
JP 5713587 B2 2015.5.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレキソ印刷機が用いられた複数の印刷ユニットを有する印刷部を備えた製函機におい
て、
　前記印刷部により製函用シートに印刷された印刷面の画像を取得する画像取得装置と、
　前記印刷の見本となるマスター画像の第一特定絵柄と前記画像取得装置により取得され
た前記印刷面の画像中の絵柄であって前記第一特定絵柄に相当する第二特定絵柄とを比較
して前記各印刷ユニットにおける見当ズレ量をそれぞれ求めて、前記見当ズレ量に基づい
て前記各印刷ユニットに装備された見当調整機構を制御して前記印刷の見当を修正する見
当修正制御装置と、を備え、
　前記第一特定絵柄は、少なくとも複数の色が重なりあっていない箇所が存在する絵柄で
あって且つ近辺に他のインキ色が存在しない絵柄であり、
　前記見当修正制御装置は、前記第一特定絵柄を抽出する絵柄抽出部を備えると共に、抽
出した前記第一特定絵柄を含み且つ前記第一特定絵柄に対して十分に余裕を持った範囲で
他のインキ色が存在しない領域を指定する機能を備え、指定した前記領域内で前記第一特
定絵柄と前記第二特定絵柄絵柄とを比較することを特徴とする、製函機。
【請求項２】
　前記見当修正制御装置は、前記マスター画像に基づいて予め指定された、前記第一特定
絵柄が存在する領域内で前記第二特定絵柄を検出し、前記マスター画像の前記第一特定絵
柄との比較をすることを特徴とする、請求項１記載の製函機。
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【請求項３】
　前記印刷部の下流に配備され、前記印刷部により製函用シートに印刷された前記印刷面
の画像を取得する画像取得部と、前記画像取得部により取得された前記印刷面の画像に基
づいて印刷の良否を判定する良否判定部とを有する検査装置を備え、
　前記画像取得装置には、専用の画像取得部ではなく、前記検査装置の前記画像取得部が
用いられていることを特徴とする、請求項１又は２記載の製函機。
【請求項４】
　前記見当修正制御装置では、前記マスター画像を、印刷版データから取得することを特
徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の製函機。
【請求項５】
　前記見当修正制御装置では、パターンマッチング法を用いて前記見当ズレ量を求めるこ
とを特徴とする、請求項１～４の何れか１項に記載の製函機。
【請求項６】
　前記画像取得装置は、前記製函機に試し通しされた前記製函用シートに印刷された印刷
面の画像を取得し、
　前記見当修正制御装置は、前記画像取得装置により取得された前記印刷面の画像に基づ
いて、前記製函機の本運転前の事前調整として前記印刷の見当を修正することを特徴とす
る、請求項１～５の何れか１項に記載の製函機。
【請求項７】
　前記印刷部の下流に前記製函用シートを溝切りするスリッタを有する排紙部を備えると
共に、
　前記スリッタにより溝切りされた位置を検出する溝切り位置検出装置と、前記溝切り位
置検出装置により検出された溝切り位置を見本の溝切り位置と比較して溝切り位置のズレ
量を求めて、前記溝切り位置ズレ量に基づいて前記スリッタに装備された割出位置調整機
構を制御して溝切り位置を修正する溝切り位置制御装置と、を備えていることを特徴とす
る、請求項１～６の何れか１項に記載の製函機。
【請求項８】
　前記印刷部の下流に前記製函用シートを溝切りするスリッタを有する排紙部と、
　前記排紙部の下流に前記製函用シートを断裁するダイカット部と、を備えると共に、
　前記ダイカット部により断裁された断裁位置を検出する断裁位置検出装置と、前記断裁
位置検出装置により検出された断裁位置を見本の断裁位置と比較して断裁位置のズレ量を
求めて、前記断裁位置ズレ量に基づいて前記ダイカット部に装備された割出位置調整機構
を制御して断裁位置を修正する断裁位置制御装置と、を備えていることを特徴とする、請
求項１～６の何れか１項に記載の製函機。
【請求項９】
　前記ダイカット部の下流に前記製函用シートに糊付けするグルーマシンを備えると共に
、
　前記グルーマシンにより糊付けされた糊付け位置を検出する糊付け位置検出装置と、前
記糊付け位置検出装置により検出された糊付け位置を見本の糊付け位置と比較して糊付け
位置のズレ量を求めて、前記糊付け位置ズレ量に基づいて前記グルーマシンに装備された
割出位置調整機構を制御して糊付け位置を修正する糊付け位置制御装置と、を備えている
ことを特徴とする、請求項１～８の何れか１項に記載の製函機。
【請求項１０】
　フレキソ印刷機が用いられた複数の印刷ユニットを有する印刷部を備えた製函機に装備
され、
　前記印刷部により製函用シートに印刷された印刷面の画像を取得する画像取得部と、
　前記画像取得部により取得された前記印刷面の画像に基づいて印刷の良否を検査する検
査部とを備えると共に、
　前記印刷の見本となるマスター画像の第一特定絵柄と前記画像取得部により取得された
前記印刷面の画像中の絵柄であって前記第一特定絵柄に相当する第二特定絵柄とを比較し
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て前記各印刷ユニットにおける見当ズレ量をそれぞれ求めて、前記各見当ズレ量に基づく
見当修正情報を前記各印刷ユニットに装備された見当調整機構に出力する見当修正制御部
と、を備え、
　前記第一特定絵柄は、少なくとも複数の色が重なりあっていない箇所が存在する絵柄で
あって且つ近辺に他のインキ色が存在しない絵柄であり、
　前記見当修正制御部は、前記第一特定絵柄を抽出する絵柄抽出部を備えると共に、抽出
した前記第一特定絵柄を含み且つ前記第一特定絵柄に対して十分に余裕を持った範囲で他
