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はじめに

本書に含まれる内容

本書では、各メニューおよび画面について、FlexColorで利用可能
な制御および設定を説明しています。

説明するトピック:

• すべてのメニューコマンドの要約

• 3fファイル形式の説明

• 画像の回転および左右反転に関する情報

• サムネイルウィンドウからの画像管理

• セットアップウィンドウのすべてのタブシートに関する詳細な 
説明

• 環境設定ウィンドウに関する詳細な説明

• ColorSyncTMプロファイルの編集に関する説明

• グラデーションウィンドウにおける明るさとコントラストの制御

• 色のニュートラル化と制御など、ヒストグラムウィンドウにおけ
るハイライトとシャドウの高度な設定

• 色補正ウィンドウでの高度な色制御

• テクスチャーウィンドウでの画像鮮鋭化、ごみや傷の除去

• 複数の切り取り、設定の組合せから個別画像ファイルを作成する
バッチスキャン

ソフトウェア互換性

FlexColorソフトウェアは、Flextight 4800を除くFlextightスキャナー
の全機種、およびHasselblad/Imaconカメラとカメラバックすべてと
互換性があります。
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Mac OSおよびWindows環境下でのFlexColor

スキャナーに同梱のCDには、MacintoshとWindowsベースのＰＣ用
のFlexColorバージョンが含まれています。どちらのプラットフォ
ームでもインターフェースはほぼ同じです。 若干表面的な違いは
ありますが、これは2つのシステムのインターフェースガイドライ
ンが異なるためです。

本書記載のスクリーンキャプチャは、ほとんどがMac OS Xから取
得されたものです。Windows環境では次の相違点があります。

• セットアップウィンドウでは、色管理タブがColorSyncTMの代わり
にICMと呼ばれます。

• メニューは、画面最上部ではなく、メインFlexColorウィンドウ
の最上部に表示されます。

システム要件

IBM PC 互換機

• 最低Pentium III プロセッサ以上を推奨

• 2000またはXP
• システムRAM 512 MB以上を推奨

• 画面解像度800×600ピクセル、トゥルーカラー（24ビット）

• マウスまたは他のポインティングデバイス

• FireWireインターフェースあるいはSCSIインターフェース

• 利用可能なハードディスクの空き容量、最低10GB

Macintosh

• G4以上を推奨

• Mac OS Xバージョン10.2.1以降

• システムRAM 512 MB以上を推奨

• 画面解像度800×600ピクセル、トゥルーカラー（24ビット）

• FireWireインターフェースあるいはSCSIインターフェース

• 利用可能なハードディスクの空き容量、最低10GB
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OS X 要件

OS X V 10.2.1以降が必要です。最新バージョンへの更新を推奨し 
ます。 
デバイスは、SCSIでもFireWireでも接続可能です。SCSIデバイスを
SCSI-FireWire変換アダプタを通して接続している場合、そのデバ
イスはFireWireデバイスとして表わされるので、注意してください 
– すなわち、デバイスウィンドウでのバス番号は9となります。

OS Xに認識されるようにするには、Mac起動時、標準SCSIアダプ
タに接続されたデバイスが存在しなければなりません。SCSI経由
でFireWireアダプタに接続されたSCSIデバイスは、アダプタがプラ
グ接続された時点で認識されます。SCSIデバイス自体は、アダプ
タをFireWireに接続する前、または再起動前に、電源をオンにする
必要があります。OS Xではアプリケーションに必要なメモリーは
自動的に配分されています。

管理者以外のユーザーのサポート

ユーザー定義の設定、バッチプリセット、および様々な補正ファ
イルは、書込サポートの補償される<ユーザーホーム>/ライブラ
リ/アプリケーションサポート/FlexColor にあります。標準設定は
アプリケーションパッケージ内にあるので、標準設定へのアクセ
スを失うことなく、FlexColorアプリケーションを任意の場所に移
動することができます。

環境設定ファイル

FlexColorは環境設定ファイルにOS X標準ファイル形式を使用して
います。

ファイル名はdk.Hasselblad.FlexColor.plist.です。
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3f ファイル形式

3fでスキャン機能を（スキャナー用に）使う場合、またはデジタ
ルカメラバックで画像をキャプチャする場合、FlexColorは画像を
Hasselblad独自の3f (flexible file format) 形式で保存します。

この3fファイルは、以下を含む拡張TIFFファイルです。

• 未加工16ビット画像データ

• 適用された設定の全履歴

• 高品質なプレビュー画像

• 画像データベースをサポートするメタデータ（IPTCタグを 
含む）

つまりこれは、画像をスキャンまたはキャプチャした場合、この
画像を切り取り、サイズ変更、および色補正できる回数には制限
がないということを意味しています。同じ3Fファイルを使って、
データベースへの統合が容易に行え、多数のアプリケーションで
高速にプレビューができ、必要な品質のものがいつでも得られる
のです。

画像のアーカイブと可用性

3fファイルはスキャナーまたはカメラで捕らえた詳細な情報をすべ
て保存できるため、アーカイブ用途に理想的です。アーカイブ後
は、案件ごとにFlexColor内の3f画像を使って、エクスポートにより
（以前の設定が適用された）新しいTIFFファイルを作成します。 
この場合、基になる3fファイルに加えられる変更は、使用した設
定に関する新しい履歴記録のみとなります。 
3fファイルをネットワークで利用可能にすることにより、直接ス
キャナーまたはカメラで作業をしているのと同じ状態で、どのワ
ークステーションからもFlexColorで画像を開いて、切り取り、修
正、および変換が行えるようになります。

3f ファイルの編集

FlexColorには、3fファイルに標準的な画像修正を行うために必要な
ツールがすべて備えられています。
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画像をピクセル編集する必要がある場合、FlexColorはPhotoshop用
の特殊プラグインを用意しています。FlexColorをインストールす
る際、Photoshopがすでにインストールされていると、このプラグ
インは適切なプラグインフォルダにインストールされます。この
プラグインを使用すると、オリジナルのスキャナーデータまたは
キャプチャデータが永久に変更されることに注意してください。
他の画像編集アプリケーションまたはDTPアプリケーションで3f 
ファイルを使用するには、必要な設定を適用したのち、TIFFファ
イルとして保存する必要があります。TIFFは、ほとんどの画像用
およびDTP用プログラムでサポートされている標準形式です。

IPTC タグ 

国際新聞通信委員会（IPTC）では、画像を含むニュースコンテ
ンツのメタ情報を交換するため、出版業界で使用すべき標準規格
を定義しています。この規格により、オブジェクトとその説明が
同一のファイル内で関連付けられます。表題、撮影場所、日付、
そしてキーワードやカテゴリーに至るまで、画像にはあらゆる
種類の情報を埋め込むことができます。FlexColorでは、数多くの
IPTCタグを3fファイルに適用できます。詳細は79ページの「情報
ウィンドウ」を参照してください。

IPTC規格を使うことにより、画像管理の多くの作業が容易にな
ります。これを行うためのソフトウェアプログラムは、Adobe 
Photoshopなど、すでに多数存在します。IPTC規格は、世界中の専
門報道機関が使用しているだけでなく、他のユーザにとっても同
様に有用な標準規格です。
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FlexColor メニュー

FlexColorコマンドは、標準メニューバーから利用できます。以下
に、各コマンドを簡単に説明します。大部分のメニューエントリ
は、その右側にキーボードショートカットも表示されます。作業
時間の短縮に役立つため、これらのショートカットの使用をお勧
めします。 

FlexColor メニュー

環境設定コマンドを除き、FlexColorメニューの機能はすべてのア
プリケーションに標準のものです。

• 環境設定: 環境設定ウィンドウを開きます。 このウィンドウで
は、最終スキャンを見るアプリケーションの選択、省力設定の指
定、最終画像を表示するアプリケーションの選択、3fファイルの
デフォルト情報の入力を行うことができます。

 詳細は53ページの「環境設定ウィンドウ」を参照してください。
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ファイルメニュー

 ファイルメニューには、FlexColor用のスキャンを開始し、設定を
行うためのエントリが含まれています。

• スキャンプレビュー：低解像度のプレビュースキャンを取得しま
す。プレビュー画像はメインFlexColorウィンドウに表示され、
設定のプレビューや最終スキャン用に画像の切り取りを行うこと
ができます。設定はすべて最大14ビットの色深度でプレビューさ
れ、結果が表示されます。

• スキャン 3f：画像をスキャンし3fファイルとして保存します。切
り取り、解像度、IPTC情報などの様々な設定は、この機能の選
択時にポップアップ表示されるウィンドウで設定します。詳細は
118ページを参照してください。

• 最終スキャン/保存：最終スキャンエントリはプレビュースキャ
ンから最終解像度スキャンを取得し、ハードディスクにTIFFフ
ァイルとして保存します。画像を 3f ファイルとしてスキャン
すると（詳細は10ページを参照）、エントリが保存に変わり、
FlexColorウィンドウに現在表示されている画像を標準TIFFファ 
イルとして保存します。いずれの場合も、保存される画像には、
切り取り、モード、色、および画像処理の現在の設定が適用され
ます。

• 閉じる：可能な場合、現在選択されているウィンドウを閉じ 
ます。
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• セットアップ：セットアップウィンドウを開きます。 このウィ
ンドウで、スキャン用の基本設定の大部分を行い、保存し、ロー
ドすることができます。詳細は35ページの「セットアップウィン
ドウ」を参照してください。

• デバイス：接続機種ウィンドウを開きます。このウィンドウは接
続されたデバイスをすべてリストアップすることにより、使用し
たいカメラまたはスキャナーの選択を可能にします。希望するも
のを選択し、選択ボタンをクリックします。接続されたスキャ 
ナーまたはカメラが１台のみの場合は、このデバイスが自動的
に選択されます。リスト内でスキャナーアイコンまたはカメラ
アイコンの右側にある番号（0-5など）は、バス番号（0）および
SCSIアドレス（5）を示しています。

• 情報をみる：情報ウィンドウを開きます。このウィンドウには、
現在選択している画像に関する各種情報が含まれています。詳細
は79ページの「情報ウィンドウ」を参照してください。

• 用紙設定/印刷：サムネイルウィンドウの内容を印刷します。ウ
ィンドウ内のサムネイルをクリックして必ず事前にビューを選択
してから、印刷を選択してください。

• ゴミ箱に入れる：現在選択している画像をゴミ箱に入れます。サ
ムネイルウィンドウを使用している場合は、選択された画像がゴ
ミ箱に移動します。

編集メニュー

編集メニューには、FlexColorでの作業中に行った複数の操作を取
り消すことができるエントリが含まれています。また、各種ウィ
ンドウでテキストの切り取り、コピー、および貼り付けを行うこ
ともできます。
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• 取り消し：最も最近行った操作、例えばセットアップウィンドウ
で行った切り取り領域の修正または変更などを取り消します。ま
た、複数回にわたる操作の取り消しも可能です。

• やり直し：取り消しコマンドで取り消した操作を再度適用します。

• 切り取り：テキストフィールド内のテキストを選択してからこの
コマンドを選択すると、選択したテキストがフィールドから削除
されシステム共通の仮想クリップボードに保存されます。

• コピー：選択したテキストを削除することなくクリップボードに
保存します。

• 貼り付け：クリップボードにあるテキストのコピーを挿入点に配
置します。

• クリア：クリップボード内のテキストをすべて削除します。

• すべてを選択：挿入点が位置しているフィールドに含まれるすべ
てのテキストを選択します。サムネイルウィンドウでは、これに
よりウィンドウ内の全アイコンが選択されます（65ページの「サ
ムネイルウィンドウ」を参照）。

• 選択解除：現在表示されている画像の切り取りを解除します。

• クリップボードを表示：クリップボードの現在の内容を表示します。

画像メニュー

画像メニューからは、サムネイルウィンドウ（詳細は65ページを参
照）の修正ダイアログ内でも利用可能な機能がすばやく利用できま
す。複数のファイルを選択し、画像メニューから修正を選ぶことが
できます。これにより、対応する数の処理タスクがタスクウィンド
ウ内のリストへ追加され、ファイルへの処理がバックグラウンドで
行われます。この処理タスクが新しいスキャンプロセスにより中断
されることはありません。
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修正

修正機能を使って現在の設定から設定を追加する場合、切り取り
指定は追加した設定内で維持されます。当該の画像のサイズが互
いに異なる場合、切り取り範囲は適宜サイズ変更されます。

承認

多くの画像を選択し、承認を選びます。承認によるソートを選択し
た場合は、画像はサムネイルウィンドウの上部に表示されます。

ビューメニュー

ビューメニューでは、グリッド、オーバーレイ、および切り取り
範囲外の非表示の制御と、画像の拡大縮小および選択とに関する
「秘密の」ショートカットを見ることができます。

ソフトプルーフ機能は、使用しているモニタのICCカラープロフ
ァイルをカメラバックおよび出力デバイスのプロファイルと組み
合わせて、出力される色のシミュレーション結果を画面表示しま
す。この機能は、使用する出力デバイスが確定している場合にの
み有効にしてください。一般目的でのRGBキャプチャをしている
場合、この機能は選択しないでください。

ソフトプルーフが有効な場合は、メインFlexColorウィンドウ内の
色情報領域の右に小さくsと表示されます。

ツールを隠すコマンドでは、ツールウィンドウをすべて非表示に
できます。 
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メンテナンスメニュー

メンテナンスメニューにはスキャナーの補正とアップグレードに
使用されるエントリが含まれています。これらのエントリの機能
は使用しているFlextightスキャナーのモデルにより異なります。

• フォーカス補正：補正ウィンドウを開きます。このウィンドウで
スキャナーのフォーカスとサイズを補正することができます。補
正の頻度と方法についての詳細はスキャナーハードウェアの資料
を参照してください。

! 本機能は Flextight Photoおよび 343スキャナーには適用しません。

• 白補正：反射型元画像の白補正を開始します。補正の頻度と方法
についての詳細はスキャナーハードウェアの資料を参照してくだ
さい。

! 反射スキャンのできるスキャナーのみこの機能が必要です。

• フィーダー：フィーダーウィンドウを開きます。このウィンドウ
でフィーダーの取付け、取外し、調整、トラブルシューティング
ができます。詳細についてはフィーダーの取扱説明書を参照して
ください。

ウィンドウメニュー
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ウィンドウメニューでは、FlexColorで利用可能な各画像設定ウィ
ンドウを開閉します。現在開いているウィンドウには、ウィンド
ウ名の左側にチェックマークが示されています。これらの各ウィ
ンドウの詳細は、本書の適切なセクションを参照してください。

グラデーションウィンドウ. . . . . . . . . .  93 ページ

ヒストグラムウィンドウ . . . . . . . . . .  85 ページ

色補正ウィンドウ. . . . .    99 ページ

テクスチャーウィンドウ . . . . . . . . . . . . .  101 ページ

詳細ウィンドウ . . . . . . . . . . . . .    107 ページ

バッチスキャンウィンドウ . . . . . . . . .  109 ページ

サムネイルウィンドウ. . . . . . . . .   65 ページ

色情報ウィンドウ . . . . . . . . . .    83 ページ

� FlexColor を Flextight スキャナーと併用する場合は、露出、ライブ 
ビデオ、インポートは利用できません。
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Software Reference - FlexColor 4.0 for Flextight Scanners
The Main FlexColor Window
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メイン FlexColor ウィンドウ
はじめに

メインFlexColorウィンドウは、プレビュー画像を表示し、
FlexColorで利用できるスキャン・編集機能の大部分へのアクセス
を提供します。

スキャン制御

 プレビュー  プレビュースキャンを行います。プレビュー画像が右
側の大きな領域に現れます。画像補正設定の全て（階
調範囲、グラデーション、色補正など）がこの画像上
でプレビューされます。

 スキャン  (このボタンはプレビューウィンドウで 3f ファイルを
見ているときには保存ボタンに変わります。）現在
適用されている切り取り、モード、画像処理設定を
使用して、プレビュー画像から最終スキャン（標準
TIFFファイルなど）を作成します。

 保存   (このボタンはプレビューウィンドウでプレビュース
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キャンを見ているときにはスキャンボタンに変わりま
す。）FlexColorウィンドウに現在表示されている 3f  
ファイルから画像を（標準TIFFファイルとして）保存
します。保存される画像には、切り取り、モード、色、
および画像処理の現在の設定が適用されます。ファイル
を保存する際に使用された設定の履歴記録が、3f ファイ
ルの情報ウィンドウ内のヒストリーリストに追加されま
す。詳細は79ページの「情報ウィンドウ」を参照してく
ださい。

3f...選択されたフレームの全領域あるいはプレビュー画
像に現在適用されている切り取りをスキャンし、現在選
択されているフォルダーに3f ファイルとして保存しま
す。画像はFlexColorプレビューウィンドウに表示されま
す。 この機能を選択したときにポップアップするウィン
ドウおよび環境設定ウィンドウの3f タブで指定された切
り取り、解像度、IPTC設定を使用して、3f ファイルはス
キャンされます（55ページ参照）。詳細は、本書10ペー
ジの「3fファイル形式」を参照してください。

 前の画像/次の画像ボタン：これらのボタンは、サムネイ
ルフォルダから前の画像または次の画像を選択するため
に使います。

 バッチスキャンボタン：バッチスキャンウィンドウを開
きます。このウィンドウからバッチスキャンを行うこと
ができます。同一のプレビューから異なる切り取りと設
定を使用して複数のスキャンを行うか、フィーダーユニ
ットからスキャンします（Flextight 848 と 949のみ）。詳
細は、本書109ページの「バッチスキャン」を参照してく
ださい。

 サムネイルボタン：サムネイルウィンドウを開いて、現
在のフォルダに保存されている 3f ファイルのサムネイル
画像を表示します。詳細は65ページの「サムネイルウィ
ンドウ」を参照してください。

