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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。
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1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。
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画素濃度値

画素数

画素濃度値

算出した濃度ヒストグラムの分布範囲を調査し、
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画素濃度値
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カラー印刷を行う場合、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、
ブラック（Ｋ）の４種類のインクを使う。
ＣＭＹの３色を合わせると黒になるため、３色成分を黒に置き換える
処理がＵＣＲ（下色除去）である。

画素濃度値

ＵＣＲ処理前の画素値

250

200

150

100

50

0
C       M       Y        K

画素濃度値

ＵＣＲ処理後の画素値

250

200

150

100

50

0
C       M       Y        K

［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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（３）
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データ変換

多値画像 多値画像

二値カラー画像

ターゲットプロファイル：出力結果を模倣したい印刷機のプロファイル
デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル
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ターゲット
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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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林　克美

● NSG事業部　メディアソリューションセンター
　メディアソリューション営業部長
● 新聞社向けシステムの企画、提案業務に従事
● Ifra-NAA AdsMLコンソーシアム 運営委員(2004～2009)
● 日本新聞製作技術懇話会　企画委員

　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は

参考文献

[1]田村秀行編著：コンピュータ画像処理，p336,オーム社，(2002)

2.  基本となる二値画像処理技術
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。
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［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル
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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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HAYASHI Katsumi

林　克美

● NSG事業部　メディアソリューションセンター
　メディアソリューション営業部長
● 新聞社向けシステムの企画、提案業務に従事
● Ifra-NAA AdsMLコンソーシアム 運営委員(2004～2009)
● 日本新聞製作技術懇話会　企画委員

　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は

参考文献

[1]田村秀行編著：コンピュータ画像処理，p336,オーム社，(2002)

2.  基本となる二値画像処理技術
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。
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［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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【網点生成索引テーブル】

【網点パターン（網点形成順）】

［多値画素］ ［網点生成パターン］ ［二値画素］
（網点化処理結果）

網点形成順
比較値（閾値）
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（１）
二値→多値
画像変換

（２）
プロファイル
変換

（３）
プリント出力
データ変換

多値画像 多値画像

二値カラー画像

ターゲットプロファイル：出力結果を模倣したい印刷機のプロファイル
デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル

ターゲット
プロファイル

ターゲット
プロファイル
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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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HAYASHI Katsumi

林　克美

● NSG事業部　メディアソリューションセンター
　メディアソリューション営業部長
● 新聞社向けシステムの企画、提案業務に従事
● Ifra-NAA AdsMLコンソーシアム 運営委員(2004～2009)
● 日本新聞製作技術懇話会　企画委員

　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は

参考文献

[1]田村秀行編著：コンピュータ画像処理，p336,オーム社，(2002)

2.  基本となる二値画像処理技術
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。
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カラー印刷を行う場合、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、
ブラック（Ｋ）の４種類のインクを使う。
ＣＭＹの３色を合わせると黒になるため、３色成分を黒に置き換える
処理がＵＣＲ（下色除去）である。

画素濃度値

ＵＣＲ処理前の画素値

250

200

150

100

50

0
C       M       Y        K

画素濃度値

ＵＣＲ処理後の画素値

250

200

150

100

50

0
C       M       Y        K

［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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【網点生成索引テーブル】

【網点パターン（網点形成順）】

［多値画素］ ［網点生成パターン］ ［二値画素］
（網点化処理結果）

網点形成順
比較値（閾値）

C M
Y K

（１）
二値→多値
画像変換

（２）
プロファイル
変換

（３）
プリント出力
データ変換

多値画像 多値画像

二値カラー画像

ターゲットプロファイル：出力結果を模倣したい印刷機のプロファイル
デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル

ターゲット
プロファイル

ターゲット
プロファイル
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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。
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1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。
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①地紋見出しカット
システム

新聞
紙面

④Postscript RIP

印刷用
紙面
データ

⑥ハードプルーフ
システム

　ソフトプルーフ
システム

紙面編集システム：記事、写真、広告原稿を集めて
紙面を編集するシステム

広告入稿システム：広告原稿を紙面編集システムに
入力するシステム

印刷センター （注）プルーフシステムは印刷センターで使用される場合がある

写真 記事

画素数

画素濃度値

画素数

画素濃度値

算出した濃度ヒストグラムの分布範囲を調査し、
分布範囲を0～255の範囲に広げる

画素数

画素濃度値

処理前の画像と濃度ヒストグラム

処理後の画像と濃度ヒストグラム

UCR処理

カラー印刷を行う場合、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、
ブラック（Ｋ）の４種類のインクを使う。
ＣＭＹの３色を合わせると黒になるため、３色成分を黒に置き換える
処理がＵＣＲ（下色除去）である。

