
有限会社 インクナブラ
〒540-0025　大阪市中央区徳井町2-2-11　ライオンズマンション東本町第三 405

TEL 06-6966-4468　FAX 06-6966-4469　URL http://www.incunabula.co.jp/　E-mail incun@incunabula.co.jp

『DTPオカジオネル第8号』立ち読み版PDFを
ダウンロードいただきありがとうございました。

『DTPオカジオネル第8号』は、インクナブラのユーザーサポート誌です。今回ダウンロ
ードいただいた「立ち読み PDF 版」はこの PDF の添付ファイルとなっています。Acrobat 
6.0 以降で開いて添付ファイルを取り出して下さい。「立ち読みPDF版」では

特集：Illustrator CS/CS2の分割水平線はなぜ発生するのか
Mac Fan（2007年 11月号）で見るDTP環境の変化

をご覧いただけます。さらに詳しい内容は、印刷版でご確認願います。
印刷版の『DTPオカジオネル第8号』は、下記の方法で入手可能です。

『DTPオカジオネル第8号』をフォームで申し込む
インクナブラWebサイトからお申込いただけます。
http://www.incunabula.co.jp/book/oca008/

DTP-S 倶楽部にご入会する
有償の会員制倶楽部であるDTP-S 倶楽部にご入会いただく
と、発行時にお届けします。
http://www.incunabula.co.jp/dtp-s/club/club.html

フォントワークス「LETS」
モリサワ「MORISAWA PASSPORT」
にインクナブラからお申込する
「LETS」もしくは「MORISAWA PASSPORT」にインクナブラ
経由でお申込いただくと、そのまま DTP-S 倶楽部の会員とな
ります。

インクナブラ10月の新刊をセットでお申込
『ピンチを救う Acrobat 8 Pro サクサク出力のツボ』と『バージョンアップの裏側を覗く
Acrobat 9 Pro 新機能の真実』をセットでお申込いただくと、『DTPオカジオネル第8号』
をプレゼント。なお、プレゼントは新刊発行キャンペーン中に限ります（11月上旬まで）。
http://www.incunabula.co.jp/book/acrobat8_tubo/

インクナブラでは、今後ともさらに複雑化するこれからのDTP を強力に支えていきたい
と思っています。今後ともインクナブラをよろしくお願いいたします。

有限会社インクナブラ
代表　上高地　仁
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特典1 PDF出力の裏技やTips満載の　
『Acrobat 8 Proサクサク出力のツボ』


特典2 『Acrobatを使って印刷用PDFをラクラク印刷する方法』
セミナーDVD（収録時間約80分）


特典3


ピンチを救う Acrobat 8 Proサクサク出力のコツ
A5・196ページ
定価： 24,150円（税込）


出力できないPDFを出力可能なPDFに変換する方法をご存じですか？
Acrobat 8 Proの印刷工程、TouchUp、PostScript 書き出し、


フィックスアップで、あなたのPDFワークフローのピンチを救います。


安心してPDFを確実に出力したいと思いませんか？
Acrobat 8 Proがあれば、そのままでは印刷できないPDFを
印刷できるPDFに変換できます。たとえば、特色をCMYKにしたり
PDF内のカラー成分をすべてグレースケールにしたり、
テキストを埋め込んだりアウトライン化することもできます。
トンボを追加したり、ヘアラインを太くすることもできます。
印刷工程ツール、TouchUp、PostScript 書き出し、
フィックスアップを使い分ければ、鬼に金棒です。
また、フィックスアップでは、複数の変換を同時に自動処理できます。
カラー変換とヘアラインの修正、画像の最適化、黒のオーバープリントなど
を1クリックで処理できるのです。
本書には、PDFをそのまま出力するためのノウハウがギッシリです。


RGBとCMYKでプロファイルが異なるグレースケール変換
ご存じですか？　カラーの PDF をグレースケールに変換する場合、RGBとCMYK では変換で
指定するプロファイルが異なることを。CMYKは「Dot Gain 15%」のプロファイルを割り当てると、
明るさを維持したままグレースケールに変換されます（図左）。しかし、RGBの PDFに「Dot Gain 
15%」でグレースケールにすると、中間調の濃度が高くなって、シャドウ部が潰れてしまうこともあ
ります。RGBは <［色を置換］で「Gray Gamma 2.2」を割り当ててグレースケールに変換しなけれ
ばなりません（図右）。そうすると、明るさ情報を保持して適切にグレースケール化されます。


　印刷用のデータフォーマットとして「PDF」が常識になってい
ます。もうすでに、「PDFで入稿したいんですが、できますか？」
と聞かれて、「できません」と言えますか？　出力する印刷会社
の立場では、それはいえません。
　入稿したPDFをチェックして、特色が含まれていたとき「特色
を CMYK に分解して再入稿してください」というべきでしょう
か。再入稿すれば、予定していた納期には仕上がらない可能性
があります。また、クライアントが適切にドキュメント内の特色を
CMYK に分解できるとは限りません。すべての特色を分解でき
なかったら、またまた「再入稿」になってしまうかもしれません
　逆に、あなたが出力を依頼する立場だとして、「訂正して再入
稿してください」といわれたら、どうしますか？
　「再入稿」はコストがかかります。印刷会社にとっては「人件
費」というコストとリスクが、クライアントにとっては「納期遅
延」というコストとリスクが発生します。
　必要なのは、Acrobat 8 Proだけ。入稿したPDFをプリフラ
イトでチェックし、変換できるものは Acrobat 8 Pro の印刷工
程ツール、TouchUp、PostScript 書き出し、フィックスアップな
どを使い分けて、PDF を変換すればいいのです。印刷会社もク
ライアントも貴重な時間を失うことはありません。
　もしあなたが、Acrobat 8 Pro の機能を使いこなしていない
のであれば、是非とも使いこなしてみて下さい。たった数万円の
ソフトで、入稿した PDF がそのまま出力できるかどうかを判別
し、可能なものは出力可能な PDF に変換してコストをかけず
に出力できるのです。


デジカメ画像を「Dot Gain 15%」で変換 デジカメ画像を「Gray Gamma 2.2」で変換


★このテキストにはこんなことが書かれています。
ドキュメントに悪影響を与えずにテキストをアウトライン化する方法
埋め込まれていないフォントを再埋め込みする方法
フィックスアップで自動処理して印刷用カラーに変換する方法
塗り足しのないPDFにトンボを追加する方法
カラーが混在するPDFをグレースケールに変換する方法
特色を別の特色に変換してCMYKに分解する方法
PostScriptファイル書き出してDistiller変換するメリットとは
Photoshopがなくてもできる画像のカラー変換
Acrobatでかけ合わせのヘアラインを修正する方法
フィックスアップを適用する順番はどうなっているか


