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はじめに
ふとコンビニに足を運ぶと、そこにはデザイン性に富んだパッケージ製品があり、消費
者の購買意欲を刺激する。新商品の棚 には、
「新発売」と大きく飾り付けられた POP 広告が
付けられている。 しかし、新商品が発売後間もなく店頭から消えることは珍しくない。
近年、パッケージ製品 の多様化は進み、新商品の発売は多く、商品のライフサイクルは
短命化が進行して いる。それに伴い新商品の開発には、新デザインの製作、仕上がりを確
認す る た めの モ ッ クア ップ サ ン プル （ 色 見本 ） 作 成 、 印刷 す る ため の 印 刷 版 の作 成 、POP
広告のような商業印刷 、色を確認する印刷立会という作業 が発生し、その作業に至るまで
短納期化している。
そのような状況に加えパッケージ印刷は、被印刷物が多種多様であることからモ ックア
ップサンプル作成が難しく、最終製品との大きな違いが問題と なることがある。
本稿では、このパッケージ見本サンプル作成を円滑に行えるツールとして カラーマネー
ジメントソフトウェア EFI Colorproof XF（以下：EFI）を紹介する。
2010 年 11 月 22 日に最新版であるバージョン 4.5 がワールドリリースされ た。本稿では、
最新機能についても紹介する。
EFI の特長
製品概要
EFI は、高機能カラーマネージメント ソフトウェア RIP である。導入ユーザーは EFI を
使用することで、簡単に各メーカーのプリンタから 最終印刷物に限りなく近い色でパッケ
ージ色見本を 出力できる。
EFI の特長は、ユーザーの視点に立った運用しやすいアプリケーション設計を採用 して
いることである。EFI を導入することにより オペレーターは、高度な知識を必要とせず、
簡単に高精度なカラーマネージメントをその日から 行える。EFI 導入ユーザーは、カメラ
マン、デザイナー、製版、 生産管理、印刷部門など多岐にわたっており、幅広く支持され
ている。
対応プリンタメーカー には、キャノン株式会社、セイコーエプソン 株式会社、日本ヒュ
ーレットパッカード株式会社 、株式会社 ミマキエンジニアリング、ローランド ディー.ジ
ー.株式会社 などがあ る。

1. 構成

▼EFI 構成図

EFI は Windows、Macintosh 両方の
環境下で動作するソフトウェアである 。
EFI はイラストレータ ー、フォトショ
ップなどの DTP アプリケーションソフ
トで作成したデータを入力できる。入
力データは、カラーマネージメント演
算が行われ、プリンタから出力される。
対応フォーマットは、 PS、EPS、PDF、
TIFF、JPEG などがある。
RIP エンジンは、 アド ビシステムズ
社の 2 種類の最新エンジン（Adobe CPSI
3019、Adobe PDF Print Engine2）を搭載している 。PDF も安定した処理が可能であり 、
同時に 4 ジョブまでの並行処理も 行える。 EFI にプリンタオプションを追加すること
で、1 台の EFI で複数台のプリンタを制御できる。また ファイルエクスポートオプシ
ョンを利用すれば、カラーマネージメント処理した TIFF/PDF を書き出せるため、各メ
ーカーの最新プリンタに対してもすぐに カラーマネージメント が行える。
2. ワークフロー

▼EFI フロー図

EFI は、ICC プロファイルを使用して、
カラーマネージメント を行う。ICC プロ
ファイルとは、印刷されたカラーチャ
ートを測色して、その色情報を記した
ファイルであ る。つまり EFI は、印刷
物 の ICC プ ロ フ ァ イ ル と プ リ ン タ の
ICC プ ロ フ ァ イ ル を 使 用 し て 色 変 換 演
算を行い、プリンタ出力物の色を印刷
物の色に近づけている。
プリンタへの出力はホットフォルダ
ー方式で、指定したフォルダに出力し
たいデータを投入する だけで簡単に出力でき る 。また、プリンタを 複数台 設置してい
る場合、稼働していな いプリンタへ自動で振 り分けるため 、効果的 な運用が可能にな
る。
3. サーバーオプション
ユーザーはビジネス 用 途に応じてオプション を追加することができ る。 ユーザーは
オプションを追加・組 み合わせることで 、よ り便利で 、より高精度 な 作業環境を構築
できる。以下に機能の一部を紹介する。