画素濃度値

ＵＣＲ処理前の画素値

250

200

150

100

50

0
C       M       Y        K

画素濃度値

ＵＣＲ処理後の画素値

250

200

150

100

50

0
C       M       Y        K

［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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【網点生成索引テーブル】

【網点パターン（網点形成順）】

［多値画素］ ［網点生成パターン］ ［二値画素］
（網点化処理結果）

網点形成順
比較値（閾値）

C M
Y K

（１）
二値→多値
画像変換

（２）
プロファイル
変換

（３）
プリント出力
データ変換

多値画像 多値画像

二値カラー画像

ターゲットプロファイル：出力結果を模倣したい印刷機のプロファイル
デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル

ターゲット
プロファイル

ターゲット
プロファイル
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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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林　克美

● NSG事業部　メディアソリューションセンター
　メディアソリューション営業部長
● 新聞社向けシステムの企画、提案業務に従事
● Ifra-NAA AdsMLコンソーシアム 運営委員(2004～2009)
● 日本新聞製作技術懇話会　企画委員

　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は

参考文献

[1]田村秀行編著：コンピュータ画像処理，p336,オーム社，(2002)

2.  基本となる二値画像処理技術
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。
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入力するシステム

印刷センター （注）プルーフシステムは印刷センターで使用される場合がある
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画素数

画素濃度値
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［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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画像変換

（２）
プロファイル
変換

（３）
プリント出力
データ変換

多値画像 多値画像
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ターゲットプロファイル：出力結果を模倣したい印刷機のプロファイル
デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル
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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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林　克美

● NSG事業部　メディアソリューションセンター
　メディアソリューション営業部長
● 新聞社向けシステムの企画、提案業務に従事
● Ifra-NAA AdsMLコンソーシアム 運営委員(2004～2009)
● 日本新聞製作技術懇話会　企画委員

　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は

参考文献

[1]田村秀行編著：コンピュータ画像処理，p336,オーム社，(2002)

2.  基本となる二値画像処理技術
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。

広告会社 広告主

広告
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印刷センター （注）プルーフシステムは印刷センターで使用される場合がある
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画素濃度値
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画素濃度値
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［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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【網点パターン（網点形成順）】

［多値画素］ ［網点生成パターン］ ［二値画素］
（網点化処理結果）
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（１）
二値→多値
画像変換

（２）
プロファイル
変換

（３）
プリント出力
データ変換

多値画像 多値画像

二値カラー画像

ターゲットプロファイル：出力結果を模倣したい印刷機のプロファイル
デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル

ターゲット
プロファイル

ターゲット
プロファイル
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  新聞制作システムの画像処理技術について

 林　克美

個別論文

概要
　新聞紙面には記事の他に、地紋見出し、写真、イラスト、広告など、様々な画像が掲載される。1970年代、日本

国内の新聞社における新聞制作工程のコンピュータ化が始まり、新聞に不可欠な画像に関しても、コンピュータ

による画像処理が必要とされた。当社は、地紋見出しカット作成システム、写真処理システムなどを独自の画像

処理技術によって実現した。

　また、2000年代以降の新聞は、印刷物としての「画質向上」が求められている。しかし、新聞印刷には、取材現

場という制約の多い環境下で撮影した写真を使うこと、再生紙利用の新聞紙に印刷することなど、品質を劣化さ

せる条件が存在する。そのため、新たな画像処理技術により、実際の印刷を行う前に印刷結果をシュミレーション

するシステムを開発し、多くの新聞社様にご採用いただいている。

　本稿では当社独自の新聞向けの画像処理技術を歴史的に振り返るとともに現在の技術到達点、今後の課題

を展望した。
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林　克美

● NSG事業部　メディアソリューションセンター
　メディアソリューション営業部長
● 新聞社向けシステムの企画、提案業務に従事
● Ifra-NAA AdsMLコンソーシアム 運営委員(2004～2009)
● 日本新聞製作技術懇話会　企画委員