 セットアップ このポップアップメニューは、現在利用可
能なセットアップ間の切り替え選択に使います。 セット
アップに影響を及ぼすカスタム変更を行った場合、その
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変更がまだ保存されていないと、メニューの右側に小さ
い＋が表示されます。

 フレーム このポップアップメニューは、スキャンしてい
る元画像のファイル形式（サイズ）の設定に使いますこ
の設定は、セットアップウィンドウの一般タブにおける
フレーム設定と同じものになります。詳細は38ページの
「一般タブ」を参照してください。

 リストからカスタムを選択するとカスタムフレームを作
成することができます。詳細は31ページの「カスタムフ
レーム」を参照してください

 自動フレームボタン：自動フレームをON/OFFします。
この機能が使用可能な場合、スキャナーは自動的に現在
のオリジナルホルダーのIDコード（ホルダーの先端にあ
る長方形の小さい穴の組合せ）を読み込み、その結果に
応じてフレーム設定を調整します。

 このボタンは環境設定ウィンドウのスキャナータブにお
ける自動フレーム認識チェックボックスの設定を反映す
るものです。詳細は53ページの「環境設定」を参照して
ください。

!  このボタンは自動フレーム認識機能をサポートするスキ
ャナーのみで使用可能です。

モード  このポップアップメニューは、スキャンモード（RGB、
RGB 16ビット、グレースケール、グレースケール16ビッ
ト、線画、またはCMYK）を設定するために使います。
この設定は、セットアップウィンドウの一般タブにおけ
るモード設定と同じものになります。詳細は38ページの
「一般タブ」を参照してください。

キーボードショートカット

関連するキーボードショートカットについては124ページの「付
録」を参照してください。

自動フォーカス制御

自動フォーカス機能をサポートするスキャナーのみで使用可能。
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自動フォーカス：このチェックボックスは自動フォーカ
ス機能をON/OFFします。最終スキャンの前に、スキャ
ナーは現在適用されている切り取り範囲の中心で、水平
方向のラインにピントを合わせます。

 自動フォーカスインジケータ：インジケータの中心にあ
る水平線で示される標準フォーカス補正と比較した現在
のフォーカスレベル（赤あるいは緑の水平線）を表示し
ます。

赤い線は粗偏差を示し、この場合フォーカス補正が必要です。ス
キャナーの「ユーザーガイド」を参考にしてください。

色表示

色表示を使用するには、マウスポインタをプレビュー画像上へ移
動します。すると、画像内で選択した位置におけるピクセルの明
るさが数値フィールドに示されます。

次の点に注意してください。

• 値は全てグラデーションと階調範囲の設定以後の値を示します。

• CMYK表示の場合、値はインクパーセント値（0�100、白＝0, 0, 
0, 0）を示します。

• RGB表示の場合、値はピクセルの明るさの値（0�255、白＝255, 
255, 255）を示します。

 色情報ボタン：色情報ウィンドウを開閉します。このウィ
ンドウはウィンドウメニューからも使用できます。詳細は
85ページの「色情報ウィンドウ」を参照してください。

色補正の制御

 ヒストグラムボタン：ヒストグラムウィンドウを開閉し
ます。詳細は85ページの「ヒストグラムウィンドウ」を
参照してください。

 グラデーションボタン：グラデーションウィンドウを開
閉します。 詳細は93ページの「グラデーションウィンド
ウ」を参照してください。
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 色補正ボタン：色補正ウィンドウを開閉します。詳細は
99ページの「選択的な色補正」を参照してください。

 テクスチャーボタン：テクスチャーウィンドウを開閉し
ます。詳細は101ページの「テクスチャーウィンドウ」 
を参照してください。

 このボタンをクリックすると、切り取り範囲内画像のヒ
ストグラムに基づいたハイライト点およびシャドウ点の
自動設定が適用されます。

 このボタンをクリックすると、すべての補正ウィンドウ
（グラデーション、ヒストグラム、色補正、およびアン
シャープマスク）がニュートラル設定に戻ります。

出力サイズ制御

幅  出力画像の幅の測定値。使用単位は環境設定ウィンドウ 
で設定します。詳細は53ページの「環境設定ウィンドウ」
を参照してください。

高さ  出力画像の高さの測定値。使用単位は環境設定ウィンド
ウで設定します。詳細は53ページの「環境設定ウィンド
ウ」を参照してください。

拡大縮小  最終スキャンの実行、あるいは3fファイルの保存により
画像を保存する際に適用される倍率のレベル。幅と高さ
の設定は、ここでの設定を反映するよう更新されます。
100%以外の設定を選択する場合、FlexColorは指定のサイ
ズに合うよう画像を補間することに注意してください。

PPI  最終画像の出力解像度。幅と高さの設定は、ここでの設
定を反映するよう更新されます。最終スキャンを行う
際、現在の拡大縮小設定とともに非補間（真の光学解像
度）スキャンを行う設定がPPIポップアップメニューに下
線を引いて表示されます。

サイズ  最終画像ファイルのファイルサイズ。これは幅、高さ、
拡大縮小、およびPPIの各設定に左右されます。希望す
る出力ファイルサイズを入力することもできます。これ
により拡大表示パーセントが適宜調整されます（最大
200%）。
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 ロックボタン：このロックボタンにより、出力画像の幅
と高さの設定を固定できます。このロック（鍵）が閉ま
っていると、切り取り範囲の角をドラッグして領域を修
正しても出力画像の幅と高さは変更されず、高さと幅の
比が維持されます。ロックをクリックして設定をトグル
します。

 切り取りボタン：通常、このボタンはグレー表示され、
この切り取りツールがアクティブであることを示してい
ます。切り取りツールがアクティブな場合は、プレビュ
ー画像上でマウスをクリック&ドラッグして切り取り範
囲を操作することができます。ただし、カラーピッカー
など一部のツールでは色選択用にポインタが変形され、
切り取りツールは使えなくなります。こうしたツールが
アクティブな場合は、切り取りボタンが白色表示になり
ます。切り取りツールに戻すには、切り取りボタンをク
リックします。

切り取りツールとサイズツールを使用する場合は、次の点に注意
してください。

• スキャナーを扱う場合、一般に得ようとする出力画像のピクセル
数および解像度はあらかじめわかっています。その場合は、まず
高さフィールドと幅フィールドにピクセル数を入力し、出力解像
度をPPIポップアップメニューから選択します。次に、ロックア
イコンをクリックしてロックが閉まった状態にします（これで高
さと幅の設定が固定されます）。この状態になると、切り取り範
囲をクリック&ドラッグして画像構成を定義できるようになりま
す。 拡大表示値は自動的にこの変更を追跡して、出力画像の高
さ、幅、またはPPIを維持します。

• 切り取り範囲を設定するには、マウスポインタをプレビュー画
像上へ移動します。スキャンしたい範囲の角でマウスボタンを押
し、そのままポインタをドラッグして希望する範囲の境界線まで
移動します。マウスボタンを離して範囲を選択します。

• 切り取り範囲を移動するには、マウスポインタを境界線の内側に
移動したのち、範囲をクリック&ドラッグします。希望する位置
まで範囲を移動したらマウスボタンを離します。

• 切り取り範囲のサイズを変更するには、マウスポインタを範囲
の辺または角へ移動します。するとポインタが両方向矢印に変わ
ります。その状態で範囲の辺または角をクリック&ドラッグする
と、その範囲を伸縮できます。
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拡大表示の制御

  
縮小：このボタンをクリックすると、プレビュー画像が
小さくなります。

  
拡大：このボタンをクリックすると、プレビュー画像が
大きくなります。

  
ウィンドウに合わせる：このボタンをクリックすると、
実際のウィンドウサイズに合わせてプレビュー画像がサ
イズ変更されます。

 詳細：このボタンをクリックすると、詳細ウィンドウが
開きます。このウィンドウでは、画像の詳細情報を表示
し、高度に拡大表示されたプレビュー画像の特定のピク
セルにおける色値を読み取ることができます。詳細は
107ページの「詳細ウィンドウ」を参照してください。

 現在の拡大縮小レベル

拡大縮小に関するキーボードショートカット

•  プレビュー画像全体をウィンドウに表示するには、cmd-0 とキー
入力。

• 拡大表示は、cmd+ とキー入力。

• 縮小表示は、cmd- とキー入力。

• 100%表示は、alt-cmd-0 とキー入力。

• 詳細ウィンドウを開くには、cmd-5 とキー入力。

回転と左右反転の制御

 左右反転ボタン：プレビュー画像と最終画像の両方を左
右反転します。

 回転ボタン：プレビュー画像と最終画像の両方をいずれ
かの方向に90度ずつ回転します。詳細は、本書28ページ
の「画像の回転」を参照してください 

 回転･左右反転アイコン：スキャンされた画像に対する 
現在の回転/左右反転設定を表示します。
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画像の回転

 FlexColorプレビューウィンドウでの作業用に元画像を回
転して横置きにすることがあります。回転ボタンを使用
して画像を時計方向あるいは半時計方向に90度ずつ回転
することができます。これにより、プレビュー画像と最
終画像の双方が回転されます。 

 左右反転

回転画像のスキャンはメモリーを必要とするので、(特に大きなス
キャンの場合)スキャン速度がやや遅くなります。 

他の制御

 グリッド/オーバーレイボタン： グリッドあるいはオー 
バーレイをプレビューに追加表示します。最終スキャン
の前に元画像を並べるのに役立ちます。

 オプションキーを押したままこのボタンをクリックする
と、グリッドオプションウィンドウが開きます。

 
 このウィンドウで、グリッド線の数と色を定義できま

す。線の数は最小画像の（幅または高さの）ピクセル数
あたりのものです。オーバーレイ使用チェックボックス
がチェックされていた場合、グリッドの代わりに指定さ
れたオーバーレイが表示されます。通常のグリッドモー
ドに戻るにはチェックボックスのチェックを解除してくだ
さい。画像へのオーバーレイ追加方法の詳細は、29ペー
ジを参照してください。
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 オーバーレイ： 本機能は主にデジタルカメラバックユー
ザー用です。プレビューにオーバーレイを追加すること
は可能です。TIFF、JPEG、GIF、PNGなど、すべての標
準画像ファイルタイプが使用できます。オーバーレイを
追加するには、画像ファイルをプレビューウィンドウ内
にドラッグします。いったん追加したオーバーレイ画像
は、クリック&ドラッグにより正しい位置まで移動する
ことができます。オーバーレイがグリッドを置換えるの
で、グリッド/オーバーレイボタンを使用してオーバーレ
イをON/OFFします（28ページ参照）。

 切り取り範囲外を隠す：切り取り範囲が評価できるよう
画像の不要な部分を暗くします。
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カスタムフレーム
Flextightには元画像の複数の標準ファイル形式をサポートするオリ
ジナルホルダーがいくつか用意されています。Flextightをカスタム
の非標準ファイル形式と使用することも可能です。多数のカスタ
ムフレームファイル形式を定義することができます。

カスタムフレームを定義するには以下を行ってください。

• メインFlexColorウィンドウのフレームポップアップメニューから
カスタムを選択します。フレームウィンドウが表示されます。 

 ウィンドウには現在のスキャナーに関連するフレームのリストが
示されます。チェックマークはフレームがフレームポップアップ
メニューから利用できるかどうかを示します。フレームを追加、
除去するには、フレームをダブルクリックするか、あるいはフレー
ムを選択してエクスクルード/インクルードボタンをクリックしま
す。リスト内の事前に定義されたフレームは（Hasselbladにより定
義済）は編集不可能で、左側に非編集の印が付いています。 
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Software Reference - FlexColor 4.0 for Flextight Scanners
The Setup Window
42 General Tab

 フレームが選択されるとそのフレームの現在の設定がフレーム 
情報セクションに表示されます。設定が表示されていない場合
は、左側の小さな三角マークをクリックしてください。

• 新規ボタンをクリックします。新規カスタムフレーム作成ウィン
ドウが表示されます。

! ウィンドウが表示されるときにスキャンホルダーチェックボック
スがチェックされている場合は、34ページの「オリジナルホルダ
ーフレームのスキャン」で説明されているように、スキャナーは
オリジナルホルダーフレームのスキャンをサポートします。ファ
イル形式を示唆するような名前をキー入力し、作成をクリックし
てください。フレームポップアップメニューで現在選択されてい
るフレームの仕様に基づいて、新しいフレームがフレームリスト
に追加されます。

• タイプポップアップメニューから適切なホルダータイプを選び、
幅、高さ、縦オフセットの各値をフレームに合わせて編集し 
ます。 
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! スキャナーに移動式光学システムが付いている場合は、透過フレ
ームに幅、高さ、縦オフセットを指定することができますが、反
射フレームは反射モードで使用される白補正のために数個の固定
幅に限定されています。

• 絞りが2個あるフレームを指定したい場合は、スプリットフレー
ムボタンをクリックしてください。

• スプリットフレームポップアップで、フレームを同一サイズの絞
りに分割したい数を選び、作成をクリックします。
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• 各絞りごとのサブフレームがリストに追加され、各絞りの幅、 
高さ、縦オフセットが編集できるようになります。

• リストからカスタムフレームを削除するには、フレームを選択
し、削除ボタンをクリックします。

• 終了したらカスタムフレームウィンドウを閉じてください。 
 注意！ デフォルトボタンをクリックすると、フレームリストは

スキャナーとともに供給されたフレームを記載するオリジナルリ
ストにリセットされます。

オリジナルホルダーフレームのスキャン

注意！新しいホルダーにスキャナーが対応する場合は、そのホル
ダーをスキャナーに取付け、新規カスタムフレーム作成ウィンド
ウでフレームに名前をつけ、スキャンホルダーボックスをチェッ
クし、作成をクリックします。スキャナーがホルダーをスキャン
し、その結果がフレーム情報セクションに表示されます。自動フ
レーム認識機能（54ページ参照）がホルダーを認識できるように
なり、3f 機能が全て使用可能になります。
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セットアップウィンドウ

はじめに

セットアップウィンドウには、画像に影響を及ぼす多数の設定が表
示され、FlexColorアプリケーションの他のツールがどのように機能
するかが示されます。このウィンドウに表示されるすべての設定
は、保存してハードディスクからロードすることができます。 
セットアップウィンドウを開くには、ファイルメニューからセッ
トアップを選択します。 

鮮鋭度、グラデーション、色補正などの設定の多くは、メイン
FlexColorウィンドウのツールボタンにより個別に利用可能です。
個々のツールを使って行う設定は、すべてセットアップウィンド
ウにも適用され、逆にセットアップウィンドウでの設定も個々の
ツールに反映されます。

希望する設定を見つけやすくするため、セットアップウィンドウ
はいくつかのタブシートに分かれています。
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FlexColor のセットアップ理念

フィルム撮影した写真をスキャンして取り込む伝統的な製版環境で
良好な結果を得るには、全設定を行うため幅広い知識と経験を持っ
た専門のスキャナーオペレータが必要でした。このオペレータは、
元画像をそれぞれ調べ、それまでの経験を加味した上で、元画像の
タイプに合わせて全設定に「最善の推測値」を入力します。そし
て、プレビューをチェックしてさらに微調整を行います。 
FlexColorでは、最も頻繁に使用するセットアップのライブラリを
保存することにより、このプロセスが単純化されています。セッ
トアップウィンドウ、グラデーションウィンドウ、ヒストグラム
ウィンドウ、およびアンシャープマスクウィンドウの全設定を含
むほぼすべてのFlexColor設定は、それぞれのセットアップファイ
ルに保存されます。

各スキャン時には、セットアップメニューからもっとも希望に近いセット 
アップを選択し、切り取りを定義し、自動ボタンをクリックするだけで、 
完璧なスキャンに98〜100%近い結果が得られます。

FlexColorには、一般的なセットアップがいくつか用意されてお
り、すばやく作業を始めることができます。セットアップポップ
アップメニューは、現在のスキャンに合った設定を選択するため
に使います。各セットアップの名前は、それぞれ目的に応じた名
前で示されています。

最初は、一般的なセットアップから始めてください。独自のセッ
トアップライブラリを作成する場合は、希望に最も近い一般セッ
トアップを選択、修正して、新しい名前で保存します。

セットアップの管理

新しいセットアップを作成するには、新規ボタンをクリックしま
す。するとウィンドウが表示され、そこで新しいセットアップに
名前を付けることができます。新しいファイルには、セットアッ
プウィンドウ、グラデーションウィンドウ、ヒストグラムウィン
ドウ、およびテクスチャーウィンドウで現在適用されている設定
が保存されます。

現在ロードされているセットアップの名前を変更するには、名前変更ボタ
ンをクリックします。するとウィンドウが表示され、そこでセットアップの
名前を変更することができます。
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現在のセットアップに変更を加えたら、セットアップウィンドウ
の保存ボタンをクリックしてそれらの変更を保存します。 
現在のセットアップを削除してセットアップポップアップメニュー
から除去するには、削除をクリックします。

! FlexColorに用意されている一般的なセットアップは、誤って修正、
名前変更、または削除してしまわないようあらかじめロックされ
ています。一般的なセットアップを修正する場合は、セットアッ
プポップアップメニューからセットアップを選択し、修正したの
ち、新規をクリックして修正内容を新しい名前で新しいセットア
ップに保存します。

上級セットアップ管理

メインFlexColorウィンドウのセットアップポップアップメニュー
にはいくつかのセクションがあります。ユーザーの定義するセッ
トアップはリストの下部に表示されます。セットアップはすべて
個々のファイルとして設定というフォルダに保存されます。フォ
ルダはFlexColorアプリケーションと同一のフォルダです。セット
アップポップアップメニューの各セクションは、設定フォルダ内
のフォルダに対応します。メニューの編成をカスタム化したい場
合は、必要に応じて新規フォルダの追、設定ファイルの移動など
を行ってください。
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一般タブ