のインキ色が存在しない領域を指定する機能を備え、指定した前記領域内で前記第一特定
絵柄と前記第二特定絵柄絵柄とを比較することを特徴とする、検査装置。
【請求項１１】
　前記見当修正制御部は、前記見当ズレ量をインキ色に紐つけられた印刷版データと紐つ
けて出力する
ことを特徴とする、請求項１０記載の検査装置。
【請求項１２】
　フレキソ印刷機が用いられた複数の印刷ユニットを有する印刷部を備えた製函機におけ
る各印刷ユニットの見当調整を行なう方法であって、
　前記印刷部により製函用シートに印刷された印刷面の画像を取得し、
　印刷見本となるマスター画像のうち少なくとも複数の色が重なりあっていない箇所が存
在する絵柄であって且つ近辺に他のインキ色が存在しない絵柄である第一特定絵柄を抽出
し、
　抽出した前記第一特定絵柄を含み且つ前記第一特定絵柄に対して十分に余裕を持った範
囲で他のインキ色が存在しない領域を指定する機能を備え、指定した前記領域内で、前記
第一特定絵柄と、取得した前記印刷面の画像中の絵柄であって前記第一特定絵柄に相当す
る第二特定絵柄とを比較して前記各印刷ユニットにおける見当ズレ量をそれぞれ求めて、
　前記見当ズレ量に基づいて前記各印刷ユニットに装備された見当調整機構を制御して前
記印刷の見当を修正することを特徴とする、製函機の印刷見当制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート表面に複数色の印刷をして製函を行なう製函機に関し、特に、印刷色
の見当修正（見当合わせ）を行なう装置を備えた製函機，検査装置，及び製函機の印刷見
当制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　段ボールシート等の製函用シートから箱を製造する製函機には、上流側から給紙部，印
刷部，排紙部，ダイカット部，フォルディング部（フォルダグルア部），カウンタエジェ
クタ部を順に備えて構成されたものがある。このような製函機では、給紙部には、製函用
シートが積載されており、製函用シートが１枚ずつ送り出され、まず、印刷部に装備され
た複数の印刷ユニットで各色の印刷が行なわれ、排紙部でスリッタによる溝切り及びスコ
アラによる罫線入れが行なわれ、ダイカット部で各部の断裁が行なわれて、フォルディン
グ部で、グルーガンによる糊付け後、折り曲げ，接着が行なわれて、カウンタエジェクタ
部で計数されながら積み上げられ所定数毎に次工程へ搬送される。なお、製函機には、フ
ォルディング部を備えず、糊付け，折り曲げ，接着をせずに、ダイカット部で断裁された
シート状のままカウンタエジェクタ部で計数されながら積み上げられ所定数毎に次工程へ
搬送される構造のものもある。
【０００３】
　このような製函機において、製函機の要所にカメラを装備し、予め良品シートの画像を
取り込んでこれを基準画像として用意して、製函機の運転中に各処理を施されたシートを
カメラにより撮影して、カメラにより取り込まれた運転中のシート画像を基準画像と比較
して、印刷位置，色抜け，糊付け位置の品質検査を行なって不良判定をする技術も開発さ
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れている。例えば、印刷欠陥検査装置に関しては、特許文献１にも記載されている。また
、製函機の要所に、光電センサ及びロータリエンコーダ等を装備して、加工後のスロッタ
長さやダイカット打ち抜き位置の不良判定をする技術も開発されている。
【０００４】
　ところで、製函された段ボール箱の商品性を向上させるには、箱の形状を適正にするこ
とや切断面等を適正に処理することが重要であり、このためには、排紙部におけるスロッ
タによる溝切り位置やフォルディング部における糊付けのためのグルーガンによる糊付位
置等をそれぞれ適正に設定することが必要になる。さらに、段ボール箱の商品性向上の点
では、印刷された絵柄や文字（以下、これらを単に絵柄という）が適正に配置されている
こともきわめて重要な要素である。
【０００５】
　上述の製品不良を検査する装置では、製品から不良品を取り除き、良品のみを出荷する
ことはできるが、不良品が発生しないようにすることまではできない。
　そこで、通常は、製函機に、１枚の試し通しシートを供給して、オペレータが印刷位置
等を検品し、以下の５点を釦操作にて調整することにより、各部を事前調整している。
（１）印刷部における各色印刷ユニットの割出位置（印刷天地方向位置）の調整。
（２）印刷部における各色印刷ユニットの印刷幅方向位置の調整。
（３）スロッタの割出位置の調整。
（４）ダイカットの割出位置の調整。
（５）グルーガンによる糊付位置の調整。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３１５３０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述のような製函機における各部の事前調整は、試し通しシートの処理結果
を見本（基準）と比較して、処理結果の見本に対する偏差（ズレ量）を求めて、この偏差
から印刷部の各色印刷ユニット、スロッタ、ダイカット、グルーガンの各位置（印刷位置
、溝切り位置、断裁位置、糊付け位置）を調整する。
　各部の位置を調整すると、これに応じて各位置（印刷位置、溝切り位置、断裁位置、糊
付け位置）が修正されるが、ズレ量に対する各位置の修正は、オペレータの技量に頼ると
ころがあり、特に、見本に対する偏差が大きいと熟練オペレータでも微調整は難しいため
、試し通しを複数回行なって、処理結果を見本に近づけていくことが必要になる。
【０００８】
　このように事前調整を行なったら、その結果をオーダ毎に記憶させておくことにより、
同一オーダに対しては、記憶された調整値にプリセットすれば、試し通しシートと見本と