　当社の新聞制作システム開発のトリガとなった「地紋見出し

カットシステム」は、地紋画像をオペレータに指示された大き

さの領域に敷き詰めて並べて背景画像とし、その上に文字画像

を並べて、地紋見出し画像を作成するシステムである。

　このシステムでは、二値画像処理技術により地紋見出し画像

を作成している。二値画像処理の結果、画素値が1の画素は

参考文献

[1]田村秀行編著：コンピュータ画像処理，p336,オーム社，(2002)

2.  基本となる二値画像処理技術
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6.  おわりに
　今回は、これまでの新聞制作システムの開発経緯と画像処

理について述べた。１９７９年から携わった新聞制作工程におけ

る画像処理の開発経験は、現在も有益なノウハウとして活用し

ている。

　しかしながら、次の環境条件による課題の解決が十分とは

言えない。

（１）ソフトプルーフの品質が、ディスプレイ設置環境（照明、視野

　　角など）に左右されること

（２）背景画像に影響されて人物の輪郭抽出の自動化ができな

　　いこと

（３）撮影条件の悪い取材写真の自動最適化が行えないこと

　これらの課題を解決して市場のニーズに応え、より付加価値

のあるソリューションを提供していきたい。また、前述の画像

処理技術は、様々な利用場面が想定され、これらの技術を基

本にして新たな分野への展開を図りたいと考えている。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

図1　新聞制作システムの構成例

　当社は、１９８０年代初頭から新聞制作工程のコンピュータ化

に携わってきた。その中でも画像処理を必要とするシステムを

多く手掛けてきた。新聞制作システムの構成例を示す（図１

参照）。

　当社が携わった新聞制作における画像処理システム開発の

経緯を下記に述べる。

（１）地紋見出しカットシステム（１９７９年開発着手）

　新聞記事の見出しの背景に使用する模様を「地紋」と呼

び、地紋付きの見出しを「地紋見出し」と呼ぶ。１９８０年代

は多くの地紋見出しが紙面に使われていて、地紋見出し

カット作成のコンピュータ化は新聞制作システムの課題で

あった。

　文字データ、地紋の基になる画像を予めシステムに保持

しておき、文字、カット画像の大きさ、地紋等の指定に基

づき、地紋見出しカット画像を作成するシステムを開発し

た。このシステムでは、「二値画像（1画素の値が0か1のい

ずれかの画像）」を取り扱い、画像処理によって様々な体

裁の画像が作成できた。

（２）モノクロ写真処理システム（１９８５年開発着手）

　印刷に使用する「二値画像」に対して、通常の写真デー

タは、1画素で２５６段階の濃淡を表現できる「多値画像」

である。１９８０年代初めに行われていた二値スキャナによ

る写真入力は、入力前に生写真を筆、ブラシにより修整を

施さねばならなかった。この作業工程の効率化のため、カ

メラで入力した写真（多値画像）にコンピュータを使って

修整を施して印刷用の二値画像を作成するモノクロ写真

3．1　モノクロ写真の階調補正
　モノクロ写真はコントラストが品質面で重要となる。写真の

濃度ヒストグラムを算出して、最高に明るい部分、暗い部分の

濃度を求め、自動的にコントラストを調整する画像処理技術で

ある。新聞に掲載されるモノクロ写真は暗部の階調再現が品

質面での鍵であり、一定の自動化パラメータでは対処ができな

いため、暗部の階調パターンを解析して変換パラメータを変化

させる処理を施した（図２参照）。

3.  写真の画像処理技術

図２　濃度ヒストグラムによる自動コントラスト

3．2　カラー写真の色調変換
　カラー印刷用のデータを生成するために色空間変換処理技術

が必要である。例えば、デジタルカメラで撮影した写真データ

の色空間は「RGB（アール・ジー・ビー：Red、Green、Blue）」

（加法混色：色が重なると明るくなる。同量であれば白くな

る）、その印刷の色空間は「CMYK（シー・エム・ワイ・ケー：

Cyan、Magenta、Yellow、Black）」（減法混色：色が重なる

と暗くなる。同量であれば黒くなる）であり、RGBから

CMYKへの色空間変換が必要となる。

　１９８０年代終盤の写真電送機で入力されたデータは、「CMY

（シアン、マゼンタ、イエロー：Cyan、Magenta、Yellow）」の３

色のデータファイルで提供された。そこから、印刷色空間の４色

版データを作成する処理を開発する必要があった。電送で受信

