
 ELWINデータを生か
すには

投稿者：瑛太 投稿日：
2010/06/18(Fri)
10:43

[2965] お久しぶりです。近頃思うことがあります。
それはELWINでいつまで仕事をしていくのか…ということです。正直使い
なれたこのソフト、いつまでも使っていきたい思いはありますが、Windows
のOSにしても、フォントにしてもオープンタイフフォントが使えないというの
も痛いところです。
先日モリサワのMC-Smartという組版ソフトの展示をみてきました。確かに
ELWINを意識しているなぁという部分は見受けられましたが、まだこのソフ
トに移行したい！とは思えませんでした。
インデザイン、クォーク、MC-Smart、いろいろありますが、将来性も考え
るとELWINユーザーが移行するにはどのソフトがいいのでしょう。というこ
とを 近思っています…。
一番の願望はELWINデータを移行できたら一番いいのですけどね。デー
タという資産を生かして次にいけたらいいのですけど…。

 おしえて 投稿者：すっとん 投稿日：
2010/06/08(Tue)
17:11

[2955] エルウィン

 SSD 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2010/05/25(Tue)
11:41

[2929] 先日futosanからの投稿で、金額的にまだまだ先のことだと思っていた、C:
ドライブハードディスクのSSD化について認識を改めました。
早速私の周りの人たちに確かめたら、なんとすでにSSD化している人が
何人かいる事に驚かせられました。そこで、遅らせばながら調べてみると
実績としてのデータは少ないけれど、ほぼ実用段階にあると言って間違
いないのではと思います。
ここで、誰もが心配するSSDの寿命のの問題もいろいろな技術（ソフト的
にも）が考えられていて初期のものとは比べられないほど寿命も延びてい
るようです。
しかし、フラッシュメモリーに寿命があることは事実ですし、身近な話では
USBメモリーが寿命のため使えなくなったと言う話を聞くことがありまし
た。（たぶん寿命だろうと言うことで確かではないが）そこで、少しでも寿命
を延ばす工夫は必要だと思い少し考えてみました。
使用中にSSDにアクセスする回数を減らせば当然寿命は延びるわけです
からこれまで、C:で行っていた一時ファイルの作成などをD:ドライブなどの
ハードディスクに移せば良いことになります。しかし、これでは今までと変
わらず実行時の速度はハードディスクの速度に引っ張られるのではない
でしょうか。つまり、アクセスを減らすだけではなく速度との兼ね合いを考
えながら、不必要なアクセスだけを減らす必要があると言うことです。

旧掲示板データ２（2004年5月～2010年6月）



ここで、不必要とはいわないが、やらなくても良いC:ドライブのアクセスの
代表を上げてみます。
☆デフラグ　フリーソフトなどで速度を速めるためのソフトパックなどでこ
のデフラグをスケジュール管理して自動で行うものがあるので注意してく
ださい。なお、Vistaでは勝手に自動実行されるので注意してください。☆
インデックスサービス　WindowsSerchなどでファイルのインデックスを勝
手に作って以後の検索を早く行うためのプログラム。でもこれを止めると
ファイルの検索は確実に遅くなります。速度を上げたくてSSDにしたのに
矛盾を感じる。☆仮想メモリ（スワップファイル）　メモリーを十分積んでい
れば必要ないので無効にしても良い。
☆システムの復元　勝手に復元データをC:ドライブに作ります。システム
のバックアップを自前のプログラム(アクロニス等）で行う場合には必要な
いのでは。
☆NTFSのアクセス時刻登録　データにアクセスするだけでその時刻を
ファイルに書き込む動作をするので、アクセス記録が絶対に必要でなけ
れば止めてもいいのでは。ただし、これを止めるには、レジストリーの書き
換えが必要です。
☆各アプリケーションで使われているテンポラリーファイル（某掲示板の
109様指摘）　これはアプリケーションによりそれぞれ違うので、探すのが
大変です。それに、これをD:ドライブ等のハードディスクに移すと速度は
ハードディスクに引っ張られますまだまだあるかと思いますが、これらを実
行してどの程度寿命が延びるのかはわかりません。現状ではSSDの寿命
が正確には把握できないので、何年か後に結果が出る問題だと思いま
す。

 MC-Smart 投稿者：さとし 投稿日：
2010/05/15(Sat)
10:25

[2901] モリサワがJ-powerやEL-Winユーザーからの乗り換えも視野にいれた新
たな組み版ソフ「MC-Smart」を発売するようです。
「自動表」と「表組みボックス」とを融合させた表組み（浮動票ではないみ
たいです。）オプションなしで面付けが可能。
標準で帳票、面付けができるところがウリのようです。
操作性は、インターフェースはOffice2007のリボンインタフェース組み版タ
グ、ファンクションなどの概念はないようです。クォークやインデザインの
ような感じのようです。
J-powerやEL-Winユーザーからの乗り換えも視野にいれたようなのでど
こまでのことが出来るのか？　期待されるところではあります。まだ、開発
段階だそうですが、展示会に出展するようですよ。



 SSD 投稿者：futosan 投稿日：
2010/04/13(Tue)
10:44

[2854] 今回、試験的にSSDに内臓ハードを交換しました。その感想をのべたいと
思います。マシンは今使っているデル　ボストロ　400　で　QUAD　Q6600
です　ハードはシリアル320GBです。
ソフトも組版関連ということで　オフィース(バージョンごと)　イラレ(10.0
cs3　cs4)　フォト(7.0)　一太郎・花子　その他数えきれないほどのソフトで
す。　外字書体(ダイナG書体等)　あわせて1200書体ぐらい　今までなれ
のせいもありましたが　重く感じていました。
プリンター　エプソンG5000(2台)ソフトリップ出力　そのた　レーザー・名刺
プリンターをあわせて5台　スキャナー2台(A3・A4)ハードも内臓・外付け(ミ
ラーリング等)・フラッシュをあわせて6台　PCI接続で後ろにusbを計8個接
続本体後4個という　過酷な使い方をしています。
一回だけOS再インストをしたのですが再インストの直後は　はやいように
感じました書体をすべていれたら一気に重く感じました。　現状復帰まで
インストしましたら丸2日半(ねていません)かかりました。現在ハードの異
常があれば　アクロニスで復元して復帰したりハードを差し替えたりして
対処しています。
話をもどしてSSDについてですが、まずアクロニスの会社に電話をしまし
て　バックアップファイルをSSDに復元できるかを問い合わせました。
一応対応できますという返答でしたのでSSD(AODATE社の60GB　16000
円ぐらい)を購入して復元いたしました。(だめでも外付けでなんとかなると
おもいました)元々の320GBのハードをC.D.Eとパーティションをきっている
のですが　それなりに60GB(SSD)にくぎって入りました。
あとはパーティションの変更ソフトで適当にわけました。復元も成功し立ち
上げてみると体感的に早いと感じました。イラレ10のソフトが2.5秒ぐらい
でたちあがりました。今までの倍以上もしくは何倍も速く感じられます。
各ソフトも組版ソフトも段違いに立ち上がりの早さが感じられました。デメ
リットで書き込み回数の制限がある、寿命がシリアルハードと比べると寿
命がみじかいとのことですがだれかくわしくわかるかたがおられましたら
よろしくお願いします。
一応私どものマシンはファイル類はすべて外付けですのでSSD(本体)の
書き込み回数はすくない方だとは思います。ログファイルなんかを外付け
ハードにもっていく方法などができるのでしょうか　他にこういうことをした
ら本体への書こみをへらせるよというのがありましたお願いします。(SSD
についておねがいいたします)

 Re: SSD 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2010/04/13(Tue)
15:04

[Res:
2854]

１.テンポラリ tmp、temp で検索すると幾つか（OS用、アプリ毎）が出て
きます、移動出来るものと出来ないもの有り
２．アドビソフトのワークファイル環境設定から変更できます
３．ELWINこれも設定から

 Re: SSD 投稿者：futosan 投稿日：
2010/04/13(Tue)
18:52

[Res:
2854]

某掲示板の109様　いつも適切なアドバイスありがとうございます。
空き時間に検索したいと思います。また何かありましたらお願いいたしま
す。



 PDFウィザード 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2010/02/15(Mon)
18:47

[2753] 未だPDFをネタにすれば本が一冊どころではすまない現状ですが、我が
身に問題が降り注がないと聞こえないふりの今日この頃ELWIN組版に限
らずPDF入稿も普通とは言い難い状況ですが、ELWIN周辺環境に限れば
関係するRIPでの出力が確保されれば深くは追求しないでしょうELWINと
PDFの関係で言えば、
・他文書をPDF化してELWIN上に持ってくる
・他文書をPDF化＞イラレとかで加工してEPS貼り付け
・ELWINで組版したものをPDF化　＞出力用　＞Web用　＞PDFそのもの
のハンドリング用ぐらいでしょうか？
ELWINの印刷ダイアログだと[印刷]－[印刷設定]のTrueTypeフォントダウ
ンロード形式のみで、あとはディスティラーやAdobePDFの設定で生成さ
れるPDFが決まります。
他のPDF出力用ソフトは細かい設定変更は無理・手間だし、いまいち確証
がもてないので触りたくありません問題は、この設定を理解して運用して
いる所が意外と少ない、ということでしょうか？文字コード・書体も絡め
ば、手を入れずに使えるPDFは殆ど無い、というお寒い現状です出力
データを前に「これで間違いない！」という自信は中々もてません

 Acrobatで作成した
PDFの文字が飛んで
しまうのです

投稿者：瑛太 投稿日：
2010/02/04(Thu)
18:39

[2712] お久しぶりです。もしかしたらとても初歩的な質問なのかもしれませんが、
ご教授いただけたら助かります。
Word2007で作られた文書をAcrobat9にてPDF作成を行ったのですが、文
字が飛んでしまうのです。すべての文字が飛んでしまうのではなく、ところ
どころ飛んでいる状態で、ひらがなや漢字などポロポロと空白になってし
まうのです。
Acrobatの設定が悪いのか、相性が悪いのかよくわからないのです…。ち
なみにAcrobatの設定は今までAcrobat7で使用していて問題なかった設
定なのですが…。

 Re: Acrobatで作成し
たPDFの文字が飛ん
でしまうのです

 投稿者：(有)ヒロシステ
ム 秋山

投稿日：
2010/02/05(Fri)
09:09

[Res:
2712]

お久しぶりです。
PDFの問題はほんと色々ありますね、ご指摘の文字が飛ぶと言うことは、
空白になると言うことですねしかも、文字がランダムに。
これと同じかわかりませんが、文字が”・”に所々なってしまうと言うことだ
と、経験があるのですが、取りあえずひとつ確認していただきたいのです
が。
adobe pdfのプリントドライバーの設定の中で、「印刷設定」→「レイアウト」
→「詳細設定」→「Post Scriptオプション」→「True Typeフォントダウンロー
ドオプション」の値が「アウトライン」になっていますか？
これが「自動」になっていると所々文字が"・"に変化することがあります。
所で、この情報はVer8までの情報です。実はVer9は触ったこともありませ
んので、他にも設定が違うところがあるのかもしれません。Acrobatは
バージョインが変わると何かしら問題があるような気がします。



 Re: Acrobatで作成し
たPDFの文字が飛ん
でしまうのです

投稿者：瑛太 投稿日：
2010/02/08(Mon)
15:38

[Res:
2712]

ありがとうございました。
確認をしてみたところ、「自動」になっておりました。これを「アウトライン」
にしてみたのですが、結果は変わらず…でした。
Ver９は色の問題もあるとモトヤのホーム―ページにも掲載されていたの
で、Ver7や8.2を購入したほうがいいのか、などなど考えているのですが
…できれば今の環境で安定するといいのですけどね。

Re: Acrobatで作成し
たPDFの文字が飛ん
でしまうのです

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2010/02/09(Tue)
02:34

[Res:
2712]

考慮すべき事
・word2007で文書制作したPC
・word2007の文書をPDF化したPC
・PDF文書を観覧したPC普通は上記PCは、すべて同一＞書体の有無は
関係なし＞adobePDFの設定が原因なんだけど、空白が出てくるのは書
体まわりだよね～

 Re: Acrobatで作成し
たPDFの文字が飛ん
でしまうのです

投稿者：瑛太 投稿日：
2010/02/09(Tue)
15:33

[Res:
2712]

某掲示板の109様そうですね。
文書作成したお客様のWord文書だけがPDFにした時に文字飛びがおこり
ます。（今のところですが…）つねに飛んでしまうわけではなく、正常に作
成できる文書ももちろんあるので困ったものです…飛んでしまった箇所を
範囲指定してコピーしてみるとその飛んだ文字はちゃんとテキストとしてコ
ピーできるのですよね。
見えないだけなのかと思いきや、ELWINに貼り付けをした際にはやはり文
字はないのです。
書体はMS明朝です仕方ないので飛んでしまったWord文書に関しては
Word2003に落して他のPCでPDFにしています。
そうすれば飛ばないので、原因はWord2007にあるのか…そのPCにある
のか…お客様にあるのか…原因がはっきりしない分難しいですね

 Re: Acrobatで作成し
たPDFの文字が飛ん
でしまうのです

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2010/02/10(Wed)
04:30

[Res:
2712]

MS明朝は4種類ある
・XPまでのMS明朝
・VISTA以降のMS明朝
・XPで使えるVISTA風MS明朝
・VISTA以降で使えるXP風MS明朝  書体管理は、フォントファイル名
・書体名・ポストスクリプトフォント名で行う上記4つのフォントのポストスク
リプトフォント名が等しいか否か調べた事は無い（キリッ   あとはヒロシス
さんに丸投げ！



 Re: Acrobatで作成し
たPDFの文字が飛ん
でしまうのです

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2010/02/15(Mon)
17:32

[Res:
2712]

丸投げされて、今まで悩んでました。
確かに、MS明朝、ゴシックは、2000、XPはVersion2.3なのに対して、Vista
以降はVersion2.5の様です。
この違いは例のJIS90とJIS2004の違いの字形の違いによるものです。こ
の時の違いの文字だけが化けるのであれば分かるのですが、ランダムに
しかもひらがなも空白になるとなると、？？？です。
関係有るかどうか不明ですが、Wordでたとえばモトヤの書体を埋め込ん
でPDFを作ると文書のプロパティのフォントのエンコーディングが「カスタ
ム」になるのに対して、MS明朝やMSゴシックは「identity-H」で種類が
TrueType(CID)となります。
つまりグリフID(CID)と言う文字のアウトラインを取ったものの番号に置き
換えられます。
これで、同じ文字がある場合は番号ですむので、ファイル容量が小さく済
むと言う事になってます。
しかし、これが行われるのが、MS明朝などの特定の書体だけなんです。
それ以外は埋め込み指定をしないのに埋め込まれたりします。
このグリフIDを文字コードに変換するにはToUnicode cmapという変換テー
ブルが必要ですですが、この変換テーブルがAdobe Readerの中にあるか
らまともに表示されるわけです。
しかし、埋め込み書体が何らかの原因で、間違えた書体の変換テーブル
で変換されれば、何がおきるか分からないですね。
困った事にグリフIDはフォント間の互換性はありません。XPで作ったPDF
をVistaで表示すると文字がまったく違うと言う現象を時々聞きますが、こ
れもこの辺が関係しているようです。
以上の説明は、私が勝手に解釈したもので解釈違いがあるかもしれませ
ん。この辺の事に詳しい人がいたらぜひ、教えてもらいたいものです。

 Re: Acrobatで作成し
たPDFの文字が飛ん
でしまうのです

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2010/02/15(Mon)
18:46

[Res:
2712]

別スレ起こしました

 ＰＤＦデータのコピペ 投稿者：J-power 投稿日：
2010/02/05(Fri)
01:59

[2718] 初めまして。
J-power アドバンスで作ったファイルをPDF化しているのですが、ADOBE
PDFのプリンタでPDF化したファイルから文章をコピペすると意味不明な
文字が出てきます。
使用しているフォントは毎日新聞明朝Ｌ（代替→ＭＳ明朝）、毎日新聞ゴ
シックＬ（代替→ＭＳゴシック）です。
原因が全く分からないので困ってます。ちなみに、いきなりＰＤＦでＰＤＦ化
するとコピペできます。
どうしてこうなってしまうのでしょうか？？



 Re: ＰＤＦデータのコ
ピペ

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2010/02/05(Fri)
09:53

[Res:
2718]

はじめまして？J-powerと言う投稿者名は時々いるのですが、その人とは
違うのですね。
この場合、ディスティラーの設定と、いきなりPDFの設定がどのようになっ
ているかがわかりませんので、あくまで想像ですが、通常文字の埋め込
みが行われていれば、PDFよりの文字データの抽出はできないです。
よって、ディステラーの設定は文字データを埋め込みで、いきなりPDFの
方は、埋め込んでないと思われます。

 Re: ＰＤＦデータのコ
ピペ

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2010/02/12(Fri)
11:05

[Res:
2718]

一口にPDFファイルと言っても、色々なものがあります。
そこで、なぜPDFファイルにするのかをハッキリさせてください。（作った
PDFファイルを何に使うのか）例えば、出力センターに出すため・データー
容量を小さくしてメールで送るため・他のアプリケーションで使うためなど
です。
一般的にELWIN（J-power）のデータをPDFにする必要に迫られるのが、
出力センターで出力するためと言うのがこの頃多いようです。EPSファイ
ルで持っていくのが一番安定性はありますが。
出力センターの都合（面付けの為）どうしてもと言われてPDFを作る場合。
絶対に印刷に適したPDFを作らなければなりませんので、ディステェラー
の設定及び編集ソフトの設定を解像度は高く文字は全て埋め込みされる
ようにするのです。
ただし、この設定ではこのPDFを編集したり文字を抽出したりは出来ませ
ん。今回の場合、文字を抽出したいのでしょうか？と言う事になるとなぜ、
pdfにしたいのか疑問ですが、どうしてもと言う事なら方法は、文字の埋め
込んでない見る為のPDFを作ればよいと言う事ですね。
編集ソフトで、作成したものから文字の埋め込んでないPDFを作る為に
は、ディステェラーの設定と編集機側の設定をいくつか変更しなければな
りません。少々複雑なので手順をPDFファイルで添付しておきます。参考
にして下さい。なお、このpdfは編集ソフトのデータをディステェラーでpdfに
した物です。

 プラウザによる画像
表示異常

投稿者：ヒロシステム
秋山

投稿日：
2010/01/07(Thu)
16:24

[2637] ちょっと遅くなりましたが。
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いいたします。
この間から、プラウザソフトの種類によってはリンクがおかしくなる現象が
弊社ホームページ上で起きていましたがようやく原因らしきものが見つか
り修正いたしました。
すべての環境では実験できませんでしたので、完全かどうかは分かりま
せんが、何か異常がありましたらお知らせください。

 ホームページのリン
ク

投稿者：通りすがり 投稿日：
2009/12/21(Mon)
15:56

[2587] ホームページからのリンクがおかしいですよ。



 Re: ホームページの
リンク

投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/12/22(Tue)
09:05

[Res:
2587]

ありがとうございます。
たぶんMACユーザーでプラウザがSafariではないですか？
ただ今safariにも対応できるように研究中です。DTP関係のHPでsafariに
対応していないなんて、とお思いの方も多いと思います。
がんばります。

 エッチングプロセッ
サ320サイズ

投稿者：零細企業の一
社員です

投稿日：
2009/12/18(Fri)
22:45

[2571] 管理人様にもお聞きしている 中なのですが、エッチングプロセッサをで
きるだけ安価で探しています。中古品でいいのですが、なにか情報ござ
いませんか？

 Windows 7対応実験 投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/11/02(Mon)
09:17

[2374] futosanからも質問がありましたWindows7でELWINが動くかの実験がよう
やく出来ましたので、途中経過ではありますが、報告したいと思います。
Windows 7でELWIN編集ソフトが動くとしたら、XPモードでしょう。
ご存知の方も多いでしょうが、XPモードが走る条件が色々ありまして、こ
れを満たすパソコンの準備が問題でした。弊社のパソコンにはこれらの条
件を満たすパソコンは存在しなかったため、仕方なく自宅の自作パソコン
にて実験を行う事にしました。
今回実験に使ったパソコンは、CPU intel core 2 duo　E6700 2.6G メモ
リー3GB　OSはWindows7 professional でXPとデュアルブートでインストー
ルした物を使用。XPモードを起動後、普通に編集ソフト（Ver10.2）をインス
トール・USBドングルを差し込みUSBをXPモード用に設定してから、立ち
上げると何の問題もなく起動します。
一通りの動作を試してみましたが、問題なく動くようです。ただし、細かな
検証はしていませんので、完全に大丈夫かは時間をかけて検証しないと
いけません。
とは言っても自宅での検証にはソフト周辺機器など限りがありますので本
来は現場にて実際のデータを使っての検証を行わないとはっきりとはい
えませんが。
一番心配したUSBドングルの認識に何の問題もなかったことは、希望が
持てました。とりあえず第一報としてお知らせします。

 Re: Windows 7対応
実験

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/12/10(Thu)
00:14

[Res:
2374]

某掲示板の方で呼ばれたような気もするが置いといて32bit-WIN7ネイティ
ブではインストール不可なんですよね？
それともインストール可だけどドングル不可？（金欠病なので7用PC準備
してないんですよ。そろそろ組むか）

 Re: Windows 7対応
実験

投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/12/10(Thu)
10:28

[Res:
2374]

思い込みとは恐ろしいもので、初めからWIN７ネイティブではインストール
不可だろうという思い込みで行動していました。
確かにドングルは不可だとは思うのですが、ドングル必要なければ可能
性ありますよね。



 Re: Windows 7対応
実験

投稿者：Hirosawa 投稿日：
2009/12/11(Fri)
22:39

[Res:
2374]

以前にInDesignへの移行について相談したHirosawaです。
（あれから結局InDesignにファイルを移すことはあきらめて現在は何とか
手に入ったJ-Power ADVANCEを使っています）
遊びでテストしてみたら32bit-WIN7ネイティブでもインストールできてドン
グルも認識できた感じでした。
（ 初はインストールできないと言われますが推奨設定で再インストール
するを選んだらできました）正常に動作しているかどうかわかりませんが、
少なくとも起動はできるようでした。

 Re: Windows 7対応
実験

投稿者：Hirosawa 投稿日：
2009/12/13(Sun)
22:20

[Res:
2374]

やっぱり問題がありました。
アンインストールしようとするとこのプログラムはインストールできません。
とおかしなメッセージがでてアンインストールできなくなりました。
しかたがないのでシステムの復元で元の状態に戻してPwin_dtpのフォル
ダを削除しました。
ＸＰモードでインストールしたほうは問題ないです。

 ELWINからOKI
ML930PS-Xへの網
点出力の注意点

投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/12/02(Wed)
11:25

[2515] 網点出力ができると言うので、沖のMicroLine Pro 930PS-Xを購入したの
にELWINから網点出力が出来ないと言う質問が増えています。
（実際には網点なのに細かすぎて見えない。）
OKI ML930PS-Xには網点を出力する方法がいくつか用意されています
が、ここではELWINの印刷画面で設定した網点線数・角度で出力する方
法を説明します。（OKI9800PS-Xとは変わっています）
ELWINの印刷画面の「カラー設定」で「プリンターの標準値を使用」の
チェックを外してから、線数と角度の設定をして下さい。
次に、印刷画面の「オプション」ボタンを押して「ハーフトーンスクリーン」の
項目を「アプリケーション定義」に変更して下さい。（通常は「プリンターの
初期設定」）
これで、ELWINで指定した線数の網点で出力できます。
「オプション」の「ハーフトーンスクリーン」を「アプリケーション定義」にして
おいて、「カーラー設定」の「プリンターの標準値を使用」のチェックを外さ
ないと原因は不明ですが、1ページのみ出力してジョブが終わってしまい
ます。
プリンターの標準値で出力する場合は「ハーフトーンスクリーン」を「プリン
ターの初期設定」にする事を忘れないで下さい。



 管理者のつぶやき 投稿者：ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/11/29(Sun)
17:27

[2500] 某掲示板の109様ご苦労様でした。
いつもながら適切な解答ありがとうございます。
J-power様よかったですね、少しでも長く使ってやってください。
私は名前を公開している関係で、J-Pawer系の質問に関係すると、あまり
よく思わない人もいるようで何かと圧力が・・・・・ただ優れているプログラ
ムを少しでも長く使ってもらいたいと思うだけなんですけど。
昔し、少しプログラム開発というものを経験している者として、このプログ
ラム開発者の苦労を思うとまだまだ使えるものを葬るなんてことはしたく
ない、ただそれだけのことも許されないようです。
この掲示板も、いろいろ対策をとってはいますがお見苦しい投稿が後をた
ちません。
会員制などこれを防ぐ手はあるのでしょが、なるべく自由に投稿できる環
境を維持したいので、がんばって続けて行きたいと思います。少し落ち込
んでいる管理者より。

 Re: 管理者のつぶや
き

投稿者：J-power 投稿日：
2009/11/30(Mon)
10:09

[Res:
2500]

管理者様、某掲示板の109様、この度は大変お世話になりました。
お二人のお力で、J-powerが生き返りました。
専用組版機から乗り継いで、ずっとこのソフトで細々とやってきただけに、
J-power（ELWIN)が使えなくなることは死活問題でした。
他のソフトに移行することも考えましたが、今まで蓄積してきたデータや、
使い勝手（特に表作成）を考えると、簡単にはできませんでした。
途方にくれていた時にこちらの掲示板を拝見させて頂きました。
そんな私を救って頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。きっとこんな思い
でこちらの掲示板を頼りにしてる方もいらっしゃるかと思います。ELWIN関
係に限らず、大変参考になる記事が多いので、これからも頑張って掲示
板を続けていってください。陰ながら応援しています。

 ありがとうございまし
た。

投稿者：J-Power 投稿日：
2009/11/28(Sat)
10:16

[2497] 言葉足らずで、お手間をとらせて申し訳ございませんでした。
EPSファイル出力用（Pwin_dtp）も無事セットアップできました。
今のところ問題なく編集作業ができています。
また何かありましたら、ご指導よろしくお願いいたします。

