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Chapter1

画像作業の流れ [Procedures ]
画像作業の手順は、その画像の状態や処理目的で異なり、固定した処理手順はありませんが、

①

元画像
スキャナやデジタルカメラから画像を取り込む

ここでは Photoshop を利用した一般的な処理手順を紹介します。

際、カラースペースに注意して作業します。
①写真データの取り込み
Photoshop に画像データを取り込みます。Photoshop は RGB データで作業することを前提
としたソフトです。デジタルカメラやスキャナからデータを取り込む前に、画像のカラー
モードを確認します。処理する画像データが CMYK モードの場合は、大きな補正を行うなら、
一度 RGB モードに変換し、色域の広い状態で作業を行う方が理想的です。

②

トリミングおよびリサイズ
実際に使用する部分やサイズに調整しま
す。

②トリミングおよびリサイズ 【必須】 （８頁参照）
実際に広告で使用するサイズや使用部分を確認し、トリミングや解像度の調整を必ず行いま
す。レイアウト時に拡縮やトリミングが行えますが、極端な変更は品質劣化の原因となりま
す。また、トリミングすることでデータ量を減らすことができ、作業性が向上します。
③画像クリーニング 【必要な場合】
画像にゴミやキズがある場合、トリミングで取れれば問題ありませんが、トリミングしても

実際に広告で使用するサイズにトリミングすることで、

残る場合はゴミやキズの修正を行います。この作業の順序は特に決まりはありませんが、他

データ量が減少し作業性が良くなります。

の処理を実施する前に作業を終了する方が品質ムラを防げます。

また、解像度もリサイズして、使用サイズに整えます。

④レタッチ 【必要な場合】
レタッチとは画像修正のことなので、Photoshop の作業は全てレタッチといえますが、ここ
では特に高度な画像合成や部分的な加工、フィルターを使った特殊処理などを指します。

⑤

この作業手順にも特に決まりはありませんが、Photoshop のフィルターには RGB 画像にし
か機能しないものがあるので品質調整の前に作業する方が無難です。
⑤レベル補正 【必須】 （１０頁参照）
ヒストグラムをチェックし、データ分布を確認します。ヒストグラムの分布が悪い画像は、
ここでレベル補正を行います。画像内のハイライト（白点）とシャドー（黒点）を決定し、

レベル補正
ダイナミックレンジを調整します。

画像のダイナミックレンジを調整します。ダイナミックレンジを適切に処理するために、最
も基本的な補正機能を用いて調整します。
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Chapter1

画像作業の流れ [Procedures ]
⑥

⑥階調補正 【必須】 （１４頁参照）
トーンカーブで入力値に対する出力値を決定し、
画像階調を調整します。トーンカーブはカー
ブで調整する機能で、ある一点を補正すると周辺の階調も合わせて補正できます。
⑦色調補正 【必要な場合】
階調補正

画像品質によっては、色かぶりなどの色調補正を行います。色調補正は、よく使う機能です。

画像の階調を補正します。

デジタルカメラのホワイトバランスの設定ミスなどの補正も行えます。

⑧

⑧ＣＭＹＫ変換 【必須】 （１７頁参照）
一通りの画像修正が終了したら RGB データを CMYK データに変換します。必ず、静岡新聞
社カラー管理ファイルを設定し変換してください。このカラー管理ファイルを使用すること
で、インキ総量も静岡新聞の入稿規定に合致した総量が設定されます。
ＣＭＹＫ変換
静岡新聞のプロファイルで RGB を CMYK に変換します。

⑨画像確認 【必須】
RGB データを CMYK データに変換後、再度、画像品質を確認します。品質の印象が大きく
異なる場合は、微調整を行ってください。変換後は必ず変換画像を確認します。
⑩ＵＳＭ設定 【必須】 （１８頁参照）

⑩

画面表示を 100％にして輪郭強調を行います。アンシャープマスクフィルタでシャープネス
処理を実行します。シャープネス量は画像品質や使用サイズで異なります。また、荒れた画
像や印刷物を原稿として使用するときには、モアレが目立たないようにすることが重要です。
⑪クリッピングパスの作成 【必要な場合】
切り抜き画像のクリッピングパスを作成します。広告画像作業では、パス引きは日常的に行
USM 設定
画像に合ったアンシャープマスクを設定します。

う処理で、この作業手順も決まりはありませんが、複数の画像を一括作業する場合が多いよ
うです。画像によっては、もっと前段階で作業する場合もあります。
⑪保存
以上の処理が済んだら完成画像を保存します。保存形式は、
レイアウト作業で使うアプリケー
ションソフトによっても異なりますが、使用状況に合わせた適切な形式で保存してください。
保存形式は、Photoshop 形式か EPS 形式が基本です。
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Chapter1

Photoshop ・ カラー設定 [Color Settings ]

カラー設定ダイアロ

静岡新聞社の Photoshop 用カラー管理ファイルについて
静岡新聞では「Photoshop 用カラー管理ファイル」を提供しています。Photoshop のカラー

グボックスが表示さ

設定で、このファイルを設定し、静岡新聞社に入稿する広告の画像データは、このファイルを

れます。右上の「読み

利用して RGB から CMYK に変換してください。このファイルを適用することで、静岡新聞社

込 み 」 を 選 択 し、 静

の高精細 AM スクリーンによる新聞印刷に適した CMYK データに変換されます。

岡新聞社が提供する
「Photoshop用のカラー
管理ファイル」を選択

カラー管理ファイルの内容
静岡新聞社提供の「Photoshop カラー管理ファイル」を設定すると、Photoshop の作業用

すれば完了です。

スペースの RGB、CMYK、グレー、スポットのプロファイルが設定されます。
静岡新聞社の Photoshop 用カラー管理ファイルのファイル名は「静岡新聞 PP201107」です。
① RGB ＝ sRGB プロファイル（sRGB IEC61966-2.1）
② CMYK ＝静岡新聞高精細印刷用 ICC プロファイル（SHIZUSHIN̲CMYK̲201107)
③グレー＝ Dot Gain25%

メニューから「編集」
「カラー設定」を選択
します。

④スポット＝静岡新聞社設定値（SHIZUSHIN-S47）
カラー管理ファイルの特徴
静岡新聞社が提供する「Photoshop カラー管理ファイル」は、静岡新聞社の高精細 AM ス
クリーン印刷に適した ICC プロファイルです。このプロファイルを設定すると次の効果を得
ることができます。
①静岡新聞社の新聞印刷に適した CMYK データを作成できます。
画像内の様々な色が静岡新聞社の印刷特性に合った CMYK 変換が可能となります。
②静岡新聞社の入稿規定に合った網点総量が得られます。