するCMYの３色データからK（ブラック：Black）版を生成す

るために、「下色除去」と呼ばれる UCR（ユーシーアール：

Under Color Removal）処理を行ってK 版を生成した。CMY

の３色版データが同量であれば黒色になることから、３色の中

の一番低い画素値と同じ画素値の K 版を発生させ、各色の画

素値は K 版の画素値を減じたものにする（図３参照）。しかし、

画像に対して均一に実施すると、薄い色や鮮やかな色にも K

版が発生して印刷品質に影響を及ぼす結果になる。このため、

K 版の発生方法に独自ロジックを追加して印刷品質の調整が

できるようにした。

　UCR処理は、結果として使用するカラーインキ量を削減す

る効果がある。更に削減効果のある処理として、３色版のグ

レー成分をK版に置き換えるGCR（ジーシーアール・Grey 

Component Replacement）処理がある。印刷品質を劣化さ

せることなくインキ量の削減を目指してGCR機能の導入事例

が増えている。

図３　UCR処理

4．1　網点化処理の概要
　写真を印刷するためには、多値画像（1画素が２５６段階の濃

淡を示す画像）を二値画像（1画素で２段階の濃淡を示す画

像）に変換する必要がある。多値画像を二値画像で表現するに

は、多値画像の1つの画素を複数画素（サブピクセル）に分解し

て、面積で階調を表現する。この面積で表現できるように変換

することを「網点化」と呼ぶ（図４参照）。

4.  網点化処理技術

図４　多値画像と網点化された二値画像

　新聞印刷では、「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）

網点」が多く採用されている（図５参照）。

図５  網点化処理

　現在の新聞印刷で使われる二値画像は、概ね１２００dpi（1イン

チの中の画素数が１２００個）である。解像度が３００dpiの写真

データを撮影したサイズと同じサイズで印刷を行う場合は、写

真データ1画素は、二値画像を４×４画素（１６階調パターン）で

表現することになる。２５６階調を１６階調で表現するので、写真

が持っている階調を完全に再現することはできない。また、写

真データ1画素を１６×１６画素の２５６階調で表現することも可

能であるが、二値画像の解像度から元の写真データの画素を

間引きして使用することになるため、鮮明さを失うことにな

る。

　したがって、階調表現を損なわず、鮮明さを保証するように、

1つの単位面積を決める必要がある。AM網点では、この単位

面積を表現する値として「網点線数」が用いられる。モノクロ

印刷の網点は４５度の角度で並んでおり、角度に沿って１インチ

あたりに存在する網点の数を「網点線数」とする。１９８５年当時

の新聞印刷では、モノクロ写真は概ね６５線から８５線であっ

た。現在は、二値画像の解像度も異なるが、１００線から１２０線

が多く採用されている。

4．2　品質劣化防止処理
　撮影サイズよりも大きなサイズで掲載する場合、鮮明さが損

なわれる。この対策として、網点化を行う際にシャープネス処

理を施す。当初は、拡大率に基づいてシャープネス・パラメータ

を決定して写真データに処理を施した後に網点化を行う処理

を開発した。しかし、拡大率によっては、画質を劣化させる可

能性があるため、網点化する際の拡大率を一定になるように、

一度、写真データを拡大して、作成した網点化前の画像に

シャープネスの処理を施すようにした。

4．3　Postscript RIPによる網点化処理
　当社がモノクロ写真処理システムで独自開発した網点化処

理はPostscript RIPの出現によって置き換わった。RIPは、

DTP（ディーティーピー・Desk Top Publishing）ソフトから

出力されたPostscript系画像データに対して網点化された二

5．1　ハードプルーフ
　網点化により作成された印刷用の二値カラー画像を使って、

インクジェット・プリンタに色見本（プルーフ）出力を行う処理

技術である。単純に、二値カラー画像を重ね合わせてプリンタ

に印刷することは容易だが、印刷機とプリンタの特性が違うた

めに、それだけでは印刷物の色見本にならない。その特性の差

を埋めるために、プロファイル変換を用いて色調を調整する。

　具体的には、ハードプルーフ処理では、次の手順で実施する

（図６参照）。

（１）二値→多値画像変換：

　　印刷用に生成された二値カラー画像を多値画像へ変換

（２）プロファイル変換：

　　多値画像をプロファイル変換により色調を変換

（３）プリンタ出力データ変換：