セットアップウィンドウの一般タブは、インターフェースの一般
的な動作を設定し、現在ロードされているセットアップファイル
を識別します。

モード

ポップアップメニューで、最終スキャンを行う際に使用する色空
間を選択できます。次のオプションが利用できます。

• RGB: 標準8ビットRGB TIFFファイルとして最終画像を保存し 
ます。

• RGB 16ビット: 標準16ビットRGB TIFFファイルとして最終画像を
保存します。これにより、スキャナーでキャプチャした最大の色
解像度が維持されますが、ファイルサイズが大きくなるため、一
部のアプリケーションで読み込みができなくなります。

• グレースケール: 白黒写真など、グレースケール画像を作成しま
す。グレースケールファイルはカラーファイルよりファイルサ
イズが小さくなるため、元画像または最終発行物が白黒の場合は
このモードを使ってください。グレースケールの結果を得る際、
FlexColorでは3つのRGB色チャネルすべてから情報が組み合わさ
れます。 
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• グレースケール16ビット: 16ビットグレースケールTIFFファイルと
して最終画像を保存します。これにより、スキャナーでキャプチャ
した最大の階調範囲が維持されますが、一部のアプリケーション
で読み込みができないファイルが生成されます。グレースケール
の結果を得る際、FlexColorでは3つのRGB色チャネルすべてから情
報が組み合わされます。

• 線画: 各ピクセルが100%黒色または100%白色である1ビット画像
を作成します。これらのファイルは、グレースケール画像よりさ
らにファイルサイズが小さくなります。このモードは、元画像が
ペン画やインク画などの場合に使います。入力が黒になるか白に
なるかを決める基準となるしきい値は、グラデーションウィンド
ウで調整します。詳細は97ページの「線画スキャン用のしきい値
設定」を参照してください。このモードを使う場合、ICCプロフ
ァイルからの影響はありません。

• CMYK: 印刷できる状態のカラー画像を作成します。FlexColorか
ら直接CMYK画像を作成するには、ICCプロファイルの設定が必
要です。ICCプロファイルの詳細は、47ページの「ColorSyncタブ
またはICMタブ」を参照してください。

フレーム

このポップアップメニューは、スキャンに使用するオリジナルホ
ルダーを選択する際に使います。

出力解像度

出力画像の解像度を定義します。印刷出力の要件に応じて、この
値を設定します。大部分の高品質配色では300 ppiを採用していま
す。新聞は一般にそれ以下です（150〜200 ppi）。インターネット
用など画面表示に必要とされるのは、わずか72 ppiです。PPIおよ
び画像サイズ調整の詳細は、25ページの「サイズ制御」を参照し
てください。

拡大縮小

画像を保存する際に適用される倍率のレベル。拡大縮小および画
像サイズ調整の詳細は、25ページの「サイズ制御」を参照してく
ださい。
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デスクリーン

オフセット印刷の元画像をスキャンする際、この設定が画像のロ
ゼットを補正します。画像のピントをずらして印刷物にモアレパ
ターンが現れるのを防ぎます。設定が高ければ高いほど、効果が
増します。

適応光量

元画像が非常に暗い場合、この設定を使用して露出時間を延長する
ことができます（古いスキャナーモデルでは光度を増加します）。

フィルムタイプ

このポップアップメニューは、スキャンする元画像のタイプを識
別する際に使います次のオプションが利用できます。

• ポジ：カラーポジ画像、白黒ポジ画像用

• カラーネガ：カラーネガ画像用

• 白黒ネガ：白黒ネガ画像用

左右反転

元画像が鏡像だった場合、もしくは元画像から鏡像を作成したい 
場合は、このボックスをクリックしてチェックマークを表示させま
す。スキャン通りに画像を維持するには、このボックスがチェック
されていないことを確認してください。

最適化

最適化ポップアップウィンドウでは以下のオプションが使用でき
ます。

• 品質: 最高の品質を得るときに使用します。

• 速度: サイズ変更をフルに利用して高速スキャンを可能にします。

• 真の解像度: ソフトによるサイズ変更を避けるときにこのモード
を使用します。

シャドウ階調拡張

シャドウ領域により多くのディテールをもたらすアルゴリズムを
アクティブにします。この機能は、非常に狭いダイナミックレン
ジを持つ画像、または暗色領域に異常に大量の色情報を持つ画像
には適応しません。
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コントラストタブ

コントラストタブシートでの設定は、グラデーションウィンドウ
（ウィンドウメニューから利用可能）での設定と全く同じもので
す。このセットアップウィンドウで行った変更は、グラデーショ
ンウィンドウに反映され、逆にグラデーションウィンドウでの設
定もセットアップウィンドウでの設定に反映されます。

これらの設定に関する詳細は、93ページの「グラデーションウィンドウ」
を参照してください。
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テクスチャータブ

テクスチャータブでの設定（色%設定を除く）には、テクスチャー
ウィンドウ（ウィンドウメニューから利用可能）で行った設定が
反映されています。アンシャープマスク、色ノイズ、FlexTouchな
どの機能の使用に関する詳細は、101ページの「テクスチャーウィ
ンドウ」を参照してください。

カラー%

これら3つのフィールド（レッド、グリーン、ブルー）は、各色
チャネルに適用する鮮鋭化効果の量を制御します。通常、これら
の値は、全チャネルに均等な鮮鋭化が適用されるよう、それぞれ
100のままにしておきます。ひとつのチャネル（典型的にブルーチ
ャネル）だけ鮮鋭化効果を落とすことにより、ノイズ効果を低減
できる場合もあります。これらの設定を使って特殊効果をもたら
すこともできます。

CC（色補正）タブ

CCタブには色補正チャートが含まれており、これにより入力色の
出力色へのマップ方法を変更することができます。これは、色か
ぶりを除去または追加し、あるいは画像に強い色を生み出す際に
使うことができます。
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このマトリックスには、色補正ウィンドウ（ウィンドウメニュー
から利用可能）と同じ設定が含まれ、このウィンドウで行った設
定がすべて表示されます。多くの場合、このCCタブよりも色補正
ウィンドウで調整を行った方が容易に処理できます。詳細は99ペ
ージの「選択的な色補正」を参照してください。ただし、ここに
示したマトリックスの方が、現在のセットアップの色補正設定に
ついて全体をより理解しやすくなっています。

色補正をアクティブにするには、適用チェックボックスをクリック
して選択します。色補正設定を無効にするには、このボックスを再
度クリックしてチェックマークを除去します。このボックスは、ク
リックしてチェックマークを切り替えるようになっています。

画像内で任意の色成分の量を修正するには、このマトリックスの最
上部にある目標色横のボタンをクリックします。次に、マトリック
ス右側にある各成分色の上下ボタンを使って、目標色からその成分
を追加または除去します。

これと同じ操作は、行列内の任意のフィールドをクリックして、
キー入力により値を編集して行うこともできます。画像全体で 
彩度を修正するには、彩度上下ボタンを使うか、希望する値を 
フィールドにキー入力します。

ブルー内のマゼンタの量を減らし、グリーン内のイエローを追加
するには、次のようにします。
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このツールの用途を詳細に説明すると複雑になり、本書の目的か
ら外れるため、ここでは省略します。色マッピングに関する詳細
は、印刷業者に問い合わせるか、または最寄の図書館か書店で電
子製版に関する書籍を参照してください。

自動タブ

自動タブシートでは、シャドウおよびハイライト用のパーセント
設定を行います。自動ボタンを使う場合、FlexColorアプリケーシ
ョンでは対象となる画像のヒストグラムに基づき、適切と考えら
れるハイライト値とシャドウ値が算出されます。次に、ここで設
定したパーセント値により各値が修正されて、最終設定が決定し
ます。これらのパーセント値は、ハイライト設定とシャドウ設定
の差分に適用されます。

例えば、ハイライト用の自動%を2に設定し、通常ならハイライ
トが200程度になる自動機能を画像に使うと、ハイライト値は
FlexColorにより196と割り当てられます（シャドウ値がゼロの場
合）。頻繁にハイライト値またはシャドウ値の調整を行って自動
機能よりも両者間の幅を狭める必要がある場合は、ここで正値の
設定を行います。その場合、結果としてコントラストは比較的高
まります。 
自動%設定には負の値を設定することもできます。その場合は、自
動制御によりハイライトとシャドウに比較的穏やかな設定が適用
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されます。例えば、ハイライト用の自動%が-2のとき、通常ならハ
イライトが200程度になる自動機能を画像に使うと、ハイライト値
はFlexColorにより204と割り当てられます（シャドウ値がゼロの場
合）。この設定では、ハイライト点をより低く設定する場合と比
べ、階調範囲の極値でより多くのディテールを維持することがで
きます。

ハイライト点とシャドウ点の詳細は、85ページの「ヒストグラム
ウィンドウ」を参照してください。

ドットタブ

ドットタブの設定は画像の明るさを左右します。通常この出力
は、各色につき、最も明るい（ハイライト）点で最大（255）、 
最も暗い（シャドウ）点で最小（0）になります。ただし、インク
過剰ですばやく乾燥できないなど、印刷機にトラブルを生じる場
合があります。 

多くの場合、印刷所からは、特定の制限値以内で画像を準備する
よう求められます。このタブシートでの設定は、各色の極値にお
ける出力を制限するものです。これらの値設定については、印刷
所に相談してください。
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3つ (RGB) の列の値は、最大（ハイライト用）または最小（シャド
ウ用）の値を制御します。RGBカラーの場合は、8ビットの値 
(0〜255) が色ごとに示されます。

エンドポイントポップアップメニューでは、入力値が定義済み制
限値を超えた場合、各色の列の値がどのように割り当てられるか
が決定されます。

その決定のしくみは以下のとおりです。

  切捨て:  制限値を超える値はすべて制限値にとど
まります。 

    丸め込み:  制限値を超える値はすべて制限値と最
大値 (0または255) の間に均等に振分けられます。

    最大値強制:  制限値を超える値はすべて強制的に
最大値 (0または255) に変更されます。
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ColorSync タブまたは ICM タブ

ICCカラープロファイルは、使用するシステムに含まれる各デバイ
スの色応答を定義するものです。FlexColorでは、これらのプロフ
ァイルを使って、画像に対し、補正された正確で高品質な色分解
を行えるようにします。

Mac OSの場合、ICCプロファイルはApple社のColorSync技術により
制御され、FlexColorでICCプロファイルを選択するためのセット 
アップタブはColorSyncTMと呼ばれます。  
Windows 2000とXPの場合、ICC技術は「ICM」(Image Color 
Management=画像色管理）と呼ばれ、FlexColorでICCプロファイル
を選択するためのタブはICMと呼ばれます。

Flextightスキャナー、そしてほとんどのモニタと出力デバイスには
ICCプロファイルが含まれており、元画像の色が保持され、画面上
の色が印刷物にも正確に再現されるよう支援します。
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ICCプロファイルの使用に関する詳細は、ご使用のオペレーティ
ングシステムのオンラインヘルプを参照してください。Apple 
ColorSyncTM技術に関する詳細は、Apple社の下記ウェブサイトを 
参照してください。

http://www.colorsync.apple.com または http://www.apple.com.

インプット (Mac)

このポップアップメニューには、システムにインストールされて
いるインプットICCプロファイルのリストが表示されます。 
インプットプロファイルを選択する際は「デバイスのデフォルト
プロファイル」を選択でき、これにより現在のデバイス用に、現
在選択されているプロファイルを常に使用する設定を定義するこ
とができます。これを行うには、インプットプロファイルの第2ア
イテム（デバイス:<プロファイル名>）を選択します。 ここで、
<プロファイル名>は、現在のデバイス用のデフォルトプロファイ
ルの名前です。 
デフォルトプロファイルは、インプットプロファイルメニュー右
側の変更ボタンをクリックするだけで変更できます。これによ
り、ColorSync ユーティリティアプリケーションへ分岐します。
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ここでは、デバイスビューを選択するだけで登録済みデバイスの
リストが見られます。使用するカメラまたはスキャナーをリスト
から選択したら、新しいデフォルトプロファイルを割り当てるこ
とも、工場出荷時のプロファイルに切り替えて戻すこともできま
す。本リリースにインストールされている新規標準設定はすべて、
デバイスのデフォルトプロファイルを使います（ネガのスキャンは
デバイス固有のプロファイルを使用しないので例外となります）。
この新機能の主な利点は、既存設定を編集することなく、独自のカ
スタムインプットプロファイルへ切り替え可能なことです。

インプット (PC)

変更ボタンをクリックするとスキャナとカメラコントロールパネ
ルが開き、接続されたデバイスのリストが表示される以外は、機
能性は基本的にMacの場合と変わりません。

ここでは、使用するデバイスのプロパティを選択し、それにより
表示されるダイアログボックス（色管理タブなど）から、付随す
るプロファイルのリストなど色管理を変更できます。 
プロファイルが複数ある場合、FlexColorでは、必ずリスト内の最
初にあるプロファイルが選択されることに注意してください。 
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RGB 

このポップアップメニューには、現在システムにインストールさ
れているRGBプロファイルがリストアップされます。作業する色
空間を表すプロファイルを選んでください。（Adobe Photoshopを
使用している場合は、Photoshopの使っている空間を選ぶことが
できます。）どの空間がPhotoshopに使用されるかを調べるには、
Photoshopを起動して編集->色設定を選択します。すると、色設
定ウィンドウが表示されます（このウィンドウの使用方法の詳細
は、導入ガイド マニュアルを参照）。この例では、RGB作業空間
はICCプロファイルAdobe RGB（1998）になります。 

RGB色空間（Adobe RGB 1998など）を選択した場合、変換フィー
ルドとプロファイルの埋め込みフィールドの双方をColorSyncタブ
またはICMタブでクリックして選択します。  
保存ボタンをクリックして、選択したRGB作業空間をICCプロファイル
として保存します。プロファイルに新しい名前をつけ、オペレーテ
ィングシステムの使用するICCプロファイルフォルダに保存しま
す。Mac OSの最新バージョンではOSX: System/Library/ColorSync/
Profiles に保存してください。WindowsではWINDOWS\SYSTEM32\
SPOOL\Drivers\Colorに保存してください。RGBドロップダウンリ
ストに保存したファイルの名前が表示されます。
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CMYK 

このポップアップメニューには、現在システムにインストール
されているアウトプットプロファイルがすべてリストアップさ
れます。出力デバイスに固有のプロファイルを選択するか、
FlexColorに用意された一般的なプロファイルから最も希望に 
近いものを選択してください。一般的なプロファイルの詳細は、
59ページの「一般的なICCアウトプットプロファイル」を参照 
してください。

編集

編集ボタンは、Mac OSバージョンのFlexColorを使用している場
合のみ表示されます。アウトプットプロファイルを編集するに
は、このボタンをクリックします。この機能は上級ユーザの場合
のみ、または印刷所から指定があった場合にのみ使用してくださ
い。ColorSyncプロファイルの編集に関する詳細は、60ページの 
「ColorSyncカラープロファイルの編集」を参照してください。

グレー

FlexColorでは、画像をグレースケールで保存する場合も完全に
ICCをサポートします。これは必要な埋め込みオプションと変換
オプションを選択するだけで行うことができ、変換を選んだ場合
は、グレースケールアウトプットプロファイルも選択する必要が
あります。なお、グレイスケールモードの場合、異なるインプッ
トプロファイルの選択は不要なので注意してください。 これは、
現在選択されているRGBインプットプロファイルに基づき、適切
なグレイスケールインプットプロファイルが自動的に生成される
ためです。

変換

このチェックボックスが選択されていると、データは現在のイン
プットプロファイルおよびアウトプットプロファイルの設定に従
って変換されます。それ以外の場合、出力ファイルはICC補正され
ていないデータを含むことになります。
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ソフトプルーフ

このチェックボックスをクリックして選択すると、出力デバイス
から得られると期待される色を画面表示できます。ソフトプルー
フでは、使用しているシステム用に選択したモニタプロファイル
とアウトプットプロファイルとを組み合わせて、出力される色が
シミュレーションされます。使用するシステムに合わせたモニタ
プロファイルの設定法、およびソフトプルーフ機能の使用法は、
導入ガイド マニュアルを参照してください。

プロファイルの埋め込み

保存する画像にプロファイルを埋め込む場合は、このチェックボ
ックスを選択します。埋め込まれるプロファイルは、常にファイ
ルの内容に合致します。変換がアクティブな場合、埋め込まれる
プロファイルは、現在のキャプチャモード設定に対応するアウト
プットプロファイルになります（RGBプロファイルまたはCMYK 
プロファイル）。変換チェックボックスが選択されていない場
合、埋め込まれるプロファイルは現在のインプットプロファイル
になります。
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環境設定ウィンドウ

はじめに

環境設定ウィンドウには、スキャナーとそのソフトウェアの一般
機能を制御する他の各種設定が含まれています。この環境設定ウ
ィンドウの設定はFlexColorアプリケーション全体に適用されるも
ので、セットアップファイルの他の設定には保存されません。こ
のウィンドウを開くには、FlexColorメニューから環境設定を選択
します。

スキャナータブ

スキャナータブには、現在のデバイス用に次の設定が含まれます。

省力機能

電力節減のために、一定期間使用されないときにスキャナーが停
止するように設定することができます。

2段階の省力設定があります。
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• スキャナーの自動電源オフ: スキャナーの電源OFF、前面パネル
のON/OFFボタンを押したのと同じ状態。

• ランプの自動電源オフ: スキャナーの電源はON、ランプのみ消灯。

スライダーを使って、省力機能を起動するための不使用期間を設
定してください。

白補正使用

Flextight Precisionスキャナーの旧モデルには、白補正の確認にこの
オプションを使用するものがあります。現在ではFlextightの全ユー
ザーに白補正を推奨しているので、このボックスは常にチェック
しておいてください。他のFlextightモデルにはこのボックスは何も
しません。