』
特典5


PDF出力のトラブル、
Acrobat 9 Proもフォーロー
サクサク出力のコツブログにご招待
お申し込み後、
60日間電話無料サポート


特典3 検証用ファイルやそのまま使える
フィックスアップデータも収録


特典3
PDF出力
Acrobat 9 Pro
サクサク


特典4



http://www.incunabula.co.jp/book/acrobat8_saku2/index.html





3◉　　◉特集：Illustrator CS/CS2 の分割水平線はなぜ発生するのか


Illustrator CS/CS2でEPS 画像が分割される現象とは 


EPS画像を貼り込んでPDF書き出しすると水平線が現れる


llustrator	CSよりもCS2の PDF保存で水平線が大きくなる


InDesignに貼り込んでも画像は分割されている


EPS画像の分割はどういう仕組みで発生するのか


Illustrator CS/CS2の
分割水平線は


なぜ発生するのか


Illustrator CS と Illustrator CS2 に EPS 画像を貼り込んで、PDF 形式で保存すると、画
像が小さな画像に分割されてしまいます。小さな画像に分割されるだけで印刷時に画
像の継ぎ目が現れなければ問題はありません。しかし、CS と CS2 では、EPS 画像の
PDF 書き出しで、分割された画像と画像の間に白い水平線が表示されてしまうのです。
白い水平線は、必ずしも出現するわけありませんが、画像のファイルサイズが大きい
ほど、白い水平線が現れる可能性は大きくなります。もし印刷時に白い水平線が現れ
てしまうと、クレームとなって刷り直しになることがあります。カラープリンタでは
表示されないのにもかかわらず、オフセット印刷すると出現することもあります。こ
こではどのように水平線が現れて、どのような仕組みで白い水平線が発生するのかを
紐解いていきます。( 上高地 仁 )







第一章　Illustrator CS/CS2 で EPS 画像が分割される現象とは


EPS画像を貼り込んで
PDF書き出しすると水平線が現れる


Illustrator CS と CS に貼り込んだ EPS 画像を PDF 書きだしすると、埋め込まれた画像に水平線が現れ


ます。現れた水平線は Acrobat で拡大表示すると、線幅が大きくなり、印刷時にも再現します。また、線


幅は一定ではなく、表示されないときや極めて細いときもあります。プリンタからの出力では見えないにも


かかわらず、オフセット印刷するとクッキリと水平線が現れることもあります。


Illustrator CS と CS2 で EPS 画像を PDF 書き出しすると水平線が現れる


Illustrator CSとCS2 に EPS 画像を貼り込んで、ファイルメニューの保存コマンドで PDF
書き出しすると、ドキュメント内に配置された EPS 画像が分割されて PDF に埋め込まれます。


このトラブルはアドビシステムズの「サービス＆サポートFAQ 情報」に掲載されています。
［FAQ 検索］の質問文の入力ウィンドウに「水平線」と入力して検索するとリストされます。
タイトルは


PDF 形式で保存するとリンク配置した EPS 画像に水平線が入る
　（Illustrator CS/CS2）［文書番号 229049］


となっています。このサポートデータベースには、72 ppi 以上の EPS 画像を Illustrator 
CS もしくは Illustrator CS2 に貼り込んで、Illustrator から PDFとして保存すると、画像が
分割されて水平線が表示されることがあると書かれています。


EPS画像で貼り込み


PDF書き出し


EPS画像を埋め込み


画像分割化、水平線が表示
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サポートデータベースの「PDF 形式で保存するとリンク配置した EPS 画像に水平線が入る（Illustrator 


CS/CS2）」には、なぜこのような現象が発生するのかは記載されていません。対処法として埋め込んでか


ら PDF 書き出しするか、Distiller で作成する方法を紹介するのみです。


アドビシステムズの「サービス＆サポートFAQ情報」
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［Illustrator の編集機能を保持］をオンにしてPDF保存すると、Illustrator で再度開いたとき、EPS画


像はリンクのままで開きます。画像は分割されません。しかし、PDFと Illustrator 形式の両方のデータが


含まれるので、ファイルサイズは肥大化します。


［Illustrator の編集機能を保持］オフでは Illustrator で開くとEPS画像は分割


Illustrator は PDF 保存しても［Illustrator の編集機能を保持］して保存すると、PDF内
に Illustrator 形式とPDF 形式の二つのファイルが含まれます。Illustratorで開くときは編集
機能を保持したデータが使われます。このデータは Illustrator 形式のままなので、EPS 画像
はリンクされているため画像は分割されていません。Acrobatで開くと、EPS 画像は分割さ
れてPDFに埋め込まれた画像になっています。PDFとして保存された画像データ部分は、
水平線が現れる可能性があります。


編集機能を保持をオフ 編集機能を保持をオン


PDF書き出し PDF書き出し


Illustrator で開く Illustrator で開く


画像分割化、水平線が表示 EPS画像リンクのまま
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Illustrator のデータは Illustrator 9.0 以降内部


的に PDF が使われています。［PDF 互換ファイル


を作成］をチェックすると、PDF ファイルが作成


され、Acrobat で Illustrator のファイルを開い


たとき、内部の PDF ファイルが開いて、EPS 画


像が分割されて開きます。


Illustrator 保存時に［PDF互換ファイルを作成］をチェックする


また同じように、Illustrator 形式で保存しても保存時に［PDF 互換ファイルを作成］をチェッ
クして保存すると、Illustrator 形式とPDF 形式の二種類のデータが Illustrator ファイル内に
含まれます。Illustrator 形式で保存しても［PDF 互換ファイルを作成］をオンにしたファイル
を Acrobat で開くと画像は分割されています。


EPS 画像の分割は、Illustrator が EPS 画像を PDF の埋め込み画像に変換する際に発
生します。通常は埋め込み処理しても画像は分割されることはなく、分割された画像の隙間
に水平線が現れることはありません。しかし、Illustrator CSとCS2 では EPS 画像を埋め
込む際に画像が分割され、水平線が現れてしまうのです。


PDF互換ファイルを作成


Illustrator 形式で保存


Acrobat で開く


画像分割化、水平線が表示
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第一章　Illustrator CS/CS2 で EPS 画像が分割される現象とは


Illustrator CS で作成したドキュメントを PDF 保存したものと、そのドキュメントを Illustrator CS2


で開いて PDF 保存した PDF。同じ EPS 画像なのに、Illustrator CS2 では 2400 倍に拡大すると、水


平線がはっきりわかりますが、Illustrator CS で保存した PDF では分割されていても、水平線は表示され


ていません。


Illustrator CS で保存した PDF と Illustrator CS2 で保存した PDF


EPS 画像を PDF 書き出しするとき、画像に水平線が現れる現象は Illustrator CSと
CS2 で発生します。しかし、同じデータを Illustrator CSとIllustrator CS2 で PDF 書き出し
しても、Illustrator CS で書き出すより、Illustrator CS2 で書き出す方が水平線の白い部分
は大きくなります。


といっても、Illustrator CS で水平線が表示されないわけではありません。Illustrator CS
の方が画像が分割されのは同じですが、白い水平線が現れる率は CS2 に比較すると小さ
いのです。