　　多値画像からプリンタ出力用二値カラー画像を生成

5.  プルーフ処理技術

図６  ハードプルーフの処理手順

　二値カラー画像から多値画像への変換は、前述した網点化

処理を逆に行うことにより実現できる。二値カラー画像を解析

し、一定面積の中に存在する網点パターンから多値画像の画

素値を推定して画像を生成する。その際、網点化処理で失った

表現階調数は戻らないため、原画像と全く同じ画像を生成す

ることはできない。この多値画像への復元度合がプルーフの

品質を決定する。

　プルーフ処理のプロファイル変換では、２種類のプロファイ

ルが必要となる。１つは、実際の印刷物の濃度を測定して作成

する「ターゲット・プロファイル」であり、もう１つは、プリンタ

で出力したプルーフの濃度を測定して作成する「デバイス・プロ

ファイル」である。プロファイルには、多値画素値に対する印刷

物の濃度値が格納されていて、プロファイル変換では、２種類

のプロファイルの濃度値が同じになるように、対象の多値画像

の画素値の変換を施す。

　その後、プリンタ出力用に誤差拡散方式を使って、多値画像

から二値カラー画像を生成する。

　ハードプルーフは、写真処理を行う場所での色見本出力、新

聞社の広告局での入稿原稿の色見本出力、印刷工場での紙面

色見本出力など、新聞社の新聞制作現場で多岐にわたって使

用される。制作現場では、ハードプルーフシステムで印刷され

た色見本を基準に実物の色調調整が実施されており、品質面

で大きな課題はない。

5．2　ソフトプルーフ
　ソフトプルーフは、ハードプルーフと同じく、二値カラー画像

から多値画像への変換、プロファイル変換を行った後、ディス

プレイに色見本を表示する処理技術である。処理手順として

は、ハードプルーフの手順(３)を、「多値画像をディスプレイに

表示する」に変更する以外は、ハードプルーフと同じである。

　プロファイル変換では、印刷機用の「ターゲット・プロファイ

ル」とディスプレイ用の「デバイス・プロファイル」の２種類を使

用する。ディスプレイには、キャリブレーション・ディスプレイを

採用し、意図する色調を表示できる構成が必要となる。ディス

プレイで表示する際に、二値カラー画像の復元した多値画像

の鮮明さが欠けるため、「シャープネス」などの画像処理を施

している。

処理の開発を行った。本システムは、当社が独自にハード

ウェア、ソフトウェアを開発して実現した。

（３）カラー写真処理システム（１９８７年開発着手）

　１９８８年の五輪に向けて新聞社はカラー化に力を注ぎ

始め、モノクロ写真だけでなくカラー写真の処理が求めら

れた。新聞社では、カラー写真も写真電送機で取り扱うよ

うになり、モノクロ写真処理に続き、カラー写真の処理シ

ステムの開発に取り組んだ。

（４）写真自動処理システム（１９９２年開発着手）

　モノクロ写真とカラー写真のデジタル処理を実現する

と共に、９０年代前半は、写真のデジタル処理に対する自動

化の要請が高まった。写真電送システムから受信した写真

に対して回転、トリミングなどの出稿指示を行う機能と出

稿指示情報を基に自動処理を行う機能をシステムに組み

込んだ。

（５）Postscript RIP（Raster Image Processor）

　　（１９９６年開発着手）

　Adobe 社が開発した Postscript 記述に則った画像

データが流通するようになり、新聞社に持ち込まれる広告

原稿にも採用されることとなった。そのため、Postscript

系の画像データを新聞制作システムに取り込む RIP が必

要となった。当社は、Adobe 社の RIP コア技術を採用し、

Postscript 系画像データから二値画像を作成するシステ

ムの開発を行った。

（６）ハードプルーフシステム（１９９８年開発着手）

　「ハードプルーフ」とは、紙に印刷した色見本（校正刷り）

を指し、ハードプルーフシステムは、色見本を出力するシス

テムである。

　１９９０年代前半はカラー写真の色見本出力にコピーの

複合機を採用していたが、精緻な色調調整が適わなかっ

た。新聞社では、広告原稿のデジタル化に伴い、RIP で生成

された二値カラー画像の確認を行う作業が発生した。カ

ラー原稿については、印刷結果をシミュレーション（想定）

できるような高い精度の色見本出力が必要とされた。その

ため、RIPで生成された二値カラー画像を取り込み、実際

に印刷される色調をシミュレーションできるように画像処

理を施してインクジェット・プリンタに出力するシステム

を開発した。

（７）ソフトプルーフシステム（２００６年開発着手）