Flextight Precisionスキャナーを使用している場合は、スキャナー 
ハードウェア用のマニュアルの補正情報を参照してください。

自動フレーム認識

この機能をサポートしているスキャナーのみで利用可能！この 
チェックボックスは自動フレーム認識機能をON/OFFします。 
この機能が使用可能な場合、スキャナーは自動的に現在のオリジ
ナルホルダーのIDコード（ホルダーの先端にある長方形の小さい
穴の組合せ）を読み込み、その結果に応じてフレーム設定を調整
します。このチェックボックスの設定はメインFlexColorウィンド
ウの自動フレームボタンの設定を反映するものです（23ページ 
参照）。

カメラタブ

デジタルカメラバックのみに適応。

3f タブ

スキャン3f機能を使用してスキャンする時、画像は3fファイルとし
て現在選択されているフォルダに保存されます。本書10ページの
「3fファイル形式」で説明したように、3fファイルには、ファイル
に関するさまざまな情報を入れることができます。
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スキャンサイズ

3fファイルの一般制限の設定に使用します。最大解像度に対する
割合に例えば50%を設定すると、現在選択されているオリジナルホ
ルダーで利用できる最大解像度の半分で、全3fファイルがスキャ
ンされます。3fファイルのサイズが最大16ビットサイズフィールド
で指定されたサイズより大きい場合は、スキャン解像度は自動的
に低減され、ファイルサイズが指定値内に維持されます。

デフォルト情報

一連のスキャンを行う際、3fファイル全てに同じ撮影者名と著作
権情報を付加したい場合は、スキャン実行前に署名欄フィールド
と版権フィールドにその情報を入力します。後日、それらのファ
イルを情報ウィンドウで開くと、この情報が対応するフィールド
に表示されます。詳細は79ページの「情報ウィンドウ」を参照し
てください。
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アウトプットプロファイル

アウトプットプロファイルタブはFlexColorで使用されるデフォル
トColorSync/ICCプロファイルを指定します。アウトプットプロ 
ファイル設定はセットアップごとに保存されますが、各セット 
アップのオプションのひとつがここで指定されたデフォルトセッ
トアップを使用することです。これにより、プログラムの環境設
定に応じてアウトプットプロファイルをダイナミックに指定した
セットアップを作成することができます。

アウトプットプロファイルタブには以下の設定ができます。

•  RGB デフォルト: RGBに保存するデフォルトアウトプットプロ 
ファイルを選択。

•  CMYK デフォルト: CMYKに保存するデフォルトアウトプット 
プロファイルを選択。

•  グレーデフォルト: グレースケール（白黒）画像を保存する 
デフォルトアウトプットプロファイルを選択。
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FlexColor の一般設定

環境設定ウィンドウの一番下には、次のようにFlexColorの一般設
定が表示されます。

保存画像を開く

画像がTIFFファイルとして保存されていると、FlexColorではユー
ザが選択するアプリケーションを起動して、そのアプリケーショ
ンで保存済み画像を開くことができます。この機能を使うには、
保存画像を開くチェックボックスをクリックしたのち、選択ボタ
ンをクリックします。表示された標準ファイルファインダウィン
ドウを使って、保存済み画像を開くために使用するアプリケーシ
ョンを選択します。

新規切り取り後に再自動設定

FlexColorには自動階調範囲機能が含まれており、これにより切り
取り済みの画像が分析され、ハイライトとシャドウの値が適宜設
定されます。この機能は、メインFlexColorウィンドウの自動ボタ
ンをクリックすると、随時使用できます。 
新規切り取り後に再自動設定チェックボックスは、この自動機能
のショートカットを提供するものです。自動ボタンをクリックし
た場合と同様に、このチェックボックスを選択すると、新しく切
り取り範囲を設定するたび、FlexColorによりその切り取り範囲に
含まれる画像が即時分析され、ハイライトとシャドウの値が設定
されます。

この機能は、オプションキーを押しながら新しい切り取り範囲を
定義しても制御できます。

• 新規切り取り後に再自動設定チェックボックスが選択され有効に
なっている場合は、自動機能を呼び出さずに、オプションキーを
押しながら新しい切り取り範囲を定義してください。



58

• 新規切り取り後に再自動設定チェックボックスが選択されていな
い場合は、自動機能を新しい切り取り範囲に適用するため、オプ
ションキーを押してください。

!  この機能は、既存の切り取り範囲を移動またはサイズ変更しても
ハイライトとシャドウの設定を更新せず、新しい切り取り範囲に
のみ応答します。切り取り範囲を移動またはサイズ変更したのち
自動機能を再使用するには、メインFlexColorウィンドウで自動ボタ
ンをクリックします。 

階調範囲と自動機能の詳細は、85ページの「ヒストグラムウィン
ドウ」および44ページの「自動タブ」を参照してください。切り
取りに関する詳細は、26ページの「メインFlexColorウィンドウ」
を参照してください。
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FlexColor ICC プロファイル

 一般的な ICCアウトプットプロファイル

FlexColorには、各種の色分解を生成するための一般的なICCアウト
プットプロファイルが6つ含まれています。各プロファイルの名前
はそれぞれの出力タイプを説明しています。詳細は次の表1を参照
してください。

プロ 
ファイル

最大 
インク量

最大インク
の使用量

最大黒 
インク量

開始時の 
黒インク量

用途

Hasselblad 
250GCR 40K90

250% GCR 40% 90% 適用せず 新聞、低質
インク

Hasselblad  
280GCR 30K90

280% GCR 30% 90% 適用せず 新聞、 
標準

Hasselblad  
330GCR 20K95

330% GCR 20% 95% 適用せず 光沢紙 
(雑誌類)

Hasselblad  
350GCR 20K95

350% GCR 20% 95% 適用せず 一般 
印刷、 
光沢紙

Hasselblad  
330SKEL 30K75

330% スケルトン 75% 30% 高級 
印刷、高質

インク

Hasselblad  
350SKEL 30K91

350% スケルトン 91% 30% 超高級印刷 
(例:美術作品
の複製)

表1: FlexColorに含まれる一般的なICCアウトプットプロファイル

GCRは、グレー置換（gray color replacement）を意味します。これ
は暗色部分に黒をのせる処理で、これにより使うインクの総量を
軽減します。高い割合でGCRを使うと、画像内の黒インク量が増
えます（また、結果的に他の色のインク量は減ります）。
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スケルトンブラック処理では、（特に、他の色において）さほど
黒の量を加えないため、結果的に明るい色が得られますが、同時
により高品質な紙が必要になります。これらのプロファイルは、
各チャネルで黒を追加する前、各色に必要な最小インク濃度も指
定しています。  
使用すべきプロファイルがわからない場合は、最大インク濃度に
制限があるかどうか印刷所に問い合わせ、その制限値に適切に準
拠するプロファイルを確実に選んでください。ほとんどの場合、
Hasselblad 330SKEL 30K75 プロファイルが最良の結果を提供します。

また、ユーザ（またはユーザが使用する業者）の特定の出力デバ
イスに合ったICCプロファイルが利用可能な場合もあります。その
場合は、そのプロファイルを使用してください。 
満足できる結果が得られなかった場合は、プロファイルの修正方
法について印刷業者から助言を受けてください。「ColorSyncカラ
ープロファイルの編集」を参照してください。

ColorSync カラープロファイルの編集

!  プロファイルエディタは、Mac OSバージョンのFlexColorでのみ利用
可能です。

FlexColorには、Flextightスキャナー用に設計されたColorSyncイン 
プットプロファイルと、それぞれ異なる条件下で良好な結果を生
み出すよう設計された一般的なアウトプットプロファイルセット
の双方が含まれています。  
これらの一般的なプロファイルでは、充分な品質から優れた品質
の結果が得られます。アウトプットプロファイルをテストし、業
者に問い合わせた後で、アウトプットプロファイルを微調整する
ことになった場合は、次の手順に従ってください。

アウトプットプロファイルの編集に利用できる設定は、非常に詳
細で強力です。一般に、これらは色分解に熟練したユーザ向けに
意図されています。ほとんどの場合は、これらの設定について印
刷業者に問い合わせる必要があります。

1. FlexColorアプリケーションを実行します。

2. ファイルメニューからセットアップを選択します。次に、
ColorSyncTMタブをクリックします。

Software Reference - FlexColor 4.0 for 
Flextight Scanners
The Thumbnails Window
69 Introduction
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3. CMYKポップアップメニューを使って、編集したいプロファイル
を選択します。選択するプロファイルは、希望するプロファイ
ルに最も近いものでなければなりません。あるプロファイルを
編集してまったく異なるプロファイルを作成することはできま
せん。メニューにはシステムライブラリーフォルダに現在イン
ストールされている全プロファイルのリストが表示されます。

4. 編集ボタンをクリックします。すると、アウトプットプロファ
イルウィンドウが表示されます。
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5. 編集するプロファイルは新しい名前で保存することをお勧めしま
す。 別名保存ボタンをクリックしてください。すると、新規の
プロファイルを作成ウィンドウが表示されます。編集するプロ 
ファイルの名前をキー入力し、作成ボタンをクリックします。

 

6. アウトプットプロファイルウィンドウに戻ります。このウィン
ドウには、色分解した最終ファイルに適用される出力値が、
色別に4つの明るさ（ニュートラルグレー）レベル(0%、5%、
50%、および100%)それぞれについて表示されます。これらのレ
ベルを調整することにより、出力で各色がどのように表現され
るかを制御することができます。例えば、印刷出力のハイライ
トで黄色が強すぎた場合は、0%値と5%値（またはどちらか）
のY値を下げることができます。多くの場合、必要になるのは
こういったレベルの詳細情報です。

7. ドットゲイン補完設定では、既存プロファイルのデフォルトド
ットゲイン設定を補正します。この設定は相対的なものであ
り、正負どちらの値も取ることができます。一般に、この値は
印刷業者に応じて異なります。正しい設定値を見つけるには若
干の試行錯誤が必要になるでしょう。

8. これ以上詳細な調整が必要な場合は、詳細設定見出しの隣にあ
る小さい三角マークをクリックします。
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9. 詳細設定セクションには、より詳細なグレーレベルの値設定が
含まれます。これらの設定には、アウトプットプロファイル 
ウィンドウの標準セクションで調整可能だったものと同じ4つ
のレベルも含まれます。

10. このウィンドウで設定が完了したら、保存ボタンをクリックし
てその設定を新しいプロファイルに適用します。
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サムネイルウィンドウ
はじめに

サムネイルウィンドウは、3f ボタンを使って現在選択しているフ
ォルダに保存されている各スキャンのプレビュー画像を表示し、
ライトテーブルと同様の機能を果たします。フォルダボタンを 
クリックしてサムネイルに使用したいフォルダを選択してくださ
い。フォルダの名前は（My Picturesなど）サムネイルウィンドウ 
のタイトルバーに表示されます。このサムネイルウィンドウを使
うと、仕事内容の見直し、メインFlexColorウィンドウへの画像の
ロード、および標準TIFFファイルでの画像保存が行えます。

サムネイルウィンドウを開く

 サムネイルウィンドウを開くには、ショートカットキー
cmd-8を押すか、メインFlexColorウィンドウでサムネイル
ボタンをクリックするか、あるいはウィンドウメニュー
からサムネイルを選択します。
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ファイルとファイル形式

スキャン3fボタンを使用してスキャンする時、画像はスキャンされ
3fファイルとして現在選択しているフォルダに保存され、メイン
FlexColorウィンドウのプレビューセクションに表示されます。

詳細は、本書10ページの「3fファイル形式」を参照してください。
サムネイルウィンドウには現在選択中のフォルダに保存されてい
る3fファイルがすべて表示され、メインFlexColorウィンドウのプ
レビューセクションのファイルは、どれでもロードすることがで
きます。

切り取り設定と画像設定の保存

3fファイルがメインFlexColorウィンドウへロードされている
間にFlexColorの各種ツールで新しい設定を行っても、メイン
FlexColorウィンドウで保存をクリックしない限り、その新規設定
は保存されません。保存をクリックすると、現在適用されている
切り取り、モード、色、および画像処理の設定とともに、現在の
画像のTIFFまたはJPEGファイルが作成されます。また、この設定
は現在の3fファイルに関する情報ウィンドウのヒストリーリスト
にも保存されます。

詳細は79ページの「情報ウィンドウ」を参照してください。サム
ネイルウィンドウからメインFlexColorウィンドウへファイルを 
ロードすると、その3fファイルに現在デフォルトで選択されて
いる切り取り、モード、色、および画像処理の設定もすべて
FlexColorにロードされます。

サムネイルウィンドウの使用

サムネイルの表示方法

サムネイルウィンドウには、2つのサムネイル表示オプションがあ
ります。  
ソート  このポップアップメニューで、サムネイルを日付（作成

日）順にソートするか、名前順にソートするか選択しま
す。ソート順序を逆にするには、ポップアップ右側の降
順/昇順ボタンをクリックします。…および承認ステータ
ス別チェックボックスを選択すると、サムネイルを承認
ステータス別にソートすることもできます。

サイズ このポップアップメニューでは、サムネイルウィンドウ
に表示されるサムネイルのサイズを選択できます。
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 切り取り範囲外を隠すボタン: このボタンを使うと、各
画像について、現在切り取り範囲がある場合、その範囲外を非表
示にできます。 
サムネイルウィンドウには各キャプチャに関する情報が表示され
ます。

画像の選択

サムネイルウィンドウでは、複数の画像を選択することができま
す。いったん画像を選択すると、その画像は強調表示されます。
選択した画像は、名前変更、削除、表示または保存が行えます。
画像の選択操作には次のような各種テクニックがあります。

• サムネイルを一度クリックして、単一の画像を選択。

• Cmdキーを押しながらクリックして、複数の画像を選択。

• Shiftキーを押したままクリックして、一列に並んだ複数の画像を
選択。

• cmd-aを押すか、編集メニューからすべて選択を選択して、サム
ネイルウィンドウ内の全サムネイルを選択。

Software Reference - FlexColor 4.0 for Flextight Scanners
The Histogram Window

選択されているサムネイル
(強調表示)

承認マーク 画像名

切り取り範囲
外の非表示

現在プレビュー
している画像
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選択した画像の処理

サムネイルウィンドウには、選択して強調表示させた画像を処理
するため、以下のコマンドが含まれています。

  情報ウィンドウを開きます。 このウィンドウには、サイ
ズ、解像度、フレームサイズなど画像に関する種々の情
報と、著作権などに関する各種情報が含まれています 
（情報ウィンドウは、ファイルメニューから情報を見る
を選択するか、ショートカットキーcmd-iを押しても開く
ことができます）。なお、情報ウィンドウは選択したフ
ァイルそれぞれについて表示されます。詳細は79ページ
の「情報ウィンドウ」を参照してください。

削除  現在選択されている画像を削除します。削除を選択する
と、確認のためのダイアログが表示されます。画像は 
ハードディスクからも永久に削除されます。コマンド 
（cmd）キーを押しながら削除をクリックすると、選択
された画像は確認ダイアログが表示されることなく削除
されます。

 画像は、キーボードのdelキーまたはcmd-delキーを使っ
て削除することもできます。 

表示  現在選択されている画像をメインFlexColorウィンドウ
で表示し、閲覧および処理することができます（画像は
サムネイルをダブルクリックしても開くことができま
す）。選択したファイルにデフォルトで選択されている
切り取り、モード、色、および画像処理の設定も、同時
にFlexColorにロードされます。このボタンは、単一の画
像を選択した場合のみ利用可能になります。 

 なお、サムネイルをダブルクリックするか、表示ボタンを
クリックすると、直ちにプレビューウィンドウで低解像
度の画像が表示されますが、その間高解像度プレビュー
がバックグラウンドで行われ、終了と同時にプレビュー
が更新されます（通常20秒から30秒）。

保存 このボタンにより、現在選択している画像がすべて保存
されます。このボタンをクリックすると、バッチ保存 
ウィンドウが表示され、すべてのファイルに対し、各 
ファイルで保存されている個別設定と切り取りを使って
保存するか、（メインFlexColorウィンドウ内の現在のプ
レビュー表示どおり）現在の設定と切り取りを適用する
か尋ねられます。 

情報を 
見る
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 どちらかの設定を選んだのち、モードポップアップ 
メニューを使って次の保存オプションのうちひとつを 
選択します。  

 通常: 選択した画像をTIFFファイルとして保存。 
 プレビュー: 選択した画像をプレビュー用に低解像度

TIFFファイルとして保存。  
 レイヤ: 選択した画像をPhotoshopファイルで (.psd) 複数

レイヤとして保存。 
 適切な保存オプションを選択したら、保存ボタンをクリ

ックします。 
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選択画像の修正

サムネイルウィンドウから各画像の様々な情報を見ることができま
す。新しいセットアップの履歴への追加、デフォルトセットアップ
の選択、メタデータの入力など、画像修正を可能にする設定を提供
します。

こうした設定の作成には2通りの方法があります。情報ウィンドウ
の使用、あるいは修正ウィンドウの使用で、ふたつともサムネイル
ウィンドウから利用できます。各ウィンドウの提示するオプション
は少々異なります。一般に、情報ウィンドウは個々の画像の処理に
使われ、修正ウィンドウは複数の画像を一度に修正するために使わ
れますが、修正ウィンドウを単一画像の処理に使用することもあり
ます。本セクションでは修正ウィンドウとその設定を説明します。
情報ウィンドウの詳細については79ページの「情報ウィンドウ」を
参照してください。

セットアップや履歴の修正

各3fファイルには最低ひとつのセットアップが含まれています。 
ファイルを最初にスキャンしたときに使用されたセットアップで
す。3fファイルからエクスポートするたびに、エクスポートに使用
されたセットアップが履歴に追加されます。履歴に複数のセット 
アップが存在する場合、そのひとつがデフォルトセットアップとな
り、サムネイルに適用され、メインFlexColorウィンドウでファイル
が開かれるとロードされます。