の偏差を当初から小さくできるため、一度の試し通しにより事前調整を完了できるが、新
オーダの場合には、当初の偏差が大きいため、試し通しを複数回行なうことが必要になり
、オペレータにとって大きな負担となり、調整時間も長く要してしまう。
【０００９】
　本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、製函機の事前調整を容易にするこ
とができるようにして、オペレータの負担を軽減させながら、適正な製函を確実に行なう
ことができるようにした、製函機，検査装置，及び製函機の印刷見当制御方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目標を達成するために、本発明の製函機は、フレキソ印刷機が用いられた複数の
印刷ユニットを有する印刷部を備えた製函機において、前記印刷部により製函用シートに
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印刷された印刷面の画像を取得する画像取得装置と、前記印刷の見本となるマスター画像
（マスターとなるパターン）の第一特定絵柄と前記画像取得装置により取得された前記印
刷面の画像中の絵柄であって前記第一特定絵柄に相当する第二特定絵柄とを比較して前記
各印刷ユニットにおける見当ズレ量をそれぞれ求めて、前記見当ズレ量に基づいて前記各
印刷ユニットに装備された見当調整機構を制御して前記印刷の見当を修正する見当修正制
御装置と、を備え、前記第一特定絵柄は、少なくとも複数の色が重なりあっていない箇所
が存在する絵柄であって且つ近辺に他のインキ色が存在しない絵柄であり、前記見当修正
制御装置は、前記第一特定絵柄を抽出する絵柄抽出部を備えると共に、抽出した前記第一
特定絵柄を含み且つ前記第一特定絵柄に対して十分に余裕を持った範囲で他のインキ色が
存在しない領域を指定する機能を備え、指定した前記領域内で前記第一特定絵柄と前記第
二特定絵柄絵柄とを比較することを特徴としている。
【００１１】
　前記見当修正制御装置は、前記マスター画像に基づいて予め指定された、前記第一特定
絵柄が存在する領域内で前記第二特定絵柄を検出し、前記マスター画像の前記第一特定絵
柄との比較をすることが好ましい。 
【００１２】
　前記印刷部の下流に配備され、前記印刷部により製函用シートに印刷された前記印刷面
の画像を取得する画像取得部と、前記画像取得部により取得された前記印刷面の画像に基
づいて印刷の良否を判定する良否判定部とを有する検査装置を備え、前記画像取得装置に
は、専用の画像取得部ではなく、前記検査装置の前記画像取得部が用いられていることが
好ましい。
【００１３】
　前記見当修正制御装置では、前記マスター画像を、印刷版データから取得することが好
ましい。
　前記見当修正制御装置では、パターンマッチング法を用いて前記見当ズレ量を求めるこ
とが好ましい。この場合、パターンマッチング法としては、例えば、マスターとなるパタ
ーン（マスター画像）を目標となるパターン（取得された印刷面の画像）に対して位置を
上下左右に移動させながら、重ね合わせの残差が最小になる点を求める残差マッチング等
の技術を用いることができる。
【００１４】
　前記画像取得装置は、前記製函機に試し通しされた前記製函用シートに印刷された印刷
面の画像を取得し、前記見当修正制御装置は、前記画像取得装置により取得された前記印
刷面の画像に基づいて、前記製函機の本運転前の事前調整として前記印刷の見当を修正す
ることが好ましい。
　前記印刷部の下流に前記製函用シートを溝切りするスリッタを有する排紙部を備えると
共に、前記スリッタにより溝切りされた位置を検出する溝切り位置検出装置と、前記溝切
り位置検出装置により検出された溝切り位置を見本の溝切り位置と比較して溝切り位置の
ズレ量を求めて、前記溝切り位置ズレ量に基づいて前記スリッタに装備された割出位置調
整機構を制御して溝切り位置を修正する溝切り位置制御装置と、を備えていることが好ま
しい。
【００１５】
　前記印刷部の下流に前記製函用シートを溝切りするスリッタを有する排紙部と、前記排
紙部の下流に前記製函用シートを断裁するダイカット部とを備えると共に、前記ダイカッ
ト部により断裁された断裁位置を検出する断裁位置検出装置と、前記断裁位置検出装置に
より検出された断裁位置を見本の断裁位置と比較して断裁位置のズレ量を求めて、前記断
裁位置ズレ量に基づいて前記ダイカット部に装備された割出位置調整機構を制御して断裁
位置を修正する断裁位置制御装置と、を備えていることが好ましい。
【００１６】
　前記ダイカット部の下流に前記製函用シートに糊付けするグルーマシンを備えると共に
、前記グルーマシンにより糊付けされた糊付け位置を検出する糊付け位置検出装置と、前
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記糊付け位置検出装置により検出された糊付け位置を見本の糊付け位置と比較して糊付け
位置のズレ量を求めて、前記糊付け位置ズレ量に基づいて前記グルーマシンに装備された
割出位置調整機構を制御して糊付け位置を修正する糊付け位置制御装置と、を備えている
ことが好ましい。
【００１７】
　また、本発明の検査装置は、フレキソ印刷機が用いられた複数の印刷ユニットを有する
印刷部を備えた製函機に装備され、前記印刷部により製函用シートに印刷された印刷面の
画像を取得する画像取得部と、前記画像取得部により取得された前記印刷面の画像に基づ
いて印刷の良否を検査する検査部とを備えると共に、前記印刷の見本となるマスター画像
の第一特定絵柄と前記画像取得部により取得された前記印刷面の画像中の絵柄であって前
記第一特定絵柄に相当する第二特定絵柄とを比較して前記各印刷ユニットにおける見当ズ
レ量をそれぞれ求めて、前記各見当ズレ量に基づく見当修正情報を前記各印刷ユニットに