Illustrator CS よりも
CS2 の PDF 保存で水平線が大きくなる


Illustrator CS で保存した PDF Illustrator CS2 で保存した PDF
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Illustrator CS2 では水平線が大きくなるドキュメントでも、Illustrator CS でダウンバージョンして


保存し、Illustrator CS で開いて PDF 保存すると、水平線の出現頻度が下がる場合があります。なお、


CS2 から CS で保存した Illustrator 形式のデータを Acrobat で開くと、水平線は CS2 と同じようにダ


ウンサンプルされています。


Illustrator CS にダウンバージョンして CS から PDF 保存する


Illustrator CS2 から Illustrator 形式で保存する際にダウンバージョンして、［Illustrator オ
プション］の［バージョン］で「Illustrator CS」を選択します。それを Illustrator CS で開
いて PDF 保存すると、水平線が現れる率を小さくできます。ただし、CS2 での新機能がダ
ウンバージョン保存の際に反映されているかどうかの確認は必要です。


Illustrator CS2 から CS で保存 Illustrator CS から PDF で保存


CS2からダウンバージョン保存


CSで開く


CSでPDF保存


画像分割化、水平線は改善
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第一章　Illustrator CS/CS2 で EPS 画像が分割される現象とは


Illustrator EPS で保存したとき、Illustrator 内の EPS 画像は InDesign で分化されません。


EPS形式で貼り込むと画像は分割されない


Illustratorファイルは、InDesignに貼り込んでも画像が分割されてしまうことがあります。
もちろん、InDesignで Illustrator 内部の EPS 画像を分割するのではありません。すでに
画像が分割された Illustrator のファイルを貼り込んでしまうと、InDesign から出力しても画
像が分割されて水平線が現れることがあります。


InDesign に貼り込んでも
画像は分割されている


CS/CS2 から Illustrator EPS で保存


InDesign に Illustrator EPS を配置


InDesign から PDF 書き出し


画像は分割化されていない
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Illustrator CS/CS2 か ら PDF 書 き 出 し し


て InDesign に貼り込んで PDF 書き出しする


と、Illustrator 内の EPS 画像は分割されま


す。Illustrator から PDF 保存したときに既に


EPS 画像は分割されています。PDF 保存時に


［Illustrator 編集機能を保持］をオンにしてい


ますが、InDesign は Illustrator のデータには


アクセスしていないことがわかります。


PDFで保存するとEPS画像は分割される


Illustrator ファイルを InDesign に貼り込むとき、そのファイル形式には


EPS形式
Illustrator 形式
PDF形式


の三種類があります。結論から言って、画像が分割されないのは、「EPS 形式」のみです。
Illustrator EPSでInDesignに貼り込むと、EPS画像の処理はInDesignが行います。EPSファ
イル内の EPS 画像は、InDesign から PDF 書き出しても分割されることはありません。
「PDF 形式」で貼り込むとEPS 画像が分割されるのは、PDFとして保存されたとき、す


CS/CS2 から PDF で保存


InDesign に PDF を配置


InDesign から PDF 書き出し


画像分割化、水平線が表示
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Illustrator形式で保存するとき、［PDF互換ファ


イルを作成］をオンにして InDesign に貼り込


むと、Illustrator 内の PDF互換ファイルが貼


り込まれます。そのため、InDesign に貼り込ま


れた時点で、EPS画像が分割されたPDF互換


ファイルが使われるので、InDesign から PDF


書き出しても画像は分割されています。


［PDF互換ファイルを作成］をオンにして貼り込むと画像は分割される


でにEPS 画像は分割されて保存されているからです。InDesignに貼り込んでも画像は分割
されたままになります。
「Illustrator 形式」で貼り込んでも、InDesign で分割された画像が表示されます。
Illustrator 形式で保存すると、Illustratorで開くためのファイルとPDFファイルの両方が作成
されます。PDFファイルにはEPS 画像を読み込んで埋め込まれます。InDesign は貼り込ま
れた「Illustrator 形式」のファイルのなかにあるデータのうち、PDFとして保存されたデータ
を貼り込みます。
通常、Illustrator 形式で保存すると、保存時のオプションで［PDF互換ファイルを作成］


がオンになっていて、Illustrator のネイティブデータとPDFに変換されたデータの両方が保
存されるのです。


［PDF互換ファイルを作成］をオン


Illustrator 形式を InDesignに貼り込み


InDesignからPDF書き出し


画像分割化、水平線が表示
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［PDF 互換ファイルを作成］をオフに


し て、Illustrator か ら Illustrator 形


式で保存したファイルを InDesign に


貼り込むと、InDesign 上でプレビュー


が表示されません。PDF 書き出しても


Illustrator のレイアウトは反映されませ


ん。


［PDF互換ファイルを作成］をオフにして貼り込むとプレビューされない


もし、［PDF 互換ファイルを作成］をオフにして「Illustrator 形式」で保存した場合どうな
るでしょうか。［PDF 互換ファイルを作成］にした Illustrator のファイルを InDesign に貼り込
むと、プレビュー画像が表示されません。さらに、PDF 書き出ししても、Illustrator のデータ
は PDF に反映されません。つまり、InDesign は Illustrator ネイティブのデータを扱うことは
できないのです。


InDesign に Illustrator 形式のデータを貼り込むとき、Illustrator データの中に EPS 画像
を使っているときは、先に EPS 画像を埋め込んで PDF 保存（Illustrator 形式保存）するか、
Illustrator EPS で保存したものを貼り込むようにします。


［PDF互換ファイルを作成］をオフ


Illustrator 形式を InDesignに貼り込み


InDesignでプレビューされない


PDF書き出ししても反映しない
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第一章　Illustrator CS/CS2 で EPS 画像が分割される現象とは


分割された画像を Acrobat の


TouchUpオブジェクトツールで


選択すると、ほぼ同じサイズで切


り分けられていることがわかりま


す。同じサイズに分割されるとい


うことは、分割の方法に規則性が


あるということになります。ただ


し、白い水平線が表示される部分


や水平線の幅の規則性は不明です。


PDF 保存すると同じサイズで分割される EPS 画像


EPS 画像が PDF 保存時に分割化されるとき、規則性はあるのでしょうか。EPS 画像の
すべてが分割化されるわけではありません。おおむねファイルサイズの大きい画像、解像度
の高い画像ほど分割される可能性も高くなります。画像を分割するとき、規則性はあると考
えられます。


また、サービス＆サポートFAQ 情報の［文書番号 229049］の「追加情報」には


EPS 画像の解像度が 72 dpi 以下の場合、この問題は発生しません。


と書かれていますが、解像度の「72 ppi」の画像でもIllustrator 上で縮小した画像はど


EPS画像の分割は
どういう仕組みで発生するのか
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Illustrator に貼り込まれた画像のファイルサイズ──この場合は圧縮された保存時のファイルサイズでは