カラー設定とは
Photoshop は、各用途にあったファイルを選択すると、作業用スペースにプロファイルが
設定されます。各画像のモードごとに作業用スペースを設定で、カラーマネージメントワーク
フローと一致しないデータは、画像を開いた時、読み込んだ時に、処理方法を選択できます。
プロファイルが埋め込まれていない画像を表示したり、編集する場合も作業用スペースのプロ
ファイルが使われます。Photoshop では、カラー設定を意識した作業が必要です。

自動的に、規定値内の網点総量（240％以内）になります。
カラー設定ダイアログボックス
Photoshop 用カラー管理ファイルの設定方法
①静岡新聞社の広告会社専用ホームページ (EDI-S）から、「Photoshop 用カラー管理ファイル」
をダウンロードします。
②パソコンの任意のフォルダに保存してください。
（基本的には Photoshop のフォルダ）
③ Photoshop を起動し、
「カラー設定」メニューで、保存した静岡新聞の「Photoshop 用カラー
管理ファイル」を読み込みます。

①読み込み
静岡新聞のカラー管理ファイルを読み込む時などに使用。
②保存
カスタマイズしたファイルを保存します。
③ CS アプリケーション同期
Adobe CS アプリケーションでカラー設定を同期できます。

＊詳細については、弊社広告センターまでお問い合わせください。（054-283-3633）

6

Copyright © 2011 THE SHIZUOKA SHIMBUN All rights reserved.

画像ガイド Volume 4

Chapter1

Photoshop ・ カラー設定 [Color Settings ]
④設定
ファイルの切り替えができます。静岡新聞

④

社のファイルは「静岡新聞 PP201107」と
表示されます。
⑤作業用スペース （RGB）

◆「マッチング方法」

③

⑨

⑤
⑥
⑦
⑧

①
②
◇「知覚的」＝広い色域を狭い色域に変換すると全体的に

圧縮されるので、全ての色が少し

RGB の作業用スペースを設定します。

ずつ圧縮され全体に沈んだ感じになりますが、色と色の関係は保たれるので階調重視向きの

Adobe Systems 社は Adobe RGB を推奨し

変換です。

ますが、静岡新聞カラー管理ファイルは普 ⑩
及している sRGB を基本設定としました。
⑥作業用スペース （CMYK）
CMYK の作業用スペースを設定します。

◇「相対的な色域を維持」＝色域の共有部分を近似化するので良い印象ですが、共有部分以外
の色はつながりは「知覚的」の方が良い印象を与えます。

⑪

静岡新聞カラー管理ファイルを設定すると
「SHIZUSHIN̲CMYK̲20110527」というプ
ロファイルが設定されます。
⑦作業用スペース （グレー）

◇「彩度」と「絶対的な色域を維持」は推奨しません。
◇黒点の補正を使用＝出力デバイスのダイナミックレンジの全範囲をシミュレートし、画像暗
部の詳細が失われないようにします。印刷時に黒点の補正を使う場合に選択します。
（ほとんどの状況で推奨）
◇ディザを使用＝ 8 bit/ チャンネル画像の変換時、色のディザ処理を制御します。
「ディザの
使用（8-bit/ チャンネル画像）
」オプション選択すると、変換元のカラースペースでは再現

グレーの作業用スペースを設定します。静岡新聞のカラー管理ファイルでは「Dot Gain

できても変換先のカラースペースで再現できない色は、変換先のカラースペースのカラーに

25%」が設定されます。

ディザ混合されてカラーシミュレーションします。ディザ処理を行うと、カラースペース変

⑧作業用スペース （スポット）

換時に発生しがちな画像のムラを押さえることができます。

特色インクの設置を行います。規定上、新聞広告の特色は CMYK で制作します。ここは初

◇シーン参照プロファイルの補正＝印刷画像では選択しません。

期設定でも良いですが、静岡新聞社のファイルでは「SHIZUSHIN-S47」と設定されます。

⑪高度なコントロール

⑨カラーマネージメントポリシー
画像を開いたり読み込んだ時、データの処理方法を決定します。RGB 用と CMYK 用に異な
るポリシーを選択でき、警告表示を指定することも可能です。
⑩変換オプション

◆「モニタ色域外のカラーを表示（再度）
」
画面の彩度を下げるので、モニタで再現できない色の階調再現などが確認できます。
◆「RGB カラーブレンド部分をガンマ補正」
RGB カラーのブレンド効果のコントロールを行います。
（通常は選択しません。
）

カラー変換のオプション設定で、変換処理をコントロールできます。（通常はデフォルト）
◆「変換方式」
アドビシステムズのアプリケーションを利用するならデフォルトの「Adobe(ACE)」を設定
します。

画像ガイド Volume 4
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Chapter1

トリミング [Trimming ]
トリミング

オプションバーを利用したトリミング

Photoshop に画像を取り込み後、最初の作業は画像のトリミングです。実際に広告で使用す

Photoshop のトリミングツールは、必要に応じてオプションバーを指示して切り抜けます。
このオプションバーでサイズや解像度を指示すればリサイズも同時に行えます。

ることができ作業性が向上します。また、トリミングしながら解像度を調整するリサイズ機能

オプションバーの横や高さにサイズを入力すると、
入力値の比率で画像をトリミングできます。

も併用すると便利です。

幅や高さを入力し、画像内の範囲を指定すると入力値の縦横比で画像指示が行えます。

トリミングオプション
トリミング処理を行なう画像

トリミングツール

る部分を切り出すトリミング作業を行ないます。トリミングすると、画像のデータ量を押さえ

トリミングは基本的には、切り抜き

リサイズするトリミング
オプションバーに解像度を入力すると、トリミングしながら簡単にリサイズ（解像度調整）
できます。

横幅を入力

高さを入力

解像度を入力

インチを選択

ツールで行います。

上図では横幅 100 ミリ、
高さ 100 ミリ、
解像度 240ppi を設定した例です。画像内の指示箇所は、

切り抜きは「角度補正して切り抜き」コマンドと「トリミング」コマンドを使用してトリミン

この縦横比率でトリミングされ、解像度が再サンプルされます。

グすることも可能です。

切り抜きツールを使ったトリミング
①切り抜きツールを選択します。
②画像内で任意の箇所を切り抜きツールで指示します。
③トリミング範囲を指示し、ダブルクリックすれば完了です。
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広告で使いたい範囲やサイ
ズおよび解像度を指示すれ
ば簡単にトリミングとリサ
イズが行えます。
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Chapter1