装備された見当調整機構に出力する見当修正制御部と、を備え、前記第一特定絵柄は、少
なくとも複数の色が重なりあっていない箇所が存在する絵柄であって且つ近辺に他のイン
キ色が存在しない絵柄であり、前記見当修正制御部は、前記第一特定絵柄を抽出する絵柄
抽出部を備えると共に、抽出した前記第一特定絵柄を含み且つ前記第一特定絵柄に対して
十分に余裕を持った範囲で他のインキ色が存在しない領域を指定する機能を備え、指定し
た前記領域内で前記第一特定絵柄と前記第二特定絵柄絵柄とを比較することを特徴として
いる。
【００１８】
　前記見当修正制御部は、前記見当ズレ量をインキ色に紐つけられた印刷版データと紐つ
けて出力することが好ましい。
　さらに、本発明の製函機の印刷見当制御方法は、フレキソ印刷機が用いられた複数の印
刷ユニットを有する印刷部を備えた製函機における各印刷ユニットの見当調整を行なう方
法であって、前記印刷部により製函用シートに印刷された印刷面の画像を取得し、印刷見
本となるマスター画像のうち少なくとも複数の色が重なりあっていない箇所が存在する絵
柄であって且つ近辺に他のインキ色が存在しない絵柄である第一特定絵柄を抽出し、抽出
した前記第一特定絵柄を含み且つ前記第一特定絵柄に対して十分に余裕を持った範囲で他
のインキ色が存在しない領域を指定する機能を備え、指定した前記領域内で、前記第一特
定絵柄と、取得した前記印刷面の画像中の絵柄であって前記第一特定絵柄に相当する第二
特定絵柄とを比較して前記各印刷ユニットにおける見当ズレ量をそれぞれ求めて、前記見
当ズレ量に基づいて前記各印刷ユニットに装備された見当調整機構を制御して前記印刷の
見当を修正することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の製函機，検査装置，及び製函機の印刷見当制御方法によれば、取得された印刷
面の画像中の指定された領域内の絵柄であって第一特定絵柄に相当する第二特定絵柄を印
刷の見本となるマスター画像の第一特定絵柄と比較して各印刷ユニットにおける見当ズレ
量をそれぞれ求めて、この見当ズレ量に基づいて各印刷ユニットに装備された見当調整機
構を制御して印刷の見当を修正する。例えば、予めマスター画像情報を入手してこのマス
ター画像情報から各印刷ユニットで印刷される絵柄（第一特定絵柄）を特定し、この絵柄
を含む領域を指定しておけば、製函用シートを１枚、試し通しすることにより画像取得装
置により印刷画像を取得することができ、見当修正制御装置により、印刷画像の指定領域
にある絵柄（第二特定絵柄）をマスター画像の特定絵柄（第一特定絵柄）と比較して各印
刷ユニットの印刷版の見当ズレ量をそれぞれ求め、この見当ズレ量に基づいて各印刷ユニ
ットの見当調整機構を制御して印刷の見当修正を自動で行なうことができる。したがって
、製函機の事前調整を容易にすることができて、オペレータの負担を軽減できると共に、
オペレータの熟練に頼ることなく適正な製函を短時間で速やかに行なうことができるよう
になる。
　また、第一特定絵柄を、少なくとも複数の色が重なりあっていない箇所が存在する絵柄
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とすることにより、注目する印刷ユニットに関する見当ズレ量を誤ることなく求めること
ができる。このような第一特定絵柄を絵柄抽出部において自動で抽出すれば、容易に特定
絵柄を設定することができる。
【００２０】
　また、画像取得部と良否判定部とを有する検査装置の前記画像取得部を前記画像取得装
置として用いれば、見当制御と良否検査とを装置を兼用しながらそれぞれ実行することが
でき、装置構成を簡素化できる利点や、装置コストを低減できる効果が得られる。
　マスター画像を受注時に得られる印刷版データから取得すれば、適正なマスター画像を
容易に得ることができ、人為的な作業負担を抑えながら制御精度を向上させることができ
る。
【００２１】
　パターンマッチング法を用いて見当ズレ量を求めると、確実に且つ精度良く求めること
ができる。
【００２２】
　また、印刷の見当修正に加えて、スリッタにより溝切りされた位置を検出し、検出した
溝切り位置を見本の溝切り位置と比較して溝切り位置のズレ量を求めて、このズレ量に基
づいて溝切り位置を修正することにより、製函品質を向上させることができる。
　さらに、ダイカット部により断裁された断裁位置を検出し、検出した断裁位置を見本の
断裁位置と比較して断裁位置のズレ量を求めて、このズレ量に基づいて断裁位置を修正す
ることによっても、製函品質を向上させることができる。
【００２３】
　同様に、グルーマシンにより糊付けされた糊付け位置を検出し、検出した糊付け位置を
見本の糊付け位置と比較して糊付け位置のズレ量を求めて、このズレ量に基づいて糊付け
位置を修正することによっても、製函品質を向上させることができる。
　見当ズレ量をインキ色に紐つけられた印刷版データと紐つけて出力することにより、印
刷版とこれを取り付ける印刷ユニットの組み合わせが変わった場合でも、インキ色に紐つ
けられた印刷ユニットの見当調整機構を制御して前記印刷の見当を修正することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる製函機及び付設された検査装置の構成をシートの
加工過程とともに示す構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる製函機の情報処理系統を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかる製函機の印刷部の印刷ユニットを示す構成図であ
る。
【図４】本発明の第１実施形態にかかる製函機の印刷部の印刷ユニットにおける見当調整
機構の機能を説明する印刷ユニット要部の斜視図である。