なく、Photoshopで開いたときのファイルサイズ──が1MBを超えるとき、EPS画像は分割されます。


解像度が高くても、ファイルサイズが1MBを超えないとき、画像は分割されません。


画像がダウンサンプルされない場合は分割画像のファイルサイズは約1MB


うなるのでしょうか。分割されるのでしょうか。
まず、画像の規則性ですが、分割されるときのファイルサイズには規則性があります。


Illustrator CSとCS2 は EPS 画像を PDF に埋め込むとき、


1MB以下の画像に分割


します。逆にいうと1MB 以上の EPS 画像は PDF 保存時に分割されます。分割された
画像を Acrobat で選択して、TouchUp オブジェクトツールを使って Photoshop で開いてみ
ます。開いてみると、画像のファイルサイズがどの画像も1MB弱になっていることがわかります。


ダウンサンプルされる高解像度の画像


ダウンサンプルがオフの場合


分割後に画像をダウンサンプルされず


画像を解凍して1MBに分割


PDFに埋め込まれた画像は約1MB
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画像をダウンサンプルするとファイルサイズは1MBより小さくなる


ただし、画像によっては数百KBしかない場合もあります。そういう画像も、PDF保存時
にダウンサンプルせずに書き出すと、分割された画像は 1MB未満のサイズで分割されてい
ることがわかります。ダウンサンプルした設定で書き出しても、ダウンサンプルしない設定で
書き出しても、分割される大きさはほぼ同じです。
つまり、Illustrator はドキュメント内にEPS 画像があるとき、まず、画像が圧縮されている
場合は解凍するのです。そして1MB未満の横長サイズの画像に分割するのです。そしてそ
の後、PDF保存時の圧縮パネルにしたがって、分割された画像をダウンサンプルや圧縮を
行うのです。


画像のダウンサンプルは、EPS画像をPDFに埋め込むとき、先に画像の分割処理を行います。分割してか


ら、Illustrator に埋め込まれたEPS画像はダウンサンプルされます。


ダウンサンプルされる高解像度の画像


ダウンサンプルがオンの場合


分割後に画像をダウンサンプル


画像を解凍して1MBに分割


ダウンサンプルされた場合1MBより小さい
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Photoshop で解像度「72 ppi」のまま、Illustrator に縮小せずに貼り込んだもの。ファイルサイズが


15MB 以上あると、PDF 保存時に EPS 画像は分割されます。Illustrator で「72 ppi」の画像はファイ


ルサイズで 1MB を超えることがないので、サポートデータベースでは「EPS 画像の解像度が 72 dpi 以


下の場合、この問題は発生しません。」という記述になっているのでしょう。Illustrator形式で［PDF互換ファ


イルを作成］をチェックして保存したファイルを Acrobat で開いたもの。TouchUp オブジェクトツール


で選択すると、画像が同じように分割されていることがわかります。


解像度「72 ppi」でファイルサイズ 15MB の EPS 画像を PDF 保存する


解像度の「72 ppi」というのは、Photoshop で指定するファイルサイズのことではありませ
ん。「350 ppi」で貼り込めば分割される画像の解像度を Photoshop で［画像の再サンプル］
せずに「72 ppi」に変換して Illustrator に貼り込みます。Illustrator 上で縮小してレイアウト
すると、PDF 保存時にはやはり、画像は分割されます。つまり、Illustrator 上の実寸法が「72 
ppi」の場合には、分割されないということのようです。


しかし、Photoshop のファイルサイズが約 15MB ある画像を解像度「72 ppi」のままで
Illustrator CS2に貼り込み、PDF保存してAcrobatで開くと、画像はやはり分割されています。
解像度が「72 ppi」のままであっても、ファイルサイズが 1MB を超える場合は EPS 画像は
分割されます。
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線と塗りの設定がレイヤー別


それでも、まだ Illustratorでレース素材を書き起こしますか？
高級感あふれる伝統的なヨーロピアンスタイルのレース素材を、Illustratorで使いませんか。精緻で美しいレース素材を
100種類用意しました。Illustratorで自由に使うことができます。


「ヨーロピアン・レース」ではレース部分は白い線もしくは白い塗りで作成されています。背面の「ベース」レイ
ヤーを黒で塗りつぶしているだけです。ですから、「ベース」レイヤーのカラーを変更することで、バックカラーを
簡単に変更できます。
また、レース部分も線設定のみで構成されるレイヤーと、線と塗りの両方で構成される部分をレイヤーを分け
ています。レース素材の線幅を変更したり、一部分を削除したりして、レース素材をカスタマイズすることもできま
す。Illustratorで拡大縮小が自在
すべて Illustrator のベジェ曲線で描画してあり
ます。Illustrator で自由に拡大縮小できます。


ロイヤリティフリーで利用可能です
TEXTILE PRO MASTER「レース」に収められた Illustrator 形式のデータは、ロイヤリティフリーでご使用になれます（著作権は放棄
していません）。レースのデータをそのまま商品にお使いになる以外であれば、パンフレットや商品パッケージでご利用いただけます。


Illustrator 織り柄素材データ集
定価：12,600円（税込）


「LACE」
全100種類： Adobe Illustrator 5.0J（Macintosh）/ Adobe Illustrator 7.0J（Windows）対応: Hybrid


TEXTILE PRO MASTER


スウォッチを差し換えて織り柄をカスタマイズ可能


カラフルなシャツを作成しませんか？パターンを適用するだけです。
本物の織物の生地にあわせて、チェック柄を中心にきめの細かいパターンを100点用意しました。チェックやストライプなどの
ファブリックな質感を Illustratorで再現できます。


「チェック」ではベースの織り柄を、パターンもしくはスウォッチの合成で作成しています。パターンもしくはス
ウォッチを編集することで、織り柄やその色を編集できます。Illustrator 5.x では、まず変更したいパターンを選
択してペーストします。カラーやオブジェクトを編集し、選択したままパターンダイアログを開き、編集先のパター
ンを選択して［OK］ボタンを押します。7.0 以降では、編集したパターンをスウォッチとして登録し、option キー
を押しながら、スウォッチを重ね合わせます。ベースパターンは、スウォッチを［分割・拡張］すれば取り出せま
す。Illustratorで拡大縮小が自在
すべて Illustrator のベジェ曲線で描画してあり
ます。Illustrator で自由に拡大縮小できます。


ロイヤリティフリーで利用可能です
TEXTILE PRO MASTER「チェック」に収められた Illustrator 形式のデータは、ロイヤリティフリーでご使用になれます（著作権は放
棄していません）。レースのデータをそのまま商品にお使いになる以外であれば、パンフレットや商品パッケージでご利用いただけま


Illustrator 織り柄素材データ集
定価：12,600円（税込）


「CHECK」
全100種類： Adobe Illustrator 5.0J（Macintosh）/ Adobe Illustrator 7.0J（Windows）対応: Hybrid


TEXTILE PRO MASTER


Illustrator 5


Illustrator7以降
新しくスウォッチを作
成して、optionキーを
押しながら重ねます。


パターンを選択して［ペース
ト］すれば、パターンが取り出
せます。



http://www.incunabula.co.jp/sozai_cd/textile/lace/lace.html
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印刷用新規ドキュメントの作成のポイント 


