デジタル原稿共通事項
■フォントについて (Word )

●フォントの場所
フォントが入っているフォルダはコントロールパネルの中にあります。
入稿に必要なフォントがある場合は、この中からコピーして原稿データと一緒に入稿します。

デジタル原稿共通事項

スタートメニューから
コントロールパネルを選択

■モアレについて
（Photoshop,ComicStudio 等）

フォントのフォルダを選ぶ

●データ特有のモアレの例

●モアレとは
モアレとは、周期的な画像成分同士の干渉によって発生する
模様の事です。
●モアレを発生させない為に

グレーの網点

グレーのベタの上に網点

トーン回転

トーン拡大

必ずＫ１００％のトーンを使って下さい。トーンがグレーに
なっているとモアレが発生する原因になります。
Ｋ１００％のトーンの上にブラシ等で陰影表現をすると、Ｋ
１００％で無くなってしまったり、網点のパターンが崩れた
りしてモアレの恐れにつながります。
また、一度配置したトーンに拡大、縮小、回転等の加工を行っ
たり、グレースケールのベタに重ねるようにトーンを配置し
た場合、アンチエイリアスがかかっている場合（９P 参照）
も、
やはりモアレが発生する原因になりますので、ご注意下さい。

■アンチエイリアスについて

●アンチエイリアスの例

（Photoshop,ComicStudio 等）
アンチエイリアスはデジタル画像の輪郭に出てしまう「ジャ
ギー」と言うギザギザを目立たなくする為に、ギザギザの間
をグレーで補間して表示を滑らかに見せる事を言います。
しかし、アンチエイリアスがかかっているデータ原稿は、モ
ニタ上では滑らかに見えていてもモノクロ印刷では悪い影響
が出ることがあります。
たとえば、文字にアンチエイリアスがかかっていると、
グレー
部分が網点化してしまい、右図のように字形が崩れる恐れが
あります。

文字にアンチエイリアスが
アンチエイリアスがかかった
かかっていると…
文字を出力すると…

● Photoshop での PDF 画像化の注意点

トーンにアンチエイリアスが
かかっていると…

網点の形が崩れてしまい、
モアレ発生の原因になります

● PDF を画像化する場合の一例 (Photoshop CS4 の場合 )

Photoshop などのグラフィックアプリケーションで、PDF
や Illustrator ファイルを画像データとして読み込んだり、
書き出したりする場合、アンチエイリアスの設定が入ったま
まだと、処理されたデータにはアンチエイリアスがかかった
状態になります。
右図のようにアンチエイリアスの設定ができる時は、チェッ
ク外しておくと、作業後のデータにアンチエイリアスがかか
らずモノクロ印刷に最適なデータが作成出来ます。

解像度は 600dpi 以上を推奨
アンチエイリアスのチェックを外
れている事を確認する
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アンチエイリアスがかかって
いない文字。モニター上では
ガタガタに見えますが、印刷
されるとキレイな文字になり
ます。

また、トーンにアンチエイリアスがかかっていると、トーン
データの形が崩れてしまいモアレが発生する原因になります
ので、モノクロ原稿作成時にはアンチエイリアスをかけない
様にご注意下さい。
カラー原稿は再現できる色数が多く、アンチエイリアスがか
かった状態を再現出来る為、アンチエイリアスがかかってい
ても構いません。

この様に形が崩れてしまい、
このような仕上がりになって
印刷に影響が出てしまいます
しまいます

Photoshop で作成する
■新規作成

新しくページを作成する場合は、以下の図を参考にしてファイルを作成して下さい。
Ａ５原稿

…

幅 158mm・高さ 220mm

Ｂ５原稿 …
Ｂ６原稿 …
新書原稿 …
文庫原稿 …
Ａ４原稿 …

幅 192mm・高さ 267mm
幅 138mm・高さ 192mm
幅 120mm・高さ 183mm
幅 115mm・高さ 158mm
幅 220mm・高さ 307mm

カラー原稿
モノクロ原稿

…
…

350pixel/inch
600pixel/inch

カラー原稿 …RGB カラーまたは CMYK カラー
モノクロ原稿…グレースケール又はモノクロ 2 階調

上の数値はＢ 5 サイズの仕上がり寸法に対して塗り足しを各５ｍｍ付けたサイズになっています ( その他の原稿サイズも
すべて塗り足し各 5mm を付けたサイズです )。 サンライズでは塗り足しとトンボがあらかじめ付いているテンプレートを
ホームページに各種用意しています。必要に応じてダウンロードしてご使用下さい。

■解像度について
解像度は画像の画素の密度を表す言葉で、印刷物では数値が大きいほど画像の細部まで再現された印刷になり、
逆に数値が小さいほど画像が粗く全体的にぼけた印刷になります。

72dpi

150dpi

250dpi

350dpi

■ノイズについて
で作成する
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ノイズとは本来必要で無い低濃度の色が混ざる事により発生する色の濁りの事です。
濃い色にノイズが入っても目立ちませんが、薄い色にノイズが入るとよく目立ちます。
ノイズが発生する原因としては
・RGB から CMYK への変換
・スキャナーで原稿を取り込む
・原稿作成中の予期しない混色
等が挙げられます。

●ノイズ有り・無しの比較

当社でもノイズの除去は可能ですが除去する場所が限られま
す（基本的に人物の肌のみ作業可）。可能であれば出来るだ
け入稿前に除去する様にして下さい。
意図しないノイズが入った原稿は仕上がりに悪い影響を与え
ます。ご入稿の前にノイズが発生しているか確認し、必要に
応じてノイズの除去を行う事をおすすめします。

全体的に３％のノイズが
入っています。
例：肌にシアン３％

ノイズを除去したもの。
濁りが無いのが分かります。

●ノイズを確認する方法（トーンカーブ）※ CMYK モードの場合

ノイズの確認をしたいチャンネ
ルのトーンカーブを選びます。

右上のスライダー（１００％）
を左一杯まで移動させると、
ノイズの入っている箇所が確認
できます。
ノイズを確認した時のプレ
ビューはこの様になります。

●ノイズ除去の例（トーンカーブ）※ CMYK モードの場合

ノイズを飛ばしたいチャンネル
のトーンカーブを選びます。

なるべく色が変わらない様に、
中間の色域を固定させます。

３％以下の色を０％にする。
（ノイズを飛ばす）

肌のノイズを飛ばした画像でノイズを
確認したプレビュー画面。

■カラーデータについて
●カラーモードについて

CMYK の原稿は作成されたデータを基準にした印刷になり
ますが、RGB は印刷物では再現出来ない蛍光色も含まれて
いるので、全て CMYK に変換を行います。単純に変換する
だけでは、色の置き換えがおかしくなる事があるので、サン
ライズでは独自の変換を行い、極力元の RGB 画像のイメー
ジに近付ける画像処理を行っています。

●推奨解像度
カラー原稿の推奨解像度は 350dpi です。

●フルカラー原稿の色域

サンライズのHiFiカラー（６色）
で再現可能な色域
RGBカラーで再現される色域

CMYKカラー（４色）
で再現可能な色域

で作成する
Photoshop

カラーの画像モードは RGB と CMYK の 2 種類（アプリケー
ションによっては RGB だけの場合もあります）があります。

●黒の濃度について
●濃度差による黒の見え方
黒を CMYK で作成する場合、K100% だけでは無く、それ
以外の色も使う事により、より深みのある濃い黒にする事が
できます。これをリッチブラックと言います。但し、裏移り
の原因となりますので CMYK の全てを 100% にしないで
下さい。また、RGB の黒は全てリッチブラックになります。
K100% の中にリッチブラック
（CMY60%、K90%）

同じブラックでも濃度が違います
（外枠 C100、MY40、K90、
内 CMY60、K90）

■モノクロデータについて
●モノクロ２階調とグレースケールの差

●モノクロ原稿のカラーモード

モノクロ2階調（推奨解像度600〜1200dpi）

モノクロのデータにはモノクロ２階調とグレースケールの２
種類があり、それぞれに特性があります。
0％

モノクロ２階調は白 (K0%) と黒 (K100%) の２色のみで構
成されていて、同じ解像度のグレースケールデータと比べて
データ容量が小さくなっています。
グレースケールは上の２色の他に K1% から K99% の中間
調を持っており、微妙な色調での表現が可能になりますが、
データの容量が大きくなります。

30％

70％

100％

グレースケール（推奨解像度350〜600dpi）

0％

30％

70％

100％

グレースケールの注意点
網点（グレーに見える部分）が再現できるのは10％〜80％
程度です。10％以下では印刷が飛んで薄くなったり、80％
以上では網点が潰れ気味になり、より黒く見えたりします。
また、絵柄によっては再現の幅も変わってきます。

■ PSD データ原稿のトンボについて
原稿のサイズが仕上がりサイズと上下左右に均等の塗り足しがある場合はトンボは必要ありません。
大きい用紙サイズで原稿を作成した場合等には必ずトンボを付けて下さい。
また、アプリケーションのガイド機能はトンボの役目を果たしません。必ずトンボを付けて下さい。
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上下左右均等な塗り足しがあるので
トンボは付けなくても構いません。
※塗り足し部分をグレーにしています。

用紙のサイズが不均等なので
トンボが必要です。

ガイドはトンボではありません。

■入稿データの最終チェックについて
ご入稿される前に下記の作業が行われているかご確認下さい。

●ゴミ・ノイズの除去
原稿作成の過程で不必要な物を消し忘れたり、ノイズが入ってしまう事があります。
画像の倍率を 100% 以上に拡大して真っ白な部分が「RGB=255、CMYK=0%」
、真っ黒な部分が「RGB=0、K100%」
もしくは「リッチブラック」になっているかご確認ください。不必要なゴミ、ノイズがあった場合は、修正を行うと
より美しい仕上がりになります。

●レイヤーの統合
入稿用のデータは必ずレイヤーを統合して下さい。レイヤーが統合されていないと、不要なレイヤーの画像が
印刷されてしまったり、逆に必要なレイヤーの画像が印刷されていないというトラブルが起こる可能性があります。
また、レイヤー効果等が正しく印刷されない可能性もあります。

クリックしてオプションを表示します。

「画像を統合」をクリックすれば、表
示している全てのレイヤーが統合され
ます。

●アルファチャンネル・パスの削除
レイヤー同様、不要なアルファチャンネルやパスが残っていると印刷に悪影響が出る可能性がありますので削除して下さい。
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パスを表示します。

パスを選択します。

チャンネルを表示します。
ごみ箱をクリックして
削除します。

不要なアルファチャン
ネルを全て選択します。

ごみ箱をクリックして
削除します。