 検索に文字列はか
けられないのでしょう
か

投稿者：瑛太 投稿日：
2009/11/09(Mon)
15:18

[2411] Windows7にてELWINが動くということはとても嬉しいことです。
実は本日１台パソコンを購入いたしまして、OSはXPのものを選択したの
ですが、XPモデルというのも限られてきています。
Windows7のパソコンを導入できるのであれば、パソコンを買う選択肢も増
えますね。
実は今回書き込みさせていただいたのは、検索についてなのです。
ELWINのXPでファイル内の文字列を検索してみたのですが、検索にヒット
しないのです。
NTではELWINのファイル内の文字もちゃんと検索してくれたのですが、XP
では検索できないのでしょうか？？
なんだか今更ながらの質問で申し訳ないのですが、なにかいいソフト、も
しくは方法がないものでしょうか？？



 Re: 検索に文字列は
かけられないので
しょうか

投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/11/11(Wed)
16:40

[Res:
2411]

「スタート」→「検索」→「ファイルやフォルダーの検索」から行う検索のこと
ですよね。
WindowsNTの中のファイル内文字検索でELWINファイル内の文字が検索
できるとは、私の勉強不足でした。
指摘されてその他の検索のところで確かに検索が行われているようです
ね。（少々不安定な部分もあるようですが）
一般的なテキストファイル・Word文書・EXCEL文書内の文字だけだと思っ
ていたのですが。確かにXPではELWINファイルは検索対象から外されて
います。
NTで検索できたのはELWINファイルを無理やりWordなどで開くと訳のわ
からない文字列の列記の中に本文中の文字が記号を挟んで出てくるの
ですがこれを検索対象にしているためだと思われます。
だから、検索できない文字も出てきたりするわけです。
たぶんXPの検索機能では特定の拡張子以外は検索対象にしていないの
ではと思います。試しにELWINファイルの拡張子をTXTに変更してやると
ちゃんと検索してくれます。
なんだか回答ではなくなってしまいましたが、NTの事でもまだまだ知らな
い事があることが分かり勉強になりました。
ファイル内検索ソフトも色々有るようですので中には検索できるものも有
るかと思いますので、探してみるのも良いかもしれません。
「ファイル内文字検索ソフト」で検索するとぞろぞろ出てきます。
敷居が高いので実験はしてないのですが前文検索システムのnamazuな
どはどうなんでしょうか？

 Re: 検索に文字列は
かけられないので
しょうか

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/11/11(Wed)
17:30

[Res:
2411]

バイナリエディタ 強、とか言ってみる（本当は役立たず。
複数ファイルを同時に検索できないから。○○の語句を含むELWINファイ
ルはどれ？っていう使い方が必要ですよね）

 Re: 検索に文字列は
かけられないので
しょうか

投稿者：瑛太 投稿日：
2009/11/17(Tue)
09:01

[Res:
2411]

お返事遅くなりまして申し訳ありません。
namazuという検索システムをみてみたのですが、ちょっと敷居が高そうで
す。
試してみたい気もします。ですが、ほかのソフトも見てみたのですが、な
かなかいいものがありませんでした。
ELWINファイルの拡張子をTXTにすると検索できるということですので、
データを複製してその拡張子をすべてTXTに変えたものを検索するという
事も考えてみようかと思います。
拡張子をすべて一括で変えるソフトがあればいいのですけどね。一番い
いのは普通に検索できることなのですが…いろいろとありがとうございま
した。



 Re: 検索に文字列は
かけられないので
しょうか

投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/11/17(Tue)
17:29

[Res:
2411]

拡張子をTXTに変えるのは余り進められません。
なぜかというと本来ELWINのファイルはバイナリデータでして、その中のテ
キスト部分を検索しているだけなので、検索に引っかからない物も多く存
在します。
某掲示板の109さんの「バイナリーエディタ 強」と言うつぶやきはその通
りなんです。
バイナリーデータの検索はバイナリーで行うのが良いのです。109さんは
この辺の事はが全て分かっていての重い一言だと思います。なにか、い
いアイディアがあったらぜひつぶやいてください。
ところで、一般的に も簡単な全文検索で思いつくのがPDFなんです。文
字検索の出来るPDFであれば簡単にすばやく検索可能です。ELWINデー
タを全部PDF化すれば全てのファイルの中から検索文字を含んだファイ
ルを表示してくれます。
ただし、ELWINから検索可能なPDFを作るのが一仕事です。書体がMS
ファミリーかモリサワPS5書体なら文字を埋め込まないPDFを作ればいい
のですが、モトヤ書体などはそのままでは検索対象ではなくなります。
PSファイルを作る時、環境設定の「文字フォント」→「フォント代替」→「印
刷代替フォント」を変更しておけばファイル内の書体をいじる事無く可能で
す。でも、ファイルの数が多いと思いますので一苦労ですよね。
もう少し考えて見ます。それでは一先ず。

 Re: 検索に文字列は
かけられないので
しょうか

投稿者：瑛太 投稿日：
2009/11/17(Tue)
18:01

[Res:
2411]

そうなんですか。
某掲示板の109さんも秋山さんもとてもお詳しいですね。
深いところまで知識がなく、すいません。
PDFでの検索ですね！はい、これならば問題なさそうですね。実はその検
索対象のファイルはすべてモリサワフォントに置き換えてPDFを作成して
いるファイルでして、検索に引っ掛かってくれそうです。ありがとうございま
した！
それ以外のELWINファイルでは検索がかけられないのはいたいですが、
とりあえずはしのげそうです。

 Re: 検索に文字列は
かけられないので
しょうか

投稿者：某掲示板の109  投稿日：
2009/11/19(Thu)
16:45

[Res:
2411]

ある文字列を含んでいるか否か確認だけなら（文字列の位置がわかんね
～＆シフトJIS限定）
１．ファイルA、B、C　＞コピー　copyA、copyB、copyC
２．（メイン組版ソフトのものでなく）「置換管理」を立ち上げる
３．[検索文字列]＜検索したい語句　[置換文字列]＜適当
４．置換実行（複数語句・複数ファイル同時可）
５．平だろうが枠だろうが文字BOXだろうがセルだろうがヒットすれば置換
処理が起きる＞タイムスタンプ変更
６．検索したい語句があるファイルをエクスプローラーなりファイラーで確
認
７．元ファイルに必要な処理＞終わり



 oki1055ps 投稿者：futosan 投稿日：
2009/11/02(Mon)
15:08

[2377] oki3050Cの部品交換が入手できなくなるかもしれないとの保守会社から
言われているので予算の都合上、代りのプリンター(1055PS)を2か月ぐら
い前からネットでオークション又はお店で探していました。
オークションは2回セリをしましたが都合上40500円、63000円とそれぞれ
そこで断念しました。2回目の63000円でのがしたあと夜中ネットで1055ps
を探していたらお店で44800円で(新しく　1個だけ)出ていました。
早速夜中メールをおくり、次の朝、電話をして在庫の確認をしたらありまし
たので　一応予約をして　トナーの使用量、ベタ出力での状況、定着器の
使用量　メモリー等を見てもらいました。
トナーは代替4分の3残っているみたいです。
ベタ出力は線が出ないみたいです。
定着器の使用量(プリンターの寿命200000万枚中50000万毎ぐらいなので
4分の3はあと使用できる状況です)。
メモリーは標準の64MBでした。メモリー増設してもバルクで1000～2000円
なのでこれだったら買かと思い購入しました。
実際送ってきたものを開けたら外観も予測した以上にほんとうに結構きれ
いだったです。ふたをあけて中身もみたらきれいだったです。早速メモリー
を増設を増設しました。
(ちなみに3050Cの時も増設したのですが、バルクで256MBを4本増設した
のですが、256MBを6本用意しました。
OKIさんのプリンターは入れる順番とかメモリーの相性がシビアみたいな
ので、幾通りもの入れ方を変えて装着しました) 1055PSを実際テスト出力
したのですが文字に関しては同じ1200dpiですので気にならなかったで
す。

事前にOkiさんの方から1055ps　PPC用紙での出力をしてもらっていたの
がありますのでそれと比べても同じぐらい出ていました。
写真ですが80線出力をしてみたのですが、何か横線が何本か入っている
みたいに感じます。(A3で全面黒ベタ主力したものは線が入らなかったの
ですが？)　3050cの方は網点は気にならない出力をしています。
フイルム又は印画紙出力などには関係ないですが、そのままお客さんの
予算の都合上、レーザー出しのまま写真を版下として出すことがありま
す。そこで質問なのですがこれらはドラムを交換したらなおるのでしょう
か？それとも1055PSでの写真出力は横線が入るみたいなのが普通なの
でしょうか？(3050cは網点は気になりません)　おわかりになる方がおられ
ましたから投稿をお願いします。1055psに関して使用上何かありましたお
願いします。



 Re: oki1055ps 投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/11/06(Fri)
09:16

[Res:
2377]

OKIML1055PSは現行機種です。
PS対応A3ノビまで出力可能でモノクロプリンターとなると、これしかない
のが現状です。
だいぶお安く手に入れられたようで良かったのではないでしょうか。
網の出力は他のプリンターと比べれば、安定している方です。
線数を120線などと欲張ると広い範囲の網ではムラが発生しますが、80線
や100戦ぐらいでは余りムラは発生しないようです。
程度問題でしょうが普通では問題にはならないはずです。
たぶんカートリッジを交換すれば治ると思います。ただし、この機種はドラ
ムとトナー一体タイプですのでカートリッジの値段がfutosanが購入された
本体ぐらいすると思いますが・・・・・・

 Re: oki1055ps 投稿者：futosan 投稿日：
2009/11/06(Fri)
13:39

[Res:
2377]

返信ありがとうございました。交換時期がきましたら、交換をして状況をみ
たいと思います。

 Windows7では？ 投稿者：futosan 投稿日：
2009/10/26(Mon)
17:28

[2347] Windows7が発売されましたが組版ソフトが動くかどうか、実際にためされ
た方はいますか？　メーカーは×だということですけれども報告おねがい
します。

 エルウィンデータを
リッチテキストにでき
るのでしょうか

投稿者：瑛太 投稿日：
2009/10/14(Wed)
11:33

[2302] いぜん「しょっぱい男」と名乗って掲示板に書き込みさせていただいてい
たものです。
またまた投稿させていただきます。
実はエルウィンにて編集済みのデータをリッチテキストとして書き出すこと
はできないか？とクライアント様より言われました。
正直僕が知ってる書き出し方法なんて、PDFかEPSかテキストファイルくら
いしかないのですが…テキストファイルに保存しても表組などはテキスト
として変換されず、使い道がない駄目ファイルになってしまいました。
ELWINでどうにかしてリッチテキストにはできないものでしょうか…僕はた
ぶんできない気がするのですが…何か方法がございましたらご教授いた
だきたく投稿させていただきました



 Re: エルウィンデー
タをリッチテキストに
できるのでしょうか

投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/10/15(Thu)
10:13

[Res:
2302]

お久しぶりですね。
また難題を要求されているようで大変ですね。
ご指摘のように、ELWIN編集ソフト自体でリッチテキスト形式には書き出し
は出来ません。こう言ってしまえばこれで終わりなんですが、実験はして
みないといけません。そこで、ひとつ考えてみたのですが、リッチテキスト
形式に書き出しの出来るソフトのデーターにELWINデータを書き出してか
ら変換したらすれば、どうなんでしょうか。
たとえば、ELWINソフトはPS・EPSに書き出しが行えますので、このデータ
をリッチテキスト出力の出来るソフトに取り込む事が出来れば、可能性は
あるのではと思います。
ではそんなソフトとは何があるのか、詳しくは調べてないのですが、たとえ
ばAcrobatはどうでしょう。簡単な実験しか行ってないのですが。ELWIN
データをPS書き出ししてからディステラーでPDFファイルに変換。これを
Acrobatから、リッチテキスト形式出力をすればどうでしょう。
ただし、PSファイルを作るときは文字を埋め込まないPDFを作る事が必要
です。（TTモトヤ書体などは埋め込まないPDFは出来ませんので、PSファ
イルを作るときフォント置き換えでモリサワPS5書体かMS明朝などファミ
リー書体に置き換えないといけません）これで作成したリッチテキストデー
タが完全なものかは実験をしないとわかりませんが。
本文や文字ボックス内の文字はOKのようです、問題はELWINでの編集の
仕方によっては一部が図形扱いになってしまう部分がありますので、この
辺の検証が必要かと思います。
今考え付いたものですので、参考程度にしかならないと思いますが、何
かのヒントになれば幸いです。
それでは、がんばってください。

 Re: エルウィンデー
タをリッチテキストに
できるのでしょうか

投稿者：瑛太 投稿日：
2009/10/16(Fri)
15:35

[Res:
2302]

ありがとうございました。とても参考になりました！PDFにしてそれをリッチ
テキストにしてみたのですが…とても見れたもんじゃない体裁になってし
まいました ２段組の縦組みで、表組みなどが入っているファイルでして、
なかなか難しいのかなと思っておりましたが、秋山さんのご意見を参考に
していろいろと考えてみました。
そうですね。ELWINからデータを作成しようとするからダメなのですよね。
リッチテキストにすると書き込みいたしましたが、Word形式でも一太郎形
式でもいいといわれました。インターネットで検索してみたところ、PDFを
Wordに変換するソフトは結構ひっかかりましたので、そちらで試してみた
いと思います。ですが、今のところなかなか良好な結果は得られていませ
ん。
なぜか文字化けしてしまいました。
ありがとうございました。

 EL-WIN（XV）の自動
組版

投稿者：髭面 投稿日：
2009/09/29(Tue)
10:06

[2246] ４台ある内の１台にオプションの自動組版を入れました。
そのマシンのドングルを他のマシンに挿して起動するとその後どのドング
ルを使用しても自動組版が起動します。
ラッキーです。好ましくない情報なら　削除してください。PS　暇です



 Re: EL-WIN（XV）の
自動組版

投稿者：ヒロシステム秋
山

投稿日：
2009/10/01(Thu)
09:49

[Res:
2246]

そうなんです。
オプションソフト（面付け・数式・新聞・フォーム・自動組版）の情報はUSB
ドングルにあるんです。
て言う事は、ドングルが壊れたらこの情報は消えてしまうという事になりま
す。
これを再生するにはソフトを購入した時に送られてきたはずの、お客様登
録票に記載されているオプションソフトのライセンスキーです。これは絶対
になくさないように保管してください。
ドングルが壊れた場合の修理代はかなり高額になるようです。取り扱い
には十分注意してください。

PS　どこも同じように暇みたいです。この掲示板への投稿も減っていま
す。寂しい限りです。こんな時にこそ、今まで出来なかった使ってない機
能の研究などやれたらいいのですが・・・・なかなかできませんね

 PDFのタッチアップ 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/07/16(Thu)
16:34

[2011] Acrobat8.13以降の印刷時色味違いはRGB・CMYK色空間絡みで、昔から
あった問題がRIPレベルからPDFレベルに落ちてきたもののようですね。
で、ご存知の方は承知なのですが知らない方は知らないというのが、
Acrobatからタッチアップでイラレ・フォトショを直接呼び出して修正する方
法です。
[編集]メニュー-[環境設定]ダイアログ-[Touchup]項目-画像エディタ・
ページ/オブジェクトエディタでイラレ・フォトショを指定しておくと、
[Touchupオブジェクトツール]でオブジェクトを選択、右クリックメニュー[オ
ブジェクトの編集]で、選択したオブジェクトをイラレなりフォトショなりで修
正できる方法です。
横スライスの画像をフォトショに持っていって繋げてCMYKで調整・リター
ンなんてやってました。（修正後「名前を保存」せずに閉じると元のPDF上
に戻る（置き換わる））
RIPのRGB分解、写真には使えなかったんですよね、今回の色味みたい
な問題で。
画像だけでなく図形もイラレですっきりした色味にしてました。
結構、知られてないですよ、この方法（設定自体されてない）

 Re: PDFのタッチアッ
プ

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/07/24(Fri)
16:02

[Res:
2011]

この件、私はまったく知りませんでした。
早速調べてみたのですが、私のところののAcrobatは6standardでした。
タッチアップのこの機能はバージョン6ではprofessionalでないと、使えない
ようなことが書いてありまして残念ながら確認できませんでした。
他のバージョンで調べてみます。

 Re: PDFのタッチアッ
プ

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/07/24(Fri)
16:55

[Res:
2011]

ここに書いてありました
http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/222/ts_222553_ja-jp.html  5で
もあった機能と記憶してますが、6でproのみになってたんですねすいませ
ん、リサーチ不足でした



 Re: PDFのタッチアッ
プ

投稿者：髭面 投稿日：
2009/07/27(Mon)
12:38

[Res:
2011]

修正後のデータが、フォトショップのバージョンによっては元の位置に配
置されずに左下に配置されることがあります。
よく覚えていないけど、フォトショップをアップデートしたら直ったような記
憶があります。　　参考までに

 無題 投稿者：futosan 投稿日：
2009/07/23(Thu)
11:07

[2028] このところOKIカラーレーザー3050Cのカラー色ずれがひどくどうにもなり
ません。各色ずれているみたいです。
以前にメンテナンスの人から聞いた通りドラムの横の棒を木づちで軽くた
たいて調整して下さい　と言われて自分でしたら一応なおりましたが今回
はどうにもなりません。
メンテナンスの人を呼べば出張してみるだけだと3万●●円かかりますと
いわれました。なおるかどうかはわからないといわれました。今までの使
用とかでの熱によるひずみがでているためだといわれました。現状
OKI930PS-Xの購入は難しい状況なのでOKI C810dn（5年間無償保証付）
GDI　インターネット底値価格　74550円を購入を考えようかと思います。
（カラー出力の際の線数出力は別にいらないからです）というのも　今の
3050Cでドラムと大容量トナーの交換だけで一色66000円ほどかかってし
まうからです。（2色ほど交換しましたが色ずれはなおりませんでした）
OKI C810dn（5年間無償保証付）GDIプリンターでの出力方法ですが　組
版からの出力はEPSの配置とかでGDIプリンターはいろんな問題があると
思います。

     質問ですが
    組版出力の際、一度メーカー推奨のPDF設定で出力して（タイプ1出
力）、それをOKI C810dnのGDIプリンターで出力したら色味は別として、化
けることなくそれなりの出力は出ますでしょうか？
又別に気おつけるところは何かありますか？
もしうまくいけるのであれば3050cを黒だけの出力専用にしたいと思いま
す。
（メンテナンスの人がいうのにはプリンタープログラムを書き換えればでき
るそうです。手順は電話での対応もしれくれるそうです。
黒以外の他のドラムトナーはそのままつけておいて下さいとのことです）
余談ですがリコーでも同じ価格で7万円台のA3プリンターがあります。（ポ
ストスクリプトにするにはカード装着で別途定価ベースで50000円かかる
見たいです。ただし線数指定はできない）すいません
　おねがい致します。



 Re: 無題 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/07/24(Fri)
12:01

[Res:
2028]

OKIのプリンターの故障大変ですね。
消耗品は仕方ないにしても修理代が高いのはきついですね。年間保守に
は入っていたほうが何かと得ですよ。
木づちで叩いて修正とは、すごくアナログ的な修理ですね。
普通はプリンターの設定メニューの「カラーメニュー」の自動色ずれ補正を
試してください。
とか言われるのかな？GDIプリンターにする件ですが、仕事で使うのであ
れば難しいのではないでしょうか。
ELWINデータをPDFに変えてからGDIプリンターで出力すると文字に網が
かかったように荒くなります。また、画像の一部が欠けたりすることもあり
ます。（このファイルをPSプリンターから出力すれば異常ありません）
これらの異常が出る確率は低いですが出ることも事実です。
完全に校正用であれば良いのでしょうが 終的にはPSプリンターで校正
したいですね。
また、PDFに変換したときに体裁が変化するようなこともWordデータでは
起こってます。
ELWINデータといってもELWINだけで全て組んでいれば問題も少ないので
しょうが、Wordやexcelなどのデータを取り込んだ場合、問題は複雑になり
ます。
画面上で異常なくても印刷すると異常があることもたまにありますので、
プリンターの出力結果が確実でないと何を信じていいのかさえわからなく
なります。
あまり良い回答でなくてすみません。他の人の回答も参考にしてくださ
い。

 無題 投稿者：futosan 投稿日：
2009/07/23(Thu)
08:49

[2027] この前メーカーにアクロバット8　バージョン8.13以降・アクロバット9　のこ
とを聞いていたら（ホームページ上にダウロードできます）との返答でし
た。
はじめは8.12までとのことでしたけど、その後要望が多かったみたいで
アップしたそうです。
それ以後のバージョンは未定だそうです。それと別にメーカーの方から
ウインドウズ7のことですけどということで　ドングルが認識しないとのこと
でした。（詳細は不明です）



 Re: Acrobat8.13及び
9のページファイル挿
入

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/07/14(Tue)
12:41

[1995] 今までELWINへAcrobat8.13及び9をインストールすると「ページファイル挿
入」時にエラーが発生して使えませんでしたが、モトヤからこれに対応す
るプログラムの修正版が発表されました。
ただし、このプログラムは、CDでの提供ではなくモトヤHPから本体ソフト
（PwDtp.exe）をダウンロードしてバージョンアップするというものです。
Acrobat8.1.3以降Acrobatの大幅な仕様変更によりMicrosoft office文書
のPDF化に新たな問題が発生しているようです。
（モトヤ情報によると画像の色味が濃くなる。パターン模様が粗くなる）原
因の一つとして考えられるのが、PDFが作られるときのカラースペースが
RGBだったのに対してこのバージョン以降ではCMYKになっているらしい。
これが影響している？もしこのような原因だとしたら、PDF入稿の画像補
正にも影響が出てくるのでは？
ここで注意事項モトヤでは以前からページファイル挿入に使う場合、作ら
れたAcrobatのバージョンとELWIN搭載のAcrobatを統一するようにと何度
も言ってます。
それ以外では問題発生の可能性があるということです。
今回も同じことをアナウンスしていますので、Acrobatのバージョンをあげ
るべきかが問題です。現実問題として、PDF入稿を考えると、同じバージョ
ンでないと取り込めないなんてどうしようもない。
せめて、互換性の設定をpdfバージョン1.3または1.4あたりにした時の互換
性の問題点ぐらいは整理したいと思うのですが、通常の物だと案外正常
に取り込めてしまうので、何か問題のあった時のデータが沢山ほしいもの
です。
問題のあったときその詳しい状況のデータお持ちの方、ぜひ教えていた
だきたいものです

 Re: Acrobat8.13及び
9のページファイル挿
入

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/07/14(Tue)
15:52

[Res:
1995]

注意事項に対して横からすいませんが、随分昔次のような方法を取った
事がありますそのままページファイル挿入するとエラーになった時の回避
策だったような（記憶があいまい）そのままだとエラーになるPDFを
Acrobatからもう一度出力して再PDFしたものをページファイル挿入に使う
例えば、ELWIN搭載機のAcrobatが5なら、Acrobat5で開いてその出力先
にDistiller5を選び通常の手順でPDFを作成し、出来たものをページファイ
ル挿入に使う今回の場合、Acrobat7あたりで作られたPDFをELWIN搭載
機上のAcrobat9で処理・適用、という作業です古い話なのでPDFライター
あたりで作られたへっぽこPDFだったと思いますが、この方法は取れませ
んかね？

 Microsoft office文書
のPDF化に新たな問
題が発生

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/07/14(Tue)
16:04

[Res:
1995]

これはPDFの段階で問題発生でしょうか？それとも、PDFでは問題ないが
ELWINに張り込んで出力すると問題あり、でしょうか？



 Re: Acrobat8.13及び
9のページファイル挿
入

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/07/15(Wed)
09:36

[Res:
1995]

画像の色味が濃くなる問題は、PDFファイルに変換時に起こる問題との
事です。
ただし画面上は問題ないが印刷すると現れるようです。
確かに、このごろPDFに変換後、画像が濃くなると言う相談が何件かあっ
たのですが原因を究明していなかったのでこの問題だったのかもしれま
せん。
ページファイル挿入時に問題が発生する件は、PDFからPDFを作成する
方法の実験を行うのも一つの手ですね。

 色味 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/07/15(Wed)
15:51

[Res:
1995]

画面上は問題ないが印刷すると現れる極端な話、ELWINや他のRIPなど
関係なく、WORDあたりから直接インクジェットプリンタに出力したものと、
一旦PDFにしたものを同じインクジェットプリンタに出力したものの色味が
違うと言う事でしょうか？
そうであるならRGB・CMYK相互変換絡みですね

 Re: 色味 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/07/16(Thu)
13:18

[Res:
1995]

WORDあたりから直接インクジェットプリンタに出力したものと、一旦PDF
にしたものを同じインクジェットプリンタに出力したものの色味が違うと言う
事でしょうか？
その通りのようです。

 写真の解像度と大き
さについて

投稿者：futosan 投稿日：
2009/05/21(Thu)
09:56

[1850] こんにちは　お世話になります。基本的なことだと思いますが　写真のこと
で　おうかがいします。
仕事でお客さんの持込データ（デジカメ）で50名程の人物写真データなの
ですが、それを組版機で楕円の中に顔写真を挿入する仕事なのです。
それでデータのままの解像度72の写真とフォトショップで解像度を350に
変換したものは　フイルム出力した時同じ結果になるのでしょうか。？ちな
みに解像度72で組版機にはりこんだものは　画像倍率18％　解像度350
にしたものは87％になります
　ファイル自体は重たくはなりますが。自分でもはっきりとしないところが
あるのですが線数と解像度のことなのです。セッタで2400dpiの133線出
力でフイルム出力するとしたら写真の解像度はカラーの場合266dpi（133
×2と計算しました）でよろしいのでしょうか？
175線出力の場合は350dpi（175×2）でよろしいのですか？
モノクロ写真の場合も同じ考え　133線→266dpi　175線→350dpi　でよろ
しいですか？
お願いします。



 Re: 写真の解像度と
大きさについて

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/05/22(Fri)
13:24

[Res:
1850]