ファイルメニューの［新規］で新規ドキュメントを作成する


ドキュメントプロファイルをカスタマイズする


ドキュメント設定で［透明］を指定する


［ドキュメント設定］で［アートボード］を指定する


実践で使える
Illustrator CS3


ドキュメントの作成のコツ
第一回


Illustrator CS3 では、新規ドキュメント作成時のウィンドウで設定可能な項目が増えま
した。追加された設定の中でもっとも重要なものが［ラスタライズ効果］です。ラス
タライズ効果設定は、ドロップシャドウやぼかし、光彩など、印刷時に画像化しなけ
れば表現できない効果に解像度を指定するものです。従来のバージョンでは、新規書
類のデフォルト解像度は「72 ppi」になっており、効果メニューの［書類のラスタライ
ズ効果設定］を開いて、印刷用に「150 ppi」以上に設定を変更することが必要でした。
Illustrator CS では新規書類作成時に、［ラスタライズ効果］を指定して作成することが
可能です。また、［新規ドキュメントプロファイル］をカスタマイズすることができる
ので、よく利用するサイズがある場合は、ドキュメントプロファイルを作成しておく
と便利です。( 上高地 仁 )







20


««DTPオカジオネル第8号はこちらから


◉　　◉ 印刷用で新規ドキュメントを作成するチェックポイント


ファイルメニューから新規ドキュメントを作成する


CS3 からは［新規ドキュメントプロファイル］から用途にあわせて、ドキュメントの初期設定を指定するように
なっています。印刷用ドキュメントを作成するには「プリント」を選択します。カラーモードが「CMYK」になり、
ラスタライズ効果の解像度は「300 ppi」が適用されます。


第一回


印刷用で新規ドキュメントを
作成するチェックポイント


実践で使える Illustrator CS3ドキュメントの作成のコツ


ファイルメニューの［新規］で新規ドキュメントを作成する


Illustrator CS3 では新規ドキュメントを作成する際、用途に合わせてドキュメントの初
期設定を指定することができるようになりました。CS2までは［アートボード設定（サイ
ズと向きと単位）］と［カラーモード］しか設定できませんでしたが、CS3 ではそれらに
追加して［詳細］設定から



http://www.incunabula.co.jp/book/oca008/
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実践で使える Illustrator CS3 ドキュメントの作成のコツ


［新規ドキュメントプロファイル］のデフォルト設定


それぞれの設定は用途に合わせてサイズやカラーモード、詳細設定などが指定されています。「基本 CMYK」は「プ
リント」とほぼ同じ設定ですが、［ラスタライズ効果］が「スクリーン（72 ppi）」になっています。ドロップシャ
ドウやぼかしを指定すると、画像化される影の部分の画像品質が印刷用としては十分とはいえません。


ラスタライズ効果


透明グリッド


プレビューモード


を指定してドキュメントを作成することが可能になっています。
作成時には、すでに設定されたドキュメント設定を［新規ドキュメントプロファイル］


から選択するだけで、用途に合わせた新規ドキュメントが作成できます。印刷用として
Illustrator CS3ドキュメントを作成するときは、「プリント」を選択してドキュメントを作成
します。印刷用ドキュメントを作成する場合は、［カラーモード］では「CMYK」を、［ラ
スタライズ効果］では「高解像度（300 ppi）」が基本となります。
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Mac Fan（2007 年 11 月号）で見る DTP 環境の変化


Classic 環境は絶滅の危機か？
DTP-Sウィークリーマガジン／309号／2007.10.30配信


久しぶりに Mac Fan を読んでみました。表紙の小林麻央の笑顔に惹かれて、とい
うわけではありませんが、iPodとか Leopardとか少し気になりますね。Mac Fan は
知らない間に、Mac Fanビギナーズを吸収し、中綴じではなく平綴じになっていました。


中身を読んでいくと


インテルMac時代到来でDTP環境は変わってきたか？


という「スペシャル」扱いの記事が掲載されていました。特集ではなく、アンケート
を解析した記事なんですが、たった 4 ページしかないんですね。寂しいですね。しかも、
表紙にはこのスペシャル記事は記載されていません。Macintosh の世界での DTP の
位置は、限りなく暴落しているのか、とつい思ってしまいました。


さて、Apple は Mac OS 9 からなかなか脱却できない DTP ユーザーを置き去りに
して、インテル化を押し進めています。おそらく次のバージョン（Leopard の次）では、
PowerPC 上で動作しなくなるのではないかと予想しています（注：Leopard でそう
なってしまいました）。そういう意味では、Mac OS 9 を捨てきれないユーザーが、取
り残されていくのは止めようがないでしょう。


Mac Fan のアンケートは、昨年に実施したものと比較していて、推移がわかりやす
くていいですね。アンケート全体を見ると、この 1 年でユーザーの意識が大きく変わっ
ていることがわかります。


このアンケートによると、インテル Mac をすでに導入済みという回答は


Mac Fan（2007年11月号）で見る
DTP環境の変化


デジタルひねもすビヘイビア


番外編



http://www.incunabula.co.jp/book/oca008/
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ひねもすデジタルビヘイビア：番外編


Macintosh 雑誌は数が少なくなっただけでなく、iPod や iPhone な
どのテーマとした記事が多くなった。昔の Macintosh 関係の雑誌では、
DTP 関係の特集が定期的に組まれたが、昨今はほとんど見られなくなっ
た。


24.8％


になるそうです（このアンケートには 2006 年度のものはありません）。さらに「積
極的に検討している」のは


23.3％


で、約半数近くがインテル Mac を受け入れているか、受けいれようとしていることが
わかります。もちろん、その逆の半分は、インテル Mac の導入には、不安があり、踏
み切れないわけです。Mac OS 9 環境への依存度が高かったり、ロゼッタアプリは使
いたくないようです。


Mac OS 9 環境については、Classic を使うという手もありましたが、インテル
Mac では使えないので、移行する場合は、両刀使いで行くしかないようです。Mac 
OS X ユーザーに対する別の質問に


クラッシック環境をDTP用途に使っていますか？


というものがあり、それを見ると、半数以上が「ほとんど使わない」と回答してい
ます。ただ、すでにインテル Mac に移行している場合は、使いたくても使えないし、
PowerPC でも、「ほとんど使わない」と、その次のある「たまに使う」の選択肢の違
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いの差は明確ではありません。
月に 1 度か 2 度使うユーザーは、「ほとんど使わない」なのか、「たまに使う」な


のかは、微妙なところです。実際には多くのユーザーは、Classic 環境が手放せない
のではないかと思いますね、当分は。


ただ、そうはいっても、Classic 環境はいずれ脱却するしかないでしょう。10.4 に
なって、Classic はだいぶ窮屈になりました。たとえば、テキストファイルを開くときの
アプリケーションを Classic 環境で開くJedit に［すべてを変更］しようとするとでき
ません。デフォルトファイル形式が、テキストエディットになってしまったりします。１フ
ァイルだけだと変更できるんですけどね。