リサイズ [Resize ]

①メニューの [ イメージ ][ 画像解像度 ] を指示します。

リサイズ
静岡新聞社は、高精細 AM スクリーンを採用しています。スクリーン線数（網点数）は、カ
ラーが 200 線、モノクロが 140 線です。スクリーン線数から画像解像度を割り出すとカラー
は 400ppi、モノクロは 280ppi となりますが、これまでの入稿規定通りカラー・モノクロ共

②画像解像度ダイアログボックスが表示するので、画像の再サンプルにチェッ
クが入っていることを確認します。
③解像度のテキストボックスに解像度を入力します。

に 200ppi で入稿できます。基本的には 200ppi 〜 400ppi までの画像解像度の範囲なら入稿
可能です。画像解像度を整えるリサイズ作業は必ず行うことが基本です。
※ 画像解像度 200ppi から 400ppi まで
再サンプル
再サンプルとは、画像のピクセル数や解像度を変更し、データ量を変えることです。ダウン
サンプル（ピクセル数の削減）は画像情報が削減され、サンプルアップ（ピクセル数の増加）
はピクセルが追加されます。補間方式を指定して追加や削除の方法が選択できまが、再サンプ
ルを繰り返すと画質は低下します。次の補間方法で再サンプルします。
・ニアレストネイバー法
高速ですが精度が低く、印刷画像には向きません。
・バイリニア法
周辺のピクセルのカラー値を平均化し、ピクセルを追加する方式です。標準的な画質が得ら
れます。
・バイキュービック法（滑らかなグラデーションに最適）
周辺のピクセルの値に基づき、低速ですが精度の高い方式です。複雑な計算を行うため、ニ
アレストネイバー法やバイリニア法より色調のグラデーションが滑らかです。

印刷画像の再サンプルは、バイキュービッ

・バイキュービック法（拡大に最適）

ク法の３種類から選択します。

画像の拡大に優れた方式。バイキュービック法の補間に基づき、より滑らかな方式です。
・バイキュービック法（縮小に最適）
画像の縮小に優れた方式。バイキュービック法の補間に基づき、シャープさを強化します。
この方法で再サンプルされた画像もディテールが保持されます。画像がシャープに成り過ぎ
る時は「バイキュービック法」を使用します。
基本的には、印刷画像を再サンプルする場合は、バイキュービック方式の３種類から選択しま
す。

解像度ダイアログボックスの［自動設定］ボタンを押すと、自動解像度設定ダイアログボッ
クスが表示されます。ここでスクリーン線数（網点線数）と画質を指定すると自動的に解像度
を判断し再サンプルを行います。

画像ガイド Volume 4
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Chapter1

レベル補正 [Levels ]
ダイナミックレンジの調整
画像データは取り込んだままでは、印刷画像として使

ヒストグラム
ヒストグラムとは分布図のことで、[ レベル補正 ] のダイアログボックスにヒストグラムが

えません。それはレンジが広すぎるからで、広いレンジ

あり、各ピクセルの階調の分布を確認できます。ヒストグラムの山が左に偏っていればシャド

の画像を、印刷の狭い領域に圧縮すると階調差の無い眠

ー成分の多いローキー画像です。逆に右に偏っていれば、明るいハイキーな画像です。中央付

くつぶれた画像になります。例えば、リバーサルフィル

近に山があれば、ほぼ適正な画像といえます。絵柄によっても分布の形は異なるので山の形だ

ムで撮影した写真の濃度は、最も明るい部分で 0.2 程度、

けでは判断できませんが、中間の多い画像が一般的に見やすい安定した画像といわれています。

最も暗い部分では 3.0 超の濃度です。
その濃度幅は 2.8 以上もありますが、新聞印刷だと最も
濃度の高い部分でも 1.2 程度です。新聞用紙は光沢紙の
ように白く輝く紙ではないので濃度幅は 0.8 程度です。
広い濃度幅を狭い領域に圧縮して押し込めるので、窮屈で調子の無い画像になります。
ローｷｰ画像

ハイキー画像

ほぼ標準的な画像

画像階調の階段
画像を表現するには階調が重要です。
多くの色を表現するには、多くの階調が必

情報パネル
画像の修正作業を行う時は、情報パネルの数値を参考に

要です。一般的な RGB 画像は、それぞれ

作業すると便利です。情報パネルはオプション設定で表示

256 階調（8 ビット）の階調数があります

項目を変更できます。右図は、左に総網点量を右に CMYK

が、階調数が足りないと微妙な色の再現は

の網点％を表示する設定です。画像の情報表示は RGB の

難しくなります。

表示よりも CMYK 表示の方が慣れれば便利です。

各ピクセルの階調数を網点の 0％〜 100％に割り当てて網点化します。調子の良い画像とは、
階調の階段の段差が大きい画像のことです。元の画像品質を損なわないで、どれだけ階調の階

この情報パネルの表示は、どの画像作業を行う場合も便利
な表示機能です。

段の段差を大きくできるかがレンジ調整のポイントです。
レベル補正作業
レベル補正機能
Photoshop で簡単にレンジ幅を調整できる機能が [ レベル補正 ] です。具体的には、印刷再

レベル補正機能では、ヒストグラムに画像の濃度分布が表示されます。
ヒストグラムを確認しながらレンジ調整と階調補正の作業を実施します。

現可能な濃度域に画像の濃度域を割り当てる作業を行います。重要なことは、画像の不必要な

RGB の各色ごとに補正すること

部分を切り捨てることです。処理方法としては、画像内にハイライト点とシャドー点を設定す

も可能で、ヒストグラムも各色

ることで、画像の使用範囲を決定します。

ごとに表示できます。

シャドースポイト
ヒストグラム

グレースポイト

シャドースライダー

Photoshop でレンジ調整を行うには［トーンカーブ］機能が便利ですが、［トーンカーブ］
を使いこなせるようになるまでは［レベル補正］を使い経験を積むべきです。