写真の解像度についてまとめて見たいと思います。
解像度は通常印刷線数の2倍が必要といわれていますので、133線で印
刷するのであれば、266dpiあればよいということになります。
ただし、等倍で使用するときですのでたとえば1.5倍に拡大するのであれ
ば266×1.5で約400dpi必要ということになります。
ここで、写真サイズと解像度は大いに関係がある事がわかると思いま
す。フォトショップで「イメージ」→「解像度」と選択して画像解像度を表示し
てみるとピクセル寸法の欄とドキュメントサイズの欄に分かれていること
がわかると思いますが、ここで一番下の「画像の再サンプル」の項目の
チェックをはずしてドキュメントサイズだけの表示にしてから解像度の欄を
変更してみてください。
サイズが自動で変更されるのがわかると思います。
一般的に、デジカメのデーターは解像度72になってることが多いと思いま
すが、これは解像度が低いのではなくサイズが多きくなっているだけで
す。
この項目で解像度を必要な大きさに変更してみてください。このデータが
どの大きさまで使えるかが一目でわかります。
ただし、くれぐれも「画像の再サンプル」のチェックをはずして変更してくだ
さい。チェックが入った状態で変更するとファイルの大きさが変わってし
まって失ったデーターは元には戻らなくなります。
これは、データーが必要以上の解像度のときファイルが大きくなってしま
いますので必要な解像度にして、ファイル容量を小さくする時のだけにし
てください。

サイズが同じで解像度が2倍のデーター容量は4倍になります。写真の解
像度を比べるときはサイズを同じにしてから比べて下さい。
このことから、編集ソフトに解像度72のデータを貼り付けた後大きさを小さ
く変更した時と、フォトショップで解像度を350に変更したものは上記の方
法で変更したのであれば表示サイズが同じ時は品質に違いはないはず
です。(この場合データ容量は同じはずです。）
この時データはカラーでもモノクロでも考え方は同じです。多くの楕円の
中に顔写真が入るような仕事をやられているようなので、この時よくある
クレームに、人によって顔の大きさが違わないようにして下さい。というの
があるのですが、これを後でもあわせられるように、楕円は画像ボックス
で作成してこの中にそれぞれの顔写真を入れておけばプロパティで後で
もそれぞれの倍率を変更して顔の大きさをあわせることができます。
ただし、写真を縮小拡大するわけですからこの時は少し拡大しても解像
度不足にならないように、写真の解像度は少し高めにして周りの余裕を
少し持たせておいてください。
解像度は高すぎても品質には問題ありませんが、容量が大きなファイル
は扱いが大変です。
解像度は高すぎない低すぎないこれを心がけてください。



 Re: 写真の解像度と
大きさについて

投稿者：futosan 投稿日：
2009/05/22(Fri)
14:49

[Res:
1850]

返信ありがとうございます。
勉強になりました。あとNo.1845の返信で　今度のOSのWINDOWS7での
XPモードでの編集ソフト使用の件なのですが、興味深いものがあります。
（XP-proでこのソフトは終わりかと思ったものですから）それについて何か
新しい情報がありましたらお願いします。

 Re: 写真の解像度と
大きさについて

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/05/22(Fri)
18:02

[Res:
1850]

09年11月におそらく発売になる次期OS Windows７に搭載される
WindowsXPモード大いに期待させる機能であることは事実です。
今までもVista上でVirtualPC2007などやXP互換モードなどといったXP版
のソフトを動かせると言う物があったがどれもUSBデバイスなどが使えな
いという問題があったためUSBドングルを使っているELWIN編集ソフトは
だめであった。
今度のXPモードではUSB接続のデバイスをそのまま認識できるということ
なのでドングルもたぶん認識すると思われます。
今度のWindows7にもエディションがいくつか存在するようですが、
professionalとEnterprise・UltimateにはXP SP3のライセンスも含まれるの
でXPのライセンスを持ってなくても使えるとのことです。
ハードウエアー環境はCPUの仮想化支援機能が必須になっているので、
古いCPUでは動きません（現在販売しているPCならほぼ大丈夫のようで
す）XPモードを利用するには、WindowsvirtualPCとWindowsXPの仮想環
境HDDイメージをインストールすれば、Windows XPそのものが立ち上が
るようになるので、後は普通にXP用のソフトをインストールすれば良いよ
うです。
後は実際に触って見ないと細かなところはわかりませんが、評判は上々
です。



 ご存知ありませんか 投稿者：futosan 投稿日：
2009/06/05(Fri)
11:50

[1896] こんにちは今回はプリンターの事についてです。
今現在は　弊社はインクジェットプリンターでの出力はエプソンPX-G5000
を2台　ソフトリップ（1個）をネットワーク上で同時に出力しています。エプ
ソンは現在は後継機としてPX-G5300まで発売していたと思いますがエプ
ソンのソフトリップは発売していないとの認識があります。
どなたかエプソン以外のメーカーでPX-G5300対応のソフトリップを販売し
ているところはご存知ないでしょうか？（販売金額にもよりますが…　ちな
みにPX-G5000の場合は50000円付近だった記憶があります）
この7月にエプソンからPX1001　A3ノビ　4色顔料　のプリンターが発売さ
れる予定ですがこれに対してのソフトリップ販売などの情報がありました
らよろしくお願いします。
組版ソフトではどうしても画像配置（EPS等）の結果　PSプリンターが必要
になってくると思います。（EPS画像をTIFにして　適切に配置したら別です
けど）別に何かいい方法でGDIプリンターのままで組版ソフトから出力でき
るよとの情報がありましたよろしくお願いいたします。
自分がテストした方法は単ページものだったら　EPSファイル出力してから
イラレCS3で解析してから文字・画像等を確認してから出力する方法。こ
の方法だと出力できますが　文字がアウトラインがかかってしまいますの
で　インクジェットで組版からの出力より　確実に太くなりました。またペー
ジものでしたら大変な作業になると思います。以上よろしくお願いします。

 Windows７に搭載さ
れるWindowsXPモー
ド

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/05/23(Sat)
20:39

[1861] スレッド：写真の解像度と大きさについて
(No.1850)に出てくるWindows７に搭載されるWindowsXPモードに関する書
込み（No.1856）
＞ハードウエアー環境はCPUの仮想化支援機能が必須 必要な具体的
CPU特定機能を説明しとかないと、まずいような… SEさんがいる印刷会
社は少数だし、中古や廉価なPCは型落ちCPUが乗ってる時もあるし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



１．必要なCPU機能　Intel VT（インテル系）、AMD-V（AMD系）
２．マザーボードのBIOSが上記機能をサポート
３．INTELでVTを搭載していないCPU
http://www.aubetec.com/hiruneko/blog2/2009/05/windows-7windows-
xpcpu.php　より引用
Desktop CPUS　　Core 2 Duo
　　　　E4300/4400/4500/4600/4700
　　　　E7200/7300/7400/7500
　　　　E8190　　Core 2 Quad
　　　　Q8200/8200S/8300/8400/8400S
　　Pentium D/Pentium EE
　　　　805/820/830/840
　　　　915/925/935/945
　　Pentium for Desktop
　　　　E2140/2160/2180/2200/2220
　　　　E5200/5300/5400
４．Win7に必要なCPU情報＞この辺http://win7.jp/intel-vt/
５．その他
　a.　廉価なPCはオンボードグラフィックが多い
　b.　XPモードはS3 Trio32/64をエミュレート
　c.　a.とb.の条件では表示が重い、はず
　d.　当然、日本語変換(IME)も絡む
　e.　編集・組版する対象によってはイライラ？
　f.　プリンタ、というかRIPは動くのか？

 Re: Windows７に搭
載されるWindowsXP
モード

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/05/25(Mon)
08:55

[Res:
1861]

いつもながら的確で詳細な補足説明ありがとうございます。

 Virtual PC 2007 投稿者：さとし 投稿日：
2009/05/20(Wed)
12:45

[1844] はじめまして、ELWINでググっていたらこちらの掲示板にたどり着きまし
た。
会社でPentium IIのNT ServerのELWIN9.01を２台Pentium IIIのNT
workstationのELWIN9.01を１台ELWIN XVを１台が稼働しております。
NT Server版とNT workstation版のELWIN9.01、３台はいつ突然死してもお
かしくない状態です。
こちらの掲示板をみて他のPCに移植して使える？のを知りました。今時、
Windows NTがインストールできるPCは、中古でも状態のよい物はなかな
か内容に思います。
そこで思ったのですがVirtual PC 2007でWin XP上の仮想環境のWindows
NTに移植して使用は出来ないのでしょうか？試されたことがありましたら
結果等お聞かせいただけないでしょうか？



 Re: Virtual PC 2007 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/05/20(Wed)
17:12

[Res:
1844]

初めての投稿ありがとうございます。
機器の構成NTServerが2台も入っていることからして、多分他にもMacを
何台もお持ちではないかと想像します、大変ですね。
NT機が困るのは、編集ソフトというよりもドングルに問題があるのです。
編集ソフトはXPでも問題なく動きますし多分VirtualPC2007でも動くと思い
ます。
しかし、このドングルは、CPUを見に行っていますので、単純にNTでソフト
が走ってもCPUが元の本体と同じでないとたとえNTがインストールされて
いたとしてもドングルエラーが出て、編集ソフトは結果的に動きません。こ
のことが、何を意味しているかというと、メーカー側はプリインストールした
パソコン以外では編集ソフトを走らせてほしくない。
または、PC本体を変えてソフトを走らせることに同意していないということ
ではないでしょうか。このような問題があるため、この掲示板で以前にも
書きましたが、技術的にはちょっと工夫をすれば、XPでもNT版の編集ソフ
トを動かすことは可能です。（VirtualPC2007を使わなくても）
しかし、法律的問題がどうなのかはっきりしないかぎり、お勧めするわけ
にはいきません。
個人的に興味があるなら投稿№1240付近を注意深く読んでみてくださ
い。なお、virtualPCではうまく動かなかった？USBドングルも新しい
OSWindows7のXPModeなら動きそうです。
ELWIN XVは当分は生き残れそうです。



 無題 投稿者：futosan 投稿日：
2008/04/03(Thu)
16:07

[1314] おたよりをします。
ここ 近はお客さんの持込でワード、エクセルの色をついたファイルの持
込が多く見られます。
①前回のエクセル等のPDFでの変換の件ですが、（PDFにしてイラレCS3
で解析してアウトライン状態）、アクロバット8の印刷工程の所で指定して
も、やはり4色かけあわせになります。手順がうまくいってないかもしれま
せん。やり方をお願いできますか？（当方はアクロバット8、イラレCS3）、
②お客さんがエクセル（文字も線も同一色の青色）で持込があったのです
が、どうにか100％にもっていきたいのですがそう思い色変換テーブルが
ありますよね。RGBの青→YMCK（黒100％もしくはC100％）を指定して
エクセル→PDF→組版（ページファイル挿入）→フイルム（黒100％）になり
ますか？ちなみに当方は色変換テーブルは使ったことがありません。　で
きそうな気がするのですが、ある聞いた所によると網になってしまうのを
聞いたことがあります。できるかどうかお願い致します。
③お客さんがワードのファイルをもってきました。PDF（メーカー推奨の設
定）でグレースケールにして、イラレCS3で解析すると、アウトラインになり
ますが、アウトラインがかかっていない所があるのです。それはきまって、
欧文の　Century　という書体なのです。それもゴシックに変わっているの
です。ワードでよくMS明朝で欧文が　Century　という組み合わせで打っ
ているのをよくみかけますが、方法としてはアウトラインでない書体をイラ
レ上でCenturyに書体変更してアウトラインにかけます。またゴミみたいな
パスがたくさんあるので、パスの削除をしています。解析したらだめなの
ですか。ページファイル挿入ではなく、目で見てアウトラインを確認したい
のですがなにか簡単に解析した時すべてアウトライン状態になるいい方
法はありませんか。



 Re: 無題 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/04/04(Fri)
15:27

[Res:
1314]

返事が遅くなりすいませんでした。
1.ここで確認ですが、futosan様のwordデータをPDFデータにしてIllustrator
で修正する方法ですがこの方法ですとIllustratorで解析した時、フォントを
置き換えると言う注意書きが出てきませんか。
CS3は当方にありませんのでわからないのですが、wordのデータをPDF
にしてillustratorで解析するとVer10までは文字にアウトラインがかかりま
せんので文字化けや抜けが生じます。ただし、確実ではないのですが、
wordのpdfをELWINに取り込んでType3でEPS書き出しを行い、illustrator
で解析すれば文字が変換されます。ただし文字一文字ごとに画像として
の変換され、色は自由に変更できます。このやり方でできた
IllustratorEPSデータがK100に指定したのに4色ともに出力されると言うこ
とでしょうか？これでできたEPSデータはIllustratorで普通に作ったデー
ターと原則同じはずですので、K100だけのデータのはずです。もしかし
て、分版の確認はELWINの印刷プレビューではないですか。印刷プレ
ビューでは4色共に表示されますが、出力するとK版のみに出てきます。
2.の色変換テーブルはExcel等のデーターをOLE機能を使ってELWINに
もってきた場合つまりコピーアンドペーストの場合は効きますが一度PDF
にした物には効果ありませんのでこの方法は使えません。この場合は、
Excel上で全てを黒に変換したほうが早いです。文字の色変更は「書式」
→「セル」→「フォント」の色を黒にしてください。枠線の色変更は「ツール」
→「オプション」→表枠の色を黒にしてください。

3.ワード文書をPDFにした物をIllustratorで解析するとアウトラインのか
かってないフォントがある。（century）この件は残念ながら当方に
Acrobat8とIllustratorCS3の環境がないので再現実験ができません。
Acrobat6とIllustrator10の環境ですとワードでPDFを作った物をIllustrator
で解析すると、文字は一切埋め込まれません。
これも1.と同じでwordのPDFをELWINに取り込んでからEPS書き出しをした
データをillustratorで解析したのであれば、フォントは埋め込まれているは
ずです。ここで、埋め込まれないフォントが一種類（century）だけであると
するなら、２～３考えられます。どこかでフォントがTTフォントからPSフォン
トに置き換えられている可能性です。
ELWINからEPSを出力するとTTフォントは必ず埋め込まれます。
PSフォントは埋め込まれません。
原因の一つはELWINの「環境設定」→「文字フォント」→「フォント代替」→
「欧文」のcenturyの印刷代替フォントの欄がソフトフォントのダウンロード
になってますか。
なってなければこれを変えてください。もう一つはディステラーのプリントド
ラーバーの設定（設定→コントロールパネル→プリンターの中のAcrobat
Distillerのプリンターのプロパティのディバイスの設定）のフォント代替表
の中の書体centuryはDon’t Substitate になっていますか？
ここが何か他の書体に置き換えられていると考えられます。
今の状態ですと思いつくのはこのくらいです。試してみてください。



 無題 投稿者：futosan 投稿日：
2009/04/08(Wed)
11:23

[1737] No.1715の質問の続きなのですが　Windows2000にバージョンUPはできな
いんでしょうか。
以前パナソニックの営業の担当者はWindows2000でも動くかもしれないと
話しておられたのです。
それでWindows2000にバージョンアップをするとしたらどういうものが必要
なのですか？（PEさんがもっているインストールCDなのは必要なのでしょ
うか、いるのであれば手元にないのでできません。）、Windows2000に
バージョンアップのソフトはあるのですが、それだけでできるのであれば
一度ためしてみたいと思います。
そうしたらOKIの現在のプリンターでも動くことができるし、USBも使えるよ
うになれますよね、できなければ、アクロニスでもとに戻します。

 Re: 無題 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/04/09(Thu)
12:02

[Res:
1737]

ELWINソフトのNT版をWindows2000やXPで走らせるというものですね。こ
の問題は以前№1240で書きましたように技術的には可能です。
しかし法的な問題が絡んでくるのではっきりは言えません。
全てがドングルの問題ですので、ただ単にOSをバージョンアップしてもう
まくはいきません。
だいぶ前の投稿になりますが№1240前後の投稿記事を注意深く読んでく
ださい。

 windowsNT 投稿者：futosan 投稿日：
2009/04/02(Thu)
13:40

[1715] こんにちは、またまた質問します
使っていない　NTの組版機（Jパワーリブロ）セレロン500、バージョンは
NTでの 終バージョンです。
この組版機を他社さんに使ってもらうのですが、OKIの現在のPSカラープ
リンター（930PS-X）ではドライバーはNT対応でないので使えないので
す。
そこで思いついたのですが、XPとNTでネットワーク接続（ハブ）をしてXP
のパソコンにプリンタードライバーをインストしてそれをNTで共有で使うこ
とはできるのでしょうか？（私自身、ネツトワーク環境での設定は得意で
はありません）

 Re: windowsNT 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/04/03(Fri)
16:09

[Res:
1715]

残念ながら無理だと思います。
1.XPパソコンにプリンターをインストール
2.そのプリンターを共有にする
3.NTパソコンのマイネットワークの中からXPパソコンを探して開くと共有プ
リンタが見えるのでダブルクリックでインストールを行う多分この方法だと
思いますが、Windows2000・Windows2003・WindowsXPであればそのまま
インストールが行われ、使用できるのですが、Windows NTでは、ドライ
バーの入ったCDを入れるように要求されるはずです。
OKIではMICROLINE930シリーズのNT用プリントドライバーは作成しない
ようです。これからも新しいプリンターはNTに対応しなくなりそうです。



 PSカラーレーザー 投稿者：futosan 投稿日：
2009/03/26(Thu)
09:35

[1698] こんにちは、今回は、レーザープリンターのことです。
今はOKI3050C（OKI 初のPSカラー）を使っているのですがなにしろ古い
もので、少し前に定着の固定レバーが長年の熱でやられておれました。
修理の人が来たとき電話で部品センターに連絡しました。もうこの部品は
ないとのことでした。（ちなみに部品の値段は45円だそうです）
全国の修理センターのどこかは、もっているとのことで連絡してもらい、部
品の取り寄せができ修理できることになりました。（※全国の修理セン
ターに部品はあっても供給されない場合があるみたいです。その時は修
理付加になるみたいです。
部品があるのに修理できないことがあるのを聞いて、ムカットきました。）
近い将来プリンターの買換も近いのかもしれません。
そのことで質問なのですが、プリンターメーカーはたくさんあるのですが、
A3ノビ、線数出力ができる、1200dpi×1200dpi、オイルレス（てからな
い）、厚紙対（アートポストなど）、文字がかぶらない（文字以外の所にト
ナーの付着がつかない）、オプションで何段かのトレイがある、両面印刷
ができる、などを満たすPSプリンターはありますか？
（値段しだいですが）現在OKI3050cを10年近く使っているのですが、 初
購入した時、アートポストの紙で、名刺出力（オンデマンド出力）を構想し
ていたのですが、文字かぶりがひどくできませんでした。
OKIさんの現状のPS930PS-Xはどうですか？、使っている人があったらお
知らせ下さい。又3050Cから930PSまでに何回かモデルチェンジがありま
したが、それらを現在使っている人がいましたなら感想をお聞かせ願いま
す。あと自分では検証はしていませんが、聞いた話ですがS930PS-Xは
線数出力ができて、PS930PS-Sは線数出力ができないとのことですが、
実際はどうなのですか？　わかる人がいましたならお願いします。

 Re: PSカラーレー
ザー

投稿者：futosan 投稿日：
2009/03/26(Thu)
09:38

[Res:
1698]

さきほどの投稿の所で　修理付加　→　修理不可　です。

 Re: PSカラーレー
ザー

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2009/03/29(Sun)
23:38

[Res:
1698]

線数出力  網点出力可という事ですか？
ならば、エプソン・沖しか対応していないかと（他メーカーは階調出力）カ
ラーだと一層対応が限られるのか、沖だとMLpro930PS-Xだけみたいです
よ（機能で言うとハーフトーンスクリーン）精度からいえば、沖しか選択肢
が無かったような気がします

 Re: PSカラーレー
ザー

投稿者：futosan 投稿日：
2009/03/30(Mon)
11:17

[Res:
1698]

某掲示版の109さん　情報ありがとうございます。
やはり線数出力（網点出力）できるのは限られているみたいですね。一度
エプソンさんのを検証してみたいと思います。
OKIさんのはMLpro930PS-Xだけみたいですね。検討したいと思います。



 Re: PSカラーレー
ザー追加情報

投稿者：ヒロシステム
秋山

投稿日：
2009/03/30(Mon)
13:04

[Res:
1698]

200万円以下で印刷業で使えそうな物のプリンタメーカーは、代表的なも
ので、キヤノン・EPSON・OKI・リコー・ゼロックスなどがありますが、A3ワイ
ドが使えるものとなると、キヤノン・リコーが消えてしまいます。EPSONも
A3ワイドより少し小さめなA3フルという用紙サイズでよければ辛うじて残
ります。000円両方共にオイルレスですが、ベタ部分のテカリはあります。
OKIの網は930PS-Xでは3種類の網から選択するようになってます。予め
線数を3種類設定しておいた中から選ぶようになります。
3050のようにELWINの印刷画面での線数設定は利用できません。
930PS-Sでは網点出力はできません。600dpiのOKI ML910ならドライバー
の設定により出力できます。厚紙は手差しで 高　ゼロックスが280ｇ/
㎡・OKIが300ｇ/㎡です。コート紙は両者共に対応していますが、専用用
紙を使用することになってます。
金額的に余裕があるのであれば、ゼロックスはまだまだ上位機種を用意
しています。参考までに。次に、出力解像度1200dpiとなると、OKIとゼロッ
クス以外が消えます。

そのほかのメーカーは1200dpi相当ということで、実質600dpiです。
OKIとゼロックスにも600dpiの機種と1200dpiの機種がありますので注意し
てください。
ゼロックスDocuPrint C5450を取り上げると価格1,580,000円+PS3キット
125,000円+メモリー80,000円 OKI MICROLINE 930PS-Xが998,000円両方
共にオイルレスですが、ベタ部分のテカリはあります。
OKIの網は930PS-Xでは3種類の網から選択するようになってます。
予め線数を3種類設定しておいた中から選ぶようになります。
3050のようにELWINの印刷画面での線数設定は利用できません。
930PS-Sでは網点出力はできません。
600dpiのOKI ML910ならドライバーの設定により出力できます。
厚紙は手差しで 高　ゼロックスが280ｇ/㎡・OKIが300ｇ/㎡です。
コート紙は両者共に対応していますが、専用用紙を使用することになって
ます。
金額的に余裕があるのであれば、ゼロックスはまだまだ上位機種を用意
しています。参考までに。



 Word文書出力で
所々の文字が（・）中
黒になる

投稿者：(有)ヒロシステム
(秋山）

投稿日：
2009/03/17(Tue)
14:53

[1680] 以前にも投稿したことがあるのですが、Wordやexcelの文書をPSプリンタ
から出力すると、一部の文字が ・（中黒）に化けるという情報の追加情報
です。
相変わらずこの手の質問が多いのと、プリンタドライバーを 新にしても
直らないという質問もあるので、細かに調べてみました。原因は案外単純
なものでした。
私たちがプリンターの設定をするときにドライバーのインストールが終
わったあとで、設定を必ず変更する項目がいくつかあります。
その中の「印刷設定」の項目に「TrueTypeフォントダウンロードオプション」
というものがあるのですが、この設定を「アウトライン」（デフォルトでは「自
動」になってます）に変更してください。
これで、解決すると思います。
問題のあったユーザー様のドライバー設定を拝見するとこの設定が自動
になっていました。
パソコンの不具合やプリンタドライバーの入れなおしなどで、設定がデ
フォルトに戻ってしまったものと思われます。
弊社のプリントドライバーも知らない間に再インストールされていたようで
す。
それに気づかずドライバーのバージョンアップをし、設定も当然変更した
ので現象が解決し、ドライバーのせいだと勘違いしてしまいました。
この他にも、通常変更する項目には「TrueTypeフォント」を「ソフトフォント
としてダウンロード」に変更・詳細設定の「詳細な印刷機能を有効にする」
のチェックをはずす・デバイスの設定の「出力プロトコル」を「バイナリ」に
する・フォント代替を全て「Don't Substitute」にするなどがありますので、
再インストールしたときなどはお気を付けください。



 他に何かいい方法
はありますか？

 投稿者：futosan 投稿日：
2009/02/14(Sat)
10:56

[1611] こんにちは！
お客さんからの注文々で簡単なチラシで黒一色ということで組版ソフト（K
プロセス）で作っていました。
1回目の校正を持っていくと、今度は他の色（シアン）にして雰囲気をみた
いので青色にしてもってきてくださいっていわれました。
次の校正の時に緑色にしてくださいっていわれました。（チップ紙では雰
囲気がわからない）。
その都度、作表の所とか写真の所とかいろんなオブジェクトの所を、個別
に色をかえていかねばなりません。
出来る限り一括で簡単な方法はありませんか？
またそのファイルをＥＰＳファイル出力をしてＷＩＮ-ＣＳ３上で無理やり解析
してアウトラインが見える状態にして、それをＫ→他の色に出来る限り一
発で簡単に変えられる方法でもいいです。
そのためのプラグイン又はフリーソフト等、聞いたことがあればおねがい
します。（当方あまりＣＳ３の操作が下手なので、とにかくできる限り簡単
でかえられる方法を探しています）※ＣＳ３上で写真を配置した時グレー
スケールの写真は組版ソフトと同じように色が変えられます。
※今までの経験上、組版フトのKプロセスは色の変更ができないと思いま
す。（それができたら一発で変更できるのですが）他のプロセスは色の変
更ができるので打つ前の段階で仮にマゼンタのプロセスから色の変更で
他の色の特色に置き換えたら後々、いろんな色の変更で一括でできるの
ですが…今度から打つときに後の色変更があったときを考えて黒の特色
とかで打った方が良いのでしょうか？
話がちくはぐになってうまく伝わらなかったかもしれませんが、とにかく出
来る限り簡単な方法での色変換の方法があればお願い致します。

 Re: 他に何かいい方
法はありますか？

投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2009/02/17(Tue)
17:05

[Res:
1611]

返事が後れて申し訳ありません。
何せ非常に難題ですから、いろいろ考えてみましたが全てうまくいく方法
は見つかりませんでした。
ELWINにも色変換テーブルがあるのですがこの機能はRGBカラーを好き
なCYMKに変換する機能ですのでwordなどの使用色が全てRGBの場合
などしか使えません。
また、EPSやPDFに変換してIllustratorで解析させると、一見うまくいくよう
に思われますが、文字も図形も全てがアウトラインかかるわけですから、
色を指定する時に文字は面色だけを変更するのに対して図形や罫線は
線色だけを変更しなければなりません。
（これを行わないと文字は太くなります）よって、Illustrator上で文字だけを
選択して面色を変更して、図形や罫線だけを選択して線色だけを変更す
る面倒をいとわなければこれでもある程度のことはできますが、網掛けや
グラデーションは指定しなおしとなります。
完璧で簡単な方法は今のところ見つかりません。
あと、精度の問題を問わなければ、スキャナーで読み込んでTIFデー
タにすれば編集ソフトに貼り付けてから色を変更することができます。とり
あえずわかっていることだけですが回答します。