　ハードプルーフは、運用コストとして印刷用紙代とインク

代がかかるとともに、印刷のための出力時間を要する（約３

分：弊社製品で標準のインクジェット・プリンタに A２サ

イズを出力する時間）。これらの課題を解決するために、

ディスプレイに色見本を表示するソフトプルーフの開発を

行った。

　ディスプレイで印刷シミュレーションを行うことは、カ

ラー写真処理システムを開発した当時から求められてお

り、様々な取り組みの結果、当社のソフトウェアパッケージ

製品としてリリースしており、多くの新聞社様にご採用い

ただいている。

黒、0の画素は白（印刷しない）で印刷される。白地に黒の文字

であれば、領域に文字画像を単純に配置できるが、一方、黒地に

白の場合は、文字画像の画素値を（0を1に、1を0に）反転させ

る必要がある。さらに、縁付文字の場合は、反転、OR合成、

AND合成などの画像処理を繰り返して作成する。例えば、1ドット

の縁を持つ縁付文字を作るためには、９回の画像処理が必要

である。１つの地紋見出し画像を生成するためには百回以上の

画像処理を行う必要がある。

値画像を生成するものである。紙面を編集するソフトウェアや

広告原稿を制作するソフトウェアが生成するデータが

Postscript記述であるため、新聞制作システムには必須なも

のとなっている。

4．4　高精細化処理
　「FM（Frequency Modulation：周波数変調）網点」は、

一定面積中に画素を点在させて階調を表現する網点化手法

で、高精細な画像を表現できる手法である。また、印刷時の

ドットゲインが少ないためにインクの削減が図れるというメ

リットがある。「AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網

点」でも同様のインク削減の効果が得られるが、AM網点で高

精細化を実現するには網点の表現階調数とのトレードオフを

考慮しなければならない。当社が９０年代前半に開発したAM

網点は、特殊なカラー網点で隣り合う網点の網点生成ロジッ

クを変化させ高精細化（解像度が４５４dpiの二値画像に対して

１００線）を実現した。２０１１年時点では、二値画像の解像度が

１２００dpiに対して２００線が実現され、国内の新聞社で使用さ

れている。
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画素数

画素濃度値

処理前の画像と濃度ヒストグラム

処理後の画像と濃度ヒストグラム

UCR処理

カラー印刷を行う場合、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、
ブラック（Ｋ）の４種類のインクを使う。
ＣＭＹの３色を合わせると黒になるため、３色成分を黒に置き換える
処理がＵＣＲ（下色除去）である。
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［多値画像］ ［網点化された二値画像］

◆AM（Amplitude Modulation：振幅変調）網点パターン

AM網点では、多値画素の濃淡を一定数の二値画素中の黒画素の数で
表現する。
一定数の画素の塊を「網点パターン」と呼ぶ。網点パターンには、濃淡を
表現する際に画素を黒くする順序が設定される。その順序のことを「網
点形成順」と呼ぶ。
右の網点パターンは、１網点を１８画素で構成する例である。

◆網点生成索引テーブル

網点形成順に応じた二値画素値
決定用の比較値を持つテーブル
である。

◆網点化処理

網点パターンに設定された網点形成順の値を網点生成索引テーブルの比較値に置き換えた網点生成パターン
を使用して、網点化対象の多値画像の画素値と網点生成パターンに設定された比較値とを比較する。比較値以
上の多値画素値の場合は１（黒）、比較値未満の場合は０（白）の値の二値画素を発生させる。
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【網点生成索引テーブル】

【網点パターン（網点形成順）】

［多値画素］ ［網点生成パターン］ ［二値画素］
（網点化処理結果）

網点形成順
比較値（閾値）

C M
Y K

（１）
二値→多値
画像変換

（２）
プロファイル
変換

（３）
プリント出力
データ変換

多値画像 多値画像

二値カラー画像

ターゲットプロファイル：出力結果を模倣したい印刷機のプロファイル
デバイスプロファイル：実際に出力を行うプリンタ・インク・紙に合わせたプロファイル

ターゲット
プロファイル

ターゲット
プロファイル