ハイライトスポイト
ハイライトスライダー

10
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［ハイライト設定］

スポイトの使用

レベル補正ダイアログボックス右下にある右端のスポイトがハ

3 つのスポイトは、ハイライト、シャドー、グレー（中間）を設定するものです。基本的に

イライト（白点）設定用スポイトです。画像内のハイライトに設

は画像内の無彩色部分を指定します。スポイトには印刷画像として設定したい網点数を任意に

定したい箇所をクリックすると、その箇所と同じ値の箇所全てが

設定できます。デフォルトはハイライトが RGB ともに 0、中間が RGB ともに 128、シャドー

ハイライトになります。画像は 0 から 255 までの 256 階調持っ

が RGB ともに 255 です。静岡新聞のカラー管理ファイルを設定してある場合は、このデフォ

ています。ここで設定したポイントよりも明るい部分は、全て明

ルト値のままで問題はなく、この

るく飛びます。例えば 240 のポイントでハイライトを設定すれば

ままの数値で使用します。

240 以上の数値は全て網点が 0％になるので、ハイライト側のレ

但し、画像内でハイライト設定を

ンジが詰まったことになります。

指示したポイントは網点０％（キ

作業のポイントは、画像内で一番明るい部分ではなく、印

刷画像として一番明るくしたい部分を指定することです。

ャッチライト）になるので、飛ば
したくない場合はハイライトの網

［シャドー設定］

点の数値を変更します。

左側のスポイトがシャドー（黒点）設定用のスポイトです。画像内のシャドーを設定したい
箇所をクリックすると、そのポイントと同じ値の全ての箇所がシャドーになります。ここで設

スポイト値の設定方法

定したポイントよりも暗い部分は、全てマックスの網点になります。例えば、10 のポイント

各スポイトをダブルクリックす

でシャドーを設定した場合に、10 以下の値は全てマックスの網点になります。つまりシャド

ると［カラーピッカー］が表示さ

ーのレンジが詰まったことになります。

れます。そこでスポイトごとに値

作業のポイントは、ハイライト設定同様、画像として一番暗い部分を指定するのではなく、
印刷画像として一番暗くしたい部分を指定することです。

を設定します。デフォルトは、ハイライトスポイトの RGB 各色を 255、シャドースポイトの
各色 0、中間スポイト各色 128 です。静岡新聞のカラー管理ファイルを使用する場合は、デ
フォルトのままで作業します。また、静岡新聞のカラー管理ファイルを使わない場合は、ハイ
ライトはＣが２％、ＭとＹが１％程度になるように入力すると良いでしょう。
グレー （中間） スポイトの注意事項
スポイトで画像内を指示するのは、基本的には無彩色部分を指定します。ピッカーの値を変
更し、無彩色以外の部分を指定することもできますが、これは大変難しいオペレーションです。
指示したポイントが本当に画像の中間なのか大変分かり難いという欠点があります。従って、
中間（グレー）スポイトは基本的には使わない方が無難です。

ハイライト、シャドーの設定ともに中間に大きく影響するので、画像の仕上がり具合を決める
重要なポイントとなります。

画像ガイド Volume 4
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Chapter1

レベル補正 [Levels ]
ハイライト設定 （白点設定）

ハイライト設定 （白点設定）
Photpshop に、静岡新聞のカラー管理ファイルを設定してあることを前提に説明します。
ハイライトスポイト値はデフォルトの（カラーピッカーの値は RGB ともに 255 の状態）ま
まで、画像内の任意の箇所をクリックします。クリックした個所よりも RGB 値が高い部分は
全て画像が飛び、網点数は RGB 共に 0％になります。クリックした箇所は、白となるため色
カブリが補正されます。
シャドー設定 （黒点設定）
シャドースポイト値はデフォルトの（カラーピッカーの値は RGB ともに 0 の状態）ままで、
画像内の任意の箇所をクリックします。クリックした個所よりも RGB 値が低い部分は全てマッ

シャドー設定 （黒点設定）

クスの網点（おおよそ、
C=63％、
M=55％、
Y=51％、
Bk=74％近辺の網点％）になります。クリッ
修正後

クした個所は、黒になるため色カブリが補正されます。
スライダー
スポイトは、画像内の無彩色をクリックしてダイナミックレンジを調整します。作業は実際
の画像内を直接指示するので簡単ですが、実際の画像に無彩色がない場合は画像内の指示ポイ
ントを探し出すのが困難です。カラーピッカーの値を変更して有彩色を指示できますが、作業
性が悪く現実的ではありません。そこで、レベル補正には、スライダーという機能があります。
ハイライトやシャドーのスライダーを動かしてダイナミックレンジを調整します。ハイライト

スライダー

・ハイライトスライダー
画像内のハイライト点を操作します。スライ
ダーの指示箇所よりも RGB 値が高い部分は画像

やシャドーの指示はスポイトで行い、階調補正は中間スライダーを使うことも可能です。
スライダーは画像のカブリはそのままでレンジ調整を行います。意図的にハイライトのカブ
リを残したい場合などは、ハイライトはスライダーで調整することもあります。

が飛びます。
・シャドースライダー
画像内のシャドー点を操作します。スライダー
の指示箇所よりも RGB 値が低い部分はマックス
の網点になります。
・中間スライダー
スライダーを動かすことで階調補正が行えま
シャドースライダー
中間スライダー

12

ハイライトスライダー

す。右に動かせば全体的に暗く、左に動かせば

ハイライト設定

シャドー設定

全体的に明るくなります。
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中間スライダー

左の画像はトマトは調子良く処理されて

中間スライダーを右側に移動すると、画像全体が暗く、重くつぶれ気味の画像になります。

いますが、バックが飛んでしまい角版画
像としては使えません。
この場合、無理にバックに網点を入
れることで重要なトマトの調子を壊すな
ら、マスク処理やブラシ処理でバックに
網点を入れるべきです。

中間スライダーを左側に移動します。
中間スライダーを左側に移動すると、画像全体が明るく、軽く飛び気味の画像になります。

レッドだけを選択し、網点を残す処理を行います。
中間スライダーを右側に移動します。

ハイライトにある程度網点が残る設定
をし、ハイライトスポイトでバックをク
リックします。
（例：C10%、M5%、Y3% 設定）

角版使用画像の注意点
画像を角版使用する場合は、バックの飛びに注意します。画像を調子良く処理することが重
要ですが、そのためにバックが飛んでしまっては角版画像として使うには不向きです。
この様な場合、RGB の R 部分だけハイライト側に網点を入れる処理や、カラーピッカーで
C 版だけに網点を入れる方法が考えられます。その他には、ハイライトだけトーンカーブで調
整する方法や、バック部分だけブラシ処理を行うなどの方法があります。画像の状態や使用状
況に合わせて選択してください。

バックにも網点が入った画像

画像ガイド Volume 4
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階調補正 [Tone Curves ]
トーンカーブ