 Re: 他に何かいい方
法はありますか？

投稿者：髭面 投稿日：
2009/02/18(Wed)
12:40

[Res:
1611]

EL-WIN→PDF→名前をつけて保存で "tiff" にすればスキャンよりはきれ
いに出来ると思います。

 Re: 他に何かいい方
法はありますか？

投稿者：髭面 投稿日：
2009/02/18(Wed)
12:42

[Res:
1611]

あっ　EL-WIN　で作ってないみたいだね

 Re: 他に何かいい方
法はありますか？

投稿者：futosan 投稿日：
2009/02/18(Wed)
15:22

[Res:
1611]

アドバイスありがとうございます。
ためしてみますちなみに作ったソフトは　Ｊパワーアドバンス（パナソニッ
ク）（ver10.02）で　他ソフトでの画像挿入等は一切ありません。当方は
他、Ｊパワーリブロが1台あります。（もう使っていまん。）
あとは昔のモトヤレーザー7ＥＸ（廃棄）とＮＥＯアクシスⅤ（マイバージョン
コンバート用で稼動）のファイルを　コンバートしてＪパワーである程度修
正して作業をしています。
そのためアクシスがつぶれたらコンバートができないので心配です。（近く
の印刷屋さんにはJ100をもっているところがありコンバートソフトも入って
いるので一応は昔のファイルの対応はできます）昔、アクシスがこわれた
時のためにファイル（全てMO128又はMO230で保管）をすべてコンバート
しようとしたのですが、コンバートの4文字制限のため数え切れないほど
重複ファイルがでたため、あきらめました。当方にJ100でもあれば解決す
るのですが。
（LANでつなげると6文字制限になる）、話がちがう方向に向いてきまし
た。
すいません。tiffにする件についてありがとうございました。

 おしえてください 投稿者：futosan 投稿日：
2009/02/06(Fri)
10:09

[1586] こんにちは。
少々疑問なところがありますのでお願い致します。
イラストレーターファイルで写真はリンクにしてありるファイルがあります。
それを組版ソフトで画像挿入で埋込にしたときは、そこに写っている写真
は（本物の写真）？　それとも表示用の写真ですか？
というのも、他社でEPSファイル出力をしないで　画像挿入（埋込）をした
組版ソフトのファイルを複雑な面付けをしてもらってフイルムにだしたいの
です。（写真が表示用だと写真画像もいっしょにもっていかなくてはいけな
いと思うので）。
すいません初歩的だとは思いますがよろしくお願いします。



 Re: おしえてください 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2009/02/07(Sat)
09:26

[Res:
1586]

ここは次の条件をクリアーした場合は大丈夫です。
1.Illustratorで保存をする時、「配置した画像を含む」にチェックが入ってい
ること。
2.Illustratorで保存する時点でリンクが外れていないこと。
3.編集ソフトに画像挿入する時、埋め込みにすること。以上3つの条件を
満たしていれば、編集ソフトのファイルだけあれば画像ファイルは必要あ
りません。
条件の3でLinkを選んだ時はイラストレーターのファイルが必要となりま
す。（配置してある画像ファイルは必要なし）

 ありがとうございまし
た

投稿者：futosan 投稿日：
2009/02/06(Fri)
10:22

[1587] 以前質問をさせていただきました、ワード、エクセル等からのPDF（カラー）
を作成してそれをイラレCSで開いたら4色かけあわせになる黒の件です
が、解決いたしまして、黒1色になるようになりました。PDFの所の色の置
換の所で設定方法をいろいろ試したらできました。質問に対してのアドバ
イスいろいろありがとうございました。

 たすけて 投稿者：taka 投稿日：
2009/01/22(Thu)
22:39

[1542] 久しぶりです
　ＥＬＷＩＮが突然起動できず「ドングル接続確認』というメッセージが出て
しまいます
　何度か確認しましたが同じメッセージが何が悪いか教えて下さい
　よろしくお願いいたします

 Re: たすけて 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2009/01/23(Fri)
09:00

[Res:
1542]

takaさんお久しぶりです。
なんて言ってる暇は無いようですね。
早速本題に入ります。確かtakaさんのところは、XP版のELWINだと思いま
したが、これでドングル異常となるとUSBのドングルを認識していないと思
われます。
確認事項「マイコンピュータ」→「プロパティ」→「デバイスマネジャー」→
「USBコントローラー」の中にRainBow USB SuperProと言うのがあります
か？
　これがドングルなんですが、見つかったらダブルクリックして状態を確認
してください。
通常は「正常に動作しています」となっているはずなんですが。
多分見つからないのではないでしょうか。
USBドングルを認識していない場合ドングルを違うUSB端子などに差し込
みなおしてください。
どうしてもだめな場合USBドングルのドライバーを入れなおすそれでもだ
めならドングルの故障も考えられます。
（今までドングルの故障は聞いたことは無いですけど）とりあえず回答しま
す



 Re: たすけて 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2009/01/23(Fri)
15:12

[Res:
1542]

USBドングルドライバーがおかしな場合の再インストールはシステムのイ
ンストーラCDから編集ソフトの修正を行うのが手っ取り早いです。
念のためソフトの「修正」の方法を書いて置きます。
１．システムを起動し、 管理者アカウントでログオンします。
２．インストーラ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプロ
グラムが自動的に開始します。
３．USB ポートにドングル （プロテクトキー） が挿入されている場合には
抜いて、「次へ」をクリックします。
４．「修正」をクリックし、「次へ」をクリックします。
　　修正：前回のセットアップでインストールしたすべてのコンポーネントを
再インストールします。
５．画面上の説明にしたがって完了します。
　　→システムが再起動します。

 Re: たすけて(補足） 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2009/02/03(Tue)
08:54

[Res:
1542]

システムのインストーラーCDとは、ELWIN編集ソフトのインストーラーディ
スクのことです。
要するに編集ソフトの上書きインストールと言うことですので、各種設定
が変わることもありません。
編集ソフトに必要なプログラムファイルだけの上書きインストールですの
で、OSの再インストールではありませんので注意してください。
説明不足でした。今インストールされているバージョンと同じであれば何ら
問題は発生しません。
（XP版のELWINの場合必ずインストールディスクは提供されているはずで
す。

新版は10.2です。



 MicroSoftOfficeデー
タ出力で文字化け

投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2009/01/27(Tue)
12:23

[1553] 近になってMicroSoftOffice2007（2003形式に変換したものを含む）の
データをPSプリンターに出力すると、所々の文字が・（中黒）に化けるとい
う電話質問が多くなっています。
それぞれの会社でプリンターが違うので、原因追求が難しくほとんどの回
答として、PDF出力をしてから処理をするよう言ってきましたが、あまりに
多いので本格的に原因を追求してみました。
まず 初に現象を整理しますとクライアントからのword・Excelのデータを
PSプリンターから出力した時にのみ現れる。
画面やインサツプレビュー・GDIプリンタ（非PSプリンタ）から出力するには
異常なし。
すべてのデーターではなくほとんどがOffice2007で作成した物、あるいは
それをOffice2000系のデータに変換したものである。
次に現象の再現を試みました結果、弊社のプリンターでも再現することが
できました。
プリンターはOKI MicroLine9500PS-F・ドライバーバージョンは5.02でし
た。対策として、ドライバーを 新バージョンの6.00にアップしてみた結果
解消しました。
弊社にあったプリンターでは、ドライバーのアップデートで直りましたの
で、そろぞれのメーカーのプリンターのドライバーを 新にバージョンアッ
プしてください。
ドライバーのアップデートも皆さんの環境によって方法が異なります、（プ
リンター共有の場合やプリントサーバーを使っているなど）うまくいかない
場合はご相談ください。

 ありがとう 投稿者：taka 投稿日：
2009/01/23(Fri)
22:10

[1546] ありがとうございました
　まだやっていませんが月曜日に確認したいと思います
　本当に初歩的な質問でも答えてくださりありがとうございます

 謹賀新年 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2009/01/01(Thu)
00:28

[1516] あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。



 ELWIN XVの
Acrobat9への対応に
ついて

投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/12/10(Wed)
09:34

[1515] 正式にモトヤからAcrobat9についての情報が発表されました。
ELWIN　Ver10.02の環境でのAcrobat9.0でのページファイル挿入では、エ
ラーのためPDFファイルを取り込みことはできません。
先日のfutosanからの情報通りAcrobat8.1.3へのバージョンアップでも同じ
事が起こるようです。
なお、この情報では、Acrobat9で互換性のある形式欄を下位バージョン
にした場合の結果は、公表されていませんのでどなたか、Acrobat9をお
持ちの方実験結果をお知らせください。
当面は、Acrobatは8.1.2以前のバージョンで運用するしかなさそうです。
髭面サンからの情報のようにデータに含まれる要素によってはできる可
能性もありますが、冒険は犯さないほうがいいかもしれません。
もうひとつ気になる情報が入ってきました。office2003のサービスパック3
を適用すると、OLEオブジェクト挿入に問題が発生するというものです。
office2003はSP3の適用を見送った方がよさそうです。
ここで、誤解なきようにWindowsXPのSP3ではありません。
MicrosoftOffice2003のSP3ですので注意してください。

 Acrobat9との相性 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/11/14(Fri)
10:25

[1497] Acrobat9が出回り始めてますが、XV・NT用ELWINともにAcrobat9をインス
トールすると、ページファイル挿入が出来なくなるようです。
“ようです”というのもAcrobat9を所有していないもので、十分な検証不可
だからです。
情報、集まってますか？

 Re: Acrobat9との相
性

投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/11/14(Fri)
12:32

[Res:
1497]

XVシリーズに関してはAcrobat8の時も同じことがありましてバージョンを
10.01から10.02にバージョンアップして、対処してます。
当方もAcrobat9は所有してないもので検証ができないのですが。
もしかして、実験した人のXVのバージョンが10.01なんてことはないですか
ね。
Acrobat9を実際に入れた人の話をぜひ聞きたいですね。
NTに関しては多分Acrobat8以上では挿入ができないのではないかと、
かってに決め付けています。
誰か情報をお持ちの方教えてください。

 Re: Acrobat9との相
性

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/11/14(Fri)
17:05

[Res:
1497]

NT+NT用ELWIN：Acrobat9インストール不可で無問題
XP+NT用ELWIN：勝手な事すんな！＞自己責任
　　Acrobat9との相性>>当方確認済み内容「ページファイル挿入不可・再
設定後も不可」XP+XV：暫定ながらも不可

　　Acrobat9との相性>>当方確認済み内容「ページファイル挿入不可・再
設定後も不可・XVバージョン不明ながらも、事前はAcrobat8では問題無
し」物が手元に無いので大阪に確認するのも気が引けます



 Re: Acrobat9との相
性

投稿者：髭面 投稿日：
2008/12/08(Mon)
15:27

[Res:
1497]

XV（ソフト）ver10.00でAcrobat9を使用してのページファイル挿入出来まし
たヨ仕事では使いませんけど。
昔から全体的に線が細くて使い物にならないのはver10.00だから？

 ピンクＣＴＰ 投稿者：髭面 投稿日：
2008/11/28(Fri)
12:34

[1506] 相談ですEL-winと岩通のCTPの相性っていいのかな？
トラブルの事例などあったら情報いただけると幸いです

 Re: ピンクＣＴＰ 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/11/29(Sat)
12:00

[Res:
1506]

ピンクCTPといえども面付け機能は必須機能だと思います。
この面付け機能を持っているELWINとの相性は大変よいのではと思いま
す。
その上、word・excel・pdfなどのデータを取り込める機能とあわせれば、使
い勝手は非常によいと思います。
ピンクCTPの精度からいえば、文字中心のページものが主流だと思いま
すので、持って来いの編集機だと思います。
ELWINと岩通のCTPの組み合わせでは、弊社の納入実績から見ても大き
な問題はありません。
今までに問題といえば、これはELWINの問題ではなく、Windowsパソコン
から岩通のRIPへ送ったファイル名が変わってしまうことがありましたの
で、再出力のとき大変だったそうです。

 Re: ピンクＣＴＰ 投稿者：髭面 投稿日：
2008/12/01(Mon)
08:52

[Res:
1506]

返信ありがとうございます。
今後の構想の一つとさせて頂きます

 無題 投稿者：futosan 投稿日：
2008/11/21(Fri)
15:38

[1502] お世話になります組版ソフトの事でわからない所がありましたので、今日
メーカーの方へ電話をかけました。
つけくわえで 後にメーカーの方からアクロバットの状況を聞かせれまし
た。
メーカーが検証した結果（現在検証中かもしれません？）、某掲示板さん
の通りアクロバット9ではページファイル挿入できませんとのことでした。
あとアクロバット8の 終バージョン8.1.3にバージョンアップしてもページ
ファイル挿入ができないとの事です。

 Re: 無題 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/11/25(Tue)
13:21

[Res:
1502]

貴重な情報ありがとうございます。

 無題 投稿者：futosan 投稿日：
2008/11/21(Fri)
15:43

[1503] 先ほどのつけくわえなんですけれどもメーカー側は、アクロバット8の 新
バージョン又はアクロバット9以上に対してのバージョンアップソフトは今
後でない予定なのでアクロバットはアツプしないようにとの事です



 はじめまして、 投稿者：masanagi 投稿日：
2008/11/10(Mon)
18:23

[1491] はじめまして、ELWINのユーザーですが、ワード、エクセル、一太郎等から
PDF変換の際に 近になって文字抜けが起こるようになりました。
フォントの互換性の問題で文字化けなどは以前にもありましたが、ところ
どころ完全に文字が抜けるなんてことは初めてで困っています。
どなたか分かるようでしたら教えていただけると幸いです。
ちなみに、windows xp acrobat8を使用しています。

 Re: はじめまして、 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/11/11(Tue)
09:26

[Res:
1491]

あまり聞かないトラブルのようなんでちょっとお聞きします。

1.PDFファイルは、フォントの埋め込みの行われているファイルですね。
2.PDFファイルを作る時、PSファイルを作ってからディスティラーでPDFを
作っていますか。
3.文字が抜けるということは、その文字は空白で表示するのですね。
4.何度作成しても同じ文字が抜けるのでしょうか？WindowsNTの時代は
フォントを入れすぎるとプリントアウトで所々の文字が空白になる現象が
ありましたが、XPになってからはほとんど聞いたことがありません。
質問ばかりで、申し訳ありません。
じっくり解決していかないと印刷事故に繋がりかねますので・・・・

 Re: はじめまして、 投稿者：masanagi 投稿日：
2008/11/11(Tue)
21:58

[Res:
1491]

１～４全て当てはまります。
今日、ELWIN購入先のサポートの方に来てもらい色々と検証をしました
が、これといった解決もできず、その方に文字抜けするワードのデータを
持ち帰って検証して貰っても結果は同じでした。
その後、 終手段と思いシステムの復元をした結果、文字抜けがしなくな
りました、変換時の不備はなくなったものの当社だけじゃなくサポート先で
も同じ結果が出たことの疑問がきえず、今後も同じ事態が起きないかが
心配です。
意味不明な問題になってきてしまって申し訳ありません。



 Re: はじめまして、 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/11/12(Wed)
15:59

[Res:
1491]

現状では解決しているようですが、この現象があちこちで起こるようなこと
があると大問題です。
実はこの投稿を見たあと同じような事例がないか探してみましたら、似た
ような現象がちらほら見つかりました。
事例1
　一太郎から作ったPDFをEPSに変換後CTP出力したら文字が抜けた。事
例2
　InDesignから作ったPDFが文字抜けを起こした。
両方とも文字は埋め込んであるとの事です。
現在、各アプリケーションからPDFにしてデータを持ってくるのは、 も一
般的な方法です。
体裁が崩れたりエラーでPDFができないのなら、チェックに引っかかりま
すので仕方ないのですが。
文章中の文字が数文字だけ抜けるなんて事が起こっても、気が付かない
ことがありそうで、ゾットします。
ほとんどの場合データを詳しく調べてみると原因が浮き上がって来るので
すが、masanagi様の場合同じ事が他社でも再現した事と、パソコンのシス
テム復元で出なくなった点を考えると不気味さを感じます。
単純に文字を埋め込んだPDF作成時に文字抜けが発生する原因は？と
聞かれたら
1.フォントファイルが壊れている可能性あり。
　　他社で同じ現象は出ない。システムの復元では復帰しないのでは

2.ページプールメモリー領域の不足の可能性あり(フォントの入れすぎや
データーの大きすぎ）同じ文字が抜ける可能性は低い、そのたびに違う文
字が抜ける可能性大

3.何らかの原因でPDFを作るとき文字が埋め込まれていない可能性　　確
かにフォントによってっは埋め込まれないことがあります。
　　出来上がったPDFファイルの文章のプロパティのフォントで実際のフォ
ント名が乗っていないで埋め込みフォントとなっていればよいことですの
ですぐに調べられます。それに、特定の文字のみが抜けるのもおかしい。

4.ディスティラーの破損（バージョンアップ時の不具合）このくらいが考えら
れるのですが、今回はどれも可能性が低いようです。唯一考えられるの
が、4.のディスティラーの破損です
　ただし、システムの復元で直ったとしたら、バージョンアップ時の不具合
位しか考えられません。
なにしろ、興味深い現象ですので、問題に進展があったらぜひ一報くださ
い。



 Re: はじめまして、 投稿者：masanagi 投稿日：
2008/11/13(Thu)
16:29

[Res:
1491]

色々、調べて貰いありがとうございます。
今回の問題はお客さまからのご指摘で発覚しました、校正中だったため
印刷物には問題はなかったものの、これが納品後だったと思うとゾッとし
ます。
現状ではディスティラーの問題が疑えそうですね。
我社にしてもサポート会社にしてもアップデートは随時行っています。
PCやソフトの更新は必ずしもしないほうがよいのでしょうか？
我社は家族経営の為、情報や頼る所も少なく、このようなサイトがあると
大変ありがたく勉強になります。
面識のない私に対し、これ程のご協力をして下さりありがとうございまし
た。
印刷が主なため、まだまだデジタル面で知識不足ですが、今後とも宜しく
お願いします。

 NT版ELWIN情報 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/11/04(Tue)
13:11

[1485] NT版のELWINをWin2Kで走らせている人からの情報で気になる情報が入
りましたのでお知らせします。
外字管理の「編集」→「位置形状変更」のX.Y.W.Hの数値入力が一桁しか
できない、という事です。
OSがXPであれば正常に使えるようです。
2000でOKでXPでだめならなんとなく考えられるのに、XPならOKというとこ
ろが引っかかります。
原因を考えてみましたが、私の知識では見当もつきません。
確かにこの機能が使えないとなりますと、外字作成のときは困ります。今
ない頭を絞っています。
このような情報がほかにもありませんか。？
　些細なことでもいいですので、情報はみんなで共有しましょう。
掲示板に乗せても反応がないので役に立ってないと思うと大間違いで
す。結構助かっている人がいるようですよ。
例えば№1480　髭面さんのゼロックス複写機の情報も助かった人がいま
すよ。（髭面さんありがとうございました。）

 Re: NT版ELWIN情報 投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/11/10(Mon)
17:18

[Res:
1485]

試行錯誤の結果何とか解決策が見つかりましたのでお知らせします。数
値入力の画面でかな漢字変換のIMEパッドを開いて、何もしないで閉じて
ください。
これだけで、数値が入力できるようになります。
ただし、外字管理を終了して、再度起動すると同じ症状になりますので、
再度IMEパド開いて閉じてください。
この現象はWINDOWS2000で外字管理ソフトを使うときだけのようです。も
しかすると、IME2000だけの症状かもしれません。



 こんなファイルが手
に入ったのですが

投稿者：ELWIN大好き 投稿日：
2008/11/04(Tue)
21:00

[1486] ファイル名がelwin9.02と言う圧縮ファイル（zip）が手に入ったのです
が・・・・解凍してみるとelwin9.02.nrgと言うファイルになりました。
なんとなくELWINのヴァージョン9.02関連のファイルのような気がするので
すが。拡張子がnrgとはどんなファイルなんでしょうか？
ELWINのインストールファイルをずっと探している毎日でようやくこんな
ファイル名に出会ったので希望が大きく膨らんだのですが解凍してがっか
りしています。
関係ないのかとも思うのですが、そうなるとこのファイルの正体を知りたく
なりました。
秋山さんに迷惑がかからない範囲でいいですから教えてください。

 Re: こんなファイル
が手に入ったのです
が

投稿者：(有)ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2008/11/05(Wed)
09:41

[Res:
1486]

ELWIN大好きさん、投稿は初めてですね。歓迎いたします。ところで、なん
とも意味深なファイル名ですね。確かにNT版のELWINの 新バージョン
は9.02です。このファイルの内容が何なのかはわかりませんが。拡張子
の「nrg」には見覚えがあります。確かCD-Rライティングソフト「NERO」が
作成する、CDイメージファイル。が同じ拡張子のはずです。CDイメージ
ファイルとは1枚のCDをCDイメージのままHDDに保存するもので、この
ファイルを「NERO」を使ってCDに書き込めば元のCDと同じものが出来上
がることになります。Webでelwinを検索するとモトヤのelwinの他に人の名
前、ペンションの名前やら次々とヒットしてきます。ファイル名だけではあ
まり期待しないほうがいいのかもしれませんね。ウィルスに充分注意して
再生してみてください。

 XEROX複合機 投稿者：toni 投稿日：
2008/07/03(Thu)
22:14

[1395] はじめまして。
XP版ELWINのユーザーですが、 近Xeroxのカラー複合機Docucentre-III
C2200(PostScriptキット搭載)を導入しました。PSドライバーをインストー
ルして、いざ印刷かけたのですが、手差し印刷ができません。
用紙トレー選択がうまく効いていないようです。
ELWINのソフト側に設定項目があるのか、PPDファイルに修正を加えなけ
ればならないのか、もしどなたかわかるようでしたら、教えていただけると
幸いです。

 Re: XEROX複合機 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/07/04(Fri)
02:11

[Res:
1395]

普通に考えれば、[コントロールパネル]-[プリンタとFAX]ダイアログで、
Docucentre-III C2200を選択、[プロパティ]ダイアログ表示で、[デバイス
の設定]タブで、必要な設定、でしょうか？



 Re: XEROX複合機  投稿者：(有)ヒロシステ
ム　秋山

投稿日：
2008/07/05(Sat)
13:57

[Res:
1395]

toniさん問題は解決しましたか？
手差し印刷ができないとは、ELWINの給紙の欄に手差しトレーが見当たら
ないと言うことですか？
それとも、手差し印刷で何かエラー表示をするのですか？
手差しトレーが見当たらないのであれば、この機種の場合手差しトレーは
トレー５を意味しているようですからもしかしたらトレー５と言う表示になっ
ているかもしれません。
トレー５を選択してみてください。
用紙が違いますとかのエラーメッセージがでるようであれば、手差しト
レーの用紙設定は正しく設定できていますか。
ELWINの印刷画面にはプリンターのプロパティ欄はありませんが、その代
わり印刷画面にオプションと言うボタンが用意されていますこの中にプロ
パティの項目が表示されますので、ある程度はこの設定を変えることで対
処できます。
ただしプリンターによってはPS用プリンタードライバーに機能が準備され
ていないこともありますのでできない場合もあります。
ただし今回のように手差し機能などは、必須項目でありますのでほとんど
できると思いますが・・・・・

 返答ありがとうござ
います

投稿者：toni 投稿日：
2008/07/07(Mon)
09:54

[Res:
1395]

みなさん、返信ありがとうございます。
手差し印刷ができないというのは、ELWINの給紙の欄に"ManualFeed"(た
ぶん手差しの事？)があるので、それを選択しても、本体側で"トレー３"も
しくは"トレー４"に"用紙がありません。
"とエラーが出て印刷ができない状態です。

 Re: XEROX複合機 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/07/09(Wed)
10:39

[Res:
1395]

解決策の回答があまりないようなので、確かな情報ではないですが試し
てみてください。
プリントドライバーの「詳細設定」の中に「用紙トレイ選択方法」があるは
ずですがこの設定を変更してみてください。
選択出来るのが　標準・アプリケーションの設定を優先・プリントドライ
バーの設定を優先　の三つあります。
これを変更してみてください。
資料によるとアプリケーションの用紙設定が正しく認識されない場合があ
るとのことです。参
考になればいいのですが・・・・・・



 Re: XEROX複合機 投稿者：髭面 投稿日：
2008/10/16(Thu)
11:47

[Res:
1395]

はじめましてEL-WINユーザーです
回答になるか解かりませんがXEROXの1100GAで似たような現象があり、
困ったことがありました。
解決策は、EL-WINの印刷メニューのオプションの中で小冊子印刷項目を
＜しない＞　にすると手差しトレーを認識してくれるようになりました。
機種が違うのでそのままとはいかないと思いますが、とんでもない所に解
決策が潜んでいるかも。
だいぶ時間がたっているので、今更だとは思いますが参考までに！！

 落雷被害 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/08/12(Tue)
08:49

[1432] 例年に比べ異常なほど落雷が多発しているような気がするのですが皆様
のところはいかがでしょうか。
２週間ほどの間に私のところに落雷被害のパソコンが２台も持ち込まれま
した。
落雷といっても直撃ではないようで外見も内部も見た限りでは異常がな
いのですが、まったく電源が入りませんでした。
その時の様子を聞きますと、ものすごい音とともに停電になり、しばらく続
いたとのことですが、外の様子をうかがうと、なんと近くの電柱で工事の
人が懸命な復旧作業を行っていたとのことです。
この時、パソコンは電源OFF状態であったにもかかわらず、停電復旧後
電源を入れても何の反応もしなくなってしまったとのことでした。
早速調べて見ますと、電源ユニットとLAN基盤がやられていました。
想像するに電灯線から入ったサージ電流が電話線に抜けたと考えられま
す。
ここで同じ部屋のテレビなどの他の電化製品には異常がなかったとのこ
とですので、電話線が一因だと考えられます。
電話線は保安器といって外から入った直後にアースを取ったフィルターの
ようなものが入っているので、このアースにサージ電流が抜けたのではと
思います。
今年のように落雷が多いとそれなりの対策をとらないといつ自分のパソコ
ンが被害を受けるかわかりません。
そこで、対策としてお勧めなのがやはり、雷が鳴り出したら電源コードを
抜いてできればLANケーブルも抜いておくのが一番かもしれません。ただ
し、現実にはできる人ばかりではありませんので、雷ガードつきのテーブ
ルタップや、サージ電流対策つきのUPS（無停電電源装置）の導入が現
実味があるようです。
LANは無線を導入すればサージ電流は防げます。
皆さんの行っている対策や体験を教えていただけるとうれしいのですが。