【図５】本発明の第１実施形態にかかる印刷見本となるマスター画像の入手及びその利用
を説明する模式図である。
【図６】本発明の第１実施形態にかかる印刷面の画像の取得及び処理を説明する模式図で
ある。
【図７】本発明の第１実施形態にかかるマスター画像と印刷面の画像との対比例を説明す
る模式図である。
【図８】本発明の第１実施形態にかかる印刷位置のズレ量の算出例を、（ａ）～（ｄ）に
印刷ユニット毎に説明する模式図である。
【図９】本発明の第１実施形態にかかる印刷見当修正の制御を説明するフローチャートで
ある。
【図１０】本発明の第２実施形態にかかる製函機の情報処理系統を示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　以下、図面により、本発明の実施の形態について説明する。
〔第１実施形態〕
　図１～図９は本発明の第１実施形態に係る製函機及び製函機に付設された検査装置並び
にその見当修正方法を説明する図であり、これらの図に基づいて説明する。
【００２６】
（製函機）
　まず、本実施形態に係る製函機を説明する。図１は本実施形態に係る製函機を説明する
構成図であり、図１には、装置構成を図面下方に記載し、製函用シートとしての段ボール
シートがフラットに折り畳まれた状態の函（製函シート）に加工される工程を図面上方に
装置構成と分けて併記している。
【００２７】
　図１に示すように、この製函機Ｍには、上流側から、給紙部１，印刷部２，排紙部３，
ダイカット部４，フォルディング部（フォルダグルア部）５，カウンタエジェクタ部６が
設けられている。
　給紙部１では、板状の段ボールシート１０ａが多数積載された状態で搬入され、この段
ボールシート１０ａを搬送コンベア７に載せて１枚ずつ印刷部２に供給する。
【００２８】
　印刷部２は、所定の印刷色数（ここでは、４色）の印刷ユニット２ａ～２ｄからなり、
この印刷部２では、搬送コンベア７によって１枚ずつ搬送される段ボールシート１０ａに
、各色のインキを順次印刷する。図１に示す例では、１番目の印刷ユニット２ａにより絵
柄「Ｅ」が、２番目の印刷ユニット２ｂにより絵柄「Ｖ」が、３番目の印刷ユニット２ｃ
により絵柄「Ｏ」が、４番目の印刷ユニット２ｄにより絵柄「Ｌ」が、それぞれ印刷され
る。この印刷部については、詳細を後述する。
【００２９】
　排紙部３は、スリッタ・スコアラを備えており、印刷部２で印刷された段ボールシート
１０ａに、スリッタによる溝切りやスコアラによる罫線入れを行なう。
　ダイカット部４は、打ち抜きによって段ボールシート１０ａから不要部分を断裁し除去
する。
　フォルディング部５の最上流には、グルーガンが装備され、印刷後、溝切りや罫線入れ
や打ち抜き断裁された段ボールシート１０ａの左右方向一端の糊代にグルーガンによって
糊付けして、その後、段ボールシート１０ａの左右両端部が裏側（下方）で重合するよう
に、折り曲げ加工を行なって、折り曲げられた段ボールシート１０ａの左右両端部を糊に
よって接着して製函シート１０とする。
【００３０】
　カウンタエジェクタ部６では、フォルディング部５で加工された製函シート１０を計数
しながら、スタッカに積載する。そして、所定枚数の製函シート１０が積み上げられたら
、このシート群１００を次工程へ搬送する。
【００３１】
（検査装置）
　本実施形態にかかる検査装置５０は、図１，図２に示すように、製函機の通所運転時に
、段ボールシートの印刷面に印刷された印刷面の画像を取得する画像取得部（画像取得装
置）としてのカメラ５１と、カメラ５１で取得された印刷面の画像と印刷の見本（基準）
となるマスター画像（基準）とを比較して、印刷部２による印刷の良否（印刷位置の良否
や色抜けの有無）を判定する良否判定部５３と、カメラ５１で取得された印刷面の画像と
印刷の見本（基準）となるマスター画像（基準）とを比較して各印刷ユニット２ａ～２ｄ
により印刷された絵柄の位置のズレ量（見当ズレ量）を求めて、この見当ズレ量に基づい
て各印刷ユニット２ａ～２ｄの見当を修正（見当合わせ）する見当修正制御部（見当修正
制御装置）６０と、を備えている。
【００３２】
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　なお、本実施形態では、良否判定部５３及び見当修正制御部６０は、検査装置用サーバ
（サーバコンピュータ）５２の機能要素として構成されているが、検査装置５０としては
、カメラ５１と良否判定部５３を有する検査装置用サーバ５２とから構成して、見当修正
制御部６０は、検査装置用サーバ５２と別のハードウエア（見当修正制御用コンピュータ
）を用いて、検査装置用サーバ５２と情報伝達可能に接続した構成としても良い。
【００３３】
　良否判定部５３は、製函機の通常運転時に、印刷面の画像にマスター画像の各絵柄と対
応した位置に対応した絵柄があるか否かのみを判定するが、見当修正制御部６０は、通常
運転前の準備段階（事前調整時）に、印刷面の画像にマスター画像の各インキ色のそれぞ
れの絵柄と対応した印刷絵柄について、その印刷絵柄の見本の絵柄に対するズレ量を求め
て、印刷版の見当修正のための修正量を算出し、各印刷ユニット２ａ～２ｄの見当を修正
する。
【００３４】
　ここで、各印刷ユニット２ａ～２ｄの概略構成を説明すると、図３に示すように、各印
刷ユニット２ａ～２ｄは、フレキソ印刷機が用いられ、チャンバフレーム，シールブレー
ド，ドクタブレードからなるインキチャンバ２１と、シールブレード，ドクタブレードと
摺接しながら回転しインキチャンバ２１内のフレキソインキを外周面の溝内に供給される
アニロックスロール２２と、外周にアニロックスロール２２からフレキソインキを転写さ
れる印刷版２４を装着された版胴２３と、段ボールシート１０ａを版胴２３と圧接する圧
胴２５とを備えている。
【００３５】