カラーマネージャーオプション
カラーマネージャーオプションは 、以下の 3 つの主な機能で構成されている。

1. ICC プロファイル作成
2. ベースリニアリゼーション機能
3. 最適化機能
ICC プロファイル作成機能は、ICC プロファイルを ウィザード形式で簡単かつ正確に
誰にでも作成できる機能である。
ベースリニアリゼーシ ョン機能は、 プリンタ 用紙に応 じて最適なイ ンク吐出量を 制
御し、プリンタキャリ ブレーションを行う 機 能である。 プリンタキ ャリ ブレーション
を行うことにより、複 数台のプリンタもしく はヘッド交換 後のプリ ンタでも同じ色再
現で出力できる。
最適化機能は、プリン タで出力したチャート を測色し、その結果を もとに ターゲッ
ト印刷物との色差 ⊿E を近づけていく機能である。ICC プロファイルのみを使用したカ
ラーマネージメント結 果 よりも、高精度なカ ラーマネージメントが 実現できる。 印刷
物とプリンタ出力物の 平均⊿E を 1 以下にすることも可能である。オペレーターは、専
門的な知識を必要とせず、高い精度でのカラーマネージメントが行える。


カラーエディター オプション
カラーエディターオプ ション は、特色を再現 する機能 である。パッ ケージ 業界では
他社との差別化を図り 、デザインデータの中 に 特色が多々使われて いる。そこで、特
色をプリンタで再現する機能が必要になってくる。
EFI は内部データとして最新 PANTONE のカラーライブラリなどを持っており、正確な
色を出力することができる。オペレーターは Eye-One Pro（エックスライト株式会社）
などの測色機を使用すれば、見本の色を L * a * b * 値として取り込むことができる。その値
を利用して、見本の色 に近い色が プリンタか ら 出力できる。また、 色見本帳の特色パ
ッチを測色し、EFI の カラ ーテーブルに登 録 しておけば、その特 色 名で作成した DTP
データを入力したとき に、 特色を自動認識し プリンタから 出力する 。通常ベタパッチ
を登録しただけでは、中間調の色を一致させることは 難しい。しかし、EFI は中間色も
測色して登録できるため、特色グラデーションのカラーマネージメントも行える 。



カラーベリファイヤーオプション
カラーベリファイヤー オプションは プリンタ の色変動を管理 する 機 能である。日々
出力しているプリンタの色を目視ではなく数値で確認できる。出力物間の 平均/最大⊿
E などの結果をプリントアウトすることも可能である。また、測色データを JapanColor
などの業界標準または 、独 自の規格と比較す ることで、出 力物の品 質と信頼性を 向上
できる。さらに、遠隔 地の色見本を保証・管 理するリモートプルー フに対応したワー
クフローを構築できる ため、各拠点に設置し たプリンタのトータル カラーマネージメ
ント管理の実現及び生産性向上が可能である。

4. その他
その他の機能として、EFI が特許を得ているダイナミックウェッジ機能 がある。ダイ
ナミックウェッジは、 出力したデータに含ま れる主要な色を抽出し てコントロールス
トリップとして印字する EFI 独自の技術である。 このコントロールストリップを測定
することにより主要色 の日常管理が行える。 カラーベリファイヤー オプションと組み

合わせて使用すれば、 あらかじめ任意で設定した許容範囲と比較すること ができる。
また応用機能として、 特色 抽出後に最適化処 理を行える ため、特色 の色精度を向上
できる。この機能は、他のカラーマネージメントソフトには ない、EFI 独自の優れた技
術である。
5. EFI 最新情報
2010 年 11 月 22 日、EFI の最新版であるバージョン 4.5 がワールド リリースされた。
以下に、新バージョンから採用された特長 的な機能を紹介する。


Windows 64bit OS 対応
64bit Windows オペレーティングシステム上でネイティブに動作 可能になった。その
ため、データ処理効率 が大幅に向上した。容 量の大きいデータを扱 うパッケージ業界
では、大きな効果を発揮する。



ダイナミックレンダリングインテント
カラーマネージメントの色計算方法はいくつかあるが、プリンタプロファイルの色
域により、適切な計算方法を自動的に選択するようになった 。処理するデータが、プ
リンタプロファイルの色域内であれば 、通常通り色差を最小にする計算 方法を採用す
る。しかし、色域外であれば彩度 を重視した計算方法を採用する。