 無題 投稿者：ds森川 投稿日：
2008/07/10(Thu)
19:00

[1411] >某掲示板の109さんリースについては再リース契約、残存買取という方
法もあります。
インストールCDに関しても、インストールCDを「作成し配布する」ことは、
法的に問題があります。
インストールＣＤを作成するソフトの配布は法的には問題が無い筈です。
専用機を買って何年使っても誰も被害を受けません。
その機械を改造してもメーカー保証が受けられ無いだけです。メーカーが
被害を蒙る訳ではありません。
例えば車を買って、改造して、５０年使っても問題はありません。メーカ純
正の部品が無いなら、部品は自分で作ってみては？

 Re: 無題 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/07/11(Fri)
13:35

[Res:
1411]

＞リースについては再リース契約、残存買取という方法ですから、“律儀
な所もあればそうでない所もある”と記しているのです。
元々、リース契約は保守契約とペアで契約するのが普通だった筈です
が、モトヤ・パナさんが再保守契約はしない現状でしょうから、システムの
再リース契約のみできるか不明です。
私の周りでは、そういう話は聞いていません。
＞車を買って、改造して構造部品ならまず不可ですし、それ以外でも検査
通らないと違法ですよ。
＞部品は自分で作ってみては？私の場合は、インストールCDがあります
し、プロテクト解除に手を出しているので、需要はありません。
ここの掲示板の関連書込みで、また、某掲示板＝2chのELWIN版で、書け
る事は書いていますので一通りお読み下さい。あと、別スレッドは止めた
方が良いですよ。
＞ヒロシステム　秋山さん問題があるなら削除して下さい。宜しくお願いし
ます



 信じていたのに・・・・ 投稿者：一筋人間 投稿日：
2008/02/11(Mon)
11:25

[1240] 私は、モトヤの編集機（D3から）一筋に今まで組み版オペレーターとして
仕事をしてきました。
モトヤは今まで新製品を出すたびに旧製品とのデーター互換性を保持し
て操作性もなんとなくすんなり使うことができるようにオペレーターの事も
考えてくれていました。
ところが、今回の突然の組み版機からの撤退発表。われわれモトヤ製の
組版機オペレータにとっては先行き職が無くなる恐怖を突きつけられ、ど
こにこの不満をぶっつけていいのか。
確かに印刷業界は斜陽産業かもしれません。でも、モトヤさんなら日本語
組み版の重要性を理解しているし、外国製のソフトでは微妙な日本語組
み版は衰退することを承知していることと思っていました。
この期待を見事に裏切り突然放り出すような事はないだろうと信じていま
した。見事に裏切られましたが。
すいません。つい愚痴が出てしまいました。今まで色々な掲示板を見てき
ましたが、ここの掲示板はなんとなく違うと感じて注目してきましたが、こ
のごろはあきらめてしまったかのように沈黙されています。
今回この掲示板にはじめて投稿させてもらいます。
（いつも見てはいたのですが・・・）愚痴はさておき、噂ではNT版のELWIN
がXPでも問題なく使えるということですが、ぜひ、どなたか実験をして詳し
い情報を教えてください。

 Re: 信じていたの
に・・・・

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/02/14(Thu)
10:42

[Res:
1240]

NT版ELWINを何とか他のパソコンで動かせないか？
ついにこの掲示板にもこの質問がきましたね。
この問題は私もオペレータの気持ちはわかりますが、法律上の問題が絡
んできて難しい問題なので、あえて避けてきました。
技術者としても情報の共有は必要かと思いますので、判明していることは
知らせるべきではと思います。
ただし、他のパソコンで使うことを推奨するものではありませんのでくれぐ
れもご注意ください。
通常ソフト販売とは使用権を買うだけで、ソフト自体の権利を購入するも
のではありません。
よって、一部の変更などは行ってはいけないことになっています。今回ド
ングル解除等ソフト修正等には一切触れない条件で、判明していることを
お知らせしたいと思います。
編集ソフトは他のWindowsNTの動くハードでは動くのか？これは問題なく
動きます。
ただし、NTの動くハードは現在は限られます。
理由は、各種ドライバーがもはやNT版をサポートしていないため手に入
らないためです。
相当古いハードでないとドライバーが手に入らないためセットアップできな
い。



WindowsNT以外のOSでELWIN編集ソフトは動くのか？
編集ソフト自体は一部特殊機能を省けばWindows2000とXPでは問題なく
動きます。ただし、ドングルはNT版用ですので、そのままでは認識しませ
ん。
ただしこのドングルは一般的なものですのでドングル認識ソフトを入手す
れば認識するようになります。
（確かwindows版Quarkxpressの物です。hinstall.zipで検索してください）た
だしドングルを認識するだけで解除するものではありません。
このドングルで見ているのはドングルの有無とCPUの種類のようでありま
す。
CPUはドングルにより2種類あり、ELWINはペンティアムシリーズであるか
をチェック、ELWINjuniorはセレロンシリーズであるかをそれぞれチェックし
ているようです。
つまりこれさえクリアーすればソフトを改変することなく、編集ソフトを違う
ハードで動かすことができるわけです。
ただし、CPUもペンティアムシリーズを使っているハードは限られてきてい
ます。

新の機種ではドングルが拒否します。問題はプログラムCDの入手とイ
ンストール作業です。
プログラムCDが入手できたとして、インストールと起動にはユーザー名が
決まっています。
インストールにはadministratorと言う管理権限を持つユーザー名であるこ
と、編集ソフトの起動にはユーザー名こそ決まっていないがadministrator
権限を持たないユーザー名であることです。
通常はDTPと決めています。多分インストールの 終段階では、エラーが
出ると思います。



これは、NTと2000、XPではスタートメニューの構造が少し違うのでスター
トメニューに登録できないからです。
エラーが出てもインストール自体は問題ないと思いますので、後でスター
トメニューに手動でプログラムを登録すれば問題ありません。
この様に色々な問題がありますが技術的はほとんどの機能は問題なく動
くはずです。
プログラムの解析は禁止されているので、動いているときのOSから得ら
れる情報で判断する限りですが、特殊な動作プログラムを使っている様
子は見られませんのであくまでも推測ですが間違いないと思います。
一部機能を省けばと書きましたが一部機能とは気になりますよね。
これはほとんどの人は関係ないと思うのですが、環境設定のフォルダー
の変更が多分できないと思われます。この情報を書き込むときどのような
理由かはわかりませんが、OS領域に書き込んでいる節が見受けられま
す。
そのため書き込みを拒否されるのではと思います。変更しないで使う分に
はまったく問題はないと思います。
数々のハードルがありますが技術的には可能であります。
後は関係各所の許可の問題ではと思います。くれぐれも、この記事は
ハードの乗換えを推奨する物ではございません。
技術的観点からの情報です。お間違えのないようお願いいたします。こん
なこと書いて、どこからか圧力がかかるのかな心配です。

 Re: 信じていたの
に・・・・

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/02/18(Mon)
11:54

[Res:
1240]

こんにちは、禁止事項に手を出している某掲示板の109です。
＞(有)ヒロシステム　秋山さんよく研究されていますね。加えるならば、NT
用ELWIN(Ver.9)をXPにセットアップする場合、ELWIN専用EPS出力用プリ
ンタは、XV(XP用ELWIN)の.infファイルでセットアップした方が良いでしょ
う。
(Ver.9の.infファイルでも可ですが、AdobePS5関連ファイルを要求されま
す)
大きな声では言えませんが、ドングル解除した場合、AMDプロセッサも含
めて 新PCで稼動します。現実には、XPで6年間稼動して、それが原因
となる印刷事故は起きていません。

大の問題がインストールCDと権利関係、というのは正しいようです。

 一部訂正 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/02/18(Mon)
12:08

[Res:
1240]

すいません、古い事なので一部勘違いしていました。
XPでの使用は、5年間でした。 初の一年は、CPUチェック回避の為で、
OSはNTでした。(Ver.9はCPUチェックでペンティアム4以降だと起動しない
ので)



 Re: 信じていたの
に・・・・

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/02/18(Mon)
16:44

[Res:
1240]

うんーー。感心しました。
epsfont.infはテキストファイルですので内容を検討しましたが、そのとお
り、NT以外では問題がありそうです。
pscript_FEの部分ですね。
2000以降ではpscript.dllpscript5.dllに変わっていますね。（その他少し）実
際やってみないとなかなか気がつかないですね。
ELWINの編集プログラムはまだまだ使えるソフトだと思うのですが、まった
くもったいない話です。
部品が手に入らないから修理できないなんて、プログラム開発者も残念
でたまらないのではないでしょうか。
私が開発者なら我慢できなくて、そっとソースを公開してしまうかも知れま
せん。
　ELWINとは関係ない話ですが、すごいですね。ソースコードが公開され
ていない。プログラムを逆アセンブルしても、解析だけでものすごい苦労
がいると思いますが。
私は自分の書いたプログラムでも逆アセンブルしたら、えらいことになっ
てしまいます。
修行が足りないようです。

 Re: 信じていたの
に・・・・質問

投稿者：㈱筑粟飴伊渊
森川

投稿日：
2008/07/08(Tue)
15:20

[Res:
1240]

専用機のハードウエア変更は法律に触れるのでしょうか？
メーカーが保守を放棄していれば問題は無いと思うのですが。
専用機の使用権は使用者のハード改造を禁止していません。
メーカが保守を出来ないのならば個人で直すしかありません。
購入時の専用ハードを廃棄しない限り、ソフトを移植しても問題は無いの
では？

 Re: 信じていたの
に・・・・

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/07/09(Wed)
08:46

[Res:
1240]

森川さんの言う通りの解釈をメーカー側がしていただけるなら、まことにう
れしいのですが。
そういうことならELWIN（NT版）のプログラムディスクをユーザーに配布し
てくれてもいいと思うのですが、未だにそういう予定は聞いていません。
プログラムディスクの配布が実現すれば助かるユーザーが多いのではと
思います。
その時は、私も協力をさせてもらいたいと思います。



 Re: 信じていたの
に・・・・

投稿者：ds森川 投稿日：
2008/07/10(Thu)
01:11

[Res:
1240]

ELWIN(NT版)はインストールCDが無いのですか？
インストールCDを作って、移植すればよいのでは？
または、HDDのフルコピーとかプログラムのフォルダーをコピーして、レジ
ストりもコピーして別のハードにコピーしては？
D3、EXの頃は自社開発のコンバータをモトヤに提供していましたが 近
は関連会社でELWIN(XP）を使っているぐらいの付き合いで良く判りません
が。
当社ではNT用のRIPをWin2000Server上で稼動させていますが、ELWINは
動かないのでしょうか？
Win2000ではダメかもしれませんねOSの関係はNT-2000Server-XPです
よね

 Re: 信じていたの
に・・・・

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/07/10(Thu)
07:13

[Res:
1240]

＞ds森川さんはじめまして、某掲示板の109です。
某掲示板の方で、以前同じような内容を書き込みました。といっても、詳し
くは書いていません。
簡単な記述で理解できるぐらいの技能・技術を持っていないと上手くはい
かないと考えるからです。
この掲示板を参考にELWINの運用引き伸ばしに試行錯誤の方は少なくな
いと思いますが、誰にでも出来るとは言えません。
専用機については殆どがリース契約のはずで、期間が切れれば返却、と
いうのが建前の筈です。
実際には律儀な所もあればそうでない所もあるようです。Ver.9まではイン
ストールCDが顧客の下に残る事は無いのが建前です。
実際には、Ver.UPの時などにオフタイムの自前処理前提で、copyさせて
もらうなどして手元に持っている事業者さんもいるようです。
私もそうですが、秋山さんも判っている事すべてを公開できるわけではな
い、という事はご考慮下さい。

 インデザインのこと
なのですが…

投稿者：Hirosawa 投稿日：
2008/06/06(Fri)
15:46

[1364] 以前に一度だけ投稿したのですが、実は上司に少しずつでもELWINの書
式をInDesignにしろと言われて少し困っています。
下のようにタブで組んだものを１つのテキストボックスでInDesignで組むこ
とはできないのでしょうか？
|　　均等　　|　　　　|　後詰め
|□□□□□□□
　名　　　　前□　□　□　□
　名　　　　前□　　□　　□
　名　　　　前
あとInDesignで組んだ表組みのカラムに順番に区切って文字は流し込め
ないのでしょうか？
何冊か本で調べたのですがやり方がわからなくて困っています。
もしわかるようでしたらどなたか教えてもらえると大変ありがたいです。



 Re: インデザインの
ことなのですが…

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/06/09(Mon)
17:22

[Res:
1364]

しばらく様子を見させていただきましたが、誰も回答を寄せてくださらない
ようですので、自信はありませんが私のわかる範囲で少し書いてみます。
まず、タブでの均等割りについてですが、Indesignにはタブでの均等割り
の機能はないと思います。
そこで、「字取り」と言う機能を使えば同じようなことができます。均等割り
したい文字を指定しておいてから、「文字パレット」の「字取り」の部分（四
角３個の下に→が付いたもの）に数字を入力するのですが、この数字は１
から20までの整数です。
複数行同時指定でもOKの用です。
次に作表への文字の流し込みは、CS2の段階ではできないのでは？
テキストボックスへの流し込みならよいのですが、そこで、Excelなどの
データをIndesignデータに変換できるソフトが発売されているようです。

はっきりした事はわかりませんので、どなたか詳しい方回答をお寄せくだ
さい。

 Re: インデザインの
ことなのですが…

投稿者：Hirosawa 投稿日：
2008/06/09(Mon)
19:32

[Res:
1364]

どうも回答ありがとうございました。
わかりやすく図解したつもりが投稿したら体裁が崩れてしまいました。す
いません。
やはり均等はできないのですね字取りという機能は知ってたのですが
ELWINのようにタブで均等組みができればと思ったのですが無理のようで
すね。
カラムの流し込みも多分無理なのだろうとは思っていたのですけど。
InDesign対応XML連携ソフトもあまりアテにならないみたいですし（使った
ことありませんけど…その前にXVを持っていませんが）今まで簡単にでき
たことがInDesignだと全然できなくてもうほとんど挫折気味になってます。

 Re: インデザインの
ことなのですが…

投稿者：ds森川 投稿日：
2008/07/10(Thu)
01:23

[Res:
1364]

この手の物はインデザインでは表組みですね。
セル単位ならば均等も出来ます。
Macの人たちはTAB間の均等処理が無いことを不思議に思わないので
す。
そもそも欧文には均等なんて表現はありませんから。



 この方法ではどうで
すか？

投稿者：futosan 投稿日：
2008/07/08(Tue)
10:30

[1401] おたよりいたします
早速ですが①　100ページ程のイラストレータファイル（バージョン10　アウ
トライン済み）があるのですが（写真白黒埋込、白黒印刷）一般的にはそ
れを1ファイルずつ組版機に画像挿入してやればいいのですが、時間が
かかると思うのです。

それで②100のイラレファイルを範囲指定して（100ファイルでなくてもある
程度のファイルの数）右クリックすると“サポートしているファイルを
Acrobatで結合”というメニューがあるのですがそれをしてやると　アクロ
バットを作ってくれて、結合してくれます。
それを組版機上でページファイル挿入してやります。
oki3050C　PS　で出力すると　レーザープリンタ上では①と②は同じよう
に見えるのですが②のやり方でセッターに出力するのと①の方法（従来）
とでは同じ結果になるのでしょうか。
②の方法でもOKならば時間短縮になります。
アクロバットの設定方法は　アクロバット8（メーカー推奨の設定方法）で
す。“サポートしているファイルをAcrobatで結合”というメニューでアクロ
バットを作ると設定はメーカー推奨の設定方法で作っているのでしょう
か？
又、PDFにすると容量が軽くなるのですが、写真の写りはどうなるのでしょ
うか。
おねがいいたします。

 Re: この方法ではど
うですか？

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/07/09(Wed)
09:41

[Res:
1401]

ここでの問題はEPSファイルとPDFファイルの取り込みデーターの出力結
果の違いとPDFファイルの作り方による出力結果の違いの２つになるの
ではと思います。
はじめに、EPSファイルとPDFファイルの違いは安定性の問題からは断然
EPSファイルに軍配が上がります。
PDFファイルの出力は出力機側のRIPの対応がPDFのバージョンにより違
うことがあります。
RIPのバージョンは出力センターによりまちまちですので問い合わせをす
る必要があります。
バージョンに問題がなければ、PDF入稿も問題はありません。（もっとも
futosanの場合PDFをELWINに取り込むのであまり関係ないですが）次に
PDF作成の方法の違いによる出力結果の違いの問題です。
一つはPDFファイルを作るのにモトヤさんの推奨では、まずPSファイルを
作りそれをディスティラーで開いてPDFを作る方法です。
もう一つはPDFボタンなどのようにいきなりPDFファイルを作る方法です。
futosanのいう一括でPDFファイルを作って結合をすると言う方法はこの方
法になります。この違いはいくつかあります。
いきなりPDFを作る方法で注意をしなければならないのは、どんなPDFが
できるのかわからない点です。
ディスティラーの設定HighQualityとか推奨設定とか選択しないで作るわけ
ですから。



実際は 初にディスティラーを立ち上げて設定を推奨設定にして終了し
てから作成をすれば大丈夫のようです。（プリンターのプロパティの設定
を必ず行えば同じことです。）もう一つ実行時間が自動で作成した場合極
端に長くかかる場合があります。
複雑な物はこの際にエラーが出たり出力結果が違ったりする可能性があ
ります。
要するに出来上がったPDFは必ず校正をする必要がありそうです。
出力センターがPDFバージョンでOKが出ていれば出来上がったPDFのま
まに出力されるはずですからマイクロラインのようなPSプリンターで校正
をすればほとんど大丈夫だろうと思われます。もともとELWINのPDF取り
込みは、PDFをEPSファイルに変換して取り込んでいますのでPDFファイ
ルに異常がなければ問題はないと思います。

 エクセル 投稿者：初心者。。。 投稿日：
2008/06/06(Fri)
22:33

[1365] はじめまして。初心者です。
エクセルで作成した表があります。その表をELWINに乗せると　必要な罫
線以外の線が出てしまいます。
（グリッド線）表の罫線は必要ですが、それ以外のグリッド線を消すのはど
うしたらいいのでしょうか？
大至急回答がほしいので宜しくお願いします。

 Re: エクセル 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/06/07(Sat)
08:49

[Res:
1365]

大至急と言うことなので、とりあえず解決方法だけを載せます。

1.Excelでファイルを開いてください。

2.「ツール」→「オプション」→「表示」の中のウインドウオプションの中の
「枠線」のチェックをはずしてください。このことにより枠線がすべて非表示
になります。

3.必要な範囲を指定してコピーペーストしてください。

4.ELWINに貼り付けてください。注意事項Excelファイルを貼り付けてから
大きさを変える場合は縦横比を変えないようにしてください。
たとえば「シフトキー」を押しながらマウスで変倍するようにしてください。
でないと、文字が重なったり、線と重なったりしてしまいます。
参考になりましたか？

 お久し振りです 投稿者：taka 投稿日：
2008/04/08(Tue)
22:33

[1325] 秋山さんお久し振りです
　xp版になって快適に使っています
　質問ですが、ELWINで英文の均等割付けはどのようにやったらいいんで
しょうか初歩的な質問ですいませんがよろしくお願いいたします



 Re: お久し振りです 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/04/09(Wed)
13:12

[Res:
1325]

XP版問題なく使いこなしているようですね。
ところで、今回の質問決して初歩的な質問ではないです。
モトヤの専用組版機のころは、欧文にもピッチ付と、全角の半分の送りに
することができました。
これを切り替えることによって欧文も均等割付することができました。
しかし、ELWINで使われている欧文書体はすべてピッチ付です。
と言うことは、半角アルファベットは均等割付しても送りは変わりません。
単語と単語の間のスペースで均等割付されるだけです。
こういうわけで、欧文を均等割付するのは、全角で入力するしかありませ
ん。
と言うことは欧文書体が使えないと言うことですので、欧文書体を指定さ
れると苦しいです。裏技として、各欧文の間にスペースを入れることも考
えられますが、均等割できるスペースは1/3・半角・全角の三種類だけで
すから、手間からしても実用的ではないです。
私の知ってる限りでは、全角で入力するしかないようです。

 Re: お久し振りです
投

稿者：taka 投稿日：
2008/04/10(Thu)
22:10 <HOME>

[Res:
1325]

ありがとうございました
　やはり字送りかスペースしかないですか　解りましたまた解らないところ
がありましたら書き込みますのでその時はよろしくお願いいたします

 一般的なパソコンの
質問

投稿者：一筋人間 投稿日：
2008/04/04(Fri)
20:59

[1320] レジストリーを書き換えると使用UPUを偽装できるという件、拝見しまし
た。
レジストリーの書き換えなんて恐ろしかったのですが、説明によるとこの
部分は起動のたびに書き換えられるということなので、思い切ってやって
みました。
やろうとしていることを理解するだけでも何時間もかかりましたがなんと
おっしゃるとおり、あっさり編集ソフトの起動成功しました。
あの遅かった編集ソフトが、うそのように軽快に動作するのを見て感動し
ました。しかし、これも指摘のとおり再起動までの命でした。
毎回こんなことはとてもやってられません。
レジストリーの一部書き出しや、一部書き換えができるとのことですがレ
ジストリーのことを詳しく教えていただけませんか。
これはELWINとは関係なくレジストリーの勉強をしたいと思いますので、ぜ
ひ素人にもわかるように詳しく教えてください。



 レジストリー書き換
えに挑戦

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/04/07(Mon)
11:01

[Res:
1320]

レジストリーの書き換え。
レジストリーファイルは一般的には自信の無い人は触るな、触った場合
Windowsが立ち上がらなくなる場合があります。
などと、色々脅かされて、結局あきらめる人が多いようです。
しかし、 低限の注意事項を守れば、決して難しいものではありません。
とは言っても何かあったときは、自己責任ということになるわけですが。
悪立ち上がらなくなっても、OSの再インストールをすれば、買ったばかり
のようにWindowsがサクサク動くようになるのですから、プラス思考で行き
ましょう。

まずは、レジストリーエディターを立ち上げてみましょう。
「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を選び　regedit　と入力して
「OK」をクリックしてください。レジストリエディタが起動します。見た目はエ
クスプローラーのような左にフォルダー、右にその内容のようなものが表
示されます。

左側のフォルダーは大きく分けて5個あります。それぞれの中にはまた
フォルダーがいくつもあります。
一つ一つの説明はここでは省きますが、たとえば、このパソコンのCPUは
何を使っているかという内容を調べたいとしたら、次のように行ってくださ
い。HKEY_LOCAL_MACHINEと言うフォルダーをダブルクリックしてくださ
い。



5個ほどのフォルダーが表示されますので、その中の HARDWARE と言う
フォルダーをダブルクリックしてください。いくつかのフォルダーが表示され
ますので、 DESCRIPTION をダブルクリックして、その中の System をダ
ブルクリックして下さい。
いくつかのフォルダーが表示されます。フォルダー CentralProcessor をダ
ブルクリックしてください。
0 と言うフォルダーが表示されます。0と言うフォルダーをダブルクリックす
ると、右側に表示されるのがCUP関係のデータです。
この中で、名前 Identifierのデータ欄の内容がこのパソコンの使用されて
いるCPUの名前です。
 ペンティアム4の場合 x86 Family 15 Model 2 Stepping 7　となっているか
と思います。
この内容を変更したい時は、名前のIdentifier をダブルクリックすると、文
字列の編集の窓が表示されますので、この内容を書き換えてください。

例としてペンティアム2に書き換えたいときはx86 Family 6 Model 5
Stepping 2 に書き換えます。

単語間のスペースに注意しながら慎重に行ってください。
書き換えが終わったら、「OK」をクリックしてからレジストリーエディター自
体を終了してください。
これだけで、レジストリーの書き換えは終了です。

ところが、HKEY_LOCAL_MACHINE の HARDWAREの内容は起動した時
にパソコンから直接収集したデータで書き換えられますので、再起動すれ
ば元に戻ってしまいます。
それでは、書き換えたレジストリの内容を保持するには変更した内容に立
ち上げた後で書き換えればどうでしょう。
ただし、レジストリーと言うのは、ソフトをインストールしたり、ハードを追加
したりしたとき常に変わるものです。
この状態で全てを書き出してその内容にいつでも書き換えればよいと言
うものではありません。
つまり、この部分だけを書き出しておいて、立ち上げ後にこの部分だけを
書き換えれば良いと言うことになります。
まずは、この部分だけの書き出し方法レジストリーの部分書き出しで出来
るのはフォルダー単位ですので、ここで書き出すフォルダーは

HKEY_LOCAL_MACHINE→HARDWARE→DESCRIPTION→System→
CentralProcessor→０　この0と言うフォルダーだけを書き出せばよいと言
うことです。



レジストリーの一部だけを書き出す方法メモ帳などで、 次のように文字列
を入力してください。

　regeedit /e/a uwagaki.reg
"HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\centralp
rocessor\0"

このファイルを、 uwagaki.bat と言うファイル名で登録してください。
ここでは 登録先をD:\uwagaki.bat とします。 （拡張子をbatにすることに注
意してください。）この出来上がったバッチファイルがレジストリーの一部
だけを書き出すためのものです。

このファイルを実行 （ファイル名の上でダブルクリック） すればバッチファ
イルと同じ場所に uwagaki.reg というファイルが出来上がりますこの拡張
子 reg のファイルがレジストリーの一部だけを書き出したファイルです。

次にこのファイルを使ってレジストリーの一部を書き換える方法はレジスト
リーの一部だけを書き換えるためのバッチファイルを作る。
メモ帳を起動して、
 次のように入力してください。
　　regedit /s d:\uwagaki.reg
このファイル を D:\chngireg.bat と言うファイル名で保存してください。