　製函機の印刷の場合、オフセット印刷のような一般的な印刷機のようにインキ色によっ
て使用する印刷ユニットが決まっているわけではなく、使用インキは通常いずれも特色で
あり、また、どのインキをどの印刷ユニット２ａ～２ｄに割り当てるかはその都度設定さ
れる。したがって、各印刷ユニット２ａ～２ｄに使用するインキ色が割り当てられると、
インキ色と印刷ユニット２ａ～２ｄとが紐付けされると共に、印刷版データにおいては、
印刷絵柄とインキ色とが紐付けされて管理される。
【００３６】
　版胴２３は、図４に示すように、印刷版２４の割出方向位置（天地方向位置）及び幅方
向位置を調整可能な見当調整機構２６ａ～２６ｄ（図２参照）が装備され、見当調整機構
は制御信号に応じて作動して、印刷版２４の割出方向位置（天地方向位置）及び幅方向位
置を調整して印刷位置の見当調整（見当修正）を行なうようになっている。
【００３７】
　次に、見当修正制御を説明する。
　見当修正制御には、印刷の見本となるマスター画像のデータが必要であり、図５に示す
ように、検査装置用サーバ５２には、製函依頼元サーバ（お客様サーバ）７０から印刷の
見本となるマスター画像のデータが送信される。マスター画像のデータには、色毎のファ
イルデータ（各印刷ユニットの印刷版２４のデータ）が含まれており、検査装置用サーバ
５２の見当修正制御部６０では、各色のファイルデータ２０１から各色の代表絵柄２０２
を抽出し、検索ウインドウデータ２１１内にこの抽出した代表絵柄２０２を含んだ領域２
１３を指定する。この指定する領域２１３には、代表絵柄２０２に対して十分に余裕を持
った範囲で、且つ、他のインキ色が存在しない領域を選定し、その基準位置（絶対アドレ
スＸ０，Ｙ０）に対する位置として指定する。したがって、代表絵柄２０２はこの条件を
満たす絵柄とする必要がある。
【００３８】
　なお、この代表絵柄２０２は、少なくとも複数の色が重なりあっていない箇所を有する
絵柄であり、本実施形態では、近辺に他のインキ色が存在しない絵柄としている。複数の
色が重なりあっていない箇所や近辺に他のインキ色が存在しない絵柄は、製版データ上で
複数色が重なっていないことや離隔していることから自動で抽出でき、ここでは、見当修
正制御部６０が、代表絵柄２０２を自動抽出する（この機能を、絵柄抽出部とする）が、
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もちろん手動で代表絵柄２０２を設定しても良い。
【００３９】
　そして、このような代表絵柄を包含する領域２１３の指定（この機能を、領域指定部と
する）も、見当修正制御部６０が自動的に設定するが、これも手動で設定しても良い。
　図示する例では、第１の印刷ユニットによる印刷データ（１色目のデータ）２０１ａか
ら代表絵柄２０２ａとして近辺に他のインキ色が存在しない「ＡＢＣＤＥ」を抽出し、検
索ウインドウデータ２１１ａ内にこの代表絵柄２０２ａを、十分に余裕を持って含んだ領
域２１３ａを選定し指定する。同様に、第２の印刷ユニットによる印刷データ（２色目の
データ）２０１ｂから代表絵柄２０２ｂとして近辺に他のインキ色が存在しない「Ｏｐｑ
ｒＳｔｕｖ」を抽出し、検索ウインドウデータ２１１ｂ内にこの代表絵柄２０２ｂを十分
に余裕を持って含んだ領域２１３ｂを選定し指定する。同様に、第３の印刷ユニットによ
る印刷データ（３色目のデータ）２０１ｃから代表絵柄２０２ｃとして近辺に他のインキ
色が存在しない「ＦＧＩＪＫＬＭＮ」を抽出し、検索ウインドウデータ２１１ｃ内にこの
代表絵柄２０２ｃを十分に余裕を持って含んだ領域２１３ｃを選定し指定する。同様に、
第４の印刷ユニットによる印刷データ（４色目のデータ）２０１ｄから代表絵柄２０２ｄ
として近辺に他のインキ色が存在しない「ＷＸＹＺ」を抽出し、検索ウインドウデータ２
１１ｄ内にこの代表絵柄２０２ｄを十分に余裕を持って含んだ領域２１３ｄを選定し指定
する。
【００４０】
　一方、見当修正制御では、印刷データに基づいた印刷版２４を用いて印刷して得られた
印刷面の画像（センサ画像）のデータが必要であり、図６に示すように、検査装置用サー
バ５２は、カメラ５１からの画像データを取得する。この画像データは、製函機Ｍに試し
通しモードとして装備された１枚給紙を実施して、１枚の段ボールシート１０ａのみを製
函機Ｍに供給して、この段ボールシート１０ａの印刷面に印刷された全絵柄を含んだ段ボ
ールシート１０ａ全体を撮影するか、若しくは、各インキ色の代表絵柄２０２ａ～２０２
ｄを全て含み且つ段ボールシート１０ａの基準位置（例えば何れかの角部）を含んだ領域
のデータが必要であり、カメラ５１では、これを満たすように撮影する。
【００４１】
　検査装置用サーバ５２の見当修正制御部６０では、取り込んで記録されたマスター画像
のデータの解像度にあわせる解像度変換を行なうと共に、検索ウインドウデータ２１１と
同様に基準位置（絶対アドレスＸ０，Ｙ０）を指定する。
　こうして、マスター画像のデータ（代表絵柄）２０２と、センサ画像（印刷面の画像）
のデータ（代表絵柄と対応した絵柄）２１２とが得られると、検査装置用サーバ５２の見
当修正制御部６０では、図７に示すように、各色の指定の領域（ウインドウ）２１３内の
絵柄２１２を捜し、各色の指定領域２１３内の絵柄２１２と、これと対応したマスター画
像のこれと対応した絵柄とを、パターンマッチング法を用いて照合させる。このように絵
柄を照合させた際の絵柄の対応する位置情報から、印刷面の画像のマスター画像に対する
位置ズレ量を算出する。
【００４２】
　なお、パターンマッチング法には、公知の種々の手法があるが、例えば、マスターパタ
ーンをターゲットパターンに対し位置を上下左右に移動させながら、重ね合わせの残差が
最小になる点を求める残差マッチングをはじめとして、正規化相関法，位相限定相関，幾
何マッチング等、種々の手法を適用しうる。