ダイナミックレンジを調整するもう一つの機能として、トーンカーブ機能があります。トー

トーンカーブグラフ

ンカーブは難しい機能のように見えますが、慣れると大変便利な機能で、色調補正の基本的な
処理がトーンカーブだけで行えます。

ヒストグラム

トーンカーブとは、入力値（RGB 値）に対する出力値（網点パーセント）を指定すること
中間スポイト

で補正を行う機能です。グラフで表示された、画像のハイライト部・中間部・シャドー部など
を変化させて補正します。この機能は指定したポイントだけでなく、画像をグラフの曲線で調
整するため指定ポイントに隣接する画像も視覚的に変化を想像できるので、滑らかな調子で処

シャドースポイト
メニューの [ イメージ ][ 色調
補正 ][ トーンカーブ ] でト

理できます。トーンカーブ機能を習得すれば自由度の高い画像修正が行えます。
「トーンカーブ」「色相・彩度」
「特定色の選択」の３機能が Photoshop の色調補正の３大機

グラフの単位

ーンカーブ処理が可能です。

ハイライトスポイト

・トーンカーブグラフ
このカーブを動かすことで画像のダイナミックレンジや階調を補正します。
・ハイライトスポイト

能といえます。
各スポイトをダブルクリックすると、カラー
ピッカーが表示され RGB 値や CMYK 値を設
定できます。

画像内のハイライトポイントを指示します。ここで指示した RGB 値よりも高い値の画像部

静岡新聞社のカラー管理ファイルを使用した

分は全て飛びます。基本的には画像内の無彩色を指示します。

場合は、デフォルト値のままで変更する必要

・中間スポイト

はありません。

中間のグレーポイントを指示します。
・シャドースポイト
画像内のシャドーポイントを指示します。ここで指示した RGB 値よりも低い値の部分は全
てマックスの網点になります。基本的には画像内の無彩色を指示します。
・グラフの単位
トーンカーブ表示オプションを押すと [ グラフの単位 ] 設定が表れます。光量とは照度値で、
色材量は網点％値のことです。印刷画像の処理に慣れると最終的な網点％で判断する方が便
利です。通常、RGB 画像は 0 〜 255 の照度値が表示され、CMYK 画像では 0 〜 100 ％の
網点％値が表示されます。照度値と網点％値の表示を逆にするには、「光量（0-255）」また
は「色材量（0-100 ％）
」を選択します。
照度値と網点％値の表示を逆にすると、RGB 画像は 0 が、CMYK 画像は 0 ％が表示窓に表

チャンネルごとの設定もできます。

示されます。
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ため、ハイライトからシャドーまで全ての部分で調子の良いカーブは作れません。

トーンカーブの基礎知識
トーンカーブは、カーブを上下に動かすことで階調修正を行い、ハイライト点とシャドー点
を前後に動かすことでレンジ調整を行います。画像のハイライトからシャドーまで、全ての部

特殊なカーブとして「逆Ｓ字」カーブがあります。このカーブではハイライト側とシャドー
側の調子を出せますが中間の調子が落ちます。

分の修正が行えます。但し、カーブの傾きが少ない部分は、画像の調子が悪くなります。
ハイライト側の調子を良くするカーブ

トーンカーブはカーブを上下に動かすことで階調補正

階調補正

を行います。また、ハイライト点とシャドー点を前後
に動かすことでレンジ補正が行えます。
レンジ補正

オリジナル→修正後

下図のカーブの傾きが大きいほど、全ての濃度域で最も調子良く補正された画像です。しか
し、トーンカーブは画像の一部分だけを補正する機能ではありません。グラフのカーブを使っ

中間の調子を良くするカーブ

て画像全体を補正する機能です。そこで画像の一部分の傾きを大きくすると、他の部分の傾き
が小さくなります。連続するカーブの全てにおいて調子の良い形状のカーブは作れません。
図 2 のトーンカーブは、図 1 のカーブＡを上に持ち上げたのがカーブＢ、下に押し下げた
のがカーブＣです。

（図１）
先ず、カーブＢを見ると「a」

（図２）

は「a'」になりハイライト部分
で傾きが大きくなりましたが、

オリジナル→修正後

「b」は「b'」
、
「c」は「c'」とな
り傾きがやや小さくなりました。

シャドー側の調子を良くするカーブ

このカーブは、ハイライト部分
の調子を良くする補正を行った
カーブです。つまり、画像がや
やハイキー気味で、
ハイライト側に調子がないためハイライト側のカーブを持ち上げています。
次に、カーブＣを見ると「a」は「a''」となり、
傾きがやや小さくなりましたが、
「b」は「b''」、
「c」は「c''」となり、
傾きが大きくなりました。つまりシャドー側に調子を持たせる補正を行っ
たカーブです。このことからやや暗い画像だったことが分かります。
この様に、画像の階調カーブは一部分だけを修正するのではなく連続するカーブで修正する

画像ガイド Volume 4
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レベル補正 [Levels ] ・ 階調補正 [Tone Curves ] まとめ

Chapter1

（１）レンジは短く
ダイナミックレンジの調整ポイントは、
オリジナル画像の不要部分（階調的な）を切り捨て、
レンジを短く設定することです。つまり、絵柄的にハイライトが重要ではない画像なら、ハイ
ライト部分は思い切って切り捨てます。また、キャッチライトを設定すると奥行きのある絵柄
に仕上がるので可能な限りキャッチライト（各色 0％）を設定します。印刷ではシャドー部分
の調子を忠実に再現するのは難しいことです。シャドー部分が重要ではない画像は思い切って
シャドー部分も切り捨てます。

もともとハイライト部の少ない画像は、ハイライト側のレンジを思いっ切り詰めてダイナ
ミックレンジを調整すると効果があります。

（２）ハイライトから中間に調子を
中間部分が多い画像は、見た目が良く安定して見えます。一般的な画像の場合、ハイライト
から中間に調子を持たせ、シャドー部分を犠牲します。印刷はテレビなどと違い、直接光を見
るのではなく、
反射光を見るので光の弱いシャドー部の再現性が難しくなります。そこで、シャ
ドーよりもハイライトや中間に調子を持たせる設定を行ないます。
（３）妥協も重要
レンジ調整と階調補正だけでは、画像内の全てを補正するのは難しい作業です。そこで、無
理に修正し過ぎて逆に画像を壊さないように注意します。
レンジ調整と階調補正は、画像の全体的な補正に留め、後はマスクを使って部分的に補正し
たり、レイヤー機能を使って補正するのが一般的です。
（４）グレーバランスに注意

シャドー部の調子を忠実に再現することは難しいので、シャドー部のレンジを思いっ切り詰め
てダイナミックレンジを調整してあります。

画像補正のポイントは、
「調子」
「レンジ」
「明度」
「彩度」「広告内の複数の画像のバランス
を統一する」など、多くの重点項目があります。
その中でもカラー画像の重要なポイントは「グレーバランス」です。画像内の無彩色のバラ