修正ウィンドウを使用して、新規セットアップの追加や既存セッ
トアップの修正をしたり、新規セットアップをデフォルトにする
ことができます。その方法を以下に説明します。
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1. 以下のいずれかを行って使用したいセットアップを作成します。

• 対称となる3f画像をメインFlexColorウィンドウにロード
し、満足のいくセットアップが得られるまで画像サイズ、
位置、補正制御を調整します。このセットアップが「現在
の」セットアップとなります。

• 現在のセットアップを上記のように作成し、新規保存セッ
トアップとして保存します（詳細は36ページの「セット 
アップの管理」を参照）。

• 既存の保存されたセットアップのリストを見て、画像に適
用したいセットアップを決定します。

2. サムネイル（ライトテーブル）ウィンドウに行き、修正したい
画像(複数可)を選択します。修正ウィンドウでは修正を全画像
あるいは全承認画像に適用することもできます。その場合はこ
の時点でどの画像を選択しても変わりません（下記参照）。

3. サムネイルウィンドウの修正ボタンをクリックして修正ウィン
ドウを開きます。

4. 修正を適用する領域に合うように、修正ポップアップメニュー
を設定します。次のオプションが利用できます。

• 選択のみ: 修正ウィンドウを開いたときに選択した画像のみ
に修正設定を適用。
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• すべて: サムネイルウィンドウで開いている全画像に修正を
適用（すなわち現在のフォルダにある3f画像すべて）。

• 承認画像: 修正ウィンドウを開いたときにどの画像を選択し
たかにかかわらず、承認された全画像に修正設定を適用。

5. 修正ウィンドウの上部にあるチェックボックスをチェックしま
す。これでセットアップ修正オプションが使用可能になります。

6. セットアップ修正設定の一部が見えないときは、チェックボッ
クスの横にある三角マークをクリックしてください。

7. 最初のポップアップメニューを使用して、新しいセットアップ
を領域内のファイルに適用します。以下のいずれかを選んでく
ださい。

• セットアップを追加: 新しいセットアップを履歴に追加しま
す。現在のデフォルトは変更せずに保持します。

• デフォルトに追加: 新しいセットアップを履歴に追加しデ 
フォルトにします。現在のデフォルトはまだ履歴に存在
し、変更されるまでそのまま残ります。

• デフォルトセットアップを更新: 新しいセットアップでデ 
フォルトを完全に置換えます。古いデフォルトは履歴から
消滅します。

8. 次のポップアップメニューで領域の各ファイルに適用するセッ
トアップを選びます。以下のいずれかを選んでください。

• 現在のセットアップ: メインFlexColorウィンドウに表示され
ているプレビュー画像に適用されているセットアップをす
べて使用。

• 標準セットアップ: FlexColorに含まれる全標準セットアップ
が、ネガとポジに分類されリストアップされます。

• ユーザー定義: メニューの下部に保存されている各カスタム
セットアップが表示されます。

9. 画像の名前や IPTC情報を変更したい場合は、この時点で適切
なボックスをチェックし、本セクションの説明に従って設定を
作成することもできます。ボックスをひとつまたはふたつとも
クリアして変更を防止します。

10.  修正をクリックして設定を適用します。
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画像の名前変更

各3fファイルにはスキャン時に作成された設定により名前が付け
られています。バッチスキャンの後などでは、各画像に説明的な
名前を与えることが必要になります。

修正ウィンドウを使用して、以下のように画像（複数可）の名前
を変更することができます。

1.  サムネイル（ライトテーブル）ウィンドウに行き、修正したい
画像(複数可)を選択します。修正ウィンドウでは修正を全画像
あるいは全承認画像に適用することもできます。その場合はこ
の時点でどの画像を選択しても変わりません（下記参照）。

2.  サムネイルウィンドウの修正ボタンをクリックして修正ウィン
ドウを開きます。

3.  修正を適用する領域に合うように、修正ポップアップメニュー
を設定します。次のオプションが利用できます。

• 選択のみ: 修正ウィンドウを開いたときに選択した画像のみ
に修正設定を適用。

• すべて: サムネイルウィンドウで開いている全画像に修正を
適用（すなわち現在のフォルダにある3f画像すべて）.

• 承認画像: 修正ウィンドウを開いたときにどの画像を選択し
たかにかかわらず、承認された全画像に修正設定を適用。

4.  修正ウィンドウの名前変更チェックボックスをチェックしま
す。これで名前変更オプションが使用可能になります。

5.  名前変更設定の一部が見えないときは、チェックボックスの横
にある三角マークをクリックしてください。

6.  以下を設定します。

• 名前: 新しいルート名を入力します。 
• 以下の番号から連番に: 複数の画像を選んだ場合、各画像に

は入力したルート名プラス連番が与えられ、独自のファイル
名を形成します。最初の画像の番号をここに入力します。

7.  画像のセットアップや IPTC情報を変更したい場合は、この時
点で適切なボックスをチェックし、本セクションの説明に従っ
て設定を作成することもできます。ボックスをひとつまたはふ
たつともクリアして変更を防止します。

8.  修正をクリックして設定を適用します。



74

Software Reference - FlexColor 4.0 
for Flextight Scanners
The Gradations Window

ニュートラル化と処理前に戻す

修正ウィンドウのこのふたつの設定はデジタルカメラ画像にのみ
該当します。スキャン画像処理の際は、無効（グレー表示）にな
ります。

画像メタデータの変更

各3fファイルは、署名欄、版権詳細、その他キーワードなどの 
フィールドで構成されるメタデータ（ITPC値とも呼ばれる）を 
持つことができます。これらを使用すると、検索可能な画像の 
データベースが簡単に作成できます。最初に画像をスキャンする
際に初期値がいくつか与えられていますが、各画像を独自に識別
するために初期値を更新する必要が生じることがあります。

修正ウィンドウを使用して、以下のように画像（複数可）の
ITPCタグを変更することができます。

1.  サムネイル（ライトテーブル）ウィンドウに行き、修正したい
画像(複数可)を選択します。（修正ウィンドウでは修正を全画
像あるいは全承認画像に適用することもできます。その場合は
この時点でどの画像を選択しても変わりません。）

2.  サムネイルウィンドウの修正ボタンをクリックして修正ウィン
ドウを開きます。

3.  修正を適用する領域に合うように、修正ポップアップメニュー
を設定します。次のオプションが利用できます。

• 選択のみ: 修正ウィンドウを開いたときに選択した画像のみ
に修正設定を適用。

• すべて: サムネイルウィンドウで開いている全画像に修正を
適用（すなわち現在のフォルダにある3f画像すべて

• 承認画像: 修正ウィンドウを開いたときにどの画像を選択し
たかにかかわらず、承認された全画像に修正設定を適用。

4.  修正ウィンドウのIPTC情報変更チェックボックスをチェックし
ます。これでIPTCオプションが使用可能になります。

5.  IPTC設定の一部が見えないときは、チェックボックスの横にあ
る三角マークをクリックしてください。

Software Reference - FlexColor 4.0 for 
Flextight Scanners
The Gradations Window
84 Using the Sliders
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6. 以下を設定します。

• 署名欄: たいていオリジナルの3fファイルを作成したスキャ
ナーオペレータの名前になっていますが、このフィールド
を他の目的で使用する必要が生じることもあります。新規
入力して領域内の全ファイルを更新するか、フィールドを
空白にして現在の署名値のままにします。

• 版権: このフィールドは版権の詳細を記述するもので、通常
撮影者または業者の名前プラス年が使用されます。新規入
力して領域内の全ファイルを更新するか、フィールドを空
白にして現在値のままにします。

7.  画像データベースを構築している場合は、キーワードが重要に
なります。ユーザーがあるキーワードを使用してデータベース
を検索すると、キーワードリスト中にそのワードを含む全画像
がみつかります。（ファイル名やその他のIPTCフィールドに 
サーチワードを含む画像が、検索結果として表示されることも
あります。）以下を行ってキーワードリストを作成します。

• 追加をクリックして新しいキーワードを追加します。小さ
なダイアログウィンドウが開くので、ワードをキー入力し
ます。

• ワードを削除するには、キーワードリストから該当する 
ワードを選び、削除ボタンをクリックします。

• 領域内のファイルに既に追加された全キーワードを維持す
るには、現在のキーワードに追加チェックボックスをチェ
ックします。既存キーワードを削除し、新規作成したリス
トで置換える場合は、このチェックボックスをチェックし
ないでください。

8.  画像のセットアップや名前を変更したい場合は、この時点で適
切なボックスをチェックし、本セクションの説明に従って設定
を作成することもできます。ボックスをひとつまたはふたつと
もクリアして変更を防止します。

9.  修正をクリックして設定を適用します。
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Software Reference - FlexColor 4.0 for Flextight 
Scanners

The Gradations Window
85 Using the Gradations Color Picker

フォルダーの選択とお気に入りの設定

サムネイルウィンドウは選択されたフォルダに保存されている各
3fファイルのサムネイル画像を表示します。これを使用して、ネッ
トワーク共有などコンピュータで利用できるあらゆるフォルダを
みることができます。サムネイルウィンドウによる画像の表示、
編集には、コンピュータから画像をスキャンする必要はありませ
ん。スキャナーを取付ける必要もありません。

サムネイルウィンドウの左上の端にあるポップアップメニュー
が、現在選択されているフォルダ名を表示し、エントリを提供し
ます。このエントリを使って、ファイルブラウザあるいは便利な
最近のお気に入りフォルダリストから別のフォルダを選択するこ
とができます。 

 

ポップアップメニューの内容は以下の通りです。

• フォルダーの選択: ファイルブラウザを開きます。コンピュータ
を使用してフォルダを選ぶことができます。

• お気に入りに追加: 現在選択されているフォルダを、メニューの 
下部にあるお気に入りリストに追加します。現在のフォルダが 
既にお気に入りになっている場合は、このエントリは利用でき 
ません。
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• お気に入りの削除: 現在選択されているフォルダを、メニューの
下部にあるお気に入りリストから削除します。現在のフォルダ 
が既にお気に入りになっていないと、このエントリは利用でき 
ません。

• 最近使ったフォルダ: サムネイルウィンドウを使って最も最近表
示したフォルダのリストが表示されます。

• お気に入り: お気に入りに追加エントリを使ってお気に入りリス
トに追加した各フォルダを表示します。

サムネイルの印刷

サムネイルウィンドウの内容は、印刷することができます。

• ウィンドウ内で画像をクリックし、希望するビューが選択されて
いることを確認してください。

• ファイル-> 印刷を選択します。
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情報ウィンドウ
はじめに

情報ウィンドウには、現在選択しているファイルとその内容、適
用されている設定の全履歴、および画像データベースをサポート
する版権情報やキーワードなど付加が可能なユーザ独自のファイ
ルデータ（IPTCタグを含む）に関する種々の情報が含まれます。

情報ウィンドウの使用

情報ウィンドウを開く

情報ウィンドウを開くには、画像をロードした際、メイン
FlexColorウィンドウでファイルメニューから情報を見るを選択す
るか、ショートカットキーcmd-Iを押します。

サムネイルウィンドウでは、１つ以上のサムネイルを選択して情
報を見るボタンをクリックすることにより、選択した各ファイル
について情報ウィンドウを表示させることができます。
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Software Reference - FlexColor 4.0 for 
Flextight Scanners
The Histogram Window
90 The Histogram Display

情報ウィンドウの上部に表示される基本的なファイル情報には、
3fファイルの名前、作成日、およびファイルサイズが表示されま
す。ファイル名の変更は、新しい名前をファイル名フィールドに
キー入力するだけで行えます。表示されるサムネイル画像は、ヒ
ストリーリストにデフォルトとして指定されている設定を使って
作成されます。

一般情報/ヒストリー

一般情報セクションには、次の情報が含まれます。

修正日:  最も最近の修正日。

フレーム:  ファイルスキャン時に使用されたオリジナルホルダー
のフレームサイズ。

PPI:  ファイルの解像度。

デバイス:  画像スキャンに使用されたHasselbladデバイス名。以下
のフィールドには、ユーザ独自のファイル情報を入力
します。

署名欄:  通常撮影者の名前。環境設定ウィンドウ（53ページを
参照）の3fタブでデフォルト情報セクションの署名欄
フィールドに情報が入力されている場合は、スキャン
3f機能を使用してスキャンするたびに、入力内容が自
動的にここへ追加されます。

版権:  著作権情報。 
 環境設定ウィンドウ（54ページを参照）の3fタブでデ

フォルト情報セクションの版権フィールドに情報が入
力されている場合は、スキャン3f機能を使用してスキ
ャンするたびに、入力内容が自動的にここへ追加され
ます。

キーワード:  画像に関するユーザ独自のキーワードを追加。 
 キーワードは、画像データベースから画像を検索する際に利

用できます。

表題:  通常画像内容の説明。

ヒストリーリストを表示するには、ポップアップメニューからヒ
ストリーを選択します。
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ヒストリーリストには、新しい設定が画像に適用されるたび、ま
たその設定で作成される各TIFFファイルについて、エントリ（名
前、日時、およびファイルサイズなど）が追加されます。リスト
下のボタンには、次のものがあります。

表示:  エントリを選択し、ボタンをクリック（またはエン
トリをダブルクリック）して、FlexColorプレビュー
ウィンドウに画像をロードします。これにより、 
画像は対応するエントリが生成された際とまったく
同じ設定でロードされます。エントリ左の目のアイ
コンは、現在ロードされているファイルを示して 
います。

削除 :  エントリを削除します。
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  このボタンを使うと、ファイルの開閉、保存、エク
スポートに適用したい設定を伴ったエントリを選択
できます。左側のチェックマークは、デフォルトと
して現在選択されているエントリを示します。デフ
ォルトとして選択されているエントリの設定は、情
報ウィンドウとサムネイルウィンドウに表示される
サムネイルにも適用されます。

  FlexColorプレビューに現在表示されている画像の設
定を、エントリとしてリストに追加します。

デフォルト
の選択:

現在の設定
を追加:
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色情報ウィンドウ
はじめに

色情報ウィンドウでは、画像内の任意点におけるピクセル値を読
み取ることができます。また、固定サンプルポイントを5つ設定し
て全ポイント値を同時に読み取ることにより、他の設定の効果を
モニタすることもできます。

 色情報ウィンドウを開くには、ショートカットキーcmd-9 
を押すか、メインFlexColorウィンドウで色情報ボタンを
クリックするか、ウィンドウメニューから色情報を選択
します。

色情報ウィンドウでの値読み取り

色情報ウィンドウを使用するには、マウスポインタをプレビュー
画像上へ移動します。すると、画像内で選択した位置におけるピ
クセルの明るさがウィンドウの数値フィールドに示されます。次
の点に注意してください。

• RGB表示の場合、値はピクセルの明るさの値 (0〜255、白=255, 
255, 255) を示します。

• CMYK表示の場合、出力値はインクパーセント値 (0〜100、白=0, 
0, 0, 0) を示します。ただし、入力値は上記のとおりRGB表示のま
まです。

このサンプルポップアップメニューは、カラーピッカー（マウス
ポインタ）により抽出された領域のサイズを示します。色情報 
ウィンドウに表示される数値は、サンプル領域内の値の平均を 
示しています。設定としては1×1ピクセル、3×3ピクセル、または
5×5ピクセルのいずれかを選択できます。
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固定サンプルポイントの設定

固定サンプルポイントは5つ設定でき、これにより実行する設定が
画像の主要領域に及ぼす効果をモニタできます。プレビュー画像
内では、各サンプルポイントにつき、ひし形のマークと番号が示
されます。色情報ウィンドウでは、各サンプルポイントに関する
現在値がそれぞれの番号の横に表示されます。

 
サンプルポイントを設定するには、サンプルポイントボ
タンをクリックします。 これによりボタンがアクティ
ブになりグレー表示されます。その状態で、画像内の希
望する位置へポインタを移動してクリックします。する
と、プレビュー画像の選択した位置に番号の付いたひし
形マークが表示されます。サンプルポイントには以下の
操作が行えます。

• 既存のサンプルポイントを移動するには、サンプルポイントボタ
ンをクリックしてグレー表示することによりサンプルポイントピ
ッカーをアクティブにし、次にサンプルポイントを目標位置へク
リック&ドラッグします。

• 既存のサンプルポイントを削除するには、サンプルポイントピッ
カーをアクティブにし、削除するサンプルポイントをクリックし
たのちバックスペースキーを押します。

• 既存のサンプルポイントを維持しつつプレビューで非表示にする
には、ポイント非表示チェックボックスをクリックします。サン
プルポイントを表示または編集するには、このチェックボックス
を再度クリックして選択を解除します

•プレビューからすべてのサンプルポイントを削除するには、すべ
て削除をクリックします。
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ヒストグラムウィンドウ

はじめに

ハイライト点とシャドウ点を設定する最も簡単な方法は、メイン
FlexColorウィンドウの自動階調範囲ボタンを使うことです。ただ
し、この自動機能で望ましい結果が得られない場合もあります。 
ヒストグラムウィンドウのカラーピッカーとスライダには、ハイラ
イト点とシャドウ点の微調整に必要なツールが用意されています。

• ハイライト点とは、それを越えるすべての入力インプットが白と
して出力される明るさです（セットアップウィンドウのドットタ
ブシートに値を設定済みでない限り、通常は255。 詳細は45ペー
ジの「ドットタブ」を参照）。

• シャドウ点とは、それ以下のすべての入力インプットが黒として出 
力される明るさです（セットアップウィンドウのドットタブシート 
に値を設定済みでない限り、通常は0。詳細は45ページの「ドット 
タブ」を参照）。 

これらの設定は強力な効果を画像にもたらすため、細心の注意が
必要です。多少時間をかけて試行錯誤してみてください。またプ
レビューを見て、これらの設定がいかに画像に影響するか確認し
てください。これらの制御を行った後、画像を何枚か保存して、
詳しく見比べ、使用する設定の種類についてメモを取り、比較用
の校正刷りを作成するとよいでしょう。

デジタル画像を扱ったことがない場合は、これらの制御オプショ
ンが画像に及ぼす影響について、スキャナーオペレータやデジタ
ル写真家など、熟練した専門家に相談することをお勧めします。
校正刷り評価の際、どういった点に注意すべきか尋ねてくださ
い。また、デジタル写真、デジタル画像、スキャニング、および
色再現に関する書籍も参考にしてください。
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ヒストグラム表示

 
ヒストグラムウィンドウを開くには、ショートカット 
キーcmd-2を押すか、メインFlexColorウィンドウの補正 
セクションにあるヒストグラムボタンをクリックするか、 
ウィンドウメニューからヒストグラムを選択します。 

ヒストグラムウィンドウには、画像の階調範囲を示すグラフが含
まれます。このグラフには、各明るさ（横軸）におけるピクセル
数（縦軸）が表示されます。値0（黒）のピクセルは左側に表示さ
れ、値255（白）のピクセルは右側に表示されます。
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カラーピッカー 

カラーピッカーを使うと、画像のピクセルをクリックしてハイラ
イト点、シャドウ点、およびニュートラル点を設定できます。使
用法の詳細は89ページの「ヒストグラムカラーピッカー」を参照
してください。

スライダ

スライダをクリック＆ドラッグすると、ハイライト点、シャドウ
点、最小出力値、および最大出力値を設定することができます。
最小出力値と最大出力値は、セットアップウィンドウのドットタ
ブにおける設定を反映します。これらの設定に関する詳細は、
45ページの「ドットタブ」を参照してください。

! スライダは、選択してから矢印キーを押しても移動できます。ctrl 
キーを押しながらこの操作をすると、より大きな増分で移動でき
ます。ctrl-タブを使うとスライダ間を移動できます。

 オリジナルの色かぶりをハイライトに保持: ハイライト 
ピッカーはデフォルトで選択されたポイントを純白に 
設定し、画像のハイライト中の色かぶりを修正します。
ここをクリックして、各色チャネルで同じになるよう 
ハイライト点をリセットし、オリジナルハイライト色か
ぶりを保持します。

  出力ヒストグラムを表示: ヒストグラムウィンドウは、ス
キャナーでキャプチャされたヒストグラムをデフォルト
で表示します。ヒストグラムにはハイライト点とシャド
ウ点を示す矢印があります。出力では、二点間の明るさ
はダイナミックレンジの全域 (0から255) に対応するよう
分散されます。このボタンを押すと (グレー)、出力ヒス
トグラムが表示されます。押さないときは (白)、入力ヒ
ストグラムとハイライト/シャドウインジケータが使用さ
れます。 

  自動補正: ここをクリックすると、画像に自動補正アル 
ゴリズムを適用します。FlexColorが画像を分析し、推奨
されるハイライト点、シャドウ点、ニュートラル点を設
定します。
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  設定の適用: このボタンを押すと（グレー）、補正設定が 
プレビューと最終画像に適用されます。押さないときは
(白)、設定は保持されますが画像には適用されません。  

  リセット/プリセット: ここをクリックすると、ロードさ
れたセットアップまたはプリセットからの設定にリセッ
トします。クリックして押したままにすると、メニュー
が開き、プリセットの選択、保存、削除ができます。 
このメニューの使用方法についての詳細は、97ページの
「プリセットの使い方」を参照してください。

色チャネルの表示/非表示

この三角マークをクリックすると、色チャネルごとにヒストグラ
ムを分けて表示できます。その各々につき、ハイライト値とシャ
ドウ値を個別に調整することができます。

Software Reference - FlexColor 4.0 for Flextight Scanners
The Detail Window
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ヒストグラムカラーピッカー

ヒストグラムカラーピッカーでは、プレビュー画像で任意のピク
セルを指定し、そのピクセルの値に基づいたハイライト点、ニュ
ートラル点、またはシャドウ点を割り当てることができます。ハ
イライトカラーピッカーもシャドウカラーピッカーも、階調範囲
を選択することにより画像の明るさとコントラストに影響を及ぼ
します。

カラーピッカーを使うには、次の操作を行います。

1. 希望する階調範囲設定のタイプに合ったスポイトボタンをクリッ
クします。すると、マウスポインタが選択したスポイトに変わり
ます。
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2. マウスポインタをプレビュー画像へ移動します。 メイン
FlexColorウィンドウの色セクションにピクセル値が表示され
ることに注意してください。なお、この色セクションに表示さ
れる数値は、（ヒストグラム設定およびグラデーション設定後
の）現在値です。

 
3. 詳細ウィンドウは個々のピクセルを見るのに役立ちます。詳細

ウィンドウを開くには、ショートカットキーcmd-5を押すか、
ウィンドウメニューから詳細を選択するか、メインFlexColor 
ウィンドウの拡大表示セクションにある詳細ボタンをクリック
します。

 詳細ウィンドウの拡大表示機能を使うには、拡大表示ボタンを
クリックします。ピクセルセレクタのアウトラインがウィンド
ウ中央に表示されることに注意してください。

 
4. プレビュー画像でスポイトの先を適切なピクセル上に移動し 

ます。

• ハイライト点を選択する際は、白で印刷したいオブジェクトを
画像から選択します。白にする可能性のあるいくつかの点でピ
クセル値を確認し、その中から最適な点を選びます（通常は、
任意色で最大値255に達していない最も明るい点がこれに当た
ります）。選択したピクセルより明るいピクセルはすべて白く
「飛ぶ」ことになります。
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• シャドウ点を選択する際は、黒で印刷したいオブジェクトを画
像から選択します。黒にする可能性のあるいくつかの点でピク
セル値を確認し、その中から最適な点を選びます（通常は、
任意色で最小値0に達していない最も暗い点がこれに当たりま
す）。選択したピクセルより暗いピクセルはすべて黒く「潰れ
る」ことになります。

• ニュートラル点を選択する際は、ニュートラル（グレー）にし
たいオブジェクトを画像から選択します。これにより、画像の
明るさを変えることなく色かぶりだけを処理することができま
す。最良の結果を得るには、露出範囲の中間に近い点を選択し
ます（RGBピクセル値が約150の点など）。

5. 目標位置をクリックします。ハイライト、シャドウ、またはグ
レーの値は、そのピクセルについて情報セクションに表示され
た値で再割り当てされます。画面表示は即時更新されます。

6. 詳細ウィンドウと色セクションを使って、プレビューを調べま
す。白く「飛んで」しまっている（値255の）領域がないか、
またシャドウ領域でディテールが「潰れて」いないか、調べて
ください。設定は、編集-> 取り消しを選択するか、ショート 
カットキーcmd-zを押すことにより元に戻すことができます。
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グラデーションウィンドウ

はじめに

このセクションで説明する機能は、通常操作では必ずしも必要と
されないものです。これらの機能は出力画像に微調整を行うもの
で、明るさおよびコントラストを変更して印刷条件を補完しま
す。ハイライトとシャドウの高度な制御と同様、グラデーション
設定の使用時には細心の注意が必要です。多少時間をかけて試行
錯誤してみてください。またプレビューを見て、グラフのカーブ
（曲線）がいかに画像に影響するか確認してください。設定後、
画像を何枚か保存して、詳しく見比べ、使用する設定の種類につ
いてメモを取り、比較用の校正刷りを作成するとよいでしょう。

 グラデーションウィンドウを開くには、ショートカットキー
cmd-2を押すか、メインFlexColorウィンドウの色補正セクショ
ンにあるグラデーションボタンをクリックするか、ウィンドウ
メニューからグラデーションを選択します。 

グラデーションウィンドウには、コントラスト、明るさ、ガン
マ、およびシャドウ階調用のスライダが含まれています。入力さ
れる明るさ（横軸）と出力される明るさ（縦軸）のプロットであ
るグラデーションカーブも含まれています。このカーブは、シャ
ドウ階調スライダの下にある小さい三角マークをクリックして表
示、非表示の切り替えができます。グラデーションウィンドウの
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Software Reference - FlexColor 4.0 for Flextight 

カーブとスライダを使って行う設定は、すべて現在のセットアッ
プに保存されます。コントラスト、明るさ、ガンマ、およびシャ
ドウ階調の設定は、セットアップウィンドウのコントラストタブ
を使っても調整できます。

スライダの使用

スライダを使うと、画像のコントラスト、明るさ、ガンマやシャド
ウ階調をすばやく簡単に調整できます。これらの調整は画像に影響
を及ぼしますが、前記の三角マークをクリックした場合、ウィンド
ウ下部に表示されるグラデーショングラフには反映されません。

スライダは次のように動作します。

• コントラスト: この制御オプションは画像のコントラストに影響 
します。これが正の値の場合は、ハイライトとシャドウ領域で 
コントラストが圧縮され、画像全体のコントラストが増加しま
す。負の値の場合は、中間色調でのコントラストが減少します
が、階調範囲の極値における鮮明度が改善されます。この制御 
オプションは容易に使えますが、カーブを使った場合に比べ精度
が落ちます。

• 明るさ: この制御オプションは、画像全点の明るさに影響しま
す。正値の場合は画像が明るくなり、負値の場合は画像が暗く 
なります。この制御オプションは容易に使えますが、カーブを 
使った場合に比べ精度が落ちます。

• ガンマ: ガンマ設定では、事前定義されたグラデーションカーブ
が適用されます。ただし、標準的なグラデーションカーブと異な
り、ガンマ設定では、与えられたガンマ設定でスキャナー用に補
正した色管理プログラムが使えるよう、厳密な制御が行われま
す。デフォルトは2.0です。ガンマ設定値を上げると、画像は明る
さを増し、暗色領域でより多くのディテールが見えるようになり
ます。設定値を下げると、その逆が起こります。

• シャドウ階調: この設定では、画像のシャドウ領域で目に見える
ディテールのレベルを左右する複雑なアルゴリズムが制御されま
す。このスライダを高くすると、シャドウ領域でより多くのディ
テールが見えるようになります。ただし、同時に画像の他の領域
におけるコントラストは減少します。設定値をゼロにすると、実
質的にこの機能は無効になります。

設定の適用あるいはリセット/プリセットについては88ページを参
照してください。

! スライダはすべての色に均等な効果を及ぼします。グラデーショ
ンカーブの上にある色チャネルポップアップメニューの設定には
影響されません。
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グラデーションカラーピッカーの使用

 グラデーションウィンドウ左下隅にあるグラデーション 
カラーピッカーを使うと、プレビューで選択したポイント 
(位置) の明るさでカーブに引力点を配置することができま
す。スポイトアイコンをクリックしてグラデーションカ
ラーピッカーをアクティブにしたのち、プレビューで引
力点配置用の位置をクリックします。カーブの使用法に
関する詳細は、次のセクションを参照してください。

カーブの使用

グラデーションカーブは、入力される明るさ（横軸）と出力され
る明るさ（縦軸）をプロットしたものです。このカーブでは最終
画像における明るさとコントラストを細かく制御し、各色チャネ
ルを個々に制御することも可能です。このカーブは、シャドウ階
調スライダの下にある小さい三角マークをクリックして表示、非
表示の切り替えができます。

このカーブを調整するには、グラフをクリック＆ドラッグします。
新しい点をクリックするたびに新しい引力点が作成され、カーブは
その重心に引かれて移動します。このシステムではカーブは必ず滑
らかになり、プレビュー画像は変更を反映するよう更新されます。 

以下に、グラデーションカーブを調整する際、役立つ指針をいく
つか示します。

• カーブに引力点を加えるには、グラフの任意の位置をクリックす
るか、前セクションの説明に従いグラデーションカラーピッカー
を使います。

全体に明るさが増す 全体にコントラストが増す シャドウ階調が増す
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• カーブから引力点を取り除くには、その点をクリックしてバック
スペースキーを押します。

• ニュートラルな (デフォルトの) グラデーションカーブは、グラフ
の左下から右上へ延びる斜線です。

• (ハイライト値を変えずに) 画像の明るさを増すには、カーブを 
ニュートラルより上にドラッグします。画像を暗くするには、 
ニュートラルより下へドラッグします。

• シャドウ、中間色調、またはハイライトのコントラストを落とす
には、このカーブをそれぞれ左底部、中央部、または右上部でよ
り平坦にします。

• シャドウ、中間色調、またはハイライトのコントラストを上げる
には、このカーブをそれぞれ左底部、中央部、または右上部でよ
り急勾配にします。

• グラデーションを単一の色チャネルで調整するには、グラデー 
ションカーブ上のポップアップメニューを使います。選択可能な
オプションには、RGB、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マ
ゼンタ、またはイエローがあり、これらにより、画像の色を調整
する非常に強力な方法が得られます。

• 色のバランスを変えずにグラデーションを調整するには、グラデー
ションカーブ上のポップアップメニューをRGBに設定します。

• グラデーションカーブに行う設定は、セットアップウィンドウに
表示される全設定同様、すべてセットアップに保存されます。 
セットアップの選択、ロード、および保存方法は、36ページの 
「セットアップの管理」を参照してください。

• グラデーションカーブとスライダの全色チャネルですべての設定
をニュートラルにするには、リセットボタンをクリックします。
この操作を行っても、他のFlexColor設定はまったく影響を受けま
せん。

キーボードショートカット

グラデーションカーブでの作業中は、次の操作が行えます。

• ショートカットキーctrl-タブで、引力点間を移動します（引力点
が複数ある場合）。

• 引力点を移動するには、引力点をマウスでドラッグするか、また
はアクティブにして矢印キーで移動します。ctrlキーを押しなが
らこの操作をすると、より大きな増分で移動できます。

• マウスでの引力点ドラッグ中にshiftキーを押したままにすると、
引力点の移動を水平方向だけに制限できます。
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• altキーを押しながらカーブ領域でクリックすると、グリッド線の
数を変更できます。

線画スキャン用のしきい値設定

FlexColorでは、線画モードでスキャンする際、各ピクセルが完全
に黒か完全に白かどちらかである画像を作成するため、しきい値
が適用されます。この場合、グラデーションカーブは単なる縦線
になります。この線を左右に移動すると、しきい値が適用される
入力レベルを調整できます。 

¬
より多
くのピ
クセル
が白に
なる

¡
より多
くのピ
クセル
が黒に

なる 

この線をクリック＆ドラッグしてしきい値レベルを調整する場
合、右に移動するとより多くのピクセルが黒になり、左に移動す
るとより多くのピクセルが白になります。

プリセットの使い方

グラデーションウィンドウやその他の画像補正ウィンドウには、
プリセット/リセットボタンがあり、お気に入りの設定を保存した
り、選択したプリセットやセットアップにツールをリセットする
ことができます。

 全画像補正ウィンドウで、プリセット/リセットボタンは
同じようにみえます。ボタンをいちどだけクリックする
と、保存されたプリセットやセットアップに戻ります。ク
リックして押したままにすると、ポップアップメニューが
開きプリセットオプションが選択できます（以下参照）。
最初は、ロードされたプリセットがスキャン用に選択され
たセットアップから抽出されます。他のプリセットを選択
した場合は、プリセット/リセットボタンをクリックする
と保存されたプリセット設定に戻ります。
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ポップアップメニューには4つのセクションがあり、以下のオプ 
ションが利用できます。

• プリセットの作成: 現在のツール設定を保存します。するとウィ
ンドウが開き、そこで新しいプリセットに名前を付けることが 
できます。

• 削除: カスタムプリセットがロードされている場合、このエント
リが利用できます。現在のプリセットを削除するときに選択し 
ます（メニューにはチェックマークが表示されます）。

• 現在のセットアップ設定: 上から二番目のセクションは現在の 
セットアップ名を表示します。このエントリを選択してその 
セットアップに戻ります。

• 工場出荷時のプリセット: 上から3番目のセクションは、現在の制
御で利用できる工場出荷時のプリセットがある場合、その名前を
表示します。通常、｢デフォルト｣と呼ばれるエントリをひとつ含
み、制御をリセットし中立化します。エントリのひとつを選択し
て工場出荷時のプリセットを使用します。工場出荷時のプリセッ
トはどれも削除できません。

• カスタムプリセット: メニューの最後のセクションは、現在のツー
ル用に保存したプリセットがある場合、それをリストアップしま
す。エントリのひとつを選択してカスタムプリセットをロードし
ます。

このメニューで現在ロードされているプリセットにはチェックマー
クが付きます。プリセット/リセットボタンをいちどクリックする
と、このプリセットがハードディスクから再ロードされます。
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選択的な色補正

はじめに

画像には、単に色かぶりを取り除く以上の色制御が必要な場合が
あります。FlexColorに備えられた強力な選択的色補正機能を使う
と、特定の色の外観を画像全体にわたり調整することが可能にな
ります。

色補正ウィンドウを開く

 色補正ウィンドウを開くには、ショートカットキーcmd-3 
を押すか、メインFlexColorウィンドウの補正セクション
にある色補正ボタンをクリックするか、ウィンドウメニ
ューから色補正を選択します。

色補正ウィンドウの使用

選択的色補正を使用するには、次の操作を行います。

1. ウィンドウメニューから色補正を選択するか、メインFlexColor 
ウィンドウで色補正ボタンをクリックして色補正ウィンドウを
開きます。 

 
2. 色補正ウィンドウの右上部にある四角をクリックして、色補正

カラーピッカーをアクティブにします。

3. 変更したい色をプレビュー画像内でクリックします。すると、
その色が先ほどクリックした右上部の（補正前）カラーボック
ス内に表示されます。 

色補正前の色。ここをクリックして 
色補正ピッカーを起動します。

色補正後の色。



100

 そのピクセル値へのオフセットが、R、G、B、C、M、および
Yフィールドにリストアップされます（これらの値はデフォル
トですべてゼロに設定されています）。

4.  ウィンドウ上部のポップアップメニューには、プレビューで選
択した色に最も近い原色が表示されます。この色を調整するこ
とにより、選択した色に最も劇的な効果がもたらされます。た
だし、表示されたものと異なる原色を使いたい場合は、ポップ
アップメニューから希望する別の原色を選択します。

5. 各色チャネルに提供された矢印ボタンおよび数値入力フィール
ドを使うと、他の色を追加または除去できます。正値の場合は
各色が追加され、負値の場合は各色が除去されます。ポップ 
アップメニューで選択した色を含むピクセルは、それに比例 
して調整されます。

6 画像全体の彩度を変更するには、彩度スライダを使います。こ
れにより色相を変えることなく全色の強さを調整でき、正値ま
たは負値を設定すると、全色の強さがそれぞれ強く、または弱
くなります。

7. 下部の四角には、プレビューで選択した色に加えた変更がもた
らす効果が表示されます。このボックスに表示される色が希望
通りになるまで、この設定を調整してください。 

適用チェックボックスにも注意してください。このボックスが 
チェックされていると、色補正がプレビューと保存された画像に 
適用されます。設定を削除せずに色補正を無効にするには、チェッ
クマークをはずしてください。このボックスは、クリックして 
チェックマークを切り替えるようになっています。 
リセットボタンは色補正設定をすべてニュートラルに戻します。
FlexColorのほかの設定には影響を与えません。

色補正ウィンドウで行った設定は、セットアップウィンドウの
CCタブで表示、編集することもできます。色補正設定はセット 
アップウィンドウの他の全設定とともに保存およびロードされる
ため、新しいセットアップファイルを逐次保存することにより、
頻繁に使用する設定のライブラリを維持することができます。詳
細は36ページの「セットアップの管理」を参照してください。

! グラデーションウィンドウを使って画像を明るくすると、彩度
が低下することに気付くでしょう。これを補うには、色補正ウィ
ンドウで彩度を上げます。これにより画像は再び少し暗くなりま
す。しかし、この設定を繰り返すと双方のウィンドウが極端な値
に設定されることになりかねません。極端な値で設定を行うと、
一般に画像の質は劣化します。
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テクスチャーウィンドウ
はじめに

テクスチャーウィンドウには、アンシャープマスクフィルタと
FlexTouchフィルタの双方が含まれます。

アンシャープマスクフィルタ

アンシャープマスクフィルタでは、鮮明なエッジに沿ってコント
ラストを増加するアルゴリズムが適用されます。アンシャープマ
スキングを行うと、特徴が鮮鋭になりますが、ノイズが持ち込ま
れ粒子が粗くなることによる画像の劣化も起こります。ほとんど
の場合、ノイズは画像の暗色領域にまず現れます。

色ノイズフィルター設定

色ノイズフィルターは画像の色情報に基づいて作動し、色彩から
の電気ノイズやフィルム粒子ノイズを除去します。画像によって
は、最も暗く最も彩度の高い色において粒状のノイズが現れるこ
とがあります。

FlexTouch フィルタ

このフィルターを使用して、画像から埃や傷を除去することがで
きます。フィルターの対象は主に100%表示でのみ認識可能な細
かい埃と傷であることに注意してください。はっきり目に見える
傷、大きな埃や毛などは除去できません。こうした欠陥は手で修
正する必要があります。

プレビュー

詳細ウィンドウを使うと使用する設定をプレビューできます。ア
ンシャープマスクフィルタを使用する際は、画像内の異なる2箇
所で鮮鋭化効果を比較できるよう、詳細プレビューウィンドウを
少なくともふたつ使用することをお勧めします。その場合、一方
は明るい領域または中間色領域で鮮明度が十分であるかどうかの
確認に使い、他方はシャドウ領域で鮮明度が過剰になると生じる
ノイズの確認に使います。詳細ウィンドウの使用法に関する詳細
は、107ページの「詳細ウィンドウ」を参照してください。
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テクスチャーウィンドウの使用

 テクスチャーウィンドウを開くには、ショートカットキーcmd-4を 
押すか、メインFlexColorウィンドウの補正セクションにあるテ
クスチャーボタンをクリックするか、ウィンドウメニューからテ
クスチャーを選択します。 

フィルターの設定パラメータのいずれかにアクセスするには、 
左側の適切な三角マークをクリックします。

アンシャープマスクフィルタ

フィルタの設定を変更するには、適切なフィールドをクリック
し、キー入力か上下矢印ボタンで値を編集します。この制御は 
次の効果をもたらします。

• チェックボックスを適用: アンシャープマスクフィルターをON/
OFFします。このボックスをチェックすると、フィルターが最終
画像およびプレビュー画像に（詳細ウィンドウの詳細画像にも）
適用されます。フィルターを無効にするにはチェックをはずしま
す。このボックスは、クリックしてチェックマークを切り替える
ようになっています。
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• 適用量: 鮮鋭化効果の強度を制御します。この値が高いほど、 
各線は鮮鋭になります。画像に応じて80〜200の値をお勧めし 
ます。

• 黒しきい値: それ未満でフィルタが無効になる明るさのレベルを
設定します。これにより、画像におけるノイズおよび不要なテク
スチャーの目立ちが抑制されます。この数値が高いほど、鮮鋭化
効果の及ぶ範囲は狭まります。画像に応じて0〜20の値をお勧め
します。

• しきい値: フィルム粒子、ノイズ、テクスチャーなど、低コント
ラストの画像領域がフィルタにより鮮鋭化されるのを防止しま
す。これは、各ピクセルとその周囲のピクセルの明るさを比較す
ることにより行われます。明るさの差がしきい値未満の場合、対
象ピクセルに鮮鋭化は適用されません。画像の鮮鋭化後に粒子が
目立つ場合は、このしきい値の設定を高くします。

• 半径: アンシャープマスキングのアルゴリズムが鮮明なエッジを
探す半径を設定します。この半径が大きいほど、鮮鋭化効果の及
ぶ範囲は広がります。選択すべき設定は、画像の内容と使用する
解像度に応じて異なります。一般には、高解像度の画像ほど半径
を広げます。逆に、低解像度の画像では半径を狭めます。

各色チャネルには異なる量の鮮鋭化を適用することもできます。
この制御はセットアップウィンドウのUSMタブで行います。設定
方法は、42ページの「USM（アンシャープマスキング）タブ」を
参照してください。

色ノイズフィルター設定

このフィルターはまず画像を（明るさ情報と色情報が分離されて
いる）LAB色空間に変換し、次に色チャネルから粒子を除去しま
す。処理が終了したら、画像を標準RGBデータに変換します。こ
の処理は基本的に色チャネルの情報をぼんやりさせるものです
が、鮮明度情報のほとんどが明るさチャネルに保存されているの
で、画像全体の鮮明度への影響は色ノイズに比べごく少なくなっ
ています。
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フィルターを適用するには、テクスチャーウィンドウを開き、色
ノイズフィルターフィールドを0から50の値に設定します。0に設
定するとフィルターが無効になり、50に設定すると最大効果が得
られます。最適な設定は画像により異なるので、試行錯誤で最適
な設定をみつけてください。

FlexTouch フィルター

• レベル: フィルター効果の強度を制御します。レベル調整の最良
の方法は、画像の埃のある部分および細かいディテールのある部
分の詳細ビューを作成することです。その後実際の画像ディテー
ルに影響が現れるまでレベルを増加してから少々低くします。

他の画像補正設定と同様、以下を使用して色ノイズフィルター設
定を管理することができます。

  フィルターを適用: このボタンを押すと  (グレー)、フィル
ターがプレビューと最終画像に適用されます。押さないと
きは  (白)、フィルター設定は保持されますが画像には適用
されません。
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  リセット/プリセット: ここをクリックすると、ロードさ
れたセットアップまたはプリセットからの設定にリセッ
トします。クリックして押したままにすると、メニュー
が開き、プリセットの選択、保存、削除ができます。 
このメニューの使用方法についての詳細は、97ページの
「プリセットの使い方」を参照してください。
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詳細ウィンドウ

はじめに

詳細ウィンドウでは、プレビュー画像の詳細表示を（100�
400%で）4つまで行えます。  

詳細表示は、特に種々の補正ツールで行った補正の効果をプレ 
ビュー画像の異なる領域で確認したい場合に役立ちます。

左側のビューは、詳細ビューまたは拡大ビューとして使え、これに
より画像の特定ピクセルについて色値を読み取ることができます。
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詳細ウィンドウの使用

 詳細ウィンドウを開くには、ショートカットキーcmd-5 
を押すか、メインFlexColorウィンドウの拡大表示セク 
ションにある詳細ボタンをクリックするか、ウィンドウ
メニューから詳細を選択します。

           拡大ビューあるいは詳細ビュー       詳細ビューロック
拡大ボタン

詳細ビューを削除

      詳細ビューを追加

               縮小

                     拡大

詳細ビュー
現在選択 
されて 
いる詳細 
ビュー

「-」ボタンと「+」ボタンは詳細ビューの追加または削除 (ビュー
は右から左へと順に削除されていきます) に使い、拡大ボタンと縮
小ボタンは拡大レベルの選択に使います。

詳細ビューを作成するには、ビューフレーム内をクリックしてアク
ティブにしてから、プレビュー画像へカーソルを移動します。 カー 
ソルをプレビュー画像上に移動した時点で、カーソル周辺領域の 
詳細ビューが低解像度で表示されることに注意してください。プレ
ビュー画像内で詳細ビューに適した位置を見つけたら、そこで一度
クリックします。 これにより、その画像部分の詳細表示が現在選
択されている詳細ビューに作成されます。異なる設定間の比較を行
うには、設定変更によるビューの更新を防ぐ詳細ビューロックアイ
コンをクリックして、個々のビューをロックできます。 
左側のビューを拡大ビューとして使うには、ビュー下の拡大ボタン
をクリックします。拡大表示される画像は、マウスポインタ周辺領
域のものです。選択されているピクセルは、拡大ビュー中央に表示
される十字型ポインタの十字交差点に当たるピクセルです。
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バッチスキャン

はじめに

FlexColorのバッチスキャン機能で以下を行うことができます。

• 単一のオリジナルホルダーにある元画像（複数可）のスキャン
を異なる条件で複数回行います。バッチ内の各スキャンは、解像
度、切り取り、色空間、鮮鋭化、階調範囲、色補正、グレーデー
ション、セットアップタブなど、FlexColorウィンドウのすべてで
まったく異なる設定を持つことができます。

• 最大10個の異なる元画像から3fファイルを一回の操作で作成しま
す。各画像はオプションのフィーダーユニット内の異なるオリジ
ナルホルダーに保存されています。

! バッチスキャン機能はフィーダーからの複数の画像をスキャンす
るときに特に役立ちます。

 単一のオリジナルホルダーにある元画像（複数可）から複数の異
なる画像を作成したい場合、メインFlexColorウィンドウから3fス 
キャン機能を使用して3fファイルを作成することをお勧めします。
3fファイルから個々の切り取りや設定を施したファイルをいくつ
でも保存できます。

 バッチスキャンウィンドウを開くには、ショートカット 
キーcmd-6を押すか、メインFlexColorウィンドウの補正セ
クションにあるバッチスキャンボタンをクリックするか、
ウィンドウメニューからバッチスキャンを選択します。

バッチスキャンの設定

同一フレームから複数のスキャン

1.  元画像のプレビュースキャンを行います。

2.  メインFlexColorウィンドウの上部にあるバッチスキャンボタン
をクリックするか、ウィンドウメニューからバッチスキャンを
選択します。バッチスキャンウィンドウが表示されます。
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手動パラメータにアクセスするには、左側の三角マークをクリック
します。 

 
3.  切り取り範囲を定義し、メインFlexColorウィンドウのサイズ、

およびセットアップウィンドウと補正ウィンドウのすべてを使
ってスキャン設定をします。

4.  バッチスキャンウィンドウの追加ボタンをクリックします。標
準ファイル保存ウィンドウが表示されます。このウィンドウで
スキャンを保存するフォルダーとファイル名を選択します。ス
キャンはまだ行われていませんが、スキャン名がバッチスキャ
ンウィンドウのリストに追加されます。

5.  3と4を繰り返し、全スキャンを定義します。
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6.  既に定義されたスキャンを変更するには、バッチスキャンウィ

ンドウのスキャン名をクリックし、他のFlexColorウィンドウで
変更を入力します。バッチスキャンウィンドウに戻り、更新ボ
タンをクリックして変更を保存します。 

 バッチセットからスキャンを除去するには、スキャン名をクリッ
クしてから削除をクリックします。 

 プレビューボックスがチェックされている場合、プレビューは
スキャンごとに更新されます（約1秒）。このボックスがチェ
ックされていない場合は、メインFlexColorウィンドウ内のプレ
ビュー画像は、バッチスキャンウィンドウで新規スキャンをク
リックしても更新されません。これで作業速度が上がります。

7.  スキャンの定義が終了したら、スキャンボタンをクリックしま
す。FlexColorが定義されたスキャンをすべてスキャンし結果を
保存します。
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各スキャンの情報を見る

バッチスキャンリストのエントリをダブルクリックして、バッチ
スキャンウィンドウにリストアップされているスキャンの情報を
みることができます。選択されたエントリのバッチスキャン情報
ウィンドウが開きます。 
 

ウィンドウには以下の情報が表示されます。

• 保存先: 選択されたスキャンに付けられた名前。

• 指定ボタン: ここをクリックして宛先名とフォルダーを変更し 
ます。

• ステータス: スキャンのステータスを示します。バッチスキャン
がうまくいかないときは、ここをみてください。

• フレーム: 使用されているオリジナルホルダー。

• モード: スキャンが保存される色モード（例：CMYKまたは
RGB）。

• PPI: スキャンの出力解像度。

• 概算時間: 選択されたスキャンにかかる推定時間。

• 幅、高さ、ズーム: 最終スキャンの出力サイズと元画像と比較し
た拡大縮小のレベル。

• サイズ: 最終スキャンのファイルサイズ。
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バッチプリセットの使い方

バッチプリセットを保存したいときは、バッチスキャンウィンド
ウの新規ボタンをクリックします。すると、新規のバッチプリ 
セットを作成ウィンドウが表示されます。 

名前をキー入力して作成をクリックします。プリセット名がプリ
セットのポップアップメニューに表示されます。複数のバッチプ
リセットが保存してある場合は、ポップアップメニューを使って
切り替えることができます。 

バッチプリセットの名前を変更する場合は、プリセットをポップ
アップメニューから選び名前変更ボタンをクリックします。バッ
チプリセットの名前を変更ウィンドウが表示されます。名前を 
キー入力して名前変更をクリックします。

バッチプリセットを削除する場合は、プリセットをポップアップ
メニューから選び削除ボタンをクリックします。
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FlexColor をフィーダーと使用する

はじめに

Flextightのスキャナーモデルにはバッチフィーダーを含むもの、
あるいはバッチフィーダーの取付けができるものがあります。こ
れにより、実際にスキャナーの横で進行状況をモニターする必要
なく、一連の画像を設定し、いちどにスキャンすることができま
す。現時点で、以下のバッチフィーダーオプションがあります。

• Flextight バッチフィーダー: ほぼあらゆる透過サイズに対応す
る、柔軟性のある標準オリジナルホルダーをいくつか収納しま
す。Flextight 848 と 949 スキャナーの付属オプションです。

• マウント型スライドフィーダー: 最高50枚のマウント型スライド
を保持します。Flextight 949 スキャナーの付属オプションです。

• Flextight RF: ロールフィルムのスキャン専用のスキャナー。ロー
ルフィルムの各コマが別々のファイルに保存されます。

FlexColorは上記の各バッチフィーダーオプションに対応しています。

フィーダーの取付と保守

スキャナーに取付け、取外しできる型のバッチフィーダーは、取
付と保守に、FlexColorのメンテナンス> フィーダーメニューコマ
ンドを使用します。このコマンドがフィーダーウィンドウを開き
ます。 

 
ここでは以下の制御ができます。
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• ドラムポジション: このポップアップメニューを使ってドラムの
位置を設定します。フィーダーによっては、これをオリジナルホ
ルダーのロード/アンロードやスキャナーのスキャン設定に使用
することがあります。

• フィーダーポジション: このポップアップメニューを使ってフィー 
ダーマガジンの位置を調整します。フィーダーのリセット、移動
や保管の準備に使用することもできます。

• トレイの取外し: 通常使用することはありませんが、オリジナル
ホルダーをスキャナーから出し入れできないとき（例：オリジナ
ルが正しく取付けられていない）、この機能を使ってフィーダー
を上下に数段移動することができます。フィーダーが次に新規オ
リジナルをロードするために移動するときに完全にリセットされ
ます。

• マウントする: フィーダーにはすべてソフトでサポートされた特
有の取付方法が必要です。ここをクリックして、スキャナーがフ
ィーダーを承認するよう準備し、それからフィーダーマニュアル
と画面上の説明に従ってください。

• アンマウントする: このコマンドでスキャナーからフィーダーを
安全に取外すことができます。ここをクリックして、スキャナー
がフィーダーを解除するよう準備し、それからフィーダーマニュ
アルと画面上の説明に従ってください。

フィーダーモデルに特有の組立、取付、保守の詳細については、
フィーダーの取扱説明書を参照してください。

フィーダーを使用するスキャン

バッチフィーダーを使うときは、通常バッチスキャン機能あるい
は3f ワークフローを使用しています。Flextight RFスキャナーを使
用するときは、必ず3fにスキャンする必要があります。各方法の
詳細については、以下を参照してください。

• 3f ワークフローの詳細は117ページの「3f の使い方」。

• TIFFワークフローに標準バッチスキャンを使用する詳細について
は109ページの「バッチスキャン」。

バッチフィーダーを画像ライブラリの構築に使用する場合は、ス
キャンが簡単にでき、柔軟性が最大化する 3f ワークフローをお勧
めします。比較的小さいバッチを当面一回だけスキャンする場合
は、3f あるいは標準バッチ-TIFF機能を使用することができます。
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3f  の使い方