Mac OS X マシンと、Mac OS 9 マシンの両刀使いで行く方法もあります。しかし、
実際に併用してみると、Mac OS X に比べて Mac OS 9 は安定に欠け、トラブッたと
きの手間に予想外に時間を取られることがあります。だから、Mac OS 9 も Classic
環境も、最低必要限度でのみ使うようにしていくしかないのでしょうね。


Mac Fan のアンケートでは、「ほとんど使わない」と「たまに使う」の両方を合計
すると、2006 年と2007 年では


67.2％　→　75.2％


に 8％もアップしています。おそらく、Mac OS X を使い始めると、Classic を
使わないようになっていくのでしょう。Leopard を導入するとなれば、Creative 
Suite3 のみで、Mac OS 9 は使わないシステムを構築していくしかなさそうです。 


フォント年間ライセンスのシェア
DTP-Sウィークリーマガジン／309号／2007.10.30配信


Mac Fanのアンケートには、フォント年間ライセンスについてのアンケートもあります。
フォントワークスジャパンが 2002 年の７月に LETS をはじめてから、もう５年、のち
にモリサワも 2005 年の８月から MORISAWA PASSPORT で参戦し、認知度も高
くなってきました。


フォント年間ライセンスというアイディアを私が思いついたのは、もうかれこれ６年前
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です。いまはなき、工学社の Professional DTP 誌の「目指せ！印刷営業の達人」
として掲載した「フォントはレンタルサービスに戻ればよいのだ」という記事に書きま
した。


もっとも、言うは易く行なうは難しで、最初に始めたフォントワークスジャパンの勇気
には脱帽します。正直言うと、本当にそういうサービスを始めるとは予想外でした。フ
ォントベンダーとして採算がとれるかどうかは、わかりませんからね。


たぶん、こういうことを言い出したのは、私が最初でしょう。当時はフォントは買うも
のであり、「貸す」という考えはありませんでした。もっとも DTP 以前の写植時代は、
フォント（書体）は借りるものでしたけどね。


フォントをパッケージで買っていくと、新しいフォントフォーマットが登場するたびに、
ユーザーの困惑度は高まり、フォントベンダーはリスクを抱えて新しいフォントフォーマ
ットに対応しなければなりません。DTP 環境をよりリッチなものにするためには、OCF
から CID、そして OpenType へと変わっていくことは頭では理解できても、


新しいフォーマットの新機能の役に立つのか


バージョンアップするコストに見合うのか


と考えると、頭を抱えざるを得ないのが現実でしょう。利用できるグリフ数が増えたり、
フォント内部にメトリクス情報を持たせたとしても、それがバージョンアップフィーに見
合うものなのかは、見えにくいのです。


数年おきに繰り返されるフォントフォーマットに進化に付き合っていくと、設備投資コ
ストが冗漫になります。規模の大きい印刷会社や制作会社ではインストールされている
フォントは半端ではありませんから、コスト負担は小さくありません。新しいフォントフォ
ーマットにその都度対応していくと、原価を切り下げて、価格競争に打ち勝つことが難
しくなっていきます。


そういうわけで、フォントは「買う」より、年間固定した費用を払って「借り」た方が、
コストが読みやすくなり、同時に新しいフォーマットにも対応可能になります。モリサワ
が参入してもう２年ですから、フォント年間ライセンスが定着してきてもよさそうです。


Mac Fan のアンケートによると、導入済みは約 30％で「前年のアンケートの数値
と変わらない」と結論づけていますが、この「約 30％」にはけっこう大きな違いがあ
ります。
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2006年　→　26.6％


2007年　→　34.2％


となっており、対前年比を比率にすると、なんと


128％


も伸びていることがわかります。たしかに、四捨五入すると、「約 30％」なんですけ
どね。モリサワが参入してたった２年で、30％以上も普及したということは、多くのユ
ーザーが求めていたサービスだということでしょう。


要するに、イノベータからアーリー・マジョリティあたりまで層が拡大しつつあるとい
うことでしょう。ロジャース理論では、普及率のラインを 16％としていますから、これ
から急激に普及していく可能性は否定できません。


来年あたりから、レイト・マジョリティ（後期多数採用者）が導入を始めると、フォ
ントのライセンス無しでは、DTP はできなくなるといわれるようになるかもしれませんね。 


InDesign 旧バージョンとの戦い
DTP-Sウィークリーマガジン／310号／2007.11.08配信


Mac Fan のアンケートには、Illustratorと InDesign、QuarkXPress のレイアウ
トソフトメインバージョンの調査結果も掲載されています。Illustrator は徐々に CS 以
降に移行し、InDesignとQuarkXPress では InDesign のシェアがやっと半分を超え
ました。InDesign は、バージョン同士でパイを分け合っています。


Illustrator は相変わらず、Illustrator 8.0 をメインとするユーザーが過半数を超え
ています（複数回答可のアンケートです）。


2006年　→　60.7％


2005年　→　52.8％
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という高い使用率を誇り、新しいバージョンへの移行が増える中で、シェアは落とし
ていますが、いまだに健在です。ただし、下げ幅がきついので、来年あたりはトップシ
ェアの座から陥落するかもしれません。


2007 年度では、Illustrator CS3 のユーザーがいきなり


14.7％


にふくれあがっています。バージョンアップ可能バージョンの制限のため、いきなり
CS3 に移行したケースが多いのかも知れません。おそらく、メインで使っているわけ
ではなく、インストールしたという程度かも知れません。


CS や CS2 シェアが 2006 年と 2007 年であまり変わらないので、CS もしくは
CS2 ユーザーの CS3 へのバージョンアップは進んでいないのかも知れません。旧バ
ージョンと新バージョンを併用しているユーザーが多いということでしょう。


ページレイアウトソフトでは、QuarkXPress と InDesign が拮抗していますが、
QuarkXPress の退潮は明らかのようです。メインで使用しているレイアウトソフトとい
う問い（こちらは択一のアンケート）に対し、QuarkXPress 3.3 から 6.5 の合計は
2006 年から 2007 年にかけて


43.9％　→　29.2％


に減少したのに対して、InDesign は、


43.9％　→　53.0％


に大幅に増加しています。QuarkXPress から InDesign 乗換組が大量に発生した
ようです。


InDesign は、CS2 が半数を超えていますが、CS 以前のバージョンも合計で 20
％を超えていて、旧バージョンからの移行はゆるやかです。ただし、四人に一人は
InDesign CS2 を利用しており、来年あたりは InDesign CS2とInDesign CS3 で、
過半数を超えそうです。


InDesign CS のユーザーが多いということは、それだけ Mac OS X ユーザーが
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増えていることでしょう。InDesign は CS2 を使い、Illustrator は 8.0 を使うとい
うねじれた現象はいつまで続くのでしょうか。おそらく、QuarkXPress ユーザーが
Illustrator 8.0 を使い続けているのでしょうけどね。


