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P2

デジタルカメラの高機能化に伴い、印刷原稿としてデジタルカメラ画像データの入稿が増加しています。

しかしデジタルデータになったことで、従来のポジフィルム等ではなかったトラブルも発生しております。

今回、より品質の高い印刷物をご提供するため、弊社に入稿頂いているお客様向けに、最適なデジタルカ

メラデータ入稿のガイドラインを提案させていただくことにいたしました。御一読の上、このガイドライン

に沿った入稿にご協力くださいますようお願いいたします。なおこのガイドラインは弊社の作業環境を元に

して作成しておりますので、他社の入稿仕様とは異なる場合がございますことをあらかじめご了承下さい。

参考文献

ワークスコーポレーション「図解カラーマネージメント実践ルールブック」

日本広告写真家協会 「印刷入稿のためのRGB画像運用ガイドブック2004年度版」

「RGBワークフローガイド2007」

はじめに

ご注意
このガイドラインは、弊社でRGB→CMYK変換を前提としたものですが、お客様で色調を保証できる

場合は、CMYK変換後（画像に関して完全データ入稿）も問題ございません。ただし、印刷条件の違い

により、色調が変わる場合がございます。気になる場合は色見本を添付することをおすすめします。
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◆デジタルカメラデータ入稿のガイドライン

■可能な場合、デジタルカメラの色空間は「AdobeRGB」に統一する

■カラーモードはRGBのまま、カラープロファイルを必ず埋め込む

■画像解像度は72dpi→350dpiへ変更・統一する

■使用サイズに合わせたリサイズ処理を行う

■画像形式は.EPS/JPEG最高画質（圧縮形式）が望ましい

修正が多い場合は.PSD、もしくは.TIFを推奨

■入稿情報として、カラープロファイル情報、リサイズの有無、画像点数等を明記する

■使用しない画像データは入稿しない

デジタルカメラの色設定は
「AdobeRGB」に統一して撮影

RGBモードのまま
解像度72dpi→350dpiへ変換
カラープロファイルは埋め込む

使用サイズにリサイズ処理
RGBモード／350dpi
EPS／JPEG最高画質圧縮
カラープロファイルは埋め込む

入稿情報を明記して入稿

弊社で適切なCMYK変換と
シャープネス処理

カメラマンの方は
「AdobeRGB」に統一して撮影

RGBモードのまま
解像度72dpi→350dpiへ変換
カラープロファイルは埋め込む

おおまかなサイズにリサイズ処理
RGBモード／350dpi
EPS／JPEG最高画質圧縮
カラープロファイルは埋め込む

アタリ画像で
レイアウト作成

入稿情報を明記して入稿

弊社で適切なCMYK変換と
シャープネス処理・画像差替

撮　影

補　正

レイアウト

リサイズ

入　稿

画像処理

撮　影

補　正

入　稿

画像処理

ワークフロー1（画像差替なし） ワークフロー2（弊社で画像差替）

レイアウト 本画像

上図ワークフローは、短納期かつ高品質を実現するためのワークフロー例です。
お客様の環境によっては、対応できない場合もあると思われますので、担当営業までご相談下さい。
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◆デジタルカメラの色空間（カラースペース）について

AdobeRGBは、sRGBに比べて大きな色域をもっており、印刷の色再現

域とのバランスから考えると、現在もっとも印刷に適したカラースペース

です。通常のデジタルカメラはsRGBを基本としておりますが、デジタル

カメラの中にはAdobeRGBを設定出来る機種もあります。可能であれば、

全てAdobeRGBでの撮影をお願いします。またsRGBでも、AdobeRGB

でも必ずカラープロファイルの埋め込みをお願いいたします。

カラープロファイルについて
カラープロファイルとは、撮影時のカラースペースが何であったかを示す唯一の情報です。プロファイルが

正しく埋め込まれていないと、カラースペース情報が不明となるため、画像を開くたびに色が変化する恐れ

があります。これがデジタルカメラデータを入稿して、色が大きく変わって出力される原因です。

AdobeRGBで撮影された画像を
AdobeRGBで開いた場合

AdobeRGBで撮影された画像をsRGBで開いた場合

誤ったプロファイルで開くと色が変化します。
Photshopのカラー設定が重要となります。

プロファイルが埋め込まれていないため、正
しいカラースペースが分からない。この場合、
色域の広いAdobeRGBで開いたとしても、色
は変化してしまう。
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◆Photshopのカラー設定（ver.7／CS／CS2／CS3）

まずPhotshopのバージョンは7以降をご使用下さい。6以前のバージョンはカラープロファイル等を正し

く扱えないため、デジタルカメラデータの扱いには向いておりません。またバージョン6以降でも、最新の

デジタルカメラで撮影されたプロファイルを読み込めない場合がありますので、PhotshopCS以降をおす

すめします。

Photoshop7の場合、デフォルトで用意されている「プリプレ
ス用-日本」の設定を選択します。そして、CMYK設定のみを

「Japan Standard V2」→「Japan Web Coated(Ad)」へ変更し
てください（設定名が「カスタム」へ変更されます）。これで
最適なカラー設定となります。
なお「Japan Web Coated(Ad)」のプロファイルがない場合は、
Adobe社ホームページよりダウンロード可能です。