3f ファイル形式とワークフローの概要

ほとんどのDTPアプリケーションや印刷デバイスは8ビット画像を 
処理しますが、Flextightスキャナーは16ビット画像をキャプチャし
ます。FlexColorは最終スキャンを8ビットTIFFあるいは8ビット
JPEGファイルとして保存しますが、様々な補正機能（特にヒストグ
ラム、グレーデーション、色補正）に作業の余裕を与え、最適化さ
れた8ビット画像を保存するために、スキャンは16ビットで開始され
ます。

標準スキャンワークフローは、元画像のロード、プレビュー取得、
サイズと最適化設定の作成、標準8ビットTIFFまたはJPEGファイル
で保存となっています。これが明確な単一目的のために画像をスキャ
ンする場合に最良の方法です。しかしながら、この方法では最終画
像を生成するまでに、オリジナルのスキャンデータが画像最適化と
サイズ調整の過程で廃棄されることになります。これは単一目的の
画像では問題にはなりませんが、画像を後日他の目的で再度使用す
る場合は、新規アプリケーションで十分な画質を保証するために、
その画像を再スキャンする必要があります。

Hasselbladのユニークな3f画像ファイル形式では、完全な解像度を
もつ16ビット画像をライブラリに保存し、必要に応じて様々な仕
事にエクスポートできるような、柔軟性と効率の高いワークフロ
ーを実行することができます。スキャン実行中に設定作成を心配
する必要はありません。各ファイルに利用可能な全スキャンデー
タを保存するだけです。後日特定の仕事のために画像を使用する
際、FlexColorを使って3fファイルを開き、サイズと処理設定を適用
し、その結果を標準8ビットTIFFあるいはJPEGファイルにエクスポ
ートすることができます。オリジナルの3f画像はエクスポート設
定に影響されないので、いつでも3f画像に戻って、新規エクスポ
ート設定を作成し、最適化された品質の最終画像を生成すること
ができます。元画像を最初からスキャンし、最適化した場合と同
様の結果が生じます。

未加工画像データに加え、3fファイル形式は実行された各エクス 
ポートの記録を保存するので、過去のエクスポートの再エクス 
ポートがいつでもできます。また数多くのタイプのメタデータ 
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(名前、キーワード、版権詳細など) を保持するので、3f画像はデー
タベースの索引付け、検索可能な画像ライブラリの作成に理想的
です。3fは基本的に改良TIFF形式なので、TIFFファイルの読込み
のできる画像データベースアプリケーションはどれでも、3fファイ
ルに保存されたメタデータに索引をつけることができます。

欠点はファイルサイズで、3fファイルのピクセルごとのデータ量は
2倍で、しかも通常全解像度スキャンを使用します。そのため特定
の印刷のために、スキャン、サイズ調整、最適化を行い保存され
たファイルに比べ、ファイルサイズは数倍以上になっています。
3f ワークフローは、そのため、多様な設定下で使用する画像ライ
ブラリに関心のある印刷業者や写真専門店にもっとも有用です。
大型データ記憶容量が必要です。

Flextightの全ユーザーが3fにスキャンできますが、バッチフィー 
ダーあるいはロールフィルムローダー付きのFlextightスキャナー 
の場合は、バッチ全体をスキャンし、保存することができるの
で、3fワークフローが最も役立ちます。3fファイルを共有ネット 
ワーク上に保存すると、ネット上のFlexColorのユーザーは、いつ
でも必要なときにスキャナーを実際に使用せずに、画像のロー
ド、最適化、エクスポートを行うことができます。

3f へのスキャン

1. メインFlexColorウィンドウの3fボタンを押します。
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2. 切り取りポップアップメニューを以下のいずれかに設定します。

•  自動検出: FlexColorは、未露出ピクセルをスキャンから排除
するために、画像をできるだけきっちり切り取ります 。

• 現在適用されている切り取り: FlexColorはメインFlexColor 
ウィンドウでプレビューに定義されている切り取り範囲を
使用します。バッチスキャンをするときは、スキャンの対
象となる元画像がすべて同一ファイル形式（例：35 mm） 
の場合、このオプションのみを選択してください。

• フルサイズ: FlexColorは現在のオリジナルホルダーまたは 
フィーダーで利用できるフルサイズをキャプチャします。
この設定ではスキャン中に特別な処理が不必要なので、 
スキャン時間が最も速くなります。

3. フィルムタイプポップアップメニューを以下のいずれかに設定
します。

• 自動検出: FlexColorはスキャン中に画像の色を分析してフィ
ルムタイプを決定します。色々な画像が混在するバッチを
スキャンするときに役立ちます。

• ポジ: カラーポジ画像、白黒ポジ画像用。

• カラーネガ: カラーポジ画像用。

• 白黒ネガ: 白黒ネガ画像用。

4. スキャンに使いたいセットアップと合うように、セットアップ 
メニューを設定します。フィルムタイプを自動検出に設定した場
合は、ポジ用とネガ用のふたつのセットアップメニューが表示さ
れます。フィルムタイプを特定の設定にした場合は、セットアッ
プメニューはひとつだけ表示されます。セットアップメニューに
ある選択肢は、各フィルムタイプに対するデフォルトセットアッ
プとカスタムセットアップを含みます。

5. 環境設定に応じて、以下のチェックボックスをチェックする
か、またはチェックをはずしてください。

• 自動レベル: FlexColorは、内部アルゴリズムに応じて、個々
のスキャンにハイライト点とシャドウ点を設定します。上
記設定は3fファイルのデフォルトセットアップの一部になり
ますが、未加工データは影響を受けません。エクスポート
中にいつでも変更できます。

• 自動フォーカス: FlexColorは各スキャンの前にピントを再
調整します。自動フォーカスではスキャン時間が数秒長く
なりますが、使用することをお勧めします。マウント型の
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スライドをスキャンするときは、スライドの取付部分の厚
さが一定でないので、この設定を必ず使用してください。
Flextightオリジナルホルダーでスキャンするときは、この 
ボックスをクリアしても構いません。その場合スキャナー
がその補正フォーカス設定を使用します。

• フレームの感知：Flextightオリジナルホルダーのほとんど
が、ホルダー（6x6、6x7、24x36 など）で使われているオリ
ジナル形式を認識するバーコードを持っています。ただし全
Flextightスキャナーがコードを読めるよう設計されているわ
けではありません。スキャナーがフレーム認識に対応する場
合は、このチェックボックスが使えます。ボックスをチェッ
クして、スキャナーが各スキャンの前にコードを読み、必要
に応じて新規形式に自己再調整できるようにします。フレー
ム認識に対応しないスキャナーがコンピュータに取付けられ
ている場合は、この設定は無効になります。このボックスが
チェックされていない、あるいは無効のときは、バーコー
ドの内容にかかわらず、スキャナーは選択された設定で指定
されたフレーム形式を使ってスキャンします。バッチフィー
ダーを使って形式の異なる複数の元画像をスキャンするとき
は、オリジナルホルダーがすべてバーコードを持ち、このオ
プションが有効な状態にあることを必ず確認してください。
フレーム認識を使用しないと、スキャナーが各スキャンの前
に止まってバーコードを読む必要がないので、スキャンがわ
ずかに速くなります。

6. 行き先設定は3fファイルを保存するフォルダを制御します。 
• 行き先ポップアップメニューは現在の行き先フォルダ名を表

示します。フォルダ名を変更するには、メニューをクリック
して行き先を選択を選びます。ファイルブラウザウィンドウ
が開き新しい行き先フォルダを選択することができます。 

• ジョブ設定は、Flextight RFスキャナーまたは（標準バッチフ
ィーダーではない）マウント型スライドフィーダー対応の
スキャナーを使用しているときのみ、有効です。各スキャ
ナーシステムは通常多数の画像を一度にバッチスキャンす
るために使われます。そのため、この種のスキャナーで新
規3fスキャンを始めるたびに、FlexColorは選択された行き先
フォルダの下に新しいサブフォルダを作成します。新しい
サブフォルダ名は、ジョブフィールドに入力されたテキス
トプラス独自の整数となります（例：Job 001、Job 002、 Job 
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003など）。バッチからのスキャンはすべて新しいサブフォ
ルダに保存され、サムネイルウィンドウがこのサブフォル
ダの内容を表示します。次に3fスキャンを行うとき、別の 
フォルダが作成され、サムネイルウィンドウがこの新しい
フォルダの内容を表示するようになります。その他のスキャ
ナー構成には、サブフォルダは新規に作成されず、サムネ
イルウィンドウは上記行き先設定で入力した変更に合わせ
た更新は行いません。スキャナー構成を変更する場合 
(例：マウント型スライドフィーダーを取外す、別のスキャ
ナーを取付けるなど)、新しいスキャンは、行き先設定が変
更されるまで、最後に使用されたジョブサブフォルダに保
存されます。

7. IPTC情報設定を指定して、各スキャンとともに保存される基本
メタデータを制御します。例えば、各画像に対してスキャナー
のオペレータや版権詳細を特定できます。設定の一部が見えな
いときは、IPTC情報見出しの横にある三角マークをクリックし
てください。以下を設定してください。

• 署名欄: どんな値にも設定できますが、スキャナーのオペレー
タを確認するためによく使われます。デフォルトは現在ロ
グインしているユーザー名です。

• 版権: 版権の詳細を入力します。通常、画像の所有者（例：
写真撮影者）の名前、画像作成日が含まれます。

8. 標準フィーダーあるいはマウント型スライドフィーダーの場合
は、以下のオプションも利用できます（オプションが見えない
場合は、フィーダー見出しの横にある三角マークをクリックし
てください）。

• 開始番号: バッチに入れる最初のスライドの番号を入力し 
ます。

• 終了番号: バッチに入れる最後のスライドの番号を入力し 
ます。

• ホーム: ここをクリックすると、フィーダーマガジンがホー
ム位置に移動します。ホームは第1スライドがスキャンされ
る位置で、フィーダーの保存や移動の際に使います。 

• 読込まない: ここをクリックすると、オリジナルホルダー
がスキャナーから押出され、取外しが可能になります（通
常、フィーダーアセンブリ全体を取外す際の第一段階）。
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9. (ロールフィルムのスキャン用に) Flextight RFスキャナーを使用
している場合は、以下のオプションも利用できます (オプショ
ンが見えない場合は、ロールフィルムの横にある三角マークを
クリックしてください)。
 後方送り: ここをクリックするとフィルムが後方に巻かれ

ます。停止をクリックするか、再度クリックするまで操
作は続きます。

 停止: フィルム巻き操作を停止します。

 前方送り: ここをクリックするとフィルムが前方に巻かれ
ます。停止をクリックするか、再度クリックするまで操
作は続きます。

 通常、上記機能はフィルムを完全に巻いてスキャナーから取出
すときに使われます。その場合は、前方の方がフィルムがらく
に転送されるので、前方送りが常に最良の方法です。

10. 上記で説明したすべての3f設定をスキャナーに適用できるよう
に指定したら、スキャンをクリックして特定の画像を3fファイ
ルにスキャンします。

3f  画像の処理

実際にライブラリから3f画像を使用する場合、その画像をFlexColor 
にロードし、適切なサイズと最適化設定を行い、8ビットTIFFまた
はJPEGファイルに画像をエクスポートする必要があります。 

FlexColorサムネイルウィンドウを使用して、3f画像のフォルダを
開き、「仮想ライトテーブル」に表示します。ここで以下を実
行することができます。各画像とそのエクスポート履歴を表示
する、エクスポート設定とその効果をみるために画像をメイン
FlexColorウィンドウにロードする、承認のための画像を作成す
る、単一または複数のショットに関連するセットアップを変更 
するなど。特定の3fファイルからエクスポートを行うたびに、設
定がファイルの履歴に追加されますが、元画像データには変化は
ありません。エクスポートせずに各ファイルの履歴に新規セット
アップを追加し、スキャナーとは別の場所でバッチ処理を施して
TIFFまたはJPEGファイルを一度に作成することもできます。こ
うした設定の詳細については、65ページの「サムネイルウィンド
ウ」を参照してください。
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実際に3f画像を使用する際は、以下を行います。

1. サムネイルウィンドウを使用して、3f画像の保存してあるフォ
ルダを表示します。

2. 対象となる画像をダブルクリックしてメインFlexColorウィンド
ウ内に開きます。するとウィンドウの表題に、サムネイルと開
いたファイル名が示されます（スキャン中はFlexColorと表示）。

3. スキャンプレビューにするように、補正設定（ヒストグラム、
テクスチャー、グレーデーションなど）を行います。 

4. 画像が印刷される方法に適合する正しいアウトプットプロファ
イルを必ず選択してください。プロファイルの選択は、セット
アップウィンドウのColorSyncタブあるいはICMタブを使用して
行います (詳細は47ページの「ColorSyncあるいはICMタブ」を
参照)。

5. 以下を実行して、切り取りと出力サイズを指定します。

• PPIポップアップメニューを、必要とされる出力解像度（通
常印刷は300、ウェブは72）に設定します。

• 切り取り範囲を定義します。

• 現在使用する画像の寸法に合わせて幅と高さを設定します。

すると、拡大縮小値が指定された設定値に調整されます。3fファ
イルがロードされると、この値は全解像度ファイルからのサイズ
変更を示します（スキャン中はスキャナー内の光学拡大縮小を表
示）。拡大レベルは200%以上には設定できません。画像が鮮鋭性
を欠き、プロの使用に不適当になります。

6. 以下のいずれかを実行してください。 
• 保存をクリックして、画像をエクスポートし、3fファイル履

歴に新規セットアップを追加します。

• サムネイルウィンドウに戻り、新規設定を3fファイル履歴に
追加し画像の現行デフォルトにします（70ページの「セット
アップや履歴の修正」も参照）。これで複数の画像を準備
し、後で全部一度にバッチ処理することができます。
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付録

キーボードショートカット

メインFlexColorウィンドウ

 F9:  プレビュースキャンを行います。

 Cmd または それぞれ前の画像または次の画像を開きます。 
 

 スペースキー:  押したままにして、プレビューをドラッグします。

 Cmd-0:  拡大表示してプレビュー画像全体をウィンドウの
大きさに合わせます。

 Cmd +:  拡大します。

 Cmd –:  縮小します。

 Alt-Cmd-0:  100%に拡大します。

サムネイルウィンドウ

 Cmd-A:  ウィンドウ内のアイコンをすべて選択します。

 Cmd-クリック:  複数の画像を選択します。

 シフト-クリック:  一列に並んだ複数の画像を選択します。

 Cmd-I:  現在選択している画像について情報ウィンドウを
開きます。 

 a:  選択した画像の承認ステータスのオン/オフをト
グルし（交互に切り替え）ます。承認された画像
には、左下にチェックマークが表示されます。

 del (削除キー):  現在選択している画像をハードディスクから削除
します。削除を選択すると、確認のためのダイア
ログが表示されます。

 Cmd-del:  確認手順を踏まずに、現在選択している画像を 
ハードディスクから削除します。

(コマンドキー+ 
左右矢印キー):
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情報ウィンドウ

 F10:  一般情報とヒストリー（履歴）をトグルします。

ファイルメニュー

 Cmd-N:  プレビュースキャンを行います。

 Cmd-S:  最終スキャンを行います。

 Cmd-W:  可能な場合、現在選択されているウィンドウを 
閉じます。

 Cmd-U:  セットアップウィンドウを開きます。

 Cmd-I:  情報ウィンドウを開きます。このウィンドウに
は、現在選択している画像に関する各種情報が 
含まれています。

 Cmd-P:  サムネイルウィンドウの内容を印刷します。ウィ
ンドウ内で画像をクリックし、希望するビューが
選択されていることを確認してください。

編集メニュー

 Cmd-Z:  最も最近行った操作、例えばセットアップウィン
ドウで行った切り取り領域の修正または変更など
を取り消します。また、複数回にわたる操作の取
り消しも可能です。

 Cmd-R:  Cmd-Zコマンドで取り消した操作を再度適用し 
ます。

 Cmd-X:  テキストフィールド内のテキストを選択してから
このコマンドを選択すると、選択したテキストが
フィールドから削除されシステム共通の仮想クリ
ップボードに保存されます。

 Cmd-C:  選択したテキストを削除することなくクリップ 
ボードに保存します。

 Cmd-V:  クリップボードにあるテキストのコピーを挿入点
に配置します。

 Cmd-A:  挿入点が位置しているフィールドに含まれるすべ
てのテキストを選択します。
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ウィンドウメニュー

 Cmd-1:  ヒストグラムウィンドウを開閉します。

 Cmd-2:  グラデーションウィンドウを開閉します。

 Cmd-3:  色補正ウィンドウを開閉します。

 Cmd-4:  テクスチャーウィンドウを開閉します。

 Cmd-5:  詳細ウィンドウを開閉します。

 Cmd-6:  バッチスキャンウィンドウを開閉します。

 Cmd-8:  サムネイルウィンドウを開閉します。

 Cmd-9:  色情報ウィンドウを開閉します。
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 予防保守

Flextightスキャナーはすべて、スキャン回数25000回ごと、あるい
は使用期間12ヶ月ごとのどちらか早い時期に、点検サービスの必
要があります。フィーダー付きのスキャナーは、フィーダーが全
スキャン用に取付けられている場合、スキャン実行15000回で点検
サービスをお勧めします。プレビューもスキャンとして数えられ
ることに留意してください。

Flextightの比較的新しいスキャナーにはカウンタが組込まれてお
り、スキャン回数をモニターすることができます。スキャン回数
のモニターに関する詳細はマニュアルを参照してください。

点検サービスや保守サービスの欠損が理由で生じる故障や不良は、工場
出荷時の保証の対象にはなりません。
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