いずれにしても、Mac OS X 環境移行のテッピングポイントは超えたようですね。「ア
ドビ CS3 を導入する予定は？」という設問に


26.5％


が「積極的に検討している」と回答しています。Mac OS や Classic は風前の灯
火であり、補助的な環境になるのは目の前といってもいいでしょう。中古市場の G5
マシンの価格も落ち着いてきているので、Classic の価値が下がっているのは確実で
す。


印刷会社内のページレイアウトソフトは、バッチ処理に優れた専用ソフトが使われる
にしても、デザイナーなどが一般的に使うページレイアウトソフトは、InDesign に集約
されそうです。QuarkXPress にも頑張ってほしいけど、いまから追い越すには、距
離がありすぎるかも知れません。


たしかに、InDesign CS3 は使いやすいソフトです。CS3 を使うと、CS2 には戻
れないかもしれません。しかし、いかんせんマシンパワーとメモリ要求量が小さくあり
ません。ページパレットのプレビュー表示とか、とても便利なんですけど、G5 の 2GB
くらいでは、すこしつらいと感じるときもあります。InDesign CS3 を使うのであれば、
インテル Mac の方がいいのかもしれませんね。


 
◆ Classic 環境は絶滅の危機か？：Mac Fan で見る DTP 環境の変化


（DTP-S ブログ - ひねもすデジタルビヘイビア）
http://dtp-s2.seesaa.net/article/61088250.html
 
◆ Mac Fan の Web サイト
http://macfan.jp


◆フォントはレンタルサービスに戻ればよいのだ
（印刷会社、明日はどっちだ：道に迷わない印刷会社サバイバル術）
http://xn--6oqs9e20ae22h.seesaa.net/article/94191433.html
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アメリカでは Creative Suite3 が爆発的に売れているらしい


クールになった LeopardとTime Machine


Windows スクリーンショット、96 ppi の罠


ひねもすデジタルビヘイビア


ひねもすデジタルビヘイビア


ナナオの 29.8 型大画面 WQXGA 表示モニタは 298,000 円なり
DTP-Sウィークリーマガジン／309号／2007.10.30配信


ナナオから 29.8 インチという大 型 モ ニタが 登 場した。「EIZO FlexScan 
SX3031W-H」という機種がそれ。30 インチの Apple Cinema HD Displayと同
等の、WUGXA（1920 × 1200 pixel）という広い面積を持っている。液晶モニタ
大型化の流れが加速しそうだ。


これほどでかいモニタがいるのか、と考えると、「うーん」と考えてしまう人もすくな
いだろうが、大型化していくのは間違いなさそうだ。ただ、グラフィックカードも含めて、
もう少し手頃な価格にならないと、普及は難しいかも知れない。
「SX3031W-H」は結構値も張り、30 インチの Apple Cinema HD Display が


Apple Store で 229,800 円なのに対して、さらに高く、ナナオのサイトの予約購入
のページでは、298,000 円となっている。一インチ一万円時代ということか。


このモニタは「FlexScan」シリーズなので、カラーマネージメントモニターの
「ColorEdge」ではない。カラーマネージメント機能は含まれていないのだ。しかし、
モニタのカラー再現は


AdobeRGB比 97％の広色域をカバー
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だそうで、自前でモニタプロファイルを作成すれば、DTP 用途でも十分使える代
物と考えてよい。私の 23 インチの Apple Cinema HD Display の発色は申し分
ないが、モニタプロファイルは、sRGB 程度のカラースペースしか持ち合わせていな
い。AdobeRGB の表示にこだわるのであれば、Apple Cinema HD Display よりも
SX3031W-H に歩があるといえる。


また、画面が大きくなることで発生しやすい輝度ムラや色度ムラに対しては、


デジタルユニフォミティ補正回路


という機能でムラを押さえる仕組みを搭載している。程度のほどはわからないが、ム
ラが小さければ、モニタプロファイルを割り当てることで、モニタ表示のコントロール可
能になる。


Apple Cinema HD Displayとの大きな違いは、もう一つある。画面の縦回転が
可能なことだ。縦に長くモニタ表示したい場合は、ありがたい機能。私も Acrobat の
プリフライト機能を使っているときに、縦長にしたいと思うことがたまにある。スクロー
ルが効かなくてウィンドウを縦長にできればなあ、という場合である。


さらに、縦長にしたついでに、画面を UXGA（1600 × 1200 pixel）で 2 画面
表示することも可能になっている（もっとも縦置きでできるとは書いていない。まさか
横置きのみということはないだろう）。DVI-D24 ピンのデジタル 2 系統入力に対応
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ColorSync ユーティリティで比較
した Adobe RGB（白いエリア）と
Cinema HD（ カ ラ ー の エ リ ア ）。
Apple Cinema HD Display のカラ
ースペースは、だいたい sRGB に近い。
Adobe RGB に比べると、グリーンカ
ラーの再現が弱いことがわかる。
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していますが、WUGXA（デュアルリンク対応）なのは、1 系統のみのよう。CNET 
Japan には、


WindowsとMacintosh の縦UXGA画面を並べて表示することもできる


と書かれているので、Macintosh にも対応していると考えられる。ナナオのペー
ジにあるグラフィックスカード互換性情報では、Macintosh 版のグラフィックカード
についての記載は見あたらなかった。おそらく、30 インチの Apple Cinema HD 
Display に準じると考えていいのかもしれない。


また、SX3031W-H はテキストやムービーなどの表示の切り替えを前面ボタンで行
うことができるようになっている。この機能を特定のアプリケーションと組み合わせて
自動的に切り換える「Auto FineContrast 機能」が用意されているが、この機能は
Macintosh 版では使えない。Windows のみの機能だ。


30 インチの Apple Cinema HD Displayとの大きな違いは、いくつかある。気に
なるところは


AppleRGBの再現


WUGXAでの縦置き


の 2 つだろうか。そこに価値を認めれば、SX3031W-H は高くないかも知れ
ない。レイアウトソフトで使うだけだったら、Apple Cinema HD Display でも十
分かもしれないが、カメラマンなどが RGB カラーをシビアに要求するのであれば、
SX3031W-H がいいだろう。 SX3031W-H がけっこう売れれば、29.8 インチ版
の ColorEdge の登場は早くなるに違いない。


それにしても、いつかは欲しい 30 インチ。30 インチあれば、ツインモニタにしなく
て済むかも（うそ、たぶんそうなったら、30 インチ 2 台にしたいかもね）。


◆ナナオ、「FlexScan」最新モデルは 29.8 型の大画面で WQXGA 表示が可能［CNET］
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20358968,00.htm


◆ナナオ「FlexScan SX3031W-H」
http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc?req=monitor/digest3031/index.html
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A4サイズ/A4ブリードサイズ