グレーバランスが崩れている画
像は、
見た目にも落ち着きません。

ンスが整っていると安定して見え、落ち着いた印象を与えます。グレーバランスが狂っている

無彩色のバランスをキッチリ取る

と、調子が良くても色かぶりを連想させ、余り良い印象を与えません。

ことで落ち着きのある画像になり

新聞印刷は用紙が黄色味を帯びているため、グレーバランスは一般印刷とは異なり、C ＞

ます。

M ＞ Y というバランスになります。ここにあげたポイントは、
［レンジ補正］でも［トーンカー
ブ］機能でも共通したポイントです。

16
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Chapter1

ＣＭＹＫ変換 [CMYK Conversion ]
CMYK 変換
画像の修正作業が終了すると、最後の処理として RGB 画像を CMYK 画像に変換します。印
刷画像は、必ず CMYK モードの画像に変換して入稿してください。ここでは静岡新聞社が提
供する Photoshop のカラー管理ファイルを設定してあることを前提に説明します。

CMYK 画像

RGB 画像

色域外カラー警告
CMYK 変換後は、画像を再度確認します。RGB は CMYK よりも色域が広いので、RGB を

CMYK 変換すると画像の色味が変化します。

CMYK に変換した場合、想定していない色味に変わる場合もあり得ます。そこで CMYK 画像
を再度チェックします。
元画像

色域外カラーの確認方法

色域外警告

RGB モードで色域外カラーの確認法は以下の通りです。
①色域外にポインターを合わせると、情報パネルの CMYK 値の隣にエクスクラメーションマー
クが表示されます。
②カラーピッカーとカラーパネルに、三角形の警告アイコンが表示されます。
色域外を選択すると、その色に最も近い CMYK が表示されます。RGB 画像を CMYK モー
ドに変換する段階で、Photoshop は全カラーを自動的に色域に押し込みます。変換オプ
ションによっては、画像の一部が失われる場合があるので、基本的には静岡新聞社提供の
Photoshop 用カラー管理ファイルを設定してください。

色域外警告機能を使うと CMYK 画像に変換した場合の色域部分をハイライト表示します。
この部分については注意が必要です。

CMYK モードに変換する前に、
画像内の色域外カラーを確認したり手動補正が行えます。
「色

元画像

域外警告」コマンドを使用して色域外カラーをハイライト表示できます。

色校正

モニターによる確認
Photoshop の色の校正機能を使えば、指定したプロファイルでモニター表示させて色の確
認が行えます。しかし、モニターのキャリブレーションを正確に整える必要があるので、簡単
なチェック程度の作業に留めます。また RGB 発色のモニターと印刷物の感覚をつかむ慣れも
必要となります。従って、
モニターによる色の確認を行うためには、高品質でキャリブレーショ
ン可能なディスプレーモニタを用意する必要があり、画像処理を専門とする業務以外は行って
いないのが現状です。

先ず始めに、[ 表示 ][ 校正設定 ] メニューで、シュミレーション対象を選択します。CMYK
変換の画像を確認する場合には、[ 作業用 CMYK] を選択します。
次に、[ 表示 ][ 色の校正 ] メニューを選択すると、RGB 画像を CMYK 画像に変換した状態を
確認できます。

画像ガイド Volume 4
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Chapter1

ＵＳＭ [Unsharp Masking ]
USM( アンシャープマスク）
ほとんどの画像は、シャープネス処理を行えば画質が向上します。特に、印刷画像は、シャー
プネス処理を行わないと眠くつぶれた画質になります。静岡新聞社は 2011 年 5 月から高精

フィルターメニューからシャープの中のアンシャープマスクまたはス

細 AM スクリーン印刷を実施していますが、高精細になった分、画像のエッジ幅もより精細

マートシャープを選択します。

になったためシャープ感が弱まった印象を与え、シャープネス処理の重要度が増しました。
Photoshop で効果的に画像をシャープにする方法は、アンシャープマスクやスマートシャー
プ機能です。Photoshop には、この他にも「シャープ」
「シャープ（強）
」
「シャープ（輪郭のみ）
」
がありますが、これらは自動設定なので任意に調整することはできません。
アンシャープマスク （USM)
アンシャープマスクは画像のエッジにコントラストを付ける機能ですが、エッジを検出して
処理する機能ではありません。指定した「しきい値」に基づき周囲のピクセルと比較して処理
します。隣接するピクセルで、明るいピクセルはより明るく、暗いピクセルはより暗くします。
①メニューの [ フィルター ][ シャープ ][ アンシャープマスク ] を選択します。
オプションの [ プレビュー ] にチェックが入れるとシャープネス効果を常に確認できます。
プレビューの画像をクリックすると、処理前の画像を確認できます。プレビューをドラッグ
すれば別箇所を調べたり、プラス（＋）やマイナスのボタン（−）で拡縮できます。
②量スライダーをドラッグするか値を入力して、シャープネス量を調整します。

アンシャープマスクには「量」
「半径」
「し

プレビューをクリックすると処理前の画像が

静岡新聞社の基本適用量は、標準的な画像で 200 を中心に前後 50 程度です。この数値を

きい値」の３つのオプションがあります。

確認できます。
また、
ドラックしてプレビュー

目安に画像の状況に応じて調整します。

この量を調整しシャープネスを決定します。

画像を動かすことも可能です。

③半径スライダーをドラッグするか値を入力して半径を決めます。
値が低いとエッジピクセルだけがシャープになり、 高いと広範囲のピクセルまでシャープ
になります。静岡新聞の基本適用量は、標準的な画像で 1.0 〜 2.0 です。この数値を目安に
画像に応じて調整します。
④しきい値スライダーをドラッグするか値を入力します。