手動で書き換えるなら立ち上げ後必ず 1 回だけ、 このファイルをダブル
クリックしてレジストリーを書き換えれば OK です。
レジストリーの HKEY_LOCAL_MACHINE→HARDWARE の値は毎回立ち
上げの時収集される物なので、 立ち上げ後必ず書き換えてやらなけれ
ばなりません。

立ち上げ後、自動でレジストリーを書き換えるようにセットするには。この
ファイルをプログラムのスタートアップに登録して起動時に自動実行する
ようにすれば、起動のたびに自動でレジストリーが書き換えられます。



 無題 投稿者：futosan 投稿日：
2008/04/04(Fri)
22:52

[1321] 早速の返事ありがとうございました。
1 のエクセルの罫線が4色にでることなんですが
　自分で試した方法はアクロバット8のアドバンス→印刷工程→色を置換
→デバイスのCMYK変換→黒のオブジェクトを維持にチエックを入
　れるにしています。それをファイル→書き出し→PostScript→EPSにして
イラレCS3で開いたんですがやはり罫線が4色になっていました。
  それと印刷工程で作業して保存したPDFを組版ソフトにページファイル
挿入してOKI3050Cで分版出力しても罫線は4色でました。試す方法が
違っているのでしょうか？お願いします。
3　欧文書体のcenturyの件ですが、Acrobat Distillerのプリンターの代替
表の中の書体Don’t Substitate になっています。そのことはあらかじめ確
認はしていました。
すいませんもう一つ質問なのですが、お客様がエクセルでもってきたとき
罫線が破線になっているのがあったのですが、PDFにしてイラレCS3で開
いたとき実線などは色をイラレ上でかえることができたのですが、破線の
色を変えることができませんでした。
私もイラレはあまりくわしくはないのですが、イラレのカラーの所で面とか
線とか変えるとこ所がありますよね、その面の所の上半分が黒で下半分
が白とかになっていましたあえて、そこで色を変えてやると破線はなくな
り、変更した色の実線になってしまいました。
エクセルからの破線の色はイラレ上で変更できるのでしょうか？（イラレ
のオブジェクトの所のクリッピングマスクとかその他も解除はすべてグ
レーになっていました）エクセルからPDFにした時、文字ずれがおこってい
ました。
お客さんに聞くとエクセル上ではセルの中央ぞろいで打っていたそうで
す。ずれというのは終端になっていました。OKI3050CのPCLで印刷しても
右にずれていたのでこれは、ずれるものなのかと思いました。時間をあけ
て同じような作業でPDFを作ったら今度はセルの中央にきて正しいPDFに
なっていました。
イラレで開いたらズレているのかなと思ったらイラレでも中央にきていまし
た。
同じことをしたのですが、なにかあったのでしょうか？
※（PDFの設定は組版メーカー推奨の設定方法で作っています）



 Re: 無題 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/04/07(Mon)
09:37

[Res:
1321]

Excel罫線が4色になる件アクロバット8では「書き出し」の中にEPS書き出
しがあるのですね。
まず、どの機能で問題が発生しているかを整理する意味で、次のことを
行ってください。出来上がったPDFファイルが異常ないかを確認します。
そのために、ELWINにページファイル挿入でPDFを取り込んでください。こ
のときリンクにチェックが入っていればEPSファイルを作ります。
出来上がったELWINファイルは破棄して結構です。このとき出来上がった
EPSファイルをIllustratorで開いてください。
図形を指示しておきカラーパレットを見てください。RGBのPDFの場合カ
ラーはグレースケールになっていますので、CMYKに変換するとK100にな
ります。この時の枠線は線ではなく線幅の矩形になってますので、カラー
パレットでは面色を見てください、線色は無しに設定されています。
ただし、破線のように枠線以外に引いた線は線色が設定されていて面色
は無しに設定されていますので注意してください。（アクロバット6・
Illustrator10の場合です。Illustrator8以前では解析できません）この状態
なら問題なく、K100で分版されます。このようになっていれば、原因はアク
ロバット8のEPS書き出し機能の問題と言う事になります。
なっていなかったらそれ以前の問題です。
このときはExcelデータか・8の色変換機能の問題と言う事になります。
どうですか、原因が絞りきれましたか？
Excelの破線ですが、上記方法で変換すると、面色は無し、線色がK100に
変換されます。
ただし、PDFをIllustratorで解析させると、罫線が何本も重なった形で変換
されます。



白の線の上に黒の線幅の矩形がいくつも重なった形のようです。（当方の
実験ではこのようになりますが、アクロバット・Illustratorのバージョンに
よっては違う結果になることも考えられます。）Excelの文字の位置ずれの
件ですが、同じファイルを同じ条件で行った結果が違うということですね。
現象が再現しない状態ではなかなか原因究明は難しいのです。
やはりどこかの条件に相違があったと考えるのが自然ですね。
これとは直接関係ない問題ですが、Excelやwordの縦組み文字の場合文
字の位置ずれが発生するようです。
この原因の一つとしてフォントの縦組み用文字の件があります。フォント
名の前に＠マークの付いた書体です、この書体は縦組み字に文字の位
置が自然になるように設計された文字ですので、それ以外の条件では正
しく表示されません。
ただしこの場合は一文字だけ位置が少しずれるような現象です。
もともと、Excelの印刷は画面と印刷とが一致しないことが非常に多いで
す。
画面では表示しているのに印刷すると文字が欠ける等で皆さんも一度は
経験があるのではないですか。
全部の質問に答えられたか疑問ですが、一個ずつ解決に向かいましょ
う。
疑問点が残ってしまったら、再度投稿して下さい。

 無題 投稿者：一筋人間 投稿日：
2008/04/02(Wed)
22:54

[1311] お久しぶりです。あれから色々実験を試みたのですが、どうしても旨く行
きません。PentiumのCPUのパソコンが身近に余りありませんので、何と
かOSがWindows2000　CPUはPentium4のパソコンを見付けてインストー
ルし、ドングルのドライバーもクオーク用のをインストールしましたが、ドン
グルが違うとのメッセージが出てだめでした。
ドングルドライバーが違うのでしょうか？やはり、明らかな違法行為をしな
いとだめなのでしょうか？
できればWindowsXPでAMDのCPUのパソコンを使いたいのですが。
ちなみに当方の所有しているELWINは２号機といわれているもので、CPU
はPentium2です。
もう一台はELWINjuniorといわれているものでCPUはセレロンかな？どち
らのドングルでもだめでした。
もう頼れる人がいません。
ヒントだけでも教えてください。



 Re: 無題 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/04/03(Thu)
10:06

[Res:
1311]

一ヵ月半もがんばったんですね。その結果がよくなかったようで現状は大
体理解しました。でも、くれぐれも違法行為には走らないでください。
少し、ELWINのカタログを調べてみたのですが、NT版の 後の機種５号
機と言われているもののCPUはペンティアム3ですね。
と言うことはドングルが使えるのはペンティアム3までの可能性がありま
す。
と言っても一般い出回っているパソコンを見てみるとペンティアム3の物は
ほとんどありません。
これを解決するには、やはりドングルのCPUチェックを何とかしなければ
ならないのか。
ここで、発想の転換をしてみました。要するにELWIN関係のプログラムは
一切触ってはいけないのであれば、パソコン自体に工夫をして、CPUを偽
装できないのか、（偽装と言う言葉はよくないですね）ここからは、ELWIN
とは関係のない一般的なパソコンの話ですが。
もし私がCPUによって規制をかけるようなプログラムを作らなければなら
ないとしたら、と考えて見ました。
それ専用にいちいちCPUに何を使っているかを調べに行くようなプログラ
ムは作らないと思います。
なぜかと言うと、Windowsパソコンには自分のハードに関する情報を起動
時に自動で調べる機能が備わっているのですから、レジストリーという言
葉を聞いたことがありますよね。この中の
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE・・・・]の中の値がそれにあたりま
す。



CPUに何が使われているのかは、
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\centralp
rocessor\0\Identifier]
の値がそれにあたります。
たとえばペンティアム2のCPUの場合「x86 Family 6 Model 5 Stepping 2」
となります。
これを見に行くだけで、そのパソコンのCPUが判別できるのですから。複
雑なプログラムは作る必要がないのでは。と思うのですが。
では、レジストリーのこの値を書き換えてやれば、どうなんでしょう。ただ
し、この値は起動するたびに書き換えられてしまいますので、これでうまく
いったとしても問題は残ります。レジストリーに詳しい人はわかると思いま
すが。
レジストリーの一部だけを書き出すこともできるし、そのデータで一部だけ
を書き換えることもできます。
これを、バッチファイルにしてスタートアップに登録すれば自動的に使用
CPUを偽ることができると思います。
これらは、レジストリーを書き換えるということです。間違えるとパソコン自
体が立ち上がらなくなる危険がありますので充分理解をしてからにしてく
ださい。
なお、ELWINに関してのこの手の質問は立場上お答えしにくい面がありま
す。
ただし、一般的なパソコンの質問なら何ら制限はないと思いますのでわか
ることならお答えします。

 Re: 無題 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/04/04(Fri)
05:51

[Res:
1311]

こんにちは
１．秋山さんのご推察の通り、CPUチェックはMFCを呼んでます。直に調
べるわけではありません。
２．CPUチェックとドングルチェックのコードに、依存関係はありません。然
しながら、チェック不許可の場合のメッセージ（ダイアログ）は、全く同じも
のです。
私が取った方法は、ピンポイントでこの部分を潰しているわけです。ここで
はひかえますが、 低限の各々の裁量で解除する為の情報は某掲示板
の方に書き込んでます。
実際、パッチそのものは解ってしまえば気が抜けるほど簡単なものです。
＞秋山さん某M社のTさんに話を聞きました。相当の実力のようですね。

 Re: 無題 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/04/04(Fri)
10:50

[Res:
1311]

某掲示板の109様 やはりそうですか。
ドングルドライバーを入れてもドングルが違います。と言うメッセージが出
る理由もわかりました。
理論の裏付けが取れたのでCPUチェックはクリアーできますね。
後はレジストリー書き換えを簡単に行う方法を考えるだけです。
ありがとうございます。



 エクセルが… 投稿者：futosan 投稿日：
2008/03/11(Tue)
00:16

[1287] またまたお便りをします。
質問ですが、エクセルの黒の文字と罫線などが4色かけあわせになりま
す。簡単にk100にする方法はありませんか。
（PDFはカラーで作っています。）お客さんのもって来たエクセルですが私
どものエクセル2003です。
アクロバットはバージョン8です。
一応方法としましてはエクセルをメーカー推奨の方法のPDFを作ってそれ
からイラレCS2で開いてアウトラインがみえるようにします。それから同一
色等で選んでK100％に置き換えています。こういう方法でしていますが、
何か簡単に黒のかけあわせをk100におきかえる方法はないのでしょう
か？
おねがいいたします。

 Re: エクセルが… 投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2008/03/11(Tue)
06:28

[Res:
1287]

白黒印刷ならば 初から白黒PDFを製作しても良いし、acrobatの[色の
置換]でCMYKに変換するとき、「黒のオブジェクトを維持」にチェックで、
リッチブラック回避できる筈ですよ。
手元にVer.7しかないので、Ver.8だとメニューが違うかもしれません。

 Re: エクセルが… 投稿者：futosan 投稿日：
2008/03/11(Tue)
13:59

[Res:
1287]

早速の情報ありがとうございます。トライすることにします。

 Re: エクセルが… 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/03/13(Thu)
11:25

[Res:
1287]

ご指摘のとおりRGBカラーのデータをカラーのPDFデータにしてしまうと
ELWINでの分版はできなくなります。
某掲示板の109様の言う通りAcrobat側でCMYKに変換するしかないと思
われます。
もっとも出力センターなどのRIPのRGB→CMYK変換機能で分版するので
あれば別ですが。
PDFデータにしないで、Excelデータをコピーアンドペースト（OLE機能）で
編集ソフトに貼り付けるのであれば、その瞬間にRGB→CMYK変換が行
われますので、ELWINでの分版が可能です。
このとき印刷プレビューでは分版されませんがプリントすれば分版されて
出力されます。
ただし、このOLE機能には制限事項（大きさがA4まで・体裁の相違等）が
たくさんありますので全てがうまくいくわけではありません。AcrobatVer7
以上の人はAcrobatの機能を使った方がいいと思います。



 買ってしまいました
…

投稿者：futosan 投稿日：
2008/02/29(Fri)
01:35

[1278] 先日おたよりをだしたfutosanです。
秋山さんの回答でついにパソコンを５年ぶりに購入することになりました。
デルのVostro 400MTでHDDは320ギガ、CPUはCore(TM) 2 Quad プロ
セッサー Q6600 (8MB L2 キャッシュ、2.40GHz 1066MHz FSB) 、メモリー
は４ギガです。使い始めてからの体感のちがいが楽しみです。まずはアク
ロニスでバックアップをとってやるつもりでいます。
今までは、何本ものソフトを1台で入れていたのですが、今度は今使って
いるPCと新しいPCで、使用頻度によってソフトを分散したいと思います。
現在インクジェットプリンターでエプソンG5000が2台ありまして（もっと新し
いプリンターのG5100とか、G5200はエプソンではソフトリップは販売して
いません。）、ソフトリップは1個しかないので、2台でネットワーク接続をし
た両方のPCにプリンターをそれぞれつなげ、ソフトリップもそれぞれイン
ストしています。（エプソンメーカー的にはプリンター1台につき1つのリップ
なんですよね）、
　そしてネットワーク上のPCのリップサーバーを先に開いてあとでメイン
のPCのリップサーバーを開くと一応両方のリップが使えるのです。反対に
メインPCのリップサーバーを先に開いて、あとでネットワーク上のリップ
サーバーを開こうとしたらダメでした。（自分では、はっきりわかりません
が、たぶんインストした順番によるのではないかとおもうのですが…）　何
故リップが必要なかというと、多少の色うんぬんもありますが、組版ソフト
にはEPSの画像配置が必要だからです。リップがなかったら画像挿入した
EPSがきれいに出力されません。

　話はつづきますが、それで両方に組版ソフトをインストしてUSBのドング
ルを切替機を使って忙しい時には、2台同時に印刷をしています。
　それで質問なのですが、組版ソフトのUSBのドングルを切替機で切り替
かえる、そういう使い方でもドングルは大丈夫なのですか？仮にドングル
をいためてしまった時にメーカーの方で修理とかできるのでしょうか？
　もうひとつ質問なのですが、今回購入のPCはパーティションを切ってな
いのでCだけなんですが、組版ソフトをDでなくCにインストしたときに、今
後使用していて何か影響みたいなのはあるのでしょうか？　それともソフ
ト又は再インストでDを新しく設けた方がよろしいのでしょうか？　次に前
回質問をしていた他社にPDFでの入稿の件ですが、他社にPDFファイル
を検証してもらった所、メーカー推奨のPDFの作り方で可能でした。
ただし、印刷の所でTrueTypeフォントダウンロード形式（PSプリンター用）
の所はType1でする方がよいとの結果となりました。Type3で出したらお
もったより太くなっていました。今回の検証に限っては一応Type1、Type3
の両方とも出力が可能でしたのでひと安心しました。
　次は組版ソフトにワードやエクセルを使ってのPDFで検証をしたいと思
います。また報告します。



 Re: 買ってしまいまし
た…

投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/03/03(Mon)
09:54

[Res:
1278]

新しいパソコンの購入決定おめでとうございます。
ものすごいスペックですね。文句のつけようのないものです。私も一度は
使ってみたいです。
ところで、デルのパソコンは確か購入時にC:ドライブの容量を指定できる
と思いましたが、C:ドライブとD:ドライブにパーテーションを切った方がいい
ですよ。
ELWINソフトもD:ドライブがあることを念頭に組まれたプログラムです。実
験したことはないですが問題が出る可能性があると思います。(後日実験
しましたが問題ないようです）
他にもフォトショップなどのように大量の一時記憶メモリーの必要なプログ
ラムも仮想記憶ディスク領域をプログラムをインストールしたパーテーショ
ン以外に設定したほうが速度が速くなると言われています。
欲を言えばハードディスクを2台搭載しておけば、アクロニスでのバック
アップデータを違うハードディスクに保存しておくことで、より安全になりま
す。USBドングルを差し替えて2台でELWINの編集ソフトを使う件につきま
しては、ソフトメーカーの考え方次第ですので、法律的にはわかりません
が、ハード的に言うとあまり薦められません。
接触不良等のトラブルの原因になりそうです。参考までに、ドングルの故
障時の修理代は、不良品と交換で5万円以上の高額となりますので注意
が必要です。
PDFファイルの受け渡しの件ですが、Acrobatのバージョン他の影響で問
題が出る場合がありますので、出力センターでの検証結果がよければ問
題はないと思います。
TrueTypeフォントダウンロード形式のType1とType3の違いはご指摘のと
おりType3のほうが若干太く出力されます。特にVer5までのAcrobatでは
違いが大きいです。
しかし、Epsファイルで納品した場合Type3で出力した物はIllustrator Ver9
以降ですと解析できてしまいます。解析後修正したい場合には便利かと
思います。



 CPUは？ 投稿者：futosan 投稿日：
2008/02/14(Thu)
13:59

[1248] ひさしぶりにおたよりします。
現在CD版で仕事をしています。DELLのPCでペンティアム2.4ですが、質
問ですが、
①今後PCを買い換えるとして、Core&#8482;2Duo、Core&#8482;2 Quad 、
デュアルコアインテルXeonなどのCPUでも組版ソフトは動きますか？（XP
プロ32bit）もう一つは
②OSをXPプロ64bitにしたとしたらどうですか？
③現在フォント数が900ぐらい入っていてPCが重たく感じるのですが、フォ
ントを減らさずに何か別の対策方法があればお願いします。
④近頃、他社で印刷をしてもらっている時、入稿がPDFでお願いしますと
言われるのですが、組版のソフトから、EPSファイル出力でなく、PDFで出
力（組版メーカー推奨のPDFの設定方法）をしたとき、EPSファイル出力と
同じような結果がでるのでしょうか？
　写真とかの写りはどうなのでしょうか？（原則PSフォントは使っていませ
ん。他社でPS高解像度がない場合がありますのでTrueTypeだけでレイア
ウトしています）、以上お願いいたします。

 Re: CPUは？ 投稿者：(有)ヒロシステム
秋山

投稿日：
2008/02/15(Fri)
09:55

[Res:
1248]

お久しぶりです。
がんばっているようですね。
早速ですが、 新のCPUのCore2Duo・Core2QuadでもOSがXPの32bit版
でしたら問題なく動きます。
ただし、OSが64bit版ですと残念ながら動きません。

新のPCに変更すると使い出した当初は相当早く感じるのですが、すぐ
になれてもっと早いPCにと欲が出る物ですね。
それとXPは使い込んでくるとどうしても重くなります。原因は色々あるよう
ですが、たくさんのソフトのインストールを行うとたとえアンインストールを
しても、レジストリーに痕跡が残りだんだん肥大化してしまうのが一因だと
言われています。
WindowsXPの高速化についてはwebで検索してください。色々な方法が
ヒットすると思います。（どれも劇的には変化しないようです。　 終的に
は再インストールしかなさそうですが・・・）
　ご質問のフォントの数の問題ですが、フォントを入れて速度が極端に落
ちるとしたら、C:ドライブの空き容量を確認してください。空き容量の減少
による速度低下が一番多いようです。
NTのころはフォントの入れすぎによる問題を解決するためにいくつか工
夫をしたのですがXPではこれらの方法もあまり意味がないようです。
ただし、ひとつのファイルにフォントをたくさん使うことは相変わらず文字
抜け・表示速度などの問題で気をつけてください。

後にPDF出力の問題です。Acrobat　Distillerをお使いだと思いますが
「デフォルト設定」モトヤ推奨の設定にしてもらえばフォントが埋め込まれ
ますし、画像解像度も問題ありません。



ただし、データとDistillerのバージョンによってはDistillerのバグのため正
しい結果が得られない場合もあります。特にワード・エクセルなどのデータ
が混入している場合気をつけてください。（PDF変換してからの確認は必
ず行ってください）安定性はEPS出力にはかないません。
しかし、流れはPDF入稿に傾いています。特にPDF/X-1aをはじめとする
新規格に対応するPDFデータで入稿してほしいなどと言われることが今
後あると思いますので今から研究しておいて下さい。（Distiller V.7以降は
正式に対応しています）

 索引を作るよい方法
はないものでしょうか

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2007/10/11(Thu)
09:30

[1174] お久しぶりです。
ELWINのソフト版を購入して半年近くなりましたが、やはりマシンパワーの
差でNT版より数段快適です。
一点質問させていただいてよろしいでしょうか。
600ページ近くある冊子で名前の索引を作らねばならなくなりました。文章
で流してあるものもあればセルの中に名前のある方もいます。
例えば○○太郎さんがいたとしたら、その○○太郎さんが載ってるページ
すべてを索引に載せなければならないのですが、とてつもなく大変な作業
となってしまうのです。。。以前ELWINで索引を作るためのプラグインのよ
うなものがあったような気がするのですが・・・。
何かよい方法はないものでしょうか。



 Re: 索引を作るよい
方法はないもので
しょうか

投稿者：ヒロシステム(秋
山）

投稿日：
2007/10/12(Fri)
10:36

[Res:
1174]

これはまた大変な事になってますね。
「ELWINで目次や索引が簡単に（実は簡単ではないのですが）できます。」
と言うことをどこかで聞いたような・・・・・多分オプションソフトのXML出力
機能拡張ソフトの事と思います。
このソフトの中に、「データ書き出し」と言う機能があるのですがこの機能
の中に文字列の抽出を行いその時にページ情報を付加してやれば文字
列とページ番号（ノンブルではありません）が出力されると言うものだと思
います。
しかし、これには、下準備が必要で本文をXML出力に耐えられるよう構造
化（見出し機能などを使う）して作っておかないといけないとか、XMLの知
識を持ってあらかじめ作っておかないといけないようです。
今までも色々相談をされて考えてみましたが、どれも相当な下準備が必
要で、同じ仕事がこれからも続く様な物でないと、なかなか大変なようで
す。
ここで、○○太郎さんが載ってるページだけを調べたいなら、「プログラ
ム」→「PROX ELWIN」→「置換え管理」を使って”○○太郎”を使ってない
外字番号に置き換えてから印刷チェックで存在しない外字をチェックすれ
ば該当ページが表示されます。
（これですと本文だけでなく作表や枠の中の文字も検索できます）結果を
テキストで保存して、置換えなどを酷使して、コンマ区切りに変換すれば
Excelに取り込む事も可能かと思います。
どちらにしても、マシンパワーだけではどうしようもなく、マンパワーが必
要になるようです。力不足で申し訳ないです。
どなたか、いいアイディアをお持ちの人がいればぜひヒントだけでも書き
込んでもらうといいんですが。

 Re: 索引を作るよい
方法はないもので
しょうか

投稿者：しょっぱい男  投稿日：
2007/10/15(Mon)
11:36

[Res:
1174]

お返事ありがとうございました。XML出力機能ですか。
知識もなく、当然下準備もしていないこの仕事では厳しい選択肢です
ねぇ・・・。置換え管理機能でしたら、確かに可能ですね！こちらでしたら
できそうです！！そして印刷チェックを行うのですね！ありがとうございま
す。
僕も頭を使わねばいけませんね・・・。まぁいずれにせよ、大変な作業にな
ると思いますが・・・。
ありがとうございました。助かりました！！



 ELWINソフトについ
て

投稿者：N 投稿日：
2007/12/18(Tue)
16:49

[Res:
1174]

突然失礼します。ELWINを使用している者です。
今NTのELWINが突然故障してしまい、とても困っています。遅すぎるのは
承知でXP版のソフトを探しています。
以前にELWINのXP版のソフトをご購入になったということを読みました
が、まだどこかにソフトがあるという話はお聞きになっていないでしょう
か？
ヒロシステムさんにもお願いしてあるのですが、お心当たりがないかと思
いまして…いきなりで大変失礼とは思いましたが、どうしても入手したいの
です。
お心当たりがありましたら教えてください。よろしくお願いします。

 Re: ELWINソフトにつ
いて

投稿者：某掲示板の109 投稿日：
2007/12/20(Thu)
11:42

[Res:
1174]

直接モトヤの支店・支社に連絡を取っては如何ですか？
各地の代理店だと分らないと思います。
まだ、２，３個残っているような話は聞きました。
無い場合、ライセンス、若しくはリースが切れていなければ、パナソニック
頼みでNTマシンに再セットアップできると思いますが、そうでない場合、公
式には無理っぽいです。
（某掲示板でVer.9のXPでの動作記述は本当ですが…）

 某掲示板の109 様 投稿者：N 投稿日：
2007/12/20(Thu)
12:52

[Res:
1174]

ありがとうございました。
早速代理店に連絡して粘り強く探したいと思います。
また何か手がかりがありましたら、よろしくお願いいたします。

 復帰いたします 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2007/12/09(Sun)
15:12

[1198] 長い間ご迷惑をおかけしました。
何とか復帰するめどが立ちました。
現在自宅療養中ですが，もうすぐ会社に復帰します。
でも、もう忘れられてしまいましたかな？少し心配な今日この頃です。

 無題 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2007/11/10(Sat)
11:17

[1195] ２週間位まったくパソコンが触れませんでした。
現在も入院中のため、もう少しだけ時間がかかりそうです。
電話でのご相談も、そんなわけで申し訳ありません。
時々病院の有料インターネットサービスから、掲示板だけは見るつもりで
す。
この病院もインターネットが有料なんて「ケチクセー」ちなみにこの病院近
頃新聞で時々取り上げられる○枝の病院です。

 こんにちは 投稿者：taka 投稿日：
2007/08/31(Fri)
22:37 <HOME>

[1074] こんにちは
　久し振りに掲示板を拝見しました
　ELWIN　ＮＴからｘｐ版に変えました
　先日は色々とありがとうございました
　早速使ってみましたが機能は変わらなく安心しました
　初心に戻って頑張りたいので解らない事があったらまた教えて下さい
よろしくお願いいたします
　　またヒロシステムさんのHPも見ながら色々勉強したいと思います



 Re: こんにちは 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2007/09/01(Sat)
08:36

[Res:
1074]

お久しぶりです。
確か1年ぶりぐらいですかね。
ELWINソフトご購入おめでとうございます。モトヤさんの在庫もほとんどな
くなってるみたいです。
ここのところ駆け込み購入の会社が多かったみたいです。
XP版もNT版も基本的には同じソフトですので使い勝手はほとんど同じで
すが、細かいところの初期設定で使い勝手が違う場合があります。
何か疑問を感じたらいつでも書き込みをしてください。