A3ノビ用紙サイズ


A4・2つ折
A4・中綴じ
A4・2丁割付
A5・4つ折


A3用紙サイズ


A4・2つ折
A4・中綴じ
A4・2丁割付
B5・2つ折
B5・中綴じ
B5・2丁割付


B4用紙サイズ


B5・2つ折
B5・中綴じ
B5・2丁割付
B5・2つ折
B5・中綴じ
B5・2丁割付


A4用紙サイズ


B5・2つ折
B5・中綴じ
B5・2丁割付


両面プリンタ プリンタ イメージセッタ CTP


両面プリント出力
版下もしくは


ホワイトマスター出力 フィルム出力 CTP版出力


プリンタ
オンデマンド印刷 軽オフセット印刷 オフセット印刷 CTPで


オフセット印刷


B5サイズ/B5ブリードサイズ A5サイズ/A5ブリードサイズ


A3ノビのプリンタ、菊判四裁の印刷機専用の面付けテンプレートです。
A4、B5、A5の定型サイズを2つ折りや中綴じで面付けできます。もう面付けソフトは不要です。


A3ノビのプリンタ、菊判四裁の印刷機専用の面付けテンプレートです。
A4、B5、A5の定型サイズを2つ折りや中綴じで面付けできます。もう面付けソフトは不要です。


PDF面付けの素 A3ノビInDesignとPDFで自動処理する


クリック一発！ で面付け


全384テンプレート
A5/B5/A4面付けレイヤー付き


全384テンプレート
A5/B5/A4面付けレイヤー付き


A3ノビ プリンタ対応


菊判四裁・軽オフセット印刷対応


菊判四裁・オフセット印刷対応


Mac OS
Mac OS X


対
応


Windows
98/2000/XP


対
応
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使　用　環　境：CD-ROMの搭載されたコンピュータで、Mac OS/Mac OS XもしくはWindows98/2000/XPの各OS上で


お使いください。また『PDF面付けの素 A3ノビ』にはInDesign2.0 とAcrobat 5.0以上が必要です。それ
らが動作する環境でお使いください。またフォントはすべて埋め込み可能なフォントをお使いください。


著作権について：『PDF面付けの素 A3ノビ』に含まれるすべてのファイル及び印刷物の内容は、インクナブラに著作権・使用
許諾権があります。『PDF面付けの素 A3ノビ』を複製して販売、配布、貸与、賃貸することを禁止します。ま
た、使用権の範囲は、一つの事業所内の単一のローカルネットワークのみとします。同じ法人団体でも事業
所が異なる場合、また同じ事業所内にあっても、ローカルネットワークが異なる場合は必要な数だけ本製品
をお買いあげください。


免　責　事　項：『PDF面付けの素 A3ノビ』をお使いいただいて、プリンタやイメージセッタやCTPなどのデバイスに出力され
た結果、事故や障害が発生いたしましても、インクナブラではいっさいその責任を負いません。お客様の自
己責任でお使いください。なお本製品の製造上の物理的な欠陥以外につきましては、良品との交換はお受
けできません。物理的な欠陥での交換は、本製品お買いあげ後90日以内といたします。


面付けソフトがなくても、
面付けできます！


面付けソフトがなくても、
面付けできます！


販売価格：36,540円（税込）



http://www.incunabula.co.jp/mentuke2/a3nobi/index.html
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製　本


DTP オカジオネル第 8 号 2008 年 11 月号 リー PDF 版


『オカジオネル』とは、中世の 16 世紀ころにヨーロッパの都市部で普及した『瓦版』のことである。


DTP の話題を親しみやすいものにして、より広く、より面白く取り上げていきたいと考えて、この雑誌


のタイトルとした。


編集後記


なんといっても悩ましい問題が、Illustrator CSとCS2 の PDF 保存で画像が分割される問題です。


分割されても、印刷時に問題がなければ実害はありません。しかし、分割された画像の隙間には、白


い線が表示されるのです。白い水平線が出現するのは、Illustrator に EPS 画像を貼り込んで、ファイ


ルメニューの別名保存で PDF 書き出しをしたときに発生するのです。


Illustrator CS から、EPS 画像に透明を適用したり、透明オブジェクトを重ねてもPDF 書き出しが正


しくできるようになりました。EPS 画像を読み込む内部のプラグインが大幅に修正されているはずです。


その際に、EPS 画像は小さく分割して処理するようにしたと考えられます。分割するだけでなく、何から


の処理が行われて、分割された画像と画像の間に白い水平線が現れてしまったようです。


Illustrator CS 以降は、EPS ではなく、Photoshop 形式（PSD）で貼り込むのかベターです。PSD


でも画像は分割されますが、白い水平線は現れないからです。また、スクロールなどの体感速度のパフ


ォーマンスも、PSD であればそれほど負担にはなりません。


また、今回は Illustrator については、新規ドキュメント作成のポイントをまとめてみました。InDesign


は CS3 の新機能である［テキスト変数］を取り上げ、設定オプションの内容を解説してあります。


Acrobat では、［ベクトルとラスタライズのバランス］が「75」と「100」の違いを中心に、透明を分割


するときのポイントを分かりやすく説明してあります。是非とも、実務にお役立て下さい。（上高地 仁）







インクナブラの書籍について


インクナブラでは、従来の出版の枠を越えて、少部数で書籍を発行する方法を模索
してきました。既存の書籍流通では、大手の出版社と書籍流通の間で書籍を発行する
流れができ上がっています。しかし、その仕組みの中では発行できないが、書籍にし
たいものが多くあります。


読者の興味はパーソナライズされ、より詳しく専門的な知識を要求するようになってき
ています。書籍の内容が専門的になるにつれ、その書籍を必要とする読者の数は少な
くなります。書籍が少部数化する流れはこれからも変わっていかないでしょう。


そうした中で、個人の持つ情報はインターネットを通じて広く公開され、専門的な情報
といえども、インターネットを通じて手に入れることができるようになってきました。


しかし、インターネットでは情報のプライオリティが明確ではなく、また、整理され分か
りやすい情報になっているのかというと、必ずしもそうではないでしょう。


的確に情報を伝達するには、やはりまだまだ「紙」というメディアの方が分かりやすく
理解しやすいのではないでしょうか。そのためには、今までとは異なった方法で書籍を
発行することしかありません。


従来の書籍発行の枠を越えて、さらに少部数で発行することができれば、出版のあ
り方も変わってくるでしょう。しかしだからといって、書籍をオンデマンドで発行すること
を読者が望んでいるわけではありません。いままでと同じような書籍として形で発行しな
がらも、少部数に対応した出版こそが求められているように思います。


インクナブラでは、少部数の読者ニーズに応えるために、さまざまな方法で書籍を制
作し発行しています。少部数に対応するために、従来の書籍と比較してページ数が少
なかったりします。しかし、300 ページある書籍でも必要な個所はたったの 10 ページ
であることも少なくありません。必要なページがたった 10 ページであれば、総ページ数
が 300 ページであっても100 ページであっても、読者にとってはそれほどの違いはない
のでないでしょうか。


皆さんが手にしたこの書籍のうちの数ページでも、皆さんにとって必要かつ有用な情
報であることを望んでいます。


インクナブラ代表　上高地仁
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