静岡新聞社
アンシャープマスクフィルター基本的適用量
標準的な画像を基準としてデータです。

周囲のピクセルとの差が、設定値を超えると対象となるエッジピクセルだと判断します。

画像の状況に応じ、 下記数値を目安に微調整します。

例えば、しきい値が 5 の時、5 以上差がある全てのピクセルに効きます。静岡新聞社の基本

【量】 ＝ 150 ～ 250％

適用量は標準的な画像で２〜 20 です。この数値を目安に画像の状況に応じて調整します。

【半径】 ＝ 1.0 ～ 2.0

Photoshop の推奨値も 2 〜 20 です。その理由は、肌色などにノイズやポスタリゼーション

【しきい値】 ＝ 2 ～ 20

が生じることを避けるためです。初期値は 0 ですが、0 だと全てのピクセルに機能します。

18
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Chapter1

ＵＳＭ [Unsharp Masking ]
スマートシャープ
スマートシャープは、アンシャープマスクにはないコントロールができます。シャープアル
ゴリズムの設定やハイライトやシャドーといった領域ごとの設定が行えます。
①メニューの [ フィルター ][ シャープ ][ スマートシャープ ] を選択します。
②「シャープ」タブのコントロールを設定します。
・シャープネス量の設定です。
・半径の設定。
値が多ければエッジの影響範囲が広くなりシャープが増加します。
・除去画像をシャープにするシャープアルゴリズムの設定。
「ぼかし（ガウス）
」は、アンシャープマスクでも使われる方法です。

シャープネス処理後の画像
シャープネス処理前の画像
画像がシャープになり、明らかにコントラストも良くなります。印刷画像は必ずシャープネ
ス処理を行なってください。

「ぼかし（レンズ）
」は、画像のエッジとディテールを検出し、ディテールのシャープさを精
細に制御してシャープ処理で起こるハロー効果を減少させます。

シャープネスをディスプレイモニタで確認する時

「ぼかし（移動）
」は、カメラや被写体の動きに伴うぼかし効果を減少させます。角度コント

には、
必ず画像表示を 100％で確認してください。

ロールも設定します。

表示倍率が異なると正確なシャープネス量を確認

角度除去コントロールの
「ぼかし
（移動）
」
オプションで、ぼかしの角度を設定します。精細ファ

できない場合があります。

イルの処理時間を長くし、ぼかし効果をより正確に除去できます。
③詳細ボタンを押すと、
「シャドー」と「ハイライト」の各領域の設定を行うことができます。
タブを使い暗い領域と明るい領域のシャープさを調整します。このタブを表示するには、
「詳

メニューから [ フィルター ][ シャープ ][ スマートシャープ ] を選択し
ます。

細」ボタンをクリックします。
◇補正量・階調の幅・半径の設定
補正量は、ハイライトまたはシャドーのシャープの補正量を設定します。
階調の幅を調整すると修正するシャドーまたはハイライト内の色調の範囲を設定できます。
スライダーを左右に移動して、階調の幅の値を増減します。小さい値を入れると、シャドー
補正では暗い部分だけに、ハイライト補正では明るい部分だけに機能します。
つまり、色調のどの範囲にシャープネス処理を掛けるのかというレンジ幅を設定します。

スマートシャープでは、ハイ

半径の設定は、ピクセルがシャドーとハイライトのどちらに含まれるかを判断します。各ピ

ライトやシャドーごとに範囲を

クセルの周りの領域のサイズを設定します。
スライダーを左に移動すると領域が小さくなり、

限定してシャープネスを機能さ

右に移動すると領域が大きくなります。

せることができます。また、そ
の範囲も任意で調整することが
可能です。

画像ガイド Volume 4
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Chapter1

網点総量確認 [Check Total Area Coverage ]
網点総量 （インキ総量） の確認
静岡新聞社が提供する Photoshop 用カラー管理ファイルを Photoshop のカラー設定で設定

メニューから [ イメージ ][ 色調補正 ][ 特定色域の選択 ] を選び

すると、RGB 画像を CMYK 画像に変換した時点で、網点総量は静岡新聞社の入稿規定に合致

ます。

した画像に変換されます。
ここでは、既に CMYK モードになっている画像の網点総量の確認方法と調整方法を紹介し
ます。

必ず「情報ボックス」で網点総
量を確認しながら作業してくだ
さい。

網点総量 （インキ総量） の確認と修正作業
①始めに情報ボックスで画像の網点総量を確認します。
「Σ」が網点総量です。
画像全体の墨部分をクリックすることにより、その箇所の網点総量を確認します。
② [ 特定色域の選択 ] メニューを選択し、ブラック系を選択します。
③ CMYK の各色を減少させ網点総量を調整します。

静岡新聞社の入稿規定
【インキ総量は２４０％以下】

[ 特定色域の選択 ] ダイアログボックスで [ ブ

ブラック系の各色を減少させるとブラック

ラック系 ] を指示します。

系の色のみから網点総量が減少します。

インキ総量調整前

インキ総量調整後

各色のパーセントも網点総量も規定値外で

網点総量は静岡新聞社の規定値 240％以内

す。

になりました。

シアン＝網点６５％、 マゼンタ＝網点６０％
イエロー＝網点６０％、 ブラック＝網点５５％
但し、 黒部分の面積の多い画像については、 ２２０％程度に
なるように設定します。
基本的には静岡新聞社が提供する Photoshop 用カラー管理
ファイルを設定します。 このデータを設定することで、 RGB 画
像を CMYK 画像に変換すれば網点総量は規定値以内になり
ます。
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Chapter2

モノクロ画像 [Black and White Photography ]

元画像

モノクロ写真の処理
モノクロ画像の処理手順も、基本的にはカラー画像の流れと変わりませんが、初めに RGB
画像をグレースケールに変換してから作業する方法と、ある程度、RGB 画像の状態で調子を
整えた後に、グレースケールに変換し、更に微調整を行う方法の２通りの方法があります。
モノクロ画像に変換

RGB 画像の状態でレベル
補正や色調補正を行い、
画像の状態を整えます。

モノクロ画像処理のポイント
①グレースケールに変換して画像の調子を整えても余り良い結果が得られない画像の場合は、
RGB 画像の状態でレンジの調整や階調補正、色調補正などを行います。
その後、グレースケールにモードに変換すると良い画像に仕上がる場合があります。グレー
スケールに変換後は、再度、グレースケール画像で微調整します。
②レンジ調整や階調補正にはトーンカーブを利用し、ハイライトとシャドーにリミッターを効
かせるとモノクロ画像は見やすい画像に仕上がります。また、極端に品質が悪い画像は、リ

モノクロ画像の状態でレ
ベル補正やトーンカーブ
で補正処理します。

ミッターを効果的に使うことで画像の補正が効果的に行えます。
③リミッターは、ハイライトの最小点は３％、シャドーの最大点は 85％に設定します。

モノクロ画像
に変換

④モノクロ画像は、カラー画像とは違い明度だけで構成される画像です。そこでレンジの調整
と階調補正が非常に重要になります。
モノクロ画像に変換後、
再度、画像の状態を整
えます。

シャドー
のリミッター

リミッター処理を行ないます。
ハイライト
リミッター
完成モノクロ画像
リミッターとは、例えばシャドーの入力値が 90 の場合には、その個所を 85％に設定すると
90 以上は全て 85％になるように直線的なトーンカーブにすることです。
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Chapter2

特色画像 [Spot color ]
特色広告画像

元の RGB 画像

特色広告とは、プロセスカラー以外の特色インキを使用した広告のことです。通常、この広
告は墨版と特色版の２版で制作しますが、静岡新聞社の入稿規定では特色広告は CMYK モー
ドの C 版と墨版で制作する規定になっています。つまり、特色版は C 版で作ります。
この時の制作方法は、例えば Adobe Illustrator で広告を制作する場合の書類設定は、必ず
プロセスカラーの CMYK モードにし、特色は必ず C 版で制作します。従って、広告データは
墨版とＣ版で作られたデータとなり、M 版と Y 版には何もデータが無い広告です。
特色画像の作成
RGB 画像から特色画像を作成する場合には、一度、RGB 画像をグレースケール画像にモー
ド変更し、その後 CMYK 画像にモード変更します。
① RGB 画像は RGB の状態で、レンジ調整や階調補正を行い画像の調子を整えます。

グレースケールモードに変換し、レンジ調整など
画像の調整を行います。

② RGB 画像をグレースケールにモード変換します。
③グレースケール画像を今度は CMYK 画像にモード変更します。CMYK に全く同等のグレー
スケール画像が出来上がります。
④ CMYK 画像の M 版とＹ版をトーンカーブで全て０％にします。
⑤ C 版と墨版の調子を整えます。
特色広告制作時の注意事項
①特色広告の特色版は必ず C 版で制作してください。
②弊社ではカラー広告の場合には、確認用カラープルーフを返却していますが、特色広告の場
合には擬似的に特色インキに似せた発色でプルーフ出力します。実際の印刷とは色味が異な
りますので注意してください。

静岡新聞社の Photoshop 用カラー管理ファイルが設定されてい
る場合は、C 版をそのまま特色画像として使用します。
完成した特色画像（CMYK モード）

特色インキは、プロセスインキの組み合わせでは再現できない発色のインキです。従って、
弊社のカラープルーフでは正確な特色インキの再現は行えませんので、予めご了承ください。

M 版チャンネルと Y 版チャンネルを選択し、それ
ぞれトーンカーブ機能で 0％に設定します。
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Chapter2

ダブルトーン画像 [Duotone ]
ダブルトーン画像

③

ダブルトーンの画像は、必ず CMYK モードで制作します。ここでいうダブルトーンとは、
色版が全く同じ調子の画像で、CMY のいずれかが無い画像とは違います。静岡新聞社の入稿
規定では、単色広告には「見た目、一色」という規定があり、ダブルトーン画像もこの規定に
沿った制作を行うことになります。
グレースケール画像を CMYK 画像に変換します。
グ レ ー ス ケ ー ル 画 像 が CMYK 画 像 に な り ま し た が、 静 岡 新 聞 の

ダブルトーンの作成

Photoshop 用カラー管理ファイルが機能した CMYK 画像になります。

ここでは静岡新聞の Photoshop カラー管理ファイルが設定されていることを前提に、ダブ
ルトーン画像の作成方法を説明します。
（例）広告は M ＋ Y の着色広告。この広告に Y 版と M 版のダブルトーン画像を配置したい。
RGB 画像からダブルトーンの画像を作成する方法を説明します。
① RGB 画像をグレースケールモードに変換します。

④

②グレースケールモードで、画像のダイナミックレンジや階調を補正します。
③ CMYK モードに変換します。
④ M 版と Y 版画像をトーンカーブで削除します。
⑤ C 版を M 版と Y 版にコピーします。
⑥ C 版画像をトーンカーブで削除します。

M チャンネルと Y チャンネルそれぞれを選択し、トーンカーブで画像を０にします。

①

M と Y チャンネルに画像の無い CMYK 画像ができます。
⑤

M と Y チャンネルに C 版
をコピーします。

元の RGB 画像
②
⑥

RGB 画像をグレースケールに変換し、ダイナミックレンジや階調を調整します。
C のチャンネルを選択し、C 版の画像を 0 にします。M と Y が同等のダブルトーン画像が完
成しました。
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Chapter2

モアレ対策 [moire ]
モアレ対策
シャープフィルター処理を行なうと、どうしてもノイズが発生する画像は、スマートシャー
プ機能で解決できる場合がありますが、
それでも良い結果が得られない画像や、印刷物をスキャ
ンニングしモアレや網点が目立つ画像の対策を紹介します。
ノイズが多く目立つ画像
シャープネスを効かせるとノイズが目立ち、最適な輪郭強調の効果が得られない画像は、元

Lab 表示

画像を Lab モードに変換して L 値だけにシャープを効かせます。
①［イメージ］
［モード］で［Lab カラー］を選択します。
② Lab カラーの L チャンネルを選択します。
③
［フィルター］
メニューから
［シャープ］
［アンシャープ

マスク］を選択しシャープフィルター

を効かせます。
印刷物の網点消去
Photoshop で網点を消去する代表的な方法を紹介します。但し、印刷物を原稿として扱う
場合は、最終出力の走査線と干渉して発生するモアレもあり、この方法だけでは対応できない
こともあります。

L チャンネル

a チャンネル

b チャンネル

ノイズが出てしまい、スマートシャープでも対応できない画像は、Lab モードの L チャンネ
ルだけにシャープ処理する方法もあります。

①印刷物をスキャンする時に、使用サイズの２倍以上の大きさでスキャンニングします。
この時の解像度はモアレが発生しない高解像度を選択します。また、どうしてもモアレが発
生する場合は、印刷物をスキャンニングする時に、角度を変えてスキャンニングします。入
力走査線と干渉する場合は、印刷物をスキャンニングする時に色々な角度を試します。
②スキャンニングした原稿画像を Phoshop で読み取ります。
スマートシャープでハイライトやシャドーの範囲を指定して画像の状態を確認します。
この方法でも効果が無い場合は［フィルター］
［ぼかし］［ぼかし］を実施します。
更に、効果が得られない場合には、
［フィルター］
［ぼかし］［ぼかし（ガウス）］や、［フィ
ルター］
［ノイズ］
［ダスト＆スクラッチ］を選択して網点をぼかします。
ぼかしすぎには注意します。部分的に処理が必要な場合は、ブラシを選択して処理する方法
もあります。

印刷物の網点モアレの消去は画像をぼかして試します。
それでも効果が得られない場合には、ぼかし（ガウス）やダスト＆スクラッチを試します。
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