( M a c )
http://www.adobe.co.jp/support/downloads/1331.html
( W i n )
http://www.adobe.co.jp/support/downloads/1330.html

PhotshopCS／CS2／CS3の場合、デフォルトで用意されている
「日本 - 雑誌広告用」を選択すればOKです。

ご注意
上記設定であっても、デジタルカメラの機種によっては、埋
め込まれているプロファイルを正確に読み込めない場合があ
ります。その場合は、まずカメラマンの方に、使用したプロ
ファイルを確認します。そしてそのカラースペースをRGB設
定で選択し（左図ではAdobeRGB）、カラーマネージメント
ポリシーのRGB設定を「作業用RGBに変換」に変更します。
こうすることでプロファイルが読み込めなくても、正しいプ
ロファイル設定で画像を開く事が出来ます。
し か し 誤 っ て 色 が 変 更 さ れ る 恐 れ も あ り ま す の で 、
PhotshopCS以降での作業をおすすめいたします。

カラー設定:PhotshopCS／CS2／CS3の場合

カラー設定:Photshop7の場合
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正しいカラー設定にした場合、プロファイルが「AdobeRGB」であれば警告が出ることなく開きます。

警告が出るのは下記の場合です。

なお、前述の通りPhotshop7以前の場合、プロファイルが埋め込まれているにもかかわらず「プロファイ

ルなし」の警告が出る場合があります。その場合はCS以降を使用するか、プロファイルをカメラマンの方

に確認の上適切なプロファイルを指定して開く必要があります。

◆Photshopでの画像の開き方

プロファイルが埋め込まれていないため、正しいカラースペースが分かりません。カメラマンの
方に確認して、正しいプロファイルを指定してください。確認が出来ない場合は、より色域の広
いAdobeRGBで開くのも一つの方法です。

狭い色域で開いた場合、大きく色が変わってしまったり、トーンジャンプなどが発生する
場合があります。

この場合は、sRGBで開く必要があるので、「作業用スペース（つまりAdobeRGB）
の代わりに埋め込みプロファイル（つまりsRGB）を使用」を選択してください。

画像に「AdobeRGB」以外のプロファイルが埋め込まれている

プロファイルが埋め込まれていない

（ ）
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◆リサイズとシャープネス 1

画像解像度について
デジタルカメラの解像度が高くなるにしたがい、撮影直後の画像データサイズはかなり大きなものになって

います。72dpiの解像度で、画像サイズが1m×1.5mというものも珍しくありません。しかしここまで大

きいサイズでは、適切な画像補正やレイアウト作業にも支障があります。そこでまず解像度は印刷に必要な

350dpiへの変更をお願いいたします。

しかし、これでもまだ使用サイズとして大きすぎることもあります。レイアウトソフト上で自由に縮小でき

ますが、あまりにも縮小した場合、写真のシャープネスが不足し、ぼやけた画像になってしまいます。

これが一般的にデジタルカメラデータのシャープネスが不足して出力される原因です。

画像サイズは大きいもので、解像度72dpi、横1m、
縦1.5mというサイズになっています。

「画像の再サンプル」のチェックを外して、解像
度を350dpiへ変更します。これによりデータ容
量はそのままで、画像サイズのみ約A4サイズの
大きさになります。

350dpiの画像をリサイズして配置したもの
適切なシャープネスがかかっている

350dpiの画像を25％で配置したもの
画面上では適切だったが、レイアウト上で縮
小されているため、シャープネスが不足する。
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リサイズについて
シャープネス不足にならないようにするためには、画像サイズを適切な使用サイズへリサイズする必要があ

ります。使用サイズで貼り込みが基本ですが、画像点数が多い場合はかなりの手間となります。

そこで提案として、おおまかに3種類のサイズにリサイズすることをおすすめいたします。

例として、A4の紙面であれば、A4サイズを「大サイズ」、その半分を「中サイズ」、その半分を「小サイズ」

としてリサイズすることで、弊社で適切な画像サイズとシャープネスを設定することが出来ます。

画像保存形式
入稿の際の画像保存形式ですが、「EPS形式（Jpeg最高画質圧縮）」をおすすめいたします。印刷の最終デ

ータ形式であるEPS形式で、かつ画質の劣化の少ない「Jpeg最高画質圧縮」を行うことで、ファイルサイ

ズが劇的に減少し、データのコピー時間なども短縮できます。また入稿後の作業もスムーズに進行するため、

納期短縮へつながります。ただし、画像修正を何度も行う可能性があれば、.PSD、もしくは.TIF形式での

保存をおすすめします。

なおプロファイルの埋め込みは必ず行って下さるようお願いいたします。

◆リサイズとシャープネス 2

別名保存→PhotshopEPS形式で保存します。カラープロファイルの埋め込みは必ずチェックします。
EPSオプションのエンコーディングは「JPEG-最高画質（低圧縮率）」を選択して下さい。