　つまり、図８（ａ）に示すように、第１の印刷ユニットのインキ色については、マスタ
ー画像の代表絵柄２０２ａとセンサ画像の代表絵柄に対応した絵柄（対応絵柄）２１２ａ
とをパターンマッチング法により照合させると、両者の基準位置（絶対アドレスＸ０，Ｙ
０）は割出方向及び幅方向にそれぞれ偏差が発生する。この偏差が割出方向ズレ及び幅方
向ズレである。同様に、図８（ｂ）～図８（ｄ）に示すように、第２，３，４の各印刷ユ
ニットのインキ色についても、マスター画像の代表絵柄２０２ｂ，２０２ｃ，２０２ｄと
センサ画像の代表絵柄に対応した絵柄（対応絵柄）２１２ｂ，２１２ｃ，２１２ｄとをパ
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ターンマッチング法により照合させると、それぞれにおいて、マスター画像の絵柄とセン
サ画像の絵柄との基準位置（絶対アドレスＸ０，Ｙ０）は割出方向及び幅方向にそれぞれ
の偏差（即ち、割出方向ズレ及び幅方向ズレ）が発生する。
【００４３】
　検査装置用サーバ５２の見当修正制御部６０では、このように、各印刷ユニットの割出
方向ズレ及び幅方向ズレ（これらを総称して、見当ズレという）を求めると、この割出方
向ズレ及び幅方向ズレに対応して、各印刷ユニットの版胴２３に設けられた見当調整機構
に、各ズレを解消するだけの制御量に応じた制御信号を生成し出力する。なお、割出方向
ズレに対する印刷版２４の割出方向位置の調整量（制御量）との関係、及び、幅方向ズレ
に対する印刷版２４の幅方向位置の調整量（制御量）との関係は、検査装置用サーバ５２
内のメモリ若しくは外部メモリに記憶され、制御信号生成時にはこれが参照される。
【００４４】
　なお、本見当修正制御部６０は、求めた見当ズレ量をインキ色に紐つけられた印刷版デ
ータと紐つけて出力することにより、印刷版とこれを取り付ける印刷ユニットの組み合わ
せが変わった場合でも、インキ色に紐つけられた印刷ユニットの見当調整機構を制御して
印刷の見当を修正することができるようにしている。
【００４５】
（作用、効果）
　本発明の第１実施形態に係る製函機及び検査装置は、上述のように構成されているので
、例えば、図９に示すように、製函機の事前調整として版位置の見当修正を行なうことが
できる。
【００４６】
　つまり、まず、通常運転前の準備段階（事前調整時）において、製函機Ｍの釦操作によ
って１枚給紙指令を行ない、段ボールシート１枚だけを試し通しする（ステップＳ１０）
。これに応じて、製函機Ｍでは給紙された１枚の段ボールシート１０ａに対して印刷を実
施する（ステップＳ２０）。なお、製函機Ｍでは、印刷後の折り曲げ端部貼り付けまでの
処理も行なう。
【００４７】
　段ボールシート１０ａに対して印刷が実施されると、検査装置５０のカメラ５１が印刷
面を撮影し（ステップＳ３０）、撮影した印刷画像の情報を見当修正制御装置（見当修正
制御部）６０に送信する（ステップＳ４０）。
　見当修正制御装置（見当修正制御部）６０では、印刷画像（センサ画像）とマスター画
像とを比較して、版毎に見当ズレ量（割出方向ズレ量及び幅方向ズレ量）を算出し（ステ
ップＳ５０）、算出した見当ズレ量に基づいて、印刷部の各印刷ユニットの見当修正機構
を制御し、版位置を修正する（ステップＳ６０）。
【００４８】
　なお、見当ズレ量を求める際には、インキ色自体には着目せずに、各印刷ユニット２ａ
～２ｄとその印刷ユニットで印刷される特定の絵柄（代表絵柄）２０２とを関連付けたう
えで、代表絵柄２０２に対して十分に余裕を持った範囲で、且つ、他のインキ色が存在し
ない領域２１３を選定し指定し、この領域２１３内で特定の絵柄を検索するので、センサ
絵柄のデータから各印刷ユニット２ａ～２ｄに関するものを適切に拾い上げて、見当ズレ
量を求めることができる。
【００４９】
　したがって、本製函機，本検査装置，及び本印刷見当制御方法によれば、取得された印
刷面の画像中の指定された領域内の絵柄を印刷の見本となるマスター画像の特定絵柄と比
較して各印刷ユニット２ａ～２ｄにおける見当ズレ量をそれぞれ求めて、この見当ズレ量
に基づいて各印刷ユニット２ａ～２ｄに装備された見当調整機構を制御して印刷の見当を
修正することができる。例えば、予めマスター画像情報を入手してこのマスター画像情報
から各印刷ユニットで印刷される絵柄を特定し、この絵柄を含む領域を指定しておけば、
製函用シートを１枚だけ試し通しすることによりカメラ５１により印刷画像を取得するこ



(12) JP 5713587 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

とができ、見当修正制御部６０により、印刷画像の指定領域にある絵柄をマスター画像の
特定絵柄と比較して各印刷ユニット２ａ～２ｄの印刷版の見当ズレ量がそれぞれ求められ
、この見当ズレ量に基づいて各印刷ユニット２ａ～２ｄの見当調整機構が制御されて印刷
版の見当修正が自動で行なわれる。したがって、製函機の事前調整を容易にすることがで
きて、オペレータの負担を軽減できると共に、オペレータの熟練に頼ることなく適正な製
函を短時間で行なうことができるようになる。
【００５０】
　また、カメラ（画像取得部）５１と良否判定部５３とを有する検査装置５０のカメラ５
１を見当修正制御部（見当修正制御装置）６０に画像情報を供給する画像取得装置として
用いているので、見当制御と良否検査とを装置を兼用しながらそれぞれ実行することがで
き、装置構成を簡素化できる利点や、装置コストを低減できる効果が得られる。
　さらに、マスター画像を受注時に得られる印刷版データから取得するので、適正なマス
ター画像を容易に得ることができ、オペレータの作業負担を抑えながら制御精度を向上さ
せることができる。
　パターンマッチング法を用いて見当ズレ量を求めるので、確実に且つ精度良く求めるこ