 Re: こんにちは 投稿者：taka 投稿日：
2007/09/06(Thu)
22:14 <HOME>

[Res:
1074]

秋山さんありがとうごさいます
　書き込みは１年ぶりでした今、少しつづ触っていますがやっぱり使いや
すいです
　また解らない事があったら書き込みますのでその時はよろしくお願いい
たします

--------------  投稿者：窓組長 投稿日：
2007/08/03(Fri)
11:25

[1048] こんにちは。
２年ぶりの書き込みなので改名しました。
ＸＶ盆休み前後に納品だ、と突然社長に言われましたが、ソフト売版ＸＶの
内容が解りません。
とりあえず思いついたのが
　・ＲＴＦコンバートや連結管理機能はあるのか？
　・ＰＳフォントは10年前のＮＴ版と互換性はあるのか？
地元の代理店にElwinをわかる人が居なくなり、ここで質問させていただき
ました。



 Re: ＸＶについて 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2007/08/03(Fri)
13:55

[Res:
1048]

お久しぶり？？
取り合えず貴重なELWIN XVソフトパッケージが手に入っておめでとうござ
います。
ソフトのインストールから窓組長さんがやらなければならないと言う事で
すか？ご苦労さんです。
インストールは簡単なんですが、設定をご自分でやるのが一苦労です。
なにせ、設定の説明はどこにも載ってませんので。その辺の事は、何か
あったらいつでもここに質問してください。
ところで、今回の質問はNT版と機能は同じなのかでしたね。
オプション部分（面付け・新聞・フォーム・数式・自動組版）を省けば他の機
能は全て同じです。
当然RTFコンバーターや連結管理もです。
psフォントの指定も環境設定の「文字フォント」→「使用可能書体」の指定
で可能ですし、表示用フォントも好きなフォントで指定できます。
全体的に、NT版でできてXP版でできない事はありませんので、安心して
ください。
初期設定が間違ってなければNT版とまったく同じように使えますので、1
日～2日で使いこなせるでしょう。
NT版のELWINを納品した販売会社によって初期設定が少し違いますの
で、一番良いのはNT版と同じ初期設定にすれば移行はスムーズかと思
います。
とはいってもどこを換えれば良いのか分からない部分もあると思いますの
で、先ずは新規文書を開いて簡単に使ってみてください。
いつもと違うところがあればその点を指摘してください。
取り合えず、必ず質問の来る場所を簡単にあげて見ます。
隠れ線が点線で表示されない→「環境設定」・・・・→「全般」→「線種なし
を破線で表示する」にチェックを入れる
PSフォントを指定すると全てがMS明朝で表示される・・・・→「環境設定」
→「文字フォント」→「フォント代替」→「表示代替フォント」が全部MS明朝
になっていますので、それらしいフォントに換えてください。
新規ファイルを開くとフォントが全てPSフォントのモトヤ明朝２（83PV）に
なっている。・・・・→ドキュメント書式でTTモトヤ明朝２に変更してから、書
式の保存で基本書式で保存する。
枠やセルを作ると必ず書体がPSモトヤ明朝になる・・・・→書式パレットを
開き変更を選んで書体をTTモトヤ明朝２に変更してから「OK」を押してシ
ステム基本書式を変更しましょう。
（枠・セルともに）こんな感じでまだまだ色々あると思いますが、取り合え
ずこのくらいにしておきます。がんばりましょう。

 Re: ＸＶについて 投稿者：窓組長 投稿日：
2007/08/03(Fri)
14:36

[Res:
1048]

返答ありがとうございます。
安心しました。ただ、セッティングに関しての話は全くなし。
担当営業が普段インキや感剤扱っている人ですから。
もしもの時は、又質問させて頂きます。失礼します。



 NT版 投稿者：futosan 投稿日：
2007/04/18(Wed)
09:58

[794] NT版の方ですが当方はアクロニスでバックアップファイルをとってやりま
す（現在の状況のバックアップとなります。）
（スカジーの外付け増設ハードにバックアップをとってやります）、内臓
ハード（8ギガ）を購入して（まだ購入可能です）、元の内臓ハードをのけて
購入したのにつけかえます、そして復元してやります。
（元の内臓ハードが故障したらつけかえてやります）これで内臓ハードディ
スクの故障だけならなんとかなります。

 Re: NT版 投稿者：ヒロシステム(秋
山）

投稿日：
2007/04/19(Thu)
08:41

[Res:
794]

futosan はじめまして
futosanのところでは8ギガのHDがまだ入手可能なようでよかったですね。
8ギガのHD搭載ということはELWIN本体は多分2号機だと思います。
多分このマザーボードですと30ギガのハードディスクも認識してくれると
思います。（確約はできませんが）まだまだ使えそうですね。Acronis True
Imageですね。
本家本元のAcronisはNTにも対応してるようですね。確か1万円ぐらいの
ソフトだと思いました。近頃ソーネクストが1,800円で出してるAcronis True
Image PrsonalはNTには対応していませんのでご注意ください。NTの再イ
ンストールは、各種ドライバーのインストールを全て自分で行わなくては
ならないため非常に煩雑です。自力で行うにはかなりの努力が必要とな
りますので、ハードディスクを丸ごとバックアップを取ることは有益な手段
だと思います。貴重な情報有難うございます。今後ともよろしくお願いいた
します。

 Re: NT版 投稿者：Hirosawa 投稿日：
2007/04/20(Fri)
16:16

[Res:
794]

はじめて投稿します。
ELWINのNT版はたしかにAcronis True Imageでバックアップとれるのです
がNTのRIPにAcronisを入れようとしたらダメでした。
おそらくELWINがNT4.0SP6なのに対してRIPがSP4であるためだと思われ
ます。
SP4に対応したソフトなんてないんでしょうか？



 Re: NT版 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2007/04/21(Sat)
08:55

[Res:
794]

Hirosawa様初めての投稿歓迎いたします。
ところで、NTのRIPというとイメージセッターのRIPかな？。
だとしたら、残念ながらOSはNT Serverと言う事になりますので、Acronis
True Imageは動作しません。
NT Serverは他にも動作しないソフトが多いです。
代表的なものではノートンユーティリティなどもServer専用版があります。
Server用にはAcronis True Image Sarver for Windowsというのがあります
が、これもおっしゃるとおりSP6対応と言う事になっていますので、SP4で
動作するかどうかは不明です。
ただし、SP6で動作してSP4で動作しないソフトは以外に少ないです。ホー
ムページにお試しの無料ソフトがあるようですから、試してみるのも一考
かと思います。
ただし、RIPに他のソフトをインストールするのをどのメーカーでも嫌がりま
す。
windowsは相性問題がいまだに多くあるからです。
行なうにしても自己責任でということになると思います。

 Re: NT版 投稿者：Hirosawa 投稿日：
2007/04/21(Sat)
10:17

[Res:
794]

そうなのですか…。
はいイメージセッターのRIPのハードディスクの動作がちょっと危ない感じ
がしたのでついでにバックアップが取れればと思って試してみました。

でもソフトのインストールで逆におかしくしたらシャレにならないのでRIPは
そのままにしておきます。
ありがとうございました。

 無題 投稿者：まるぱ 投稿日：
2005/03/24(Thu)
16:32

[125] お久しぶりです。
やっと春らしくなってきましたね。通勤路の早咲きの桜が三分咲きぐらい
です。
早くモット暖かくなって腰痛が減ってほしいです。
１年位前にELWIN操作の初心者講習に１週間通って操作を習った時聞い
たのですが、ELWIN操作少し慣れてきた人向けのレベルアップのための
講習会があるとか…。
あるのなら詳しく教えていただけますか？（値段・期間・開催場所・どんな
講習内容かetc）



 Re: 無題 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2005/03/25(Fri)
09:00

[Res:
125]

早いものですねもう1年経ちますか？
懐かしいですね。 初のころの情熱？は忘れていませんか。
マンネリに陥っていませんか？
時間内で仕事を片付けるだけでは、さみしいですから。
ところで、レベルアップ講習会の件ですが、常時開催しています。
と言っても、何人か集めておこなうものではありません。
人によって中心になる仕事が違っていますので追求したい事柄が少しず
つ違っています。
写真が多い人・Word、Excel等のデータの取込の多い人・文書物中心の
人などです。
そこで、日ごろ疑問に思っていることや、解決策が見つからないような実
例を用意していただいて、予約を取っていただければその件について、一
緒に考えて見ましょうという趣旨でおこなうものです。
同じ仕事をおこなうにもいく通りもの方法があります。
一番ベストな方法を探してみましょう。ぜひ、予約の連絡をしてみて下さ
い。

お返事ありがとうござ
います

投稿者：まるぱ 投稿日：
2005/03/25(Fri)
12:46

[Res:
125]

お返事ありがとうございますm(__)m確かに、いろいろ細かい事で聞きたい
ことありますね。
それに仕事が早く正確にできるベストな方法なんかも教えてもらえるのは
助かります。
やっぱり自分で勉強するにしても取説しかないと限界があるしね。対応し
ていただけるのはすごく嬉しいです。
講習会は１年位前の初心者講習に１週間通って操作を習った時と同じよ
うな感じで１対１でテキストはそちらで用意してくれるんですか？
多分経費のかかることだし、しかもこの時期は忙しいので、上の者と相談
の上、もう少し暇になってからまた細かい事等聞きたいと思います。
よろしくお願いします。

 Re: 無題 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2005/03/25(Fri)
13:14

[Res:
125]

講習は1対1です。（イヤでなければ良いのですが）
期間は、半日でも1日でも2日でも良いのですが、講習内容はできるだけ
実践適にということでそちらで問題のあったデータや、印刷物等があれば
持ち込んでいただいた方が良いですが、無ければどのようなことを中心
にやりたいかを事前にお知らせ頂ければそれに沿ったものを用意するこ
とも可能です。
決まったテキストはありません。
時期については、今は一番忙しい時期だと思いますので、おっしゃるとお
り少し余裕ができてからの方が良さそうですね。それに静岡は花粉も
盛期で猛威を振るっています。
花粉の少しでも少ないところに行きたいです。



 もしかして 投稿者：まるぱ 投稿日：
2005/03/28(Mon)
12:44

[Res:
125]

1対1の講習はイヤじゃないです。
むしろキメ細やかな指導をしていただけるので大変ありがたいです
。教えて欲しい事柄についてはまた考えておきます。
秋山さんはもしかして花粉症ですか？
今年は例年の倍の花粉が舞っているとか…大変ですね。今日のように雨
の日は少し楽みたいですね。

 新しいページの紹介 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2005/02/17(Thu)
17:43

[124] ホームページに新しいページを追加しました。
このページはWindowsデータをDTPソフトに取り込む方法をファイルごとに
いくつか解説してあります。
皆様はもう解っている事ばかりかも知れませんが一度目を通してくださ
い。
もっと良い方法があるという方は是非この場に書き込んでください。
ソフトもどんどんバージョンアップしていく中でせっかくの機能を使わない
手は無いですよね。

 面白いソフト 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2005/02/14(Mon)
14:15

[123] 新製品情報にも載せてありますが、面白いソフトがありますので報告しま
す。
アンテナハウスのリッチテキストコンバーター2005と言うソフトですが、た
ぶん昔のソフトは知っている人も多いと思います。
これはチョッと前にワープロ専用機のデーターをテキストでDTPソフトに取
り込む時に重宝したソフトです。
ところがこのソフトがバージョンアップされすばらしい機能がついたので
す。
機能その１
　　使用書体の一覧を表示します。Word文書を開くと、搭載されていない
書体は勝手に搭載書体と置き換えられてしまい、元の書体を知ることが
できませんでした。
機能その２
　　張り込んである画像がファイルで取り出せる。Wordの場合画像を張り
込むとその時点でWordの画像になってしまうので解像度などを知ること
ができません。
出力してみないと画像が印刷に耐えられるかを知ることができません。
ところが画像がそれぞれファイルで出力できるのでPhotoshop等で解像度
が調べられるし、RGBカラーのデータをCMYKに変換もできるのです。
なんとすばらしい機能なんでしょう。
ただし、アンテナハウス自体はこの機能をあまり重視していないようで、カ
タログには乗っていません。
価格は、機能制限付きのパーソナル版15,750円でもこの機能は大丈夫で
す。



 初めまして 投稿者：アートプリント 投稿日：
2005/01/30(Sun)
18:44

[121] 以前よりロムしていました。
うちの会社もレザー７からモトヤをメインにＤＴＰしています。
いろいろ事情があり（クライアントの）ＣＳを導入することになり、ＸＰの機種
を導入し、アクロバット6.0をでワードを変換してELWIN（ＮＴ）にページ挿入
したところ文字が以前のアクロバット4.0のときよも太く印刷されます…
ELWINは9.0までバージョンアップしました。
ＮＴのELWINにもアクロバット6.0を入れなければならないのか…それとも
アクロバットの設定が悪いのでしょうか？
時代の流れについていくのは大変です…

 Re: 初めまして 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2005/01/31(Mon)
11:23

[Res:
121]

初めての投稿ありがとうございます。
レーザー７からモトヤということですごいですね、モトヤもそういうお客様を
もっと大切にしていかないといけませんね。
近頃、Acrobatに関する質問が急増中です。
これも、AcrobatのバージョンとWordのバージョン、それぞれの組み合わ
せにより問題が出る場合の質問です。
それに加えAcrobatを作ったパソコンとELWINの搭載されているパソコン
が違う場合のELWINに搭載されているAcrobatのバージョンが違う場合の
トラブルです。
これらの組み合わせ数はかなりあるので、それぞれ検証するのも現実的
ではありません。
そこで、出ている症状から関係ありそうなものを拾い出して対策をとって
みるのが早道かと思います。今回の文字の太りの原因として（Acrobatの
バージョンが4の場合に良くあった）ELWINの印刷設定の画面の一番下に
TTフォントダウンロード形式がありますがここを、TYPE１（通常はTYPE3
になっている）に変更してみてください。
文字が全て埋め込みになっているのであれば効果はあると思います。た
だし、今回の場合どの時点で文字が太ったのかがわかりませんし、
ELWIN搭載のAcrobatのバージョンが不明ですのでまだ他に問題がある
かもしれません。
今までも作られたPDFファイルのバージョンとELWIN搭載のAcrobatの
バージョンが違う場合色々な問題が発生しています。できれば、ELWIN搭
載のAcrobatを6.0に上げた方がいいようですね。
windowsNTにAcrobat6.0をインストールする時にはSERVICEpackを6aに
上げるのをお忘れなく念のため。
まだ解決しない場合は遠慮なく投稿してください。

 無題 投稿者：ソウ 投稿日：
2005/01/13(Thu)
17:17

[117] はじめて訪問します。
旧サポート掲示板でMOTOYA information fileというのを見ましが、これは
一体どんなものなのですか？
突然訪れてぶしつけな質問で申し訳ないです。



 Re: 無題 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2005/01/14(Fri)
12:26

[Res:
117]

初めての投稿ありがとうございます。
大歓迎いたします。早速ですがMOTOYA information fileとは簡単に言う
とモトヤ製TTフォントをAcrobatディスティラー上で文字として認識させるも
のです。
これは、モトヤの編集ソフトで作ったPDFファイル上で検索対象になる文
字として認識できる書体はモリサワのPS書体だけのようです。
そこで、モトヤのTT書体でも検索対象になる文字として認識させるための
ものです。
TTフォントを埋め込んでしまえば、問題は無いのですが文字の検索がで
きなくなりますし、容量も大きくなります。
ここで、Word Excelなどの文書をPDFファイルにした場合は、TTフォントで
も検索対象になるのに不思議ですよね。
（これは、編集ソフトの仕様ですので仕方ないです）もっとも、フォントが埋
め込んでないPDFファイルは、表示の時に搭載されていない書体は勝手
に違うフォントに置き換えられてしまいますので、ホントの体裁ではないこ
とになります。
色々な書体を使ったPDFは文字を埋め込むべきではないかと思います。
そこで、フォントを埋め込んでも文字が検索できるようになれば一番いい
のではないかと思いますよね。
そういうソフトがあるんです。
ただし、新型のELWIN XVシリーズ用ですので、Windows　NTバージョンの
ELWINでは使えません。
長くなりましたのでこの位にしますが、何かありましたら、いつでもどうぞ。

 Re: 無題 投稿者：ソウ 投稿日：
2005/01/17(Mon)
18:49

[Res:
117]

丁寧な説明をありがとうございました。
なるほど、MOTOYA information fileはモトヤフォントといってもTTフォント
に関連したものだったんですね。
実はELWIN以前のモトヤの編集機でTA Mark-IIというのを使ってまして、
それで作ったものを文字の検索ができるPDFにできないものかとあれこれ
方法を考えていたところMOTOYA information fileなるものをこちらで見か
けて質問した次第です。
説明していただいた中にもあった通り、フォントを埋め込まず置き換える
やりかたならば検索可能なPDFは作れるのですがやはり実際の体裁とは
変わってしまいます。
それでフォント埋め込みしたPDFで検索できるとベストなのですが。
やはり無理がありそうですね。

 謹賀新年 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2005/01/01(Sat)
00:11

[115] あけましておめでとうございます。
今年もこの掲示板でできる限り皆様のお役に立てるようがんばります。



 Re: 謹賀新年 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2005/01/06(Thu)
08:52

[Res:
115]

あけましておめでとうございます。
本年もまたお世話になることがあると思いますが、そのときはよろしくお願
いします。

 お久しぶりです 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/11/09(Tue)
10:31

[112] いつもお世話になっております。
すごくお久しぶりです。新潟では未だに余震が続いていて、家にも帰れな
い方々がたくさんいらっしゃると思うとホント何か力になりたいと思いま
す。
いつも分からなくなって秋山さんに聞いて申し訳ないですけど、ひとつお
聞きしてもよろしいでしょうか。
アクロバットの６を未だに買ってもらえず４を使ってるのですけど、２台の
エルウィンでディスティラーを使ってＰＳデータを作る際に設定が違ってい
てＰＳデータの容量がすごく違うのですね。
容量が多い方が５メガくらいあって、少ないほうは１６０キロくらいなので
す。品質的には変わりないと思うのですけど、それなら軽い方がいいと思
うのです。
設定の違いとしましては
  容量が多い方
　　         解像６００
　　　　　　デバイスフォントを代替
　　       ＰＳオプションのソフトフォントのダウンロードの所で自動

 容量が少ない方
           解像度　２４００
　　　　　ソフトフォントとしてダウンロード
　　　　　ＰＳオプションのソフトフォントのダウンロードの所でアウトライン

なのですが、それぞれどのような意味があるのでしょうか？
すいませんが教えていただけますか？
それとこの設定を毎回変えるのも大変なので、できれば設定を保存して
おきたいのですが、それは可能でしょうか？
いつでも結構ですので教えていただきたいです。
お願いします。



 Re: お久しぶりです 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/11/09(Tue)
15:24

[Res:
112]

容量の小さなPDFと大きなPDFができると言うことですが、これはディス
ティラーの設定で全ての文字を埋め込むに設定してあるか無いかの違い
だと思います。
ディスティラーを立ち上げると「ジョブオプション」と言う項目があるのがわ
かると思いますが、これが何になってますか？
「CJKScreen」となっているとフォントは埋め込まれませんし解像度が低い
ので画像図形などが見にくくなりますので作ったPDFは容量が小さくなり
ますが、この場合開いたパソコンに同じフォントが無い場合は違うフォント
に置き換わってしまいますので体裁が変わる場合があり印刷に使うには
適しません。
印刷に使うPDFを作る場合は少なくても「Press」にして下さいい。「Press」
に変更したら「設定」をクリックするとジョブオプション「Press」のジョブの詳
細が表示されますので必要事項の設定を確認します。
（バージョン4.0は記憶にあまり残っていないのでバージョン5.0で話をしま
すが、たぶんそんなには違いないと思います）

確認項目「フォント」タグ　　全てのフォントを埋め込むの項目にはチェック
を入れてください。
　　サブセットの全てのフォントに対する割合は「１００％」に設定する
　　埋め込めなかった時の処理は「警告後続行する」に設定する「カラー」
のタグ
　　アンダーカラーリムーバルを保存とハーフトーン情報の保存の項目の
チェックははずしてください。
　　トランスファー関数は「削除」を選択する以上を設定して「OK」を押すと
保存しますか？と聞いてくるので、「Press１」と言う名前で保存してくださ
い。



次からはジョブオプションは「Press１」を使用するようにしてください。
（この設定はRIPを通してフィルムなどに出力する時には重要ですがそう
でなければ、全てのフォントを埋め込むとチェックを入れるとこだけでもOK
です。）
解像度の違いは文字だけではあまり違いが無いので気がつかないかもし
れませんが、図形や写真がある場合はぜんぜん違ってきます。

低でも1200dpiはほしいところです。PDFをwebに公開する時やメールで
送る時には1MB以上では大変ですが、印刷に使うなら数MBになっても問
題無いと思うのですが。
次にデバイスフォントの代替等の設定ですがこれはプリントドライバーの
設定ですので、管理者権限のない「DTP」などのユーザー名でログオンす
ると、変更しても次に使う時は元に戻ってしまいます。ぜひ、
「adoministrator」等のユーザーでログオンして変更してください。
変更箇所「設定」→「コントロールパネル」→「プリンター」を開くといくつか
のプリンターが見えると思います。
その中の「Acrobat Distiller」をダブルクリックして窓を開いておいて、メ
ニューから「プリンタ」→「ドキュメントの既定値」を選択して開いたウイン
ドーの「詳細」タグの中の解像度を通常は「2400」にして下さい。
「グラフィック」→「TrueTypeフォント」を「ソフトフォントとしてダウンロード」
に設定します。（この設定で勝手にフォントを置き換えるのを防ぎます）

「ドキュメントのオプション」→「PostScriptオプション」→「TrueTypeフォント
ダウンロードオプション」を「アウトライン」にして下さい。
（バージョン４と５）の場合出力設定でTrueTypeフォント形式を「Type１」に
しないと文字が太く見えてしまうので「Type１」を選択していると思います
が、この時は必ず、「アウトライン」を選択してください。
アプリケーションから直接PDFを作ってしまうとジョブオプションを選ばない
ので、どんなPDFができているかわかりません。
印刷に適していないかもしれません。よって必ず、一度「PSファイル」を
作ってからPDFファイルを作るように癖をつけてください。
今回だいぶ詳しく書いたつもりですが、まだまだ説明不足の点があると思
います。
疑問に感じたらその箇所についてもっと詳しく説明いたしますので、この
機会にPDFを自分の物にして下さい。

 Re: お久しぶりです
投

稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/11/09(Tue)
20:58

[Res:
112]

いろいろと詳しく教えていただいてありがとうございました！PDFに関して
はもっと勉強しなきゃいけませんね。
あとすいません。
データの重い、軽いはPDFではなくてPSデータの方でした。
ですが、今回教えていただいた設定を保存しておけば次回からは軽いPS
データができると思います。
特にディスティラーのカラーや詳細設定のような所はどこをさわればいい
のかいまいちわからなかったので、とてもためになりました。
ありがとうございました！！



 地震・水害お見舞い  投稿者：ヒロシステム
（秋山）

投稿日：
2004/10/27(Wed)
14:08

[110] まったく、どうなってるのでしょう。
台風が過ぎたと思ったら今度は地震です。
この掲示板に投稿してくれる人たちの中には、新潟の人はいないと思い
ますが、地震は怖いですね。
連日の余震のニュースにあの地区にも沢山の印刷業の方がおられるの
かと思うと他人事ではありませんね。お見舞い申し上げます。

 Re: 地震・水害お見
舞い

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/10/28(Thu)
13:38

[Res:
110]

このところ、急に寒くなってきて、体がコタエます。（寒さのせいで肩こりが
つらい…^^;）被災地の方はもっと寒さがつらいでしょうね。
ホントお見舞い申し上げます。
結局、OSを代替えしまして、何とかやっております。
また問題が起こり次第、救難信号（TEL)をあげると思いますが、本当にあ
りがとうございました<m(_ _)m>とても心強くて助かりました。

 再インストールした
のに(:_;)

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/09/14(Tue)
17:13

[104] お久しぶりです<m(__)m>アクロバット5.0を再インストールしましたが、文字
化けが直りませんでした(;_;)再インストールする前と全く同じで、ルビが文
字化けします。
なんででしょう？ヘルプミ～～(;_;)

 Re: 再インストールし
たのに(:_;)

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/15(Wed)
10:13

[Res:
104]

う～ん難しい。
Adobeのサポートページで探しても何も見つかりません。
後考えられるのは、やはりWordかな？？
正常なELWINのWordでPSデータを作ってから、そのPSデータを問題の
ELWINのディスティラーでPDFを作ってみたらどうでしょう。
これで正常にできるようなら、今度はWordを疑って見ましょう。
もし正常なら念のため問題のELWINのWordで作ったPSデータを正常な
ELWINのディスティラーでPDFに変換してみる。
結論を見てからWordの再インストールを考えましょう。

 Re: 再インストールし
たのに(:_;)

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/09/17(Fri)
14:12

[Res:
104]

久保田さんが見てくれて<m(__)m>色々試した結果、WordやExelからPSに
すると変になるらしく、どうやら「Wordが2002SP2なので、コレがおかしい
か、Word2002SP2とアクロバット5.0アップグレードとの相性が悪いか、な
んじゃないかな?」
ということでした。Word2002SP2は再インストールしましたが、やっぱり状
況は好転しなかったので、今のところ保留にしてあります。なかなか難し
いですねぇ^_^;。



 Re: 再インストールし
たのに(:_;)

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/18(Sat)
09:01

[Res:
104]

