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要  旨  _________________________________________________  

インクジェットデジタル印刷機は，商用印刷市場に参入するために，高速化，高画質化へ

の対応を進めている．連続帳票紙を印刷するラインヘッド方式のインクジェットデジタル印

刷機では，高解像度化によるヘッドアレイの大型化と，各色ヘッドアレイ間での用紙の蛇行

によって，色合わせ精度が悪化し，高画質化の妨げとなっている．用紙蛇行に合わせてヘッ

ドアレイを動かす色合わせ補正技術によってこの課題を解決し，商用印刷市場で求められる

画質と速度を併せ持つインクジェットデジタル印刷機を商品化した． 

 

ABSTRACT  _________________________________________________  

To enter into the production printing business, digital inkjet printing system development has focused 

on improving speed and image quality. The size of each inkjet printhead array and the distance between 

multiple arrays becomes larger with improvements in speed and quality. Color registration performance 

is negatively impacted by these distances because of web instability, and this becomes a critical problem 

for achieving high-quality images. The proposed technology allows for digital inkjet printing systems 

to print at high speeds with color registration performance equal to or surpassing the current requirement 

of production printing quality. 
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1. 背景・目的 

デジタル印刷機は，オフセット印刷からの変換の

ために，高速化，高画質化が求められている1)．一

般的なインクジェット方式では，高速化を実現する

ために，インクジェット用プリントヘッドを複数並

べ，用紙だけを送って印刷するラインヘッド方式を

採用している．高解像度化は，プリントヘッドの高

集積化や，ラインヘッドを搬送方向に複数並べるこ

とで実現している．ラインヘッド方式において，同

色や他色との印刷タイミングずれや，色合わせの調

整は，機内にスキャナを内蔵し，予め決められた印

刷パターンをスキャナで読み込み，印刷ずれを初期

調整している2)． 

リコーでは，インクジェット連続帳票機として，

InfoPrint5000シリーズを2007年に発売し，商用印刷

市場へ参入するため，高速，高解像度化を進めてい

るが，インクジェット用ヘッドアレイは，大型化し

たことによってK色から各色のヘッドアレイまでの

距離が延長される．Fig. 1は，ラインヘッド方式の

インクジェット連続帳票機を上から見た概略図であ

る．上段は解像度が600 dpiのヘッドアレイを各色並

べた構成，下段は600 dpiのヘッドアレイを2個並べ

て1200 dpiに高解像度化した一例である．下段のよ

うに高解像度化によってヘッドアレイ間の距離が長

くなった場合，ヘッドアレイ間で発生する用紙蛇行

の影響で用紙幅方向のK, C, M, Yの色ずれが悪化し

てしまい，画質を低下させる要因となる．一方で，

オフセット印刷機で使用しているオフセットコート

紙へ対応するため，従来よりも高い色合わせ精度が

要求されている． 

また，連続帳票機の色ずれ量の評価は，用紙に

よって蛇行の挙動が異なり，色ずれ量との相関を取

ることが難しく，高速で大量に印刷する連続帳票紙

の色ずれ量を計るためには膨大な時間を要している． 

本論文では，上記課題を解決するための技術とし

て，各ヘッドアレイ間で発生する用紙の蛇行に合わ

せて用紙幅方向にヘッドアレイを駆動する機構と，

その制御技術，および連続帳票機の色ずれ評価シス

テムを構築したことの詳細を説明する． 

 

 
Fig. 1 Web instability and impact on color registration 

performance. 

2. 用紙蛇行と色ずれ 

インクジェット連続帳票機は，Fig. 2に示すよう

に，用紙搬送方向へKCMYの順で4つのヘッドアレ

イが配置され，連続帳票紙などのウェブと呼ばれる

連続したシート状の媒体（以下，「用紙」と称する）

を複数の搬送ローラで張力を与えながら搬送する．

インクジェット連続帳票機は，巻き出し装置から送

り込まれる用紙を搬送ローラによって搬送し，イン

ク吐出工程や，乾燥工程を経て巻き取り装置へ排出

する． 

 
Fig. 2 Example of digital inkjet printing system. 
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インクジェット連続帳票機の搬送は，搬送ローラ

のミスアライメントや，用紙張力の不均一，インク

や乾燥による用紙の伸縮の影響により，用紙幅方向

の蛇行が発生する3)．用紙蛇行は，周期性を持って

おり，用紙の種類や搬送速度によって，周波数や振

幅が変化する．各ヘッドアレイ間で用紙蛇行が発生

すると，インク滴の着弾位置がずれて色ずれとなる． 

本技術開発では，100種類以上に及ぶ用紙の中か

ら，オフセットコート紙を含む11種類を選び，評価

対象用紙とした．特にオフセットコート紙への印刷

は，普通紙と比べ，より高い色再現性が求められて

いる．色文字や線画は各色の版がずれると色味が変

わるので，商用印刷では本番前に見当マークやトン

ボマークを実際に印刷して，確認しながら画像の位

置調整を行う． 

Fig. 3は，用紙蛇行の影響による色ずれのサンプ

ルであり，色文字Tを拡大したものである．色文字

Tのエッジ部分に白筋が目視で認識できる． 

 

 
Fig. 3 Poor color registration defect. 

前身機に対して，高速，高解像度化する中で，蛇

行補正装置や張力制御の改良によって，前身機と同

等以上の色合わせ精度を達成した．しかし，多種多

様なオフセットコート紙に対して，目視で認識でき

ない色合わせ精度を実現するためには，蛇行補正，

張力制御のみでは不十分であった． 

本技術開発に先立ち，評価対象用紙11種に対して

各ヘッドアレイ間での用紙蛇行の解析を行った．そ

の結果，30 m/minから120 m/minの搬送速度の色ず

れに影響のある蛇行周波数は低周波数で，かつその

周波数範囲の振幅は十分小さいことが分かった．そ

のため，各色ヘッドアレイ間で生じる用紙蛇行は，

用紙幅方向にヘッドアレイを駆動する色合わせ補正

技術で追従可能であると判断し，本技術の開発に着

手した． 

 

3. 色合わせ補正技術 

3-1 色合わせ補正技術の概要 

Fig. 4に，色合わせ補正技術における概略構成を

示す．色合わせ補正技術は，各KCMY色ヘッドア

レイ部の前面の搬送方向上流に4つの用紙エッジセ

ンサと，K色ヘッドを除くCMY色ヘッドアレイ部

に3つのアクチュエータを配置する．用紙エッジセ

ンサは，各色ヘッドアレイ部の用紙エッジの位置を

検出し，用紙の蛇行量を算出する．アクチュエータ

は，ヘッドアレイ部を用紙幅方向に，1 µm刻みで

移動可能である． 

 

 
Fig. 4 Schematic for color registration improvement. 

本技術は，K色ヘッドを基準として，K色ヘッド

で印字された位置に対して，各CMY色の蛇行量に

合わせてヘッドアレイ位置を補正する技術である． 

3-2 ヘッドアレイ駆動部メカ構成 

ヘッドアレイ部は約150 kgの重量物であり，用紙

幅方向に移動させるためには，約70 Nの力が必要で

ある．そこで，連結する部材の変形量を抑制するた

め，Fig. 5に示すようにアクチュエータとヘッドア

レイ部を，十分な剛性を持ったブロックで構成する

ことで，ヘッド移動時のブロック変形量を最大約

5 µmに抑える． 
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これにより，停止位置精度が確保されるとともに，

アクチュエータの動きが時間遅れなくヘッドアレイ

に伝わる．また，ブロックの塑性変形はそのまま位

置ずれとなるので取付け面積の確保が難しく，大き

な圧力が加わる箇所には熱処理等により，十分な硬

度を持つ材料を追加して変形を防止する． 

さらに，ヘッドアレイ部はメンテナンス等で頻繁

に出し入れされるため，ヘッドアレイ側面に固定す

る連結ブロックは，Fig. 6に示すように取付け溝に

くさびを追加することで，ヘッドアレイ挿入時の衝

撃力による滑りを防止する． 

 

 

Fig. 5 Printhead array to actuator connection. 

 
Fig. 6 Connecting bracket for printhead array. 

3-3 色合わせ補正制御部 

Fig. 7に，色合わせ補正制御部をモデル化した概

念図（ブロック図）を示す．K色用紙エッジセンサ

と各CMY色用紙エッジセンサの出力から，コント

ローラの蛇行量算出処理及びアクチュエータ目標位

置算出処理によって，アクチュエータへの位置指令

値を算出する．位置指令値をもとに，アクチュエー

タコントローラがアクチュエータ位置をフィード

バックし，各CMY色ヘッドアレイを駆動する． 

 

 

Fig. 7 Control model of the correction system. 

色合わせ補正制御部には，LPF1，LPF2の2種類の

ローパスフィルタを備える．LPF1は，用紙エッジ

センサの直後に実装し，センサ出力以外の高周波の

外乱（装置の振動，紙のばたつき，用紙エッジの加

工精度等）を除去するために設ける．LPF2は，K色

ヘッドアレイと各CMY色ヘッドアレイ間の蛇行量

算出後に実装し，色ずれに影響のある低周波数のみ

を出力するために設ける． 

色合わせのための各CMY色ヘッドアレイ部の目

標位置の算出方法について，Y色ヘッドアレイを一

例として説明する．Fig. 8は，K色用紙エッジセンサ

とY色用紙エッジセンサの概略図を示したものであ

る．時刻ℎにおけるY色用紙エッジセンサの用紙

エッジ位置 ℎ ，K色用紙エッジセンサの用紙

エッジ位置 ℎ ，K-Y間の通過時間 とすると，Y

色ヘッドアレイにおける蛇行量 ℎ は下式で表

される． 

ℎ ＝ ℎ ℎ  (1) 
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+

-
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ℎ はFig. 7の位置指令として， ℎ 分Y色

ヘッドアレイを移動させることで，K色ヘッドアレ

イの印刷位置に，Y色ヘッドアレイの印刷位置を合

わせることができる．同様にC色ヘッドアレイにお

ける蛇行量 ℎ ，M色ヘッドアレイにおける蛇行

量 ℎ を算出して，C, M色ヘッドアレイを移動

することで，Kに対して，C, M, Y色の色ずれを補正

する． 

 
Fig. 8 Concept of K-Y color shift calculation. 

3-4 用紙エッジセンサの検出精度向上技術 

本色合わせ補正制御で使用している用紙エッジセ

ンサは，市販のCCDセンサを適用している．しか

し，センサには数十µmの直線性誤差が含まれる．

狙いの色合わせ精度を達成するためには，個々の用

紙エッジセンサに対して，直線性誤差を数µmに抑

制する必要がある． 

Fig. 9は，用紙エッジセンサの直線性誤差を示し

た図である． 

 

 
Fig. 9 Ideal and actual output of paper edge sensor. 

用紙エッジセンサの理想的なセンサ出力を赤破線

で，実際の用紙エッジセンサ出力を青線で示す．用

紙エッジ位置が 移動したとき，本来であればセ

ンサ出力は移動量と同じ 変化すべきであるが，

これにセンサの直線性誤差 Y が含まれることで，

センサ出力は 変化する．この場合，センサ出力

は下式で表される． 

＝ 	  (2) 

この直線性誤差 を補正する技術について，

Fig. 10を用いて説明する． 

 

 
Fig. 10 Example of linearity error correction. 

Fig. 10は，センサ出力 が3～6 mmの範囲におけ

る直線性誤差 を示した図である． 

補正前は青線で示すように-40 µm～50 µmの範囲

で誤差を持つ．黄破線は，直線性誤差を正負反転さ

せた補正用プロファイルである．センサ出力に補正

用プロファイルを加算することで，赤線で示すよう

に直線性誤差を低減することができる． 

また，用紙とセンサの距離や角度が変わると，

Fig. 10の青線で示す直線性プロファイルが変わるた

め，各色の用紙エッジセンサをそれぞれ実機と同じ

距離，角度となるように測定環境を構築した．本測

定環境にて測定した補正用プロファイルを用いて直

線性誤差を補正することで，安定した検出精度を確

保した． 
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3-5 用紙斜行による用紙エッジ位置誤差補正 

用紙斜行とは，用紙が斜めに搬送される状態をい

い，主な要因としては搬送ローラのミスアライメン

トなどがある．用紙斜行の影響により用紙エッジ位

置を誤検知する場合があり，その補正方法について

説明する． 

各ヘッドアレイ間の用紙蛇行を検知するには，

ヘッドアレイ部の直下に用紙エッジセンサを実装す

るのが理想である．しかし，ヘッドアレイ部と用紙

間は数mm程度のギャップであるため，ヘッドアレ

イ部の直下には用紙エッジセンサを実装することが

できない．そこで，用紙エッジセンサを各ヘッドア

レイの上流側に実装した． 

上記の構造的制約から，ヘッドアレイ部の下に実

装された複数の搬送ローラの影響で，ヘッドアレイ

部直下の用紙が斜行する場合がある．この時，用紙

エッジセンサで検知した用紙の位置とヘッドアレイ

部での用紙の位置に差異が生じる．その誤差によっ

て数十µmの色ずれとなることが分かった．  

Fig. 11は，インクジェット連続帳票機を上から見

た概略図で，搬送ローラのミスアライメントによっ

てC色用紙エッジセンサとC色ヘッドアレイ間で用

紙斜行が発生し，用紙の位置に誤差が生じた一例で

ある． 

 

 

Fig. 11 Web skew at Cyan printhead array. 

Fig. 12は，用紙斜行による用紙エッジ位置誤差補

正の概略図である．色合わせ補正制御では，用紙の

位置誤差を低減するために，C色ヘッドアレイに対

して上流側のC色用紙エッジセンサの出力値 と下

流側のM色用紙エッジセンサの出力値 をもとに，

予め設定してある 1， 2の距離から直線近似を行

い，C色ヘッドアレイ部での用紙位置 を推定する

方式を採用した． 

ℎ＝ 1	/	 2  (3) 

これにより，用紙斜行による用紙エッジ位置誤差

を最大で20%以下に低減した． 

 

 
Fig. 12 Correction of web skew induced edge position 

error. 

4. 色ずれ評価システムの構築 

インクジェット連続帳票機の色ずれ評価では，用

紙蛇行と色ずれ量の相関を分析する必要がある．そ

のためには，色ずれ量と用紙蛇行を同時に測定可能

な環境が必要である．また，社内で使用されている

色ずれ測定装置はカット紙機向けに作製されたもの

であり，インクジェット連続帳票機向けに流用した

場合には以下の課題があった． 

・ 色ずれ量の測定は印刷後であり，色ずれ量と用

紙蛇行を同時に測定できないので，制御条件の

変更による効果などを検証できない． 

・ 高速で大量に印刷した連続帳票紙をカット紙サ

イズに切断する時間がかかる． 

・ スキャナ等で1枚1枚色ずれ量を測定する時間が

かかる． 
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そこで，インクジェット連続帳票機向けに評価シ

ステムを開発した． 

Fig. 13にインクジェット連続帳票機の色ずれ評価

システムの概略図を，Fig. 14に評価用チャートを示

す． 

本評価システムは，評価用チャートを高速度カメ

ラ（シャッタースピード0.06 [s]）でモニタし，規定

した色間距離との差分から算出する色ずれデータと，

制御基板からの色合わせ制御部の情報（用紙エッジ

センサデータ，用紙蛇行量データ）を，PCにリア

ルタイムで取り込み，同期を取ることで，用紙蛇行

と色ずれの相関について分析を行うツールである． 

また，カット紙サイズに切断する時間や色ずれ量

を測定する時間を削減することができるので，色ず

れ評価にかかる時間を1/100以下に短縮できる． 

 

 
Fig. 13 Evaluation system of color registration. 

 

Fig. 14 Test chart and the example of color registration. : 
(K-C) 

5. 結果 

5-1 色ずれ量の定義 

色ずれ量を定義するために，色ずれのばらつき評

価を事前に行った結果，色ずれがFig. 15に示した正

規分布に従うことが分かった．そこで，定常的な色

ずれ量（Average色ずれ）とばらつき（σ色ずれ）か

ら，|Average|+3σで色ずれ量を定義し，評価指標と

する．これにより，色ずれのばらつきの99.7%をカ

バーすることができる4)． 

実際の評価では，開発した評価システムを用いて

|Average|+3σを算出している． 

 

 

Fig. 15 The definition of the color registration. : 
|Average| + 3σ 

5-2 色ずれ量の評価結果 

色合わせ補正技術の効果について，先に述べた高

速度カメラを用いた評価システムによって評価を実

施した結果を，Fig. 16に示す．色合わせ補正技術を

有効にすることによって色ずれ量のAverageが0 µm

付近に収束し，評価対象用紙である11種の用紙にお

いてAverage色ずれ，σ色ずれを低減できることを確

認した． 

Fig. 17に，オフセットコート紙Aにおける色合わ

せ補正技術無効と有効の場合の色ずれ量，および一

般的なオフセット印刷の色ずれ量を比較した結果を
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示す．本色合わせ補正技術により，一般的なオフ

セット印刷よりも高い色合わせ精度を実現し，オフ

セットコート紙の目標値である目視で認識できない

色合わせ精度を達成した． 

 

 
Fig. 16 Test result of color shift (K-C, K-M, K-Y) 

measured by the evaluation system. 
(Left: without correction, right: with correction) 

 

Fig. 17 Test results (Registration data without and with 
correction system). 

6. まとめ 

各ヘッドアレイ間で発生する用紙の蛇行に合わせ

て用紙幅方向にヘッドアレイを駆動する機構と色合

わせ補正技術を開発し，並行して開発した色ずれ評

価システムにより，高精度な色合わせができること

を確認した．これらの技術は2015年発売のカラープ

ロダクションプリンタ VC60000に搭載され，オフ

セットコート紙で求められる色合わせ精度を目視で

は認識できないレベルに抑えることにより，商用印

刷市場で要求される高画質化を実現した． 
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