とができる。
【００５１】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明の第２実施形態について図１０を参照して説明する。
　図１０に示すように、本実施形態では、第１実施形態と同様に、製函した製品の良否を
判定する検査装置を利用しているが、本実施形態にかかる検査装置は、カメラ５１及び印
刷部２による印刷の良否（印刷位置の良否や色抜けの有無）を判定する良否判定部５３に
加えて、スリッタにより溝切りされた位置を検出するセンサ（溝切り位置検出装置）５４
と、検出された溝切り位置を見本の溝切り位置と比較して溝切り位置の良否を判定する良
否判定部５５と、ダイカット部により断裁された断裁位置を検出するセンサ（断裁位置検
出装置）５６と、検出された断裁位置を見本の断裁位置と比較して断裁位置の良否を判定
する良否判定部５７と、グルーマシンにより糊付けされた糊付け位置を検出するセンサ（
糊付け位置検出装置）５８と、検出された糊付け位置を見本の糊付け位置と比較して糊付
け断裁位置の良否を判定する良否判定部５９と、を有している。
【００５２】
　そして、本実施形態では、見当修正制御部（見当修正制御装置）６０に加えて、溝切り
位置センサ５４により検出された溝切り位置を見本の溝切り位置と比較して溝切り位置の
ズレ量を求めて、この溝切り位置ズレ量に基づいて排紙部３のスリッタに装備された割出
位置調整機構（図示略）を制御して溝切り位置を修正する溝切り位置制御部（溝切り位置
制御装置）６１と、断裁位置センサ５６により検出された断裁位置を見本の断裁位置と比
較して断裁位置のズレ量を求めて、この断裁位置ズレ量に基づいてダイカット部４に装備
された割出位置調整機構（図示略）を制御して断裁位置を修正する断裁位置制御部（断裁
位置制御装置）６２と、と、糊付け位置センサ５８により検出された糊付け位置を見本の
糊付け位置と比較して糊付け位置のズレ量を求めて、この糊付け位置ズレ量に基づいてフ
ォルディング部５のグルーマシンに装備された割出位置調整機構（図示略）を制御して糊
付け位置を修正する糊付け位置制御部（糊付け位置制御装置）６３と、を備えている。
【００５３】
　なお、各センサ５４，５６，５８には、例えばカメラを適用することができる。この場
合、カメラ５１の設置位置を、グルーマシンの直後において、各センサ５４，５６，５８
をカメラ５１に兼用させることもでき、これにより、コスト削減及び装置構成の簡素化を
図ることができる。
　本実施形態の場合、印刷の見当修正に加えて、スリッタにより溝切りされた位置を検出
し、検出した溝切り位置を見本の溝切り位置と比較して溝切り位置のズレ量を求めて、こ
のズレ量に基づいて溝切り位置を修正することにより、製函品質を向上させることができ
る。
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【００５４】
　さらに、ダイカット部４により断裁された断裁位置を検出し、検出した断裁位置を見本
の断裁位置と比較して断裁位置のズレ量を求めて、このズレ量に基づいて断裁位置を修正
することによっても、製函品質を向上させることができる。
　同様に、グルーマシンにより糊付けされた糊付け位置を検出し、検出した糊付け位置を
見本の糊付け位置と比較して糊付け位置のズレ量を求めて、このズレ量に基づいて糊付け
位置を修正することによっても、製函品質を向上させることができる。
【００５５】
〔その他〕
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の各実施形態のものに限定
されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変形或いは省略或いは組み合わせをして
実施することができる。
【００５６】
　例えば、上記の各実施形態では、検査装置を利用して、各要素のズレを修正する装置を
構成しており、兼用化によるコスト削減及び装置構成の簡素化が図られているが、各セン
サ類（カメラを含む）５１，５４，５６，５８や各制御部（制御装置）５３，５５，５７
，５９に専用のものを装備しても良い。
　また、上記実施形態では、印刷の刷版データと紐づいて印刷色の情報が取得される場合
（刷版データとともに印刷色の情報も取得される場合）を説明したが、このように印刷色
の情報がない場合は、印刷色の情報を手動で入力する（例えば、人が入力ボタンで押す）
ようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１　給紙部
　２　印刷部
　２ａ～２ｄ　印刷ユニット
　３　排紙部
　４　ダイカット部
　５　フォルダグルア部
　６　カウンタエジェクタ部
　７　搬送コンベア
　１０　製函シート
　１０ａ　段ボールシート（製函用シート）
　２１　インキチャンバ
　２２　アニロックスロール
　２３　版胴
　２４　印刷版
　２５　圧胴
　２６ａ～２６ｄ見当調整機構
　５０　検査装置
　５１　カメラ（画像取得装置）
　５２　検査装置用サーバ（サーバコンピュータ）
　５３，５５，５７，５９　良否判定部
　５４　溝切り位置センサ（溝切り位置検出装置）
　５６　断裁位置センサ（断裁位置検出装置）
　５８　糊付け位置センサ（糊付け位置検出装置）
　６０　見当修正制御部（見当修正制御装置）
　６１　溝切り位置制御部（溝切り位置制御装置）
　６２　断裁位置制御部（断裁位置制御装置）
　６３　糊付け位置制御部（糊付け位置制御装置）
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　７０　製函依頼元サーバ（お客様サーバ）
　１００　製函シート群

【図１】 【図２】

【図３】
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