Office2002SP2の再インストール？
の再インストールはいきなりはできません。
Office製品のCD-ROMがあると思いますが、それを再インストールする
と、購入時期から言ってもSP2にはならないと思います。
SP2にするにはWeb上でupdateしなければなりません。
もしかして、Officeの再インストールではなくて、上書きインストールを行っ
たのではないですか、この場合完全な再インストールを行った方がいい
です。
なおupdate行うなら現在はSP3になります。
なお、OfficeのSP2で使っている人もいますが問題なく使えています。当
社のOfficeはSP3です。ここで、よくある勘違いでWindowsXPのSP2と
OfficeのSP2を混同している人がいるので、相談する時には充分注意して
ください。
なお、WindowsXPのSP2については、相性問題が色々あってメーカー側で
はもう少し待ってからの方がいいようです。とアナウンスされています。
今回の場合はWord2002の不具合ですからOfficeの問題ですwindows XP
のSP2とは関係ありません。
Officeの再インストールをもう一度行ってください。ただし、一度Office関
連のソフトを全てアンインストールしてから行ってください。
ここまでがんばったのですから、もう少しです。
自分でやってみて納得してください。

 間違えてました 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/09/21(Tue)
14:23

[Res:
104]

すみません。間違えてました。したのは、上書きインストールです。
ではOfficeの再インストールをアンインストールしてからやってみまーす。
ちなみに会社にあるのはOfficeXPでした。updateするとお金請求されちゃ
いますよね?
（会社側からはupdateするなと言われてます）いつも助言をありがとうござ
います<m(__)m>すごくありがたいですぅ。
なんにも知らなくてご迷惑掛けてます。<m(__)m>すみません。

 Re: 再インストールし
たのに(:_;)

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/21(Tue)
18:05

[Res:
104]

非常に解りにくいのですが、Office XPのなかに入っているワードが2002
なんです。
それと、SP-2と言うのはupdateをしても無料なんです。
有料なのは、バージョンアップで例えば、Word2002をWord2003に上げる
時です。
SP-2とかSP-3にするには、インターネットでOffice UPdate（Windows
UPdateの中のOfficeファミリをクリックすると出てくる）をおこなうことです。
あまり、説明いするとかえって、わかりにくくなるようです。



 プリンタについて 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/09/10(Fri)
10:51

[97] お久しぶりです。しょっぱい男です。
地震の被害、怖いですよね。
データがなくなったなんて事になったら・・・。恐ろしくてそんなこと考えられ
ません。
バックアップ、やっぱりちゃんととらなくては。
備えあれば憂いなしです。さて、お伺いしたいのですが、PSプリンタで網
点で印刷できるものって何があるんでしょうか？
うちで使ってるOKIのマイクロラインは網点で印刷してくれるので、紙版と
して出力できるのですが、OKIさん以外にも網点で出力できるプリンタって
ありますか？
あとOKIのカラープリンタは網点で出力できるのでしょうか？
両面で印刷できるのが魅力的なのですけど、網点ならさらに魅力的なプ
リンタになっちゃいますね！！

 Re: プリンタについ
て

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/10(Fri)
14:00

[Res: 97] お久しぶりです。
早速ですが、OKIのカラープリンタ9500シリーズと3500シリーズについて
は、網点出力ができます。
ただし、一般ソフトでは詳細設定の印刷オプションで「黒に網点を使う」の
欄にチェックを入れてください。
ELWINの編集ソフトでは印刷の画面でオプションを選択して「黒に網点を
使う」の項目をオンにすれば良いです。
なお、編集ソフトの場合印刷画面の「カラー設定」の中のプリンターの標
準値を使う」のチェックをはずせば印刷線数と角度が自由に設定できま
す。
これを利用して、モノクロの写真入の版下を80線から100線ぐらいで出力
して、そのまま版下に使っている印刷屋さんもあるようです。
プリンタードライバのセットの時必ず「PS用」を入れてください。OKI以外の
プリンターもPS仕様の物なら網点出力できるものがあるようですが、あま
り良い評判は聞かないですね。（この部分は小さな声で）
A3ワイドが無かったり、速度があまりにも遅かったり、小さな文字がつぶ
れたり、修理が極端に遅かったり、OKIのカラープリンタなら当社の知って
る印刷屋さんでは多数使ってますので生の声が聞けると思います。
ここによく投稿してくれる　まるぱさんとこも確かOKIのカラーだったと思い
ます。
欠点も一つ挙げときます。カラーの色調調整ができないに等しいのでゼ
ロックスの高いプリンターのように色補正を行って色校正に使おうなんて
ことは考えないで下さい。（値段が大きく違います。）



 Re: プリンタについ
て

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/09/10(Fri)
15:22

[Res: 97] ありがとうございました！！
網点出力できるんですね！さすがOKIです。
ところで速度的にはどうなんでしょう？？
うちはOKIのモノクロ９０３PSを使っておりますが、それと比べるとやはり早
くなっているのでしょうか？
カラープリンターはゼロックスのものを使用しています。
やはりカラープリンターとしての性能では劣ってしまうのですか？用途とし
てカラーの写真入りのものをOKIで出力ということはあまり考えていない
のでいいのですけど。

 Re: プリンタについ
て

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/09/10(Fri)
15:40

[Res: 97] あ、すいません。
あとひとつ。今手元にカタログがあるのですが、９５００シリーズならあるの
ですが、３５００シリーズが載っていません。
値段的や性能的にも下回ると考えてよろしいのですか？

 Re: プリンタについ
て

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/13(Mon)
08:43

[Res: 97] 訂正します。3500シリーズは9300シリーズの間違いでした。速度の件は、
903がA4で1分間24枚に対し9500・9300ともにモノクロ37枚、カラーでも30
枚と速度は断然速くなってます。
9500と9300の違いは解像度が9500が1200dpiに対し9300が1200相当と
なっています。
比べるとしたら、解像度の面では9300が903とほぼ同等ですが9500は断
然良くなる事になります。
ゼロックスとの比較は機種によってだいぶ違ってきますので難しいのです
が、同じ値段クラスで比較すれば大差は無いです。
ゼロックスの場合高級機種までそれっていますので当然機能も優れてい
る機種もあることになります。

 Re: プリンタについ
て

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/09/13(Mon)
19:12

[Res: 97] ありがとうございました。
今のプリンタよりも早くなるのですね。
それは魅力的です。あと問題は見積もりを取って、上司にとおるかどうか
です(-_-)。

 台風・地震お見舞い 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/08(Wed)
14:28

[96] 相次ぐ台風と相次ぐ地震。
皆さんのところは大丈夫ですか。
水害からデータを守るためには外付けハードやMOは高いところに置きた
いのですが、ハードディスクは落下によるショックには非常に弱いもので
す。
一体どうすれば良いのか？
もうこうなったら２箇所以上にバックアップデータを保存するしかないよう
です。
もうこれ以上何事もありませんように祈るのも一つの方法ですかね。
皆さん気をつけてがんばりましょう。



 なんでだ？ 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/08/27(Fri)
17:02

[90] お久しぶりです<m(__)m>教えて下さい。
ルビのあるワードデータをPDFにして貼り付けようとしたらもとのレイアウト
とはゼンゼン違ってきちゃいました。
なにやらC語のようなものがいっぱい出てきて…。
これってやっぱりルビが原因？
私のPDFにする方法が間違っているのかな？
とにかくルビがあるワードをきれいにPDFする方法・そのコツを教えて下さ
い<m(__)m>もしかすると「何聞いてやがんだ」というような初心的な質問か
も…すみません(-_-;)よろしくお願いします。

 Re: なんでだ？ 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/08/30(Mon)
09:28

[Res: 90] 通常どの方法でPDFにしても、ルビは問題なくPDFに変換できます。
ところが現実色々なファイル（出所不明のファイル）を変換すると時々訳
のわからないことが起こることがあるんです。
そんな時のチェック項目として、元のファイルを作成したWordのバージョン
と、PDFを作成する時使用したワードのバージョンを調べてください。一番
不具合が多いのが、 初に作成したバージョンがPDFに変換する時に利
用したバージョンより新しいとき色々な問題が発生します。
この時のバージョンとは、servicepackの番号まで問題になります。バー
ジョンの確認の仕方は「ヘルプ」→「バージョン情報」のMicrosoft
Word2003（10.66126626）SP3などと記載されています。

後のSP3これがservicepackの番号です。
今回の場合これが原因かどうかはファイルを確認しないと不明です。
ELWINのファイルをPDFにする時に文字化けが起こるなら、フォントの置き
換えをPSファイルにしてしまっている時に起こりますが、Wordで文字化け
が起こるとしたら、マックのWordデータなどで書体がPS書体に指定されて
いるときぐらいしか考えられません。
解決しない時は、Wordのデータを一度見せてください。
差し障り無ければメールに添付してでも・・PDF変換の方法は通常の文書
がうまく行くようなら間違ってはいないのではないでしょうか？

 ありがとうございま
す

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/08/31(Tue)
11:09

[Res: 90] バージョン確認しました。
私の使っているのと同じword2002でした。ので多分、「マックのWordデー
タなどで書体がPS書体に指定されている」方だと思います。
この場合、どうしたら文字化けを防げますか？
もしご存知なら教えて下さい<m(_ _)m>試しに、戴いたデータの書体を直し
てみたんです（MSP明朝→モトヤ明朝3）が、相変わらず文字化けしてしま
いました。
Macの方で書体を変えればうまくいきますか？
もういっちょ試しに自分でルビありのword文書を作ってPDFに変換してみ
ましたが、やはり文字化けしました。これは？？？？(・・?なんででしょう？
本当ならちゃんとできるはずなんですよねぇ(~_~;)?やり方が悪かったのか
なあ？



 Re: 症状の切り分け 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/01(Wed)
08:31

[Res: 90] まずは、今出ている症状を整理してみましょう。
ルビ付きのWordデータをWord上でPDFデータに変換すると、出来上がっ
たPDFデータが文字化けしている。
こういうことですよね。
それなら、こちらで作ったWordデータをメールにて送付しておきますので、
このファイルをそちらで、PDFに変換してみてください。
この結果で、WordのデータなのかAcrobatがおかしいのかを切り分けたい
と思います。
結果を教えてください。

 Re: なんでだ？ 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/09/01(Wed)
17:12

[Res: 90] 先ほどはお電話で、ありがとうございました<m(_ _)m>3台のうち私んとこだ
けおかしいことが判明しました。
（他の2台は正常にPDFができました）なので私のPCだけ再インストール
することになりました。
勉強の為に、自分でやってみますが出来なかったらで、電話してもいいで
すか？(^_^;)よろしくお願いしま～す<m(_ _)m>

 Re: なんでだ？ 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/09/02(Thu)
09:05

[Res: 90] ご苦労様でした。
Acrobatの再インストールですね。
がんばってください。
電話も投稿もいつでもどうぞ

 宅ふぁいる便 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/08/19(Thu)
15:00

[89] 宅ふぁいる便の件の電話質問が増えています。
この掲示板の投稿No52でお知らせした。 大40MBまでのファイルを登録
もなしに無料でお好きな相手に受け渡すことのできる便利な方法です
が、ダウンロードの方法がわからないと言う質問の電話が結構あります。
そこで、使用方法をまとめてみました。
PDFファイルにして添付しておきます。先頭のクリップの絵をクリックしてく
ださい。
ただし、このPDFは印刷用ではありませんので印刷すると画像が良く見え
ません。
印刷できるPDFファイルを希望の方はメールを下さい。
この掲示板には200kb以上のファイルは添付できませんので、メールに添
付してお送りします。
この掲示板は今まで添付ファイルは100KBまででしたが200KBに容量を
増やしておきました。
なお過去の投稿も150件まで残るように直しました。



 あ！ごめんなさ
い！！

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/07/30(Fri)
19:17

[86] 今ハッと気づきました。
久しぶりに書き込んだせいか、会社内で秋山さんの事ヒロさんヒロさん言
うてたせいか！ずっとヒロさんって言ってました。
ヒロシステムの秋山さんですよね。
すいませんm(_ _)mすごく失礼な事してしまいました。
秋山さん、うちの専務に宅ファイル便の事教えた所、すごく好評でした。あ
りがとうございました。僕もよく私用で使わせてもらってます。すごく便利で
すよね。
台風が明日東海地方あたりにくるみたいです。
お気を付けて。

 Re: あ！ごめんなさ
い！！

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/08/02(Mon)
09:08

[Res: 86] 台風は静岡市の天気予報では、だいぶ雨が降るとのことでしたが、結局
通り雨程度で何事も無く通り過ぎてくれました。
西日本の方ではだいぶ被害が出ているようですので心配です。
宅ふぁいる便、私も時々使いますが、送った後先方からファイルのダウン
ロード方法が解らない、と言う問い合わせが多くてその度電話で説明して
います。
もう少し、解りやすい説明をつけてもらえると良いんですが、・・・でも贅沢
かな？
話は変わりますが、当社でもソフトは販売してますが、当社のポリシーは
できる限りアフターフォローをということで、全てのプログラムの内容まで
は把握できないので、推奨プログラム（私が使って納得したプログラム）
以外は自己責任でお願いしています。
要するに私がサポートできないプログラムや環境については、極力お断
りしています。
どうしてもと言う場合は協力はさせていただきます、と言う立場です。
こんな事言ってるから会社が大きくならないんだ。
何処かから聞こえてきそうです。



 可変スペース・・・。 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/07/29(Thu)
21:17

[84] 可変スペースの件、ありがとうございました。
なるほど、そういえば禁則とかのところにありましたね。
用途は少なそうです。てっきり５分の１スペースとか７分の１スペースが出
来るのかと思ってました(^_^;)どうして５分の１や７分の１なんかはないので
しょうね。
ヒロさんたちは困らないですか？？
僕はないと不便です。さて、今うちで使っているアクロバットは４なのです
が、そろそろ６にアップグレードしたいと考えております。
アクロバットの４から６へとアップグレードするとどういった恩恵にあずか
れるのでしょうか？？
教えていただけませんか？
結構ワードや一太郎をPDFにして貼り付けることが多いので、そのときの
不具合もなくなるのかなぁと考えています。
ヒロさん、小指の手術は考えただけで痛そうです。
文字の入力ミスも仕方ありませんよね。
今は小指を安静にしてください。それではお大事に。

 Re: 可変スペー
ス・・・。

投稿者：ヒロシステム（秋
山） 投

稿日：
2004/07/30(Fri)
15:30

[Res: 84] スペースは昔から使うのは２分・３分・４分・６分・８分ぐらいですね後は0.5
ポイントの 小スペースを使うしかないです。
私の場合よく使うのは半角スペースと４分スペースです。細かなそろえは
タブをセットして合わせますから細かなスペースはほとんど使いません。
話は変わってAcrobatの件ですが、作成する時に選択するプリンターが
4.0の場合PDF writerとDistiller のどちらかをアプリケーションによって使
い分けなければなりませんでしたがバージョン６ではAdobe PDFだけに
なったこと、数々のバグが解決されたことで、ようやく実用の段階に入っ
たって感じです。
Office製品よりPDFを作成するにはPDF作成ボタンをクリックするだけで
OKです。（当然ジョブオプションは事前に設定しておかないといけませ
ん）。
とにかく、バージョン４に比べると出来上がりが安心できます。
もう一つ大きく変わったのが検索機能です。
いくつものPDFファイルを一つのフォルダーに入れておけば、その中から
全文検索で必要な箇所を検索できるので、ファイルの管理が非常に行い
やすくなりました。
なお、おまけのような機能ですが画像読込みでPDFを作った場合、OCR
機能も付いていますので画像に文字の透明レイヤーが追加され、文字検
索もできるようになります。
実際に行ってみると誤変換が非常に多いのに、修正が難しいので、実用
のレベルには達していません。



 Re: 可変スペー
ス・・・。

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/07/30(Fri)
19:21

[Res: 84] ありがとうございました。
なるほど。
これは導入しなきゃいけませんね。
早速月曜日に交渉してみます。買ってもらえるかは分かりませんけ
ど・・・。
ちなみに秋山さんの所はソフトとかは取り扱っていますか？

 こんな質問がありま
した。

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/07/21(Wed)
09:20

[81] こんな質問がありました、皆さんならどうします。
お客様から納品した印刷物のデータをほしいと言われましたそのデータ
illustratorのデーターですが、写真・カットなどがPhotoshopのEPSファイル
で配置してあります。
このファイルを渡したら画像がきれいに出力できないと言われてしまっ
た。
さて、どうすればよいのでしょうか？
ここで考えなければならないのが、プリンターにはPS出力に対応している
PSプリンターと一般に使われているGDIプリンターがあると言うことです。
お客様のプリンターはインクジェットプリンターであると言うことですから、
ほぼ間違いなくGDIプリンターです。
PS対応プリンターでなければPhotoshop EPSは画面コピーを出力してし
まいますので、72DPI相当の荒い物になってしまいます。
ここで、「貴方のプリンターが悪いんです」で片付けられないのが苦しいと
こですね。
仕方なく画像ファイルをTIFやJPEGのような、GDIプリンターでも出力でき
る形に変換してやればいいと思われますが、この質問の場合画像ファイ
ルはパス付きのEPS（切抜きのパスが作ってあった）だったのです。TIFF
やJPEGにはパスをつけられませんので、これでは解決できませんでし
た。

結局次のように解答しておきました。
１．画像ファイルは全てPhotoshop PSD形式（Photoshop形式）で保存しま
す。（この形式ならGDIプリンターでも出力できます）
２．画像を配置したillustratorのデータはai形式（Illustrator形式）で保存す
る。（この形式でないと保存できません）このデータを渡してあげればGDI
プリンターでも印刷できます。ただし、編集ソフトへの配置はできません。
あくまでもIllustratorのデータとして使用することが必要です。

今回はこのように解答しましたが、もっといい方法思いついた人いません
か？



 Re: こんな質問があ
りました。

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/07/28(Wed)
17:25

[Res: 81] お久しぶりです。
しょっぱい男です。 近は仕事に追われてなかなか訪問することができま
せんでした。
ヒロさんは右手を怪我なされたのですか？
その後怪我の具合のほどはどうですか？
上記の質問で、僕でしたらEPSの貼り付けてある画像を埋め込んでしまい
ます。
PSD形式で保存し直す手間が省けるだけですけどね。
あとは同様です。GDIプリンターで出力して確かめたわけではありません
が、PSDのファイルを貼り付けたものと同様になりますから恐らく大丈夫だ
と思いますけど。
どうでしょうか？
あとひとつ質問よろしいでしょうか？？エルウィンで可変スペースってどう
いったものなのですか？？
実は使ったことがありません。
便利なものなのでしょうか？

 Re: こんな質問があ
りました。

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/07/29(Thu)
09:32

[Res: 81] しょっぱい男さんお久しぶりです。
epsファイルを埋め込みにする件、実験をして見ましたがなるほどOKです
ね。
知りませんでしたホント勉強になりました。
可変スペースは使ってる人は少ないですね。標準では1/4のスペースに
セットされています。
これは、ドキュメント書式の「禁則・行基準位置」項目の中にある可変ス
ペースサイズの設定で好きなスペースに変更できます。
例えば、英文の単語間に入れるスペースを1/3にするのか、1/4にするの
か1/2にするかが決まっていない段階で仮に可変スペースを入力してお
いて確定した段階で可変スペースサイズを変更すれば全てのスペースが
変更されるわけです。
こんな説明でわかってもらえましたか？
ドキュメント書式で変更できると言うことはファイル毎に変更できると言う
ことですね。

後に私的なことでご心配おかけしましたが、左手小指を手術して、1週
間ほど入院しましたが場所が場所だけに変に勘違いされそうで発表を差
し控えていました。
手術も無事済み小指は無事です。
キーボード入力で小指の役割を再認識しています。
ホント誤入力が増えてしまい、今も心配です。



 復帰しました 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/07/16(Fri)
08:51

[79] 約１週間まったくパソコンが触れませんでした。
久しぶりにここを見たら書き込みが何も無くて少し寂しいです。
私のいない間に盛り上がっていてほしかったです。
現在リハビリ中で右手だけのインプット久しぶりにキーボードの文字を目
で追って入力は疲れます。
今日からがんばりますので、よろしくお願いいたします。

 お帰りなさ～い(^^)/ 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/07/20(Tue)
15:41

[Res: 79] お体の具合はいかがですか?
私も体調崩してこの3連休寝込んで過ごしてしまいました(;_;）せっかくの3
連休がパアです。
健康って大事ですねー。
皆様もご自愛くださいませ。

 お知らせ 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/07/06(Tue)
12:57

[78] 私的用事に付き７月９日金曜日より約１週間この掲示板に書き込みでき
ないかもしれません。
質問等あった場合には皆さんで協力して、教えあってください。
「何処かに遊びに行くんだろう？」なんて聞こえてきそうですが、違うんで
す。
まあ、出張とでもしておいてください。皆さん仕事は頑張って下さい。

 まるぱさんの質問そ
の２

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/07/01(Thu)
18:41

[76] たぶんCRT自体で色の調整をしたいと言うことだろうと思います。
この調整はCRTによりそれぞれ違います（中には調整できないCRTもあり
ます。）が、近頃のモトヤELWINにセット販売されているCRT　MODEL
CDT2201Aについて説明します。
１．全面下部のMENUボタンを押し調整メニューを表示させます。
２．SELECTボタンの上ボタンを8回ぐらい押して色あいメニューを選択し
ます。
３．MENUボタンをもう一度押して色あいメニューを表示させます。
４．SELECTキーでR・G・Bそれぞれのバーを選択してADJUSTキーでバー
を移動させて色あいを調整します。
５．調整がすんだらMENUキーで調整画面は消えます。

 Re: まるぱさんの質
問その２

投稿者：まるぱ 投 稿日：
2004/07/05(Mon)
17:09

[Res: 76] ありがとうございます！
やってみます。!(^^)!やってみて分かんなかったらまたレスしますのでよろ
しくお願いします<m(__)m>



 まるぱさんの質問そ
の１

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/07/01(Thu)
17:27

[74] ＞文字をイラストとして画像で取り込み、TIFFに変換し、圧縮かけたら「エ
ルウィンに対応しません」みたいなメッセージが出ました。＞
PhotoshopなどでTIFF形式で保存する時TIFFオプションの画面で「LZW圧
縮」にチェックを入れると圧縮されるあのことですよね。
LZW圧縮とはファイルの圧縮形式の一つです。色々な圧縮形式がありま
すが、ほとんどの圧縮されたファイルは解凍しないと他のアプリケーション
では展開することができません。
よって、編集ソフトへも圧縮したらもっていけません。
どうしても圧縮したい時には圧縮しても展開できるJPEGのような形式に
変更するしかありません。
もっとも、編集ソフトで編集した後で全体を（リンクファイルごと）

 Re: まるぱさんの質
問その１

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/07/01(Thu)
18:30

[Res: 74] 圧縮すればできますがこれでは意味が無いのですか？
なおJPEG圧縮は解凍しても完全に元には戻りませんので注意してくださ
い。
とっても難しいみたいですね。
ありがとうございました<m(__)m>わかって安心しました。

 豪雨見舞い 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/07/01(Thu)
09:25

[72] 静岡市近辺にお住まいの皆さん大丈夫でしたか？
当社はビルの5階でしたので大丈夫でしたが、通勤が大変でした。
道路は川のように水が流れるし、あちこちで事故が多発するし渋滞は果
てしなく続くし、駐車場から会社までの道のりで水も滴るいい男になってし
まうし、もう大変な一日でした。
もし、被害を被った方がいましたらお見舞い申し上げます。
追伸、停電もあったようですが、無停電装置の調子はいかがでしたか。カ
タログによるとバッテリーは2年の寿命と言うことになっているんですが、
ほとんどの方が5年以上そのままのようで、いざ停電の時何の働きもせず
に電源ダウンなんてこともあるようですが、正常なら警告ブザーが鳴った
はずなんですがいかがでしたか？

 Re: 豪雨見舞い 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/07/01(Thu)
12:46

[Res: 72] 浜松はチョビットしか降りませんでした。
明け方、雷がすごかったぐらいです
。豪雨どこで？ニュース見てビックリッ＼(◎o◎)／！て感じでした。
また台風８号がきてますね。そっちの方が心配です。
すみません。またまた質問です。
その１
文字をイラストとして画像で取り込み、TIFFに変換し、圧縮かけたら「エル
ウィンに対応しません」みたいなメッセージが出ました。
圧縮やめたらエルウィンに貼れたけど、画像が重いですね。
TIFFで圧縮かけれる方法はありますか?
その2
（すごく基本的なことで申し訳ないですが）windowsで画面（ブラウン管）の
色や線数を調節できるところはどこにありますか?説明が下手で分かんな
かったらすみません<m(__)m>



 Excelデータを
Illustratorへ

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/06/22(Tue)
14:37

[70] ExcelのグラフなどをIllustratorへ持っていく方法を参考までに書き込んで
おきます。
方法は色々あるのですが、があこさんの方法は編集ソフトに貼り付けたも
のをEPS書き出ししてIllustratorバージョン９以後で開く方法だと思いま
す。
その他にExcelデータを直接PDFにしてそれをIllustratorで開く方法もあり
ます。
バージョン8.02以後のIllustratorはPDFファイルを自動解析して自分の
データに変換してくれるので色の変更も可能になります。
ただし、TT書体の文字が文字化けしますので文字は使えません。
もう一つがあこさんの指摘ですが、ELWINの印刷プレビューは信用できま
せんね。
OLEでRGBカラーデータをELWINに貼り付けたものをプレビューで見ると
分解されていませんが実際に印刷すると分版できてたり、他にも、今思い
つきませんがたしかありました。
あくまでも参考までと言う感じです。

 Re: Excelデータを
Illustratorへ

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/06/22(Tue)
16:07

[Res: 70] 皆さん掲示板よく見ているのですね、書き込んだ直後電話でクレームが
つきました。
文字化けしない方法を教えろとのことでした、もっともです。
これはIllustratorのバージョンとAcrobatのバージョンELWINのバージョン
当で、結果が違ってきますのでは発表は控えていたのですが、あること
はあるのです。
全ての人でうまくいくとは限りませんし条件が整っている人は何もしなくて
も文字もOKと言うこともあるのです。
だいぶもったいぶってるようなんですけど、要するにPDFを作る時フォント
を埋め込まないようにしてやればいいんです。
でも勘違いしないで下さい。印刷をする為のPDFを作る時には必ずフォン
トは埋め込まないと書体が変わって体裁も変わってしまう事になります。
よってIllustratorに持っていくためのPDFを作る時だけフォントを埋め込ま
ないようにすればよいのです。
ただし、Illustratorでフォントを設定しなおしてください。
でないと平成明朝なんてフォントに変わっていますから。
フォントを埋め込まないようにするには、ディステェラーのバージョンに
よって違うのですがジョブオプションの編集で「全てのフォントを埋め込
む」と言うのがあるバージョンