
 

Title：多色オフセット印刷の分光反射率予測 

Authors：飯野浩一，稲村崇，堀内智博，田中貴也 

Issue Date：2013 年 1 月 15 日 

Publisher：一般社団法人 日本印刷学会 

Citation：日本印刷学会誌 Vol49.(2013)P-406-416 

日本印刷学会誌に掲載された最終版は下記のサイトから入手してください。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nig/49/6/_contents/-char/ja/ 

 

次ページより本文を掲載致します。 

 



 論   文  

論 文 
多色オフセット印刷における分光反射率予測 

Prediction of Spectral Reflectance factor for Multi-Color Offset Print 
飯野浩一，稲村崇，堀内智博，田中貴也

Koichi IINO, Takashi INAMURA, Tomohiro HORIUCHI and Takaya TANAKA 
Technical Research Institute  
Toppan Printing Co., Ltd. 
1-3-3 Suido, Bunkyo, Tokyo 112-8531 JAPAN 
 
Abstract  
  A novel model that predicts spectral reflectance factor of color formed using multi-color offset printing is proposed. The 
basic concept of the model was derived from a historical consideration that two types of model were existed for 
photomechanical processes, namely the reflectance model and the density model. The reflectance model was proposed by 
Neugebauer on the basis of the Demichel and the Murray-Davies models. The density model was based on the color 
photographic model and assumed additivity and proportional rules on the density scale. At the first, the density model for 
offset printing is reconstructed using the Yule-Nielsen hypothesis and an assumption that the Demichel model also works on 
the density scale. Finally, the new model is consisted of above two models with a weighting factor. The model’s performances 
were confirmed for six-color and four-color offset printings, and were compared with those of the Neugebauer model 
modified by the Yule-Nielsen correction. Model accuracy varying as the weighting factor and the optimum one were studied. 
It was shown that the model performed accurate for the six-color offset printing as well as for the conventional four-color 
offset printing even though the Yule-Nielsen model did not work well for the 6-color printing. 

1. はじめに 

 

 近年，印刷業界において，カラーマネージメントシス

テム（CMS）は，プリプレスシステム，色分解，校正シ

ステム，基準印刷から他の印刷への色変換など，工程の

多岐に渡って用いられ，一般的になっている．印刷によ

って再現される色を予測することは重要であり，印刷の

CMS を構築するうえにおいても必要である．通常，CMS

において網点面積率と印刷の再現色との関係は，カラー

プロファイル内に記述され，カラーマネージメントモジ

ュールによってこのプロファイルが参照され，網点面積

率から測色値へ，またはその逆計算が行われる1)． 

 印刷において，4色を越える数のインキは，スポット

カラーとして用いられるだけでなく，印刷色域を拡張し，

総合的に使用する特色数を減らすことや，鮮やかな再現

色を提供する高付加価値な印刷などに使用されている．

このような印刷はハイファイ印刷や，マルチカラー印刷

とも呼ばれ，各メーカーからも種々提案されている．さ

らに，印刷において分光的色再現2)を実現するためには，

通常のCMYKによる4色プロセス印刷では十分ではなく，

分光特性の自由度を増すためにもマルチカラー印刷は

必要である．この分光的色再現を実現するために，所望

する分光反射率を再現するための各原色インキの網点

面積率を算出する色分解工程が必要となるが，それには

印刷で再現される分光反射率を前もって予測すること

が必須となる．このようにマルチカラー印刷は，広色域

再現，高彩度再現や分光的色再現を提供することができ，

高付加価値印刷の一つでもあり，将来的に有望な方法で

ある．よって，これらマルチカラー印刷によって再現さ

れる色や分光反射率を高精度に予測することは有用で

あり，また，重要である． 

 網点面積率と印刷再現色との関係を記述するために，

一般的には二つの方法が用いられている．一つは，多数

のカラーパッチを印刷し，それを測定し，補間技術によ

ってそれらの中間値を求める，経験的な手法に基づく方

法である．ニューラルネットワーク技術を用いる方法3)

も，多数の教師データを必要とするので，このカテゴリ

ーに分類されよう．この方法において，精度の高い予測

をするためには，通常の4色プロセス印刷でさえも数百

から数千のカラーパッチが必要となる．仮に，この方法

をマルチカラー印刷に応用すると，4色プロセス印刷以
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上のカラーパッチが必要になることは自明である．マル

チカラー印刷においては，測定時間と印刷面積などの妥

協から各原色において数段階のステップ数を用いた組

合せが現実的な数となる．しかし，これら数段階の組合

せでは，網点面積率と色との非線形な関係により，十分

な予測精度を得ることは困難である．加えて，インキや

用紙などの消費材を変更するたびに，カラーパッチの印

刷と測定を再度繰返す必要がある．よって，この方法は，

マルチカラー印刷にとっては効率的な方法とはいえな

い． 

 もうひとつの方法は，モデルとパラメータから構成さ

れる解析的モデルである．解析的モデルは，モデルパラ

メータを最適化するのに少数のカラーパッチしか必要

としないので，マルチカラー印刷においては魅力的な方

法である．Wyble と Berns4）は，網点変調型プリンタに

よって再現される色の予測における種々の解析的モデ

ルについて，その詳細と精度の解説をしている．オフセ

ット印刷もこの網点変調型プリンタに分類される．彼ら

は，最終的に，「Yule-Nielsen形式の再現色予測モデル

によってリーズナブルな予測精度が得られる可能性が

あり，このモデルは複雑なモデルを検討する前に試して

みる価値がある」と，指摘している．我々も

Yule-Nielsen モデルは，種々の網掛け方式と用紙を用

いた4色オフセット印刷において，リーズナブルに色予

測が可能であることを確認した5）．しかし，一次色の階

調特性が各原色において同じような特性を持たない場

合には，Yule-Nielsen モデルでは精度良く予測するこ

とが困難である．Yule-Nielsen モデルの n 値は，ドッ

トゲインを経験的に補正する指数として示されるが，単

一の n 値のみしか用いることができないため，各一次色

においてさえ，異なる階調特性を同時に示すことができ

ない．マルチカラー印刷では，モアレや印刷時のパイリ

ングを防ぐためにAMスクリーンとFMスクリーンを同時

に用いるハイブリッドスクリーンを適用することがあ

る．このような場合には，各原色の一次色が同じような

階調特性を持つことは期待できない．逆に，

Yule-Nielsen 形式のモデルが精度良く動作するために

は，各原色の階調特性はほぼ同じでなければいけないと

いえる．同様な課題はRossier と Hersch6）によっても

指摘されている． 

 この論文では，多色オフセット印刷によって印刷され

る分光反射率を正確に予測する方法を提案する．このモ

デルの着想は，以下の歴史的考察から得ている．製版工

程における色分解法として，基本的には二種類の方法が

提案されてきた．ひとつは色素濃度の変調によって色を

再現することを仮定する，カラー写真のマスキングモデ

ルに基づく方法である．印刷は連続階調による再現では

なくハーフトーンである網点の面積変調による再現で

あるにも関わらず，このモデルでは濃度尺度における比

例則と相加則が成立することが仮定されている7)．マス

キングモデルは部分的には成功を納めたが，実際の印刷

物と比較すると濃度を過大に予測する傾向があり7），こ

れらは比例則不軌，加法則不軌と呼ばれている．もうひ

とつの方法は，Neugebauer モデル 8)に基づく方法であ

る．Neugebauer モデルは網点面積率と反射率の関係は

反射率尺度において線形であることを仮定している．こ

のモデルは，インキ層の厚みや濃度が変化するのではな

く，面積が変化するとして，網点の面積変調を正確に取

り扱っている．しかし，Neugebauer モデルは，機械的

な，そして，光学的なドットゲイン現象を考慮していな

いために，網点面積を過小に評価し，反射率が高く予測

されることが知られている7）．両方のモデルである，マ

スキングモデルとNeugebauer モデルは，モデルの不成

立を補償するためにそれぞれ補正を必要とした．これら

の歴史的な論争は参考文献7および9に詳しい．これら

の事実は，実際に観測される印刷物の分光反射率は，マ

スキングモデルとNeugebauer モデルの二つのモデルで

予測される値の間に存在している可能性があることを

示唆していると考えられる． 

 この論文では，原色の一次色の階調特性が同等とみな

せないような多色オフセット印刷において，その分光反

射率をYule-Nielsen モデルのように比較的簡単で，か

つ，高精度に予測できるモデルを構築することについて

検討をおこなう． 

 

2. 分光反射率予測モデル 

 

 Neugebauer モデルは， Murray-Davies モデル，およ

び， Demichel モデルの二つの部分から構成される 8)．

Murray-Daviesモデルは，網点面積率と反射率の関係が

線形で記述される面積変調の印刷方法による再現色の

予測モデルである．しかし，Murray-Davies モデルは，

実際の印刷で生じる紙の中における光拡散や光学的な

ドットゲインを考慮していないため，機械的なドットゲ

インを考慮したとしても精度良く予測できないことが

知られている．光拡散等が生じないアルミなどに印刷し

た場合には，Murray-Daviesモデルが成立することも知

られている 10)．Yule と Nielsen は，実測値のモデルか
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らの乖離を経験的に補正したモデルを提案し，それが

Yule-Nielsen モデルとして知られている 11）．この

Yule-Nielsenモデルは，Murray-Daviesモデルに n 値を

指数として付加したものである．n 値が1に等しい場合

には，Yule-Nielsen モデルは Murray-Davies モデルに

還元される．この条件の時には，網点面積率と再現色の

反射率の関係は，オリジナルの Neugebauer モデル 8)に

よって記述できる．このモデルをここでは反射率モデル

と称する． n 値が無限大の場合は，再現色の光学濃度

が網点面積率に比例する関係となる 11）．ここで，光学

濃度と網点面積率が比例関係にあることから，

Neugebauer 原色の存在確率が濃度尺度においても

Demichel モデルで記述できるものと仮定し，

Neugebauer モデルを濃度尺度において拡張した新たな

モデルを提案する．このモデルをここでは濃度モデルと

称する．Yule-Nielsen モデルの n 値は，通常1から無

限大の間のどこかに存在する 11)．よって，実際に観察

される印刷物の分光反射率は，既存の反射率モデルと新

たに提案する濃度モデルによって得られる値の間のど

こかに存在するといえ，これを仮定した新たな第二のモ

デルを提案し，ここでは結合モデルと称する．提案モデ

ルの基本コンセプトは，反射率モデルと濃度モデルの二

つのモデルを用いて，Yule-Nielsen モデルでは予測が

困難な各原色の階調再現特性が異なるような場合にお

いても，印刷物の分光反射率を精度良く予測し，かつ，

簡単なモデルを構築することである． 
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この研究においては，6色印刷をマルチカラー印刷の

例として仮定する．原色インキを，シアン(c)，マゼン

タ(m)，イエロー(y)，ブラック(k)，グリーン(g)，オレ

ンジ(o)とする． Neugebauer原色は6原色インキの全組

合せと用紙(u)から成るので64原色となり，その網点面

積率は式（3）のDemichelモデルによって計算される．

仮に６色以上の原色インキが用いられるのであれば，単

純に式(3)を拡張することによって得られる． 

 

( )( )( )( )( )( ))(1)(1)(1)(1)(1)(1)( ,,,,,,, λλλλλλλ oRgRkRyRmRcRuR aaaaaaF −−−−−−=

FR ,c (λ) = aR ,c (λ)( )1− aR ,m (λ)( )1− aR ,y (λ)( )1− aR ,k (λ)( )1− aR ,g (λ)( )1− aR ,o(λ)( )
FR,m(λ)= 1−aR,c(λ)( ) aR,m(λ)( )1−aR,y(λ)( )1−aR,k(λ)( )1−aR,g(λ)( )1−aR,o(λ)( )
FR ,y (λ) = 1− aR ,c (λ)( )1− aR ,m (λ)( ) aR ,y (λ)( )1− aR ,k (λ)( )1− aR ,g (λ)( )1− aR ,o(λ)( )

   M  
( )( )( )( )( )( ))()()()()()()( ,,,,,,, λλλλλλλ oRgRkRyRmRcRcmykgoR aaaaaaF =  

(3) 

 

ただし，FR,p(λ)は Neugebauer 原色 p の反射率モデル

における存在確率となる． 

 Neugebauer モデルを用いた予測分光反射率  

は，式（4）によって得られる． 

)(ˆ λRR

 

反射率尺度での分光Neugebauerモデル  

ˆ R R (λ) = FR ,p (λ)RR ,p (λ)
p
∑   (4) このモデルは，オリジナルのNeugebaeurモデル8)を分

光領域に拡張し 4)，さらに実効網点面積率が波長λによ

って変化することを仮定したモデル 12）である．印刷物

の反射率と実効網点面積率の関係は線形として表され，

その関係は式（1）で示される． 

 

ただし，RR,p(λ)はNeugebauer原色pの分光反射率を表

す．この予測モデルは反射率尺度で線形性を仮定してい

るので，「反射率モデル」と称する．  

 
R (λ) = a (λ)R (λ)+ 1− a (λ)( )R (λ)R ,i R ,i R ,i,t R ,i R ,s  (1) 

濃度尺度での分光Neugebauerモデル 

このモデルは，Yule-Nielsenのn値が無限大の場合と

同等な状態を示すモデルである．Yule-Nielsenモデルに

おいて n値が無限大とすると，印刷物の光学濃度は網点

面積率に比例する7)．この場合，Yule-Nielsenモデルは，

式（5）の形で表すことができる13）． 

 

ただし， RR,i (λ)は原色インキ iの分光反射率を，aR,i (λ)
は原色インキ i の網点面積率を，RR,i,t(λ)は原色インキ i
のベタにおける分光反射率を，RR,s(λ)は用紙の分光反

射率を表す．この式はMurray-Daviesモデルである．原

色インキの一次色ステップを印刷し，その分光反射率を

測定し，実効網点面積率を式（2）に従って算出する．

式（2）は式（1）の逆変換である． 

)1( ii a
s

a
ti RRR −=    (5) 
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ただし，Riは印刷物の反射率を，Rtはインキ i のベタ

における反射率を，Rsは用紙の反射率を，aiは網点面積

率を示す．反射率と光学濃度の関係を示す一般式は式

（6）で与えられ，式（5）は式（7）に書換えられる． 

 

D = −log10 R( )    (6) 

( )DaDaD −+= 1 s
    (7) 

itii

 

ここで，Diは印刷物の光学濃度を，Dtはインキ i のベ

タにおける光学濃度を，Dsは用紙の光学濃度を示す． 

 逆に，測定された光学濃度から，式（8）に従って，

実効網点面積率 aiを得る．その範囲は0から1の間をと

る． 

 

st

si
i DD

DDa
−
−

=      (8) 

 

 これらの式により，原色の一次色について実効網点面

積率が得られる．加えて，各Neugebauer 原色の存在確

率は，濃度尺度においてもDemichel モデルによって記

述できることを仮定する．これらNeugebauer 原色の光

学濃度とこの存在確率を用いて，新たなNeugebauer モ

デルを構築する． 

 モデルの基本的なコンセプトは上記で述べた通りで

あるが，反射率モデルと同じく，さらに実効網点面積率

は波長によって変化することとし，拡張する．よって，

式（7）は式（9）に拡張される． 

 

D (i λ) = a (D,i λ)D (i,t λ)+ 1− a (D,i λ)( )D (s λ) (9) 

 

ただし，Di(λ)は原色インキ i によって再現される分光

濃度を，Di,t(λ)は原色インキ i のベタにおける分光濃度

を，Ds(λ)は用紙の分光濃度を，aD,i(λ)は原色インキ i の
濃度尺度における実効網点面積率を示す． 

 測定によって得られた分光濃度から実効網点面積率

を算出するには，式（9）の逆演算となる式（10）によ

って得られる． 

 

aD,i(λ) = Di(λ) − Ds(λ)
Di,t (λ) − Ds(λ)

   (10) 

 

 また，得られた各原色の実効網点面積率に Demichel

モデルを適用し，各 Neugebauer 原色の存在確率を式

（11）によって算出する． 

 

( )( )( )( )( )( ))(1)(1)(1)(1)(1)(1)( ,,,,,,, λλλλλλλ oDgDkDyDmDcDuD aaaaaaF −−−−−−=

FD,c (λ) = aD,c (λ)( )1− aD,m (λ)( )1− aD,y (λ)( )1− aD,k (λ)( )1− aD,g (λ)( )1− aD,o(λ)( )  

M 
  FD,cmykgo (λ) = aD,c (λ)( ) aD ,m (λ)( ) aD,y (λ)( ) aD ,k (λ)( ) aD,g (λ)( ) aD,o(λ)( )  

      (11) 

 

ただし，FD,p(λ)は Neugebauer 原色 p の濃度モデルに

おける存在確率を示す． 

 分光濃度の予測値 は，Neugebauerモデルが成立

することを仮定し，式（12）によって表される． 

)(ˆ λD

 

∑=
p

ppD DFD )()()(ˆ
, λλλ    (12) 

 

ただし， Dp(λ)はNeugebauer原色pの分光濃度を表す． 

 これによって，再現色の分光濃度が得られるので，光

D     (13) 

 

ここでは，このモデルは濃度尺度において線形性を仮

射率モデルと濃度モデルの重み係数による結合モデ

存の反射率モデルと新たに提案した濃度モデルを

用

学濃度から反射率へは式（13）を用いて，分光反射率へ

と変換する． 

 

ˆ R (λ) =10− ˆ D (λ)

 

定しているので，「濃度モデル」と称する． 

 

反

ル 

既

いて，二種類の分光反射率の予測結果が得られる．実

際に観測される分光反射率は反射率モデルと濃度モデ

ルによって得られた予測値の間のどこかに存在するこ

とを仮定するので，重み係数 w を用いて式（14）にこ

れを表す． 

 
ˆ R (λ) = w ˆ R R (λ) + (1− w) ˆ R D (λ)  (14) 

 

ここで， は予測された分光反射率を，ˆ R (λ) ˆ R R (λ)
ˆ R 

は

反射率モデル って得られた分光反射率を，によ D (λ)は
濃度モデルによって得られた分光反射率を表し 0

から1の間の値をとる重み係数を表す． ここでは，こ

，w は

［4］ 印刷学会誌 
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のモデルを「結合モデル」と称する． 

 

3. 実験 

 

 この研究において，マルチカラー印刷として6色オフ

セット印刷を用いる．印刷機は6色ユニットをもつもの

が一般的であり，実際の印刷における状況としては 6

色印刷が最も効率的であると考えられ，これを用いて評

価用のカラーパッチを印刷する．さらに，一般的な 4

色オフセット印刷の代表として，ジャパンカラー200714)

を用いる．これら両方の印刷サンプルについてモデルの

予測精度を検証する． 

 

3.1 マルチカラー印刷サンプル 

印刷条件 

 6色印刷用の6色の原色インキの選択は以下ように行

った．4色のインキ，c，m，y，kは，4色プロセス印刷

用インキセットのなかから選択した．gとoについては，

二つの基準に基づいて選定した．第一には，これらイン

キの吸収係数が先のプロセス 4 色インキから独立性の

高いもの，つまり，4色インキの混合によって作ること

のできない色であること．第二に，プロセス4色インキ

の上に塗り重ねた場合に下地の色が現れやすい透過性

が高いものとして，拡散係数によって選定した．これら

は東洋インキ製造株式会社製ベーシックインキ50色の

候補の中から選択した．また，プロセス4色インキも東

洋インキ製造株式会社によって市場に提供されている．

選択した 6 色インキのベタと用紙の分光反射率特性を

Fig. 1に示す． 

 スクリーニングの条件は，AMスクリーンとFMスクリ

ーンを組み合わせたハイブリッドスクリーンを用いた． 

AMスクリーンはプロセス4色インキに用い，スクリーン

解像度は 230 lpi，スクリーン形状はスクエアードット

とした．g，および，o用には，20 μm相当のスクリーン

解像度をもつFMスクリーンであるRandot Xを用いた．両

スクリーンは，大日本スクリーン製造株式会社により，

市場に提供されている． 

Fig. 1 Spectral reflectance curve of six -primary inks 
and substrate that were used in this experiment.
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Fig. 2 Schematic diagram of the locations of spatial 
uniformity charts. Scale of the charts is enlarged 

and is not indicated in real size relation. 

 反射率モデルの検討において5)，印刷用紙としてグロ

ス，マットを含むアート紙，コート紙，軽量コート紙，

微塗工紙の35紙を用いた実験で，用紙によらず予測精

度がほぼ変わらない結果が得られている．したがって，

印刷用紙は，商業印刷では最も一般的である ISO 

12647-215)のtype 3に分類されるコート紙から，王子製

紙株式会社製OKコートVを代表として選択し，用いた． 

 

6色マルチカラー印刷の特性取得用，および，精度確認

用カラーチャート 

6 色印刷のためのモデルパラメータ特性取り用カラ

ーチャートは二つの部分からなる．第一の部分は各原色

インキのステップ，第二の部分は，各Neugebauer 原色

から構成される．原色インキのステップは，10%から

100％を10%間隔で構成した10段のステップとし，紙白

を加えて 6 色原色においては総数 61 色となる．

Neugebauer原色はベタの全組合せの64色であるが，紙

白，6原色は既にステップに含まれているので，モデル

パラメータはこれらの合計118色より得る． 

 精度評価用カラーチャートとして，6色印刷の全色域

を網羅するため，各々の原色インキの0％，50％，100％

の全組合せを印刷した．この組合せでは，36=729色のカ

ラーパッチとなる．さらに，6色の任意の網点面積率に

よる928色を加えた．よって，精度評価用カラーチャー

トは1657色で構成されるが，このうち70色は特性取り

用カラーチャートと同じ網点面積率を持つ． 

日本印刷学会誌 ［5］ 
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 同一印刷面において場所が異なることによる空間的

な印刷均一性を評価するため，6原色の100％を20個（5

×4），50％を 12 個（4×3）均一に配置した．さらに 6

色インキ全て50％の掛け合わせカラーパッチを12個（4

×3）配置した．この印刷面内均一性の評価に用いたカ

ラーパッチの配置を模式的にFig. 2に示す．印刷面内

における不均一性はモデルの予測精度評価に影響を与

え，同一の網点面積率を持つカラーパッチを印刷しても

その誤差が存在することになるので，ある意味予測精度

の限界値と考えることができる．  

 

3. 2. ジャパンカラー2007 サンプル 

 枚葉印刷用ジャパンカラー200714)から，4色プロセス

印刷の代表としてサンプルを選択した．これらのサンプ

ルは，ISO 12642, ISO12647と日本印刷学会チャートか

ら構成されている．ここでは，ISO 12642チャートを用

い，このチャートの一次色ステップ，および，Neugebauer

原色からモデルパラメータを算出し，他を予測精度の評

価用とした．このチャートにおいては，同一の網点面積

率をもつカラーパッチが異なる場所に複数印刷されて

いるので，面内均一性の評価が行える．実験では，この

標準セットからコート紙サンプルを選択した．この用紙

は ISO12647-215)の type3 用紙と等価であり，商業印刷

において最も一般的である． 

 

3.3. 測定および測色値計算 

 分光反射率の測定には GretagMacbeth 社製の

SpectroLino を用い，ブラックバッキングにて 380 nm
から 730 nm の波長範囲を 10 nm 間隔で測定した．

CIE1931 標準観測者および補助標準の光 D50を用いて測

色値の計算を行った． 

 

4. 結果および考察 

 

 二種類の印刷サンプル（6色のマルチカラー印刷，お

よび，4 色のプロセス印刷）を用いて，反射率モデル，

濃度モデル，結合モデル，および， Yule-Nielsenモデ

ルについて，再現色の予測精度を評価した． 

 

4.1. 6色マルチカラー印刷 

最初に，6色印刷の面内均一性について評価を行った．

結果をTable 1に示す．これらの値は，同一の網点面積

率を持つカラーパッチについて色差，および，分光反射

率からRoot Mean Square Error (RMSE)を総当りで求め， 

それらから統計量を得た．同一のパッチが同一印刷シー

ト内において場所が異なって印刷されているだけであ

り，モデルのパラメータ算出用パッチと，精度評価パッ

チにおいても印刷位置の違いから同様な変動があるこ

とが想定される．  

 結合モデルは重み係数w を持つ． 係数w によるモデ

ル精度について検討を行った．係数 w を0から 1に変

化させた時の予測と実測の色差統計量をTable 2に，平

均値の推移をFig. 3に示す．係数w の0と1は，モデ

ルの端点であり，それぞれ，濃度モデル，反射率モデル

である．平均色差の推移を見ると，両端点においては相

対的に大きな色差が観測され，係数 w が両端から中央

に近づくに従って，小さくなっており，w=0.5において，

最小となった．平均色差において最良の予測結果を与え

た係数w は0.5であり，6色マルチカラー印刷において

は以降 w=0.5 を用いる．この結合モデルは端点である

反射率モデルや濃度モデル単体よりも精度良くマルチ

カラー印刷の再現色を予測できることがわかる． 

 数点のカラーパッチにおける，実測と予測結果の分光

反射率を Fig. 4 に示す．ここで示された，4 つの分光

反射率は，反射率モデル，濃度モデル，および，結合モ

デルによる予測結果と，実測値である．Fig. 4 の各パ

ッチの設定網点面積率をTable 3に示す．実測値は， 反
射率モデル，および，濃度モデルの間に存在し，結合モ

デルでは実測の分光反射率と良く一致していることが

わかる． 

Cyan Magenta Yellow Black Green Orange All

Statistics 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%
ΔE*ab Ave. 0.64 0.56 0.75 0.81 0.59 1.16 0.84 0.53 0.41 0.83 0.80 0.97 0.96

Max. 1.76 1.40 2.28 1.85 1.37 3.03 2.36 1.59 0.93 2.50 2.04 3.02 1.57
Stand . Dev. 0.359 0.275 0.491 0.465 0.357 0.661 0.522 0.367 0.176 0.533 0.513 0.650 0.366

RMSE Ave. 0.0054 0.0034 0.0045 0.0044 0.0040 0.0073 0.0090 0.0013 0.0047 0.0044 0.0051 0.0028 0.0022
Max. 0.0144 0.0079 0.0142 0.0101 0.0081 0.0202 0.0260 0.0036 0.0130 0.0142 0.0128 0.0072 0.0044
Stand . Dev. 0.0031 0.0020 0.0028 0.0021 0.0019 0.0040 0.0059 0.0008 0.0032 0.0030 0.0029 0.0014 0.0011

Table 1 Spatial uniformity of the six-color printing system that was obtained from this experiment. 

［6］ 印刷学会誌 
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Δ E*ab
w Ave. Max. Stand. Dev.
0.0 2.29 8.88 1.564
0.1 2.04 7.80 1.396
0.2 1.81 6.67 1.235
0.3 1.62 6.07 1.088
0.4 1.48 6.00 0.965
0.5 1.41 6.01 0.889
0.6 1.44 6.05 0.881
0.7 1.55 6.10 0.946
0.8 1.75 6.16 1.068
0.9 2.03 6.25 1.229
1.0 2.36 7.03 1.428

Table 2 Effect of the weighting factor w of the 
combined model for the six-color printing is 
shown in color difference criteria between 
predicted colors and measured ones. 
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Fig. 3 Relationship between the weighting 
factor w and average color difference of 
predicted color by the combined model for the 
six-color printing.  モデルによって得られた分光反射率と実測値から色

差を算出し，それらの統計量をTable 4に示す．また，

Yule-Nielsen モデルの結果も Table 4 に示す．

Yule-Nielsen モデルの適用における n 値の決定は，6

原色の全一次色ステップを用いて，モデルと実測の分光

反射率のRMSEが最小になる値として求めた．その時の

n 値は 1.81 であった．この n 値を Yule-Nielsen 

modified spectral Neugebauer モデル 4)に適用し分光

反射率を予測した．また，実測とモデルによる分光反射

率から得られたRMSEの統計量をTable 5に示す．これ

らの結果からは，結合モデルによる予測は，

Yule-Nielsen モデルより全ての指標において精度が良

いことがわかる．両端点モデルとなる濃度モデルと反射

率モデル単体は，測色値における評価では，互いにほぼ

同程度の予測精度を示した．測色値，および，RMSE 評

価における最良の結果は，結合モデルによって得られた．

Table 1に示された面内均一性と比較しても色差ではそ

の二倍程度の値であった． 

  また，この結合モデルにおいては，色差(ΔE*ab)の平

均は1.41，95％百分位数は3.11である．ISO12647-716)

に示されたデジタルプルーフの許容限界値は，

ISO12642-2 の全パッチにおいて，平均色差は 4 以下，

95％百分位数においては色差6以下であり，これらの値

は評価の目安になる．この許容値は，プルーフシステム

全体におけるものであり，再現色予測と再現プリンタに

おける出力誤差の総合分となる．よって，色予測におけ

る精度はこの半分程度がひとつの目安になると考えら

れるが，その値は概ね満足できており，良く色管理され

たプリンタを用いることができれば，ISOの許容値を満

たすことが期待できる． 

 濃度モデル，反射率モデルによる色差(ΔE*ab)の平均は

それぞれ， 2.29，2.36であり，95％百分位数は5.29，

4.83であった．Table 1に示された印刷面の均一性を考

慮すると，これらの予測誤差は悲観的なものではなく，

状況や要求される精度によっては，モデル構造が単純で

あり，容易に分光反射率が予測できるので，効果的に使

用できる可能性を持っている． 

 Fig. 5 は，結合モデルによる予測値と実測値との色

差，および，Yule-Nielsen モデルによる予測値と実測

値の色差のヒストグラムを示す．これらの結果からは， 

Yule-Nielsenモデルによる色差分布の尾は長く，また，

分布幅自体も幅広くなっていること，および，結合モデ

ルの分布はYule-Nielsen モデルと比べて狭く，実測と

の一致度が高いことが分かる．以上の結果は，結合モデ

ルが 6 色マルチカラー印刷の分光反射率を精度良く予

測できることを示し，分布的にもYule-Nielsen モデル

より効果的であることを示している． 

Table 3 Set fractional dot area ratios (%) of 
printed samples that are shown in Fig. 4. 
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Yule-Nielsenモデルは，各一次色の階調特性が異なっ

ていても単一のn値しか用いることができず，全体をモ

デル化するのに不都合がある．Fig.6には，一次色のmと

gにおける設定網点面積率と反射率の関係を示す．反射

率は便宜的に，各インキの吸収ピーク波長からStatus 

I17)における緑チャネルをmに，赤チャネルをgに用いて

Example Cyan Magenta Yellow Black Green Orange
(a) 100 50 0 0 100 50
(b) 0 50 50 50 0 0
(c) 50 0 0 50 50 50
(d) 50 50 50 50 50 50
示す．点表示は測定値による関係を，線表示は

Yule-Nielsenモデルによる予測値の関係を示す．mとg

ではその特性が異なることが，また，一次色においてさ

えも単一n値を持つYule-Nielsenモデルでは予測するこ

とが難しくなっているのが分かる 

Fig. 4 Four examples of spectral reflectance curves predicted by three different models and measured for the six-color 
printing. Prediction models are Reflectance Model, Density Model, and Combined Model with the weighting factor w. 
Measured spectral reflectance factor is located between Density Model and Reflectance Model, and close to Combined 
Model. 

Table 5 RMSE statistics between spectral 
reflectance factor obtained by prediction models 
and measured for the six-color printing. 

Table 4 Color difference statistics between colors 
calculated from spectral reflectance factor obtained 
by prediction models and measured for the six-color 
printing. 

Density Combined Reflectance Y-N
 ΔE*ab Model Model Model Model
Statistics (w =0.5) (n =1.81)
Ave. 2.29 1.41 2.36 2.55
Max. 8.88 6.01 7.03 9.82
Stand . Dev. 1.564 0.889 1.428 1.724
95% Percentile 5.29 3.11 4.83 5.63

［8］ 印刷学会誌 
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 Fig. 7 Relationship between the weighting factor w 
in the combined model and average color difference 
of predicted colors by the combined model for the 
Japan Color.  

4.2. ジャパンカラー2007 

Density Combined Reflectance Y-N
RMSE Model Model Model Model
Statistics (w =0.5) (n =1.81)
Ave. 0.0057 0.0047 0.0088 0.0105
Max. 0.0322 0.0248 0.0274 0.0703
Stad . Dev. 0.0038 0.0037 0.0061 0.0094

日本印刷学会誌 ［9］ 



 論   文  

Table 6 Effect of the weighting factor w in the 
combined model for the Japan Color. Color 
difference statistics are shown. 
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Comb. Model
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Δ E*ab
w Ave. Max. St. Dev.
0.0 2.63 8.60 1.70
0.1 2.35 7.74 1.52
0.2 2.07 6.86 1.34
0.3 1.82 6.13 1.17
0.4 1.58 5.68 1.01
0.5 1.39 5.24 0.88
0.6 1.26 4.79 0.79
0.7 1.23 4.35 0.77
0.8 1.30 3.92 0.82
0.9 1.46 4.59 0.96
1.0 1.70 5.41 1.15

Fig. 5 Color difference histogram of model 
performances based on the combined model and the 
Yule-Nielsen model for the six-color printing. 
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 通常のプロセス 4 色オフセット印刷の代表として選

定したジャパンカラー2007を用いて，6色印刷の場合と

同様にモデルの評価を行った．最初に，結合モデルの係

数 w による予測精度の変動を検討した．係数w を0か

ら1に変化させた時の予測と，実測の分光反射率から色

差を算出し，その統計量をTable 6，平均値の推移をFig. 

7 に示す．係数 w による色差の遷移状態は 6 色印刷の

場合と異なっている．平均色差において最小値が得られ

る係数 w は 0.7 であった．この最小値を与える係数 w
は，両端モデルの精度に影響しているように見える．反

射率モデルにおける色差が濃度モデルにおける色差よ

り小さく，最良な結果を与える係数 w は中心から反射

モデルの方に遷移している．6色印刷の場合，濃度モデ

ルおよび反射率モデルにおける平均色差は概ね同程度

の値であり，結合モデルの最良な結果を示す係数 w は

ジャパンカラー2007 の結果よりも濃度モデル寄りで最

適となった．6色印刷とジャパンカラー2007の印刷条件

の違いは，インキの数を除けば，スクリーン解像度・網

点形状にある．ジャパンカラー2007 は 175 lpi の AM ス

クリーンであるが，6色印刷は230 lpi のAMスクリーン

と20 μm 相当のFMスクリーンを用いている．Yule と

Nielsenは，網点印刷において高細線なスクリーンが用

いられる場合には，より連続階調に近い印刷結果が得ら

れると指摘しており 11)，そのために 6 色印刷は濃度モ

デルよりに位置するものと解釈できる．  

Fig. 6 Relationships between set dot area ratio and 
reflectance factor of primary color ramp. Dots show 
measured relations. Lines show predicted relations 
by using the Yule-Nielsen model. 

 ジャパンカラー2007 において，平均色差から最適な

係数wは0.7とした．結合モデルはこの係数を用いて，

濃度モデル，反射率モデル，Yule-Nielsen モデルとと

もに予測精度を評価した． Table 7 には，色差におけ

る統計量を，Table 8には，RMSEにおける統計量を示す．
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Fig. 8 Color difference histogram of model 
performances based on the combined model and the 
Yule-Nielsen model for the Japan Color. 

Table 7 Color difference statistics between predicted 
spectral reflectance factors by using several models 
and measured ones for the Japan Color.  

加えて，ジャパンカラー2007 における面内均一性につ

いても示す．結合モデルは，ΔE*ab，および， RMSEの両

方の評価において最良の結果を示し，面内均一性の二倍

を超えないような値として示された．Yule-Nielsen モ

デルは 6 色印刷においては良い予測結果を示さなかっ

たが，ジャパンカラー2007 においては結合モデルより

若干精度は落ちるが，相応に分光反射率が予測できるこ

とが分かる．ジャパンカラー2007 の各色の TVI(Tone 

Value Increase)値はほぼ同一にコントロールされてお

り，このことは一次色全ての階調特性が単一の n 値で概

ね近似できる場合であると言え，Wyble4)らが指摘して

いるようにYule-Nielsen モデルは，複雑なモデルを検

討する前に試してみる価値があるといえよう．反射率モ

デルは，平均色差の評価においてはYule-Nielsen モデ

ルと同程度の予測精度を示しているが， RMSEの評価に

おいては，Yule-Nielsen モデルよりも良い結果を示し

た．よって，反射率モデル単体でも，通常の4色オフセ

ット印刷においては，モデル構造が単純であり，容易に

分光反射率が予測できるので，状況や要求される精度に

よっては，検討してみる価値があるといえる． 

 結合モデルによる予測値と測定値の色差，および
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Yule-Nielsen モデルによる予測値と測定値の色差のヒ

ストグラムをFig. 8に示す．結合モデルによる色差の

最大頻度は 0 から 1 の範囲に存在し，全体の約 80％の

パッチは色差 2 以下に存在している．Yule-Nielsen モ

デルによる色差の分布は，結合モデルと同程度の範囲に

分布しているが，最大頻度は1から2の範囲に存在し，

色差が若干大きいところに多く分布する傾向である． 

Density Combined Reflectance Y-N Spatial
Δ E*ab Model Model Model Model Uniformity
Statistics

 結合モデルは通常の 4 色オフセット印刷においても

分光反射率を精度良く予測することができるといえる．  

 

5. まとめ 

 

 オフセット印刷による印刷色の分光反射率を予測す

るモデルを提案した．このモデルは，オフセット印刷の

製版工程において二種類の色分解法が開発された歴史

的な事柄を参考としている．ひとつは写真原理に基づき，

光学濃度において線形モデルを仮定しているマスキン

グ方程式である．もうひとつは，反射率において線形モ

デルを仮定しているNeugebauer 方程式である．提案モ

デルは，Neugebauer モデルを濃度尺度へ拡張すること

と，実際に観測される印刷色はこれら二つのモデルの間

のどこかに存在するということを仮説としている．

Neugebauer モデルの濃度への拡張は，Yule-Nielsen モ

デルの n 値が無限大時の網点面積率と濃度の関係と，濃

度領域でDemichel モデルが成立することを仮定した．

反射率モデルと濃度モデルの間をとることは，0から1

の重み係数 w を用いることにより，結合モデルを構成

した． Yule-Nielsenモデルの n 値が1の場合には，反

射率モデルと等価になり，n 値が無限大の場合には濃度

モデルと等価になるので，言い換えれば，Yule-Nielsen

モデルの n 値による変化を n 値を用いないで表し，か

Table 8 RMSE statistics between predicted spectral 
reflectance factors by using several models and 
measured ones for the Japan Color. 

(w =0.7) (n =1.72)
Ave. 2.63 1.23 1.70 1.68 0.82
Max. 8.60 4.35 5.41 4.33 2.54
Stand . Dev. 1.702 0.768 1.153 0.789 0.551
95% Percentile 5.48 2.61 3.95 3.07 1.99

Density Combined Reflectance Y-N Spatial
RMSE Model Model Model Model Uniformity
Statistics (w =0.7) (n =1.72)
Ave. 0.0137 0.0055 0.0064 0.0088 0.0053
Max. 0.0316 0.0208 0.0194 0.0228 0.0156
Stand . Dev. 0.0071 0.0040 0.0037 0.0046 0.0027
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つ，単一の n 値では困難であった一次色の階調特性が異

なる場合でも，精度良く印刷物の分光反射率を予測する

ことが期待できる． 

 モデルの性能について，6色マルチカラー印刷とプロ

セス 4 色印刷の代表であるジャパンカラー2007 におい

て評価をした．また，同じくYule-Nielsen モデルにつ

いても比較を行った．結果は，結合モデルは6色および

4 色印刷における印刷物の分光反射率を精度良く予測

でき，Yule-Nielsen モデルよりも精度が良いことを示

した．Yule-Nielsen モデルの単一な n 値では全ての一

次色の階調特性を記述することが困難な 6 色印刷の場

合においても，結合モデルは印刷色を高精度に予測でき，

顕著な差がみられた． 

 これらの結果から，結合モデルは精度良く多色オフセ

ット印刷の分光反射率を予測することが示された．よっ

て，CMS用カラープロファイルを作成するのに有効であ

るとともに，将来的な分光的色再現を実行するにおいて

も有効なモデルと考えられる． 

結合モデルにおける係数 w は，印刷条件により依存

すると考えられるが，端点モデルとの近似度や，スクリ

ーン線数によって最適値は変動すると考えられる．印刷

条件との詳細な関係についての検討は，今後の課題であ

る．また，提案モデルの，オフセット印刷以外の印刷シ

ステムに対しての適用性についても，将来の検討課題で

ある． 
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