ホワイトインク、シルバーインク搭載 プリンタへのダイレクト 接続
各メーカーから UV 硬化タイプ/溶剤タイプ/水性インクタイプなど様々なホワイトイ
ンク、シルバーインク 搭載プリンタが発表さ れているが、これらの プリンタへの ダイ
レクト接続が可能にな った。このこと により 、プリンタの操作性と ともに色精度が向
上した。今日パッケージ製品には、白・金/銀が多く使われている 。特に、軟包装業界
ではインキ層を保護す る 後加工処理が必要な ため、カラー印字後白 で押さえる裏刷り
印刷が主流である。また、カートン 、シール・ラベルでは箔押し印刷が不可欠である。
しかし、既存プリンタで白・金/銀を再現することは難しかった。 EFI とホワイトイ
ンク搭載プリンタを組 み合わせて使用するこ とで、 食品用パッケー ジ商品 の裏刷り印
刷に対応できる。シル バーインク搭載プリン タを使用すれば、 カー トン、 ステッカー
などのシール・ラベル 、ユーザーの目を引く ディスプレイ 用途にメ タリックを 出力で
きる。オペレーターは 、 特殊加工をプリンタ で 再現できるようにな り、より印刷物に
近いモックアップサンプル作成が可能になる 。
新たにダイレクト接続 可能になったプリンタ の一例を挙げる と、 株 式会社 ミマキエ
ンジニアリングの UJF-706、ローランド ディー.ジー.株式会社 の溶剤プリンタ VS シリ
ーズが挙げられる。

最新プリンタ情報
パッケージ印刷は、被印刷物が透明フィルム・特殊加工紙など多岐にわたるため 、プリ
ンタ出力物によるモックアップサンプル作成 は困難であったが、近年各メーカーから 各種
メディアに対応したプリンタが販売され ている。その事例を以下に紹介する。
株式会社ミマキエンジニアリング （以下ミマキ 社）

ミマキ社が販売しているホワイトインク搭載 UV 硬化インクジェットプリンタが、
UJF-706R である。グラビア業界にて使用実績のある UJF-605R の後継機種として、先日の
2010 東京国際包装展にて発表された。印刷本紙対応として、グラビア印刷に実際に使用さ
れる薄手のフィルムに出力できる。最高出力解像度 1200dpi と高精細な出力も実現できる。
2010 東京国際包装展では、シルバーインク搭載溶剤プリンタ CJV30-60 も併せて発表され
た。専用フィルムへの疑似金インキサンプルを再現できるため、大変注目を浴びていた。
ローランド ディー.ジー .株式会社 （以下ローランド 社）
ローランド社のホワイトインク搭 載 LED-UV 硬化インクジェットプリンタが、VersaUV シ
リーズである。UV 硬化インクにより、印刷本紙に出力できる。紙はもちろんのこと PET な
どのプラスチックフィルム にも直接印字できる。また、クリアインク を搭載してい るので、
ニス引き表現やエンボス印刷などの特殊加工が可能である。さらに、 カット機能を利用す
れば、ラベルやシールサンプルを作成できるため、 小ロット生産機として 運用できる。ま
た、EFI はシルバーイ ンク搭載溶剤プリンタ VS シリーズも接続できる。
セイコーエプソン株式会社 /エプソン販売株式会社（以下エプ ソン社）
エプソン社の PX-W8000 は水性ホワイトインク搭載インクジェットプリンタである。同社
の新開発・水性ホワイトインクは、空洞樹脂を使用し、比重が軽くメンテナンス性に優れ
たインクである。印刷前や出力直後は透明だが乾燥すると 空洞樹脂に当たった光を乱反射
し、高濃度の白色印刷を実現している （またオレンジ・グリーンインクを搭載し、特色再
現性にも優れている）。水性インクを採用、広い設置スペースも必要としないため、デザイ
ン事務所などの一般オフィスで も使用できる。同社が販売しているメディアには、透明フ
ィルムの他にメタリックフィルムもラインナップされておりアルミ蒸着フィルムのパッケ
ージサンプルも作成できる。 また、紙メディアとの併用ができ、イニシャルコストが安価
なのも魅力である。
おわりに
EFI は、ユーザーニーズを汲み取り日々進化している。EFI とプリンタを組み合わせるこ
とで、各部門、各担当者が 抱えている以下のような 問題の解決に繋げられる。
デザイナーであれば、 各種プリンタを使用することにより 最終製品に近い モックアップ
サンプルを作成できる。営業スタッフであれば、印刷本機に限りなく近い 色見本をクライ
アントに提出でき るため、色修正等の時間が削減できる。印刷部門であれば、 印刷立会の
回数を減らせるので短納期化を実現 するとともに、印刷機の稼働率 を向上できる。また、
各種プリンタを極小ロット生産機として 使用し、製品そのものを作成することも可能であ
る。
最後に、皆様の企業価値を高め、得意先との カラーコミュニケーション向上させる 機能
を備えている EFI を、この機会にご検討頂ければ幸いで ある。