貼り込み倍率が100％でなくても、ある程度の拡大縮小
は許容されます。このようなリサイズ設定をしていただ
ければ、弊社で適切なシャープネス設定が可能です。

大サイズ 中サイズ 小サイズ

横20cm

横10cm

横5cm
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Photshopの自動処理について

バッチ処理
これら一連の画像処理を1つ1つ行うのは非常に効率が悪いので、Photshopのバッチ処理機能を使用する

ことをおすすめいたします。バッチ処理機能はまず一定の操作をアクションとして保存し、そのアクション

を複数の画像に対して実行する機能です。

例として、カメラマンの方から72dpiで画像が支給された場合、

□350dpi変換→使用サイズにリサイズ→プロファイル埋め込み・EPS/Jpeg最高画質で保存

というアクションを作成することで一括処理が可能です。ただし、この場合カラープロファイルが統一され

ている事が前提となります。

ドロップレット
バッチ処理の設定を保存し、ファイルをドラッ

グ＆ドロップするだけでアクションを実行出来る

のがドロップレットです。毎回使うアクションは

ドロップレットにしておくと便利です。

バッチ処理を行うには「ファイル」→「自動処理」→
「バッチ」から設定します。右の設定画面が出るので、
処理したいフォルダと、アクションを選択します。

「カラープロファイル削除警告」は必ずチェックをして
ください。チェックを外すと毎回プロファイル警告が出
てしまいます。実行後は特定のフォルダに保存するよう
に設定し、「別名で保存コマンドを省略」に必ずチェッ
クをしてください。

ドロップレットを作成するには「ファイル」→「自動処
理」→「ドロップレットを作成」から設定します。右の
設定画面が出るので、処理したいアクションを選択しま
す。ドロップレットに名前をつけて保存しますが、アク
ションと同じ名前をつけた方が分かりやすいです。その
他はバッチ処理と同じです。
保存したドロップレットにファイルをドラッグして使用
してください。
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その他のよくあるご質問

デジタルカメラデータ入稿仕様書について

Q：プロファイルの意味がよく分かりません
プロファイルについては、カメラマンの方にこのガイドラインを読んで頂く必要があります。そして「可能

であれば印刷に適した「AdobeRGB」で撮影すること」「機種によっては「sRGB」でしか撮影出来ない場

合もありますが、いずれにせよカラープロファイルは必ず埋め込むこと」を守っていただければ、スムーズ

に進行可能です。(ICC profile：国際カラーコンソーシアムによる色再現に関する取り決め）

Q：必ずリサイズしないといけないのですか？
リサイズを行ってから入稿していただけると、データサイズ削減によって作業時間が短縮でき、また適正な

シャープネスをかけられることで高品質の印刷物をご提供できます。しかし、お客様のPCの環境やスケジ

ュール等で難しい場合も考えられますので、その場合は元のデータをそのまま入稿していただいて結構です。

ただしリサイズ処理等が発生しますので、納期はある程度余裕をもっていただくことをお願いいたします。

Q：アクションやバッチ処理がよく分かりません
Photshopの自動処理の詳細については、インターネットなどでもさまざまな情報が得られます。

※「Photoshop バッチ処理」等で検索すると、方法を詳しく解説したサイトがいくつもあります。

弊社でも、技術的なサポートをいたしますのでご希望がございましたら、担当営業までご相談下さい。

Q：モニタで見た色と印刷物の色が合わないのですが…
まず使用するアプリケーションの正しい設定を行い、次にモニタの調整（キャリブレーション）を行います。

そして印刷物を確認する環境（明かりなど）を整えることで、かなり近づけることができます。

キャリブレーションに必要なツール類は10万円程度から導入可能ですので、詳しくはご相談下さい。

その他ご不明な点がございましたら担当営業までご連絡下さい。

また弊社ホームページでもガイドブックの内容を掲載しておりますので、ご確認下さい。

［ホームページURL http://www.sankyo-g.co.jp ］

このガイドラインは、あくまでデジタルカメラで撮影した画像データから、より品質の高い印刷物をご提供

するための一例です。したがいまして、お客様の環境によっては対応出来ない部分もあると思います。そこ

で弊社へ入稿後の作業がスムーズに進行するために、デジタルカメラデータの入稿に際しては、右ページの

入稿仕様書へデータ内容の記載をお願いいたします。　※コピーしてお使い下さい。



画像点数　　　　： （　　　　　）点

レイアウト画像　：　□アタリ画像を貼り込み　　□デジタルカメラ実画像を貼り込み

リサイズの有無　： □有（100％原寸）　□有（数種にリサイズ）　□無（三共でリサイズ）　

画像保存形式　　： □EPS／JPEG最高画質圧縮　　　　□JPEG □PSD □TIFF

画像解像度 ： □72dpi □350dpi □その他（　　　　　　dpi）　　

プロファイル形式： □AdobeRGB □sRGB □その他（　　　　　　　　）

プロファイル埋込 ：　□有　　□無→（プロファイル指定 :　　　　　　　　　　　　　　）

デジタルカメラデータ入稿仕様書

※プロファイルの指定がない場合、全てAdobeRGBで処理いたします。その場合、色が変化する恐れがありますことをご了承下さい。

三共グラフィック㈱
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