ５１５）。
【０１０４】
　そして、各印刷ユニットのインキ呼出し装置１４に動作指令を送り、各印刷ユニット１
３に印刷開始指令を送る（ステップＳ５１６～Ｓ５２１）。また、給紙装置１０Ｙに給紙
開始指令を送る（ステップＳ５２２）。
【０１０５】
　そして、印刷機の回転数カウント用カウンタ１０Ｘにリセット信号およびイネーブル信
号を送り（ステップＳ５２３）、カウンタ１０Ｘのカウント動作をスタートさせる（ステ
ップＳ５２４）。これにより、カウンタ１０Ｘのカウント値を零として、本刷りが開始さ
れる。
【０１０６】
　そして、ＣＰＵ１０Ａは、メモリＭ１０から本刷り枚数を読み出し（ステップＳ５２６
）、カウンタ１０Ｘのカウント値（印刷枚数）がメモリＭ１０から読み出した本刷り枚数
と等しくなれば（ステップＳ５２７のＹＥＳ）、給紙装置１０Ｙに給紙停止指令を送る（
ステップＳ５２８）。また、各印刷ユニット１３に印刷停止指令を送り、各印刷ユニット
のインキ呼出し装置１４に停止指令を送り（ステップＳ５２８～Ｓ５３４）、印刷機の原
動モータドライバ１０Ｓに停止指令を送り（ステップＳ５３５）、印刷機の回転数を零と
する（ステップＳ５３６～Ｓ５３８）。
【０１０７】
　これにより、再試刷りによって満足できる印刷物が得られた状態で、設定された枚数の
本刷りが行われる。
【０１０８】
〔インキツボローラ駆動用制御装置〕
　図４９にインキツボローラ駆動用制御装置１５（１５－１～１５－ｎ）の内部構成の概
略を示す。インキツボローラ駆動用制御装置１５は、ＣＰＵ１５Ａ、ＲＡＭ１５Ｂ、ＲＯ
Ｍ１５Ｃ、インキツボローラ駆動用モータ１５Ｄ、インキツボローラ駆動用モータドライ
バ１５Ｅ、インキツボローラ駆動用モータ用ロータリーエンコーダ１５Ｆ、入出力インタ
ーフェイス（Ｉ／Ｏ，Ｉ／Ｆ）１５Ｇ，１５Ｈ、メモリＭ５１，Ｍ５２を備えており、イ
ンターフェイス１５Ｇを介して印刷機制御装置１０と接続されている。メモリＭ５１には
受信したインキツボローラの回転量が記憶される。メモリＭ５２には目標とするインキツ
ボローラの送り量が記憶される。
【０１０９】
　ＣＰＵ１５Ａは、印刷機制御装置１０よりインキツボローラの回転量が送られてくると
（図５０：ステップＳ６０１のＹＥＳ）、その受信した回転量をメモリＭ５１に記憶する
とともに（ステップＳ６０２）、印刷機制御装置１０にインキツボローラの回転量の受信
完了信号を送信する（ステップＳ６０３）。また、受信したインキツボローラの回転量を
目標とするインキツボローラの送り量（目標回転量）としてメモリＭ５２に記憶する（ス
テップＳ６０４）。そして、メモリＭ５２から目標回転量を読み出し（ステップＳ６０５
）、インキツボローラ駆動用モータドライバ１５Ｅへ送り、インキツボローラ駆動用モー
タ１５Ｄの回転量を目標回転量に合わせ込む（ステップＳ６０６）。
【０１１０】
〔インキツボキー駆動用制御装置〕
　図５１にインキツボキー駆動用制御装置１６（１６－１～１６－ｎ）の内部構成の概略
を示す。インキツボキー駆動用制御装置１６は、ＣＰＵ１６Ａ、ＲＡＭ１６Ｂ、ＲＯＭ１
６Ｃ、インキツボキー駆動用モータ１６Ｄ、インキツボキー駆動用モータドライバ１６Ｅ
、インキツボキー駆動用モータ用ロータリーエンコーダ１６Ｆ、カウンタ１６Ｇ、入出力
インターフェイス（Ｉ／Ｏ，Ｉ／Ｆ）１６Ｈ，１６Ｉ、メモリＭ６１～Ｍ６４を備えてお
り、インターフェイス１６Ｉを介して印刷機制御装置１０と接続されている。メモリＭ６
１には受信したインキツボキーの開き量が記憶される。メモリＭ６２には目標とするイン
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キツボキーの開き量が記憶される。メモリＭ６３にはカウンタ１６Ｇのカウント値が記憶
される。メモリＭ６４には現在のインキツボキーの開き量が記憶される。
【０１１１】
　ＣＰＵ１６Ａは、印刷機制御装置１０よりインキツボキーの開き量が送られてくると（
図５２：ステップＳ７０１のＹＥＳ）、その受信した開き量をメモリＭ６１に記憶すると
ともに（ステップＳ７０２）、印刷機制御装置１０にインキツボキーの開き量の受信完了
信号を送信する（ステップＳ７０３）。また、受信した開き量を目標とする開き量として
メモリＭ６２に記憶する（ステップＳ７０４）。
【０１１２】
　そして、カウンタ１６Ｇのカウント値を読み取り（ステップＳ７０５）、この読み取っ
たカウンタ１６Ｇのカウント値より現在のインキツボキーの開き量を求め（ステップＳ７
０６）、目標とする開き量をメモリＭ６２から読み出し（ステップＳ７０７）、現在のイ
ンキツボキーの開き量が目標とする開き量と同じであれば（図５３：ステップＳ７０８の
ＹＥＳ）、直ちにステップＳ７１７へ進み、印刷機制御装置１０へインキツボキーの開き
量の設定完了信号を出力する。
【０１１３】
　現在のインキツボキーの開き量が目標とする開き量と同じでない場合には（ステップＳ
７０９のＮＯ）、現在のインキツボキーの開き量が目標とする開き量と同じになるまでイ
ンキツボキー駆動用モータ１６Ｄを駆動した後（ステップＳ７０９～Ｓ７１６）、印刷機
制御装置１０へインキツボキーの開き量の設定完了信号を出力する（ステップＳ７１７）
。
【０１１４】
　ＣＰＵ１６Ａは、印刷機制御装置１０へのインキツボキーの開き量の設定完了信号の出
力後、印刷機制御装置１０からの全インキツボキーの開き量の設定完了信号を受信した時
点で（ステップＳ７１８のＹＥＳ）、印刷機制御装置１０へのインキツボキーの開き量の
設定完了信号の出力を停止する（ステップＳ７１９）。
【０１１５】
〔実施の形態２〕
　上述した実施の形態１では、ステップＳ３５５（図３２）において、前記（１）式で示
したように、予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツボキーの開き量θｉｊ
’の算出に際して各印刷ユニットの各インキツボキーの現在の開き量θｉｊを用いるよう
にしたが、各印刷ユニットの各インキツボキーの現在の開き量θｉｊに代えて、各印刷ユ
ニットの各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率や絵柄面積を用いるようにしても
よい。
【０１１６】
　また、上述した実施の形態１では、ステップＳ３６１（図３３）において、前記（２）
式で示したように、各印刷ユニットの各インキツボキーの予備呼出し時の開き量θｉｊ”
の算出に際して各印刷ユニットの各インキツボキーの現在の開き量θｉｊを用いるように
したが、各印刷ユニットの各インキツボキーの現在の開き量θｉｊに代えて、各印刷ユニ
ットの各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率や絵柄面積を用いるようにしてもよ
い。
【０１１７】
　実施の形態１において、各印刷ユニットの各インキツボキーの現在の開き量θｉｊに代
えて各印刷ユニットの各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率を用いるようにした
場合を実施の形態２とし、この実施の形態２の印刷機制御装置における実施の形態１と異
なる部分の処理動作のフローチャートを抜粋して図５４および図５５に示す。この実施の
形態２では、ステップＳ３５５’およびステップＳ３６１’での処理が異なるのみで、他
は実施の形態１と同じであるので、その説明は省略する。
【０１１８】
　この実施の形態２において、ステップＳ３５５’では、各印刷ユニットの色のインキツ
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色の各パッチ９ａの測定濃度差ΔＤｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）と、各印刷ユニット
の各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率Ｓｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）とか
ら、下記の（１）’式を用いて、予備呼出し後の印刷時の各印刷ユニットの各インキツボ
キーの開き量θｉｊ’（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を求める。
　θｉｊ’＝Ｓｉｊ－αｉ・ΔＤｉｊ・Ｓｉｊ　　　・・・・(１)’
【０１１９】
　また、実施の形態２において、ステップＳ３６１’では、各印刷ユニットのインキツボ
ローラの回転量による補正係数βｉ（ｉ＝１～ｍ）と、各印刷ユニットの色のインキツボ
キーの開き量の補正係数αｉ（ｉ＝１～ｍ）と、試刷りサンプル９の各印刷ユニットの色
の各パッチ９ａの測定濃度差ΔＤｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）と、各印刷ユニットの
各インキツボキーに対応する範囲の絵柄面積率Ｓｉｊ（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）とから
、下記の（２）’式を用いて、予備呼出し時の各印刷ユニットの各インキツボキーの開き
量θｉｊ”（ｉ＝１～ｍ、ｊ＝１～ｎ）を算出する。
　θｉｊ”＝αｉ×ΔＤｉｊ×Ｓｉｊ×βｉ　・・・・（２）’
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明の印刷機のインキ供給量調整方法および装置は、インキツボキーの開き量を調整
することによって刷版へのインキの供給量を調整する印刷機のインキ供給量調整方法およ
び装置として、各種の印刷機に利用することが可能である。
【符号の説明】
【０１２１】
　１…インキツボ、２…インキ、３…インキツボローラ、４（４－１～４－ｎ）…インキ
ツボキー、５…インキ移しローラ、６…インキローラ群、７…刷版、８…版胴、９…試刷
りサンプル、９－２…カラーバー、９ａ（９ａ１，９ａ２，９ａ３，９ａ４）…濃度測定
用のパッチ、１０…印刷機制御装置、１０Ａ…ＣＰＵ、１０Ｂ…ＲＡＭ、１０Ｃ…ＲＯＭ
、１０Ｄ…入力装置、１０Ｇ…メモリ、１０Ｈ…測色計、１０Ｉ…測色計移動用モータ、
１０Ｊ…測色計移動用モータ用ロータリーエンコーダ、１０Ｋ…測色計移動用モータドラ
イバ、１０Ｌ…測色計現在位置測定用カウンタ、１０Ｍ…Ａ／Ｄ変換器、１０Ｎ…Ｄ／Ａ
変換器、１０Ｐ…測色計原点位置検出器、１０Ｑ…内部クロックカウンタ、１０Ｒ…印刷
機の原動モータ、１０Ｓ…印刷機の原動モータ用ドライバ、１０Ｔ…印刷機の原動モータ
用ロータリーエンコーダ、１０Ｕ…Ｆ／Ｖ変換器、１０Ｖ…Ａ／Ｄ変換器、１０Ｗ…印刷
機の原点位置検出器、１０Ｘ…印刷機の回転数カウント用カウンタ、１０Ｙ…給紙装置、
ＳＷ１…プレインキング１スイッチ、ＳＷ２…試刷りスタートスイッチ、ＳＷ３…再試刷
りスタートスイッチ、ＳＷ４…本刷りスタートスイッチ、ＳＷ５…制御終了スイッチ、Ｓ
Ｉ１…試刷り枚数設定器，ＳＩ２…本刷り枚数設定器、ＳＩ３1～ＳＩ３m…予備呼出し回
数設定器、ＳＩ４1～ＳＩ４m…予備呼出し時のインキツボローラの回転量設定器、１０－
１～１０－１４…入出力インターフェイス（Ｉ／Ｏ，Ｉ／Ｆ）、Ｍ１～Ｍ３７…メモリ、
１３（１３－１～１３－ｍ）…印刷ユニット、１４（１４－１～１４－ｍ）…インキ呼出
し装置、１５（１５－１～１５－ｍ）…インキツボローラ駆動用制御装置、１６（１６－
１～１６－ｎ）…インキツボキー駆動用制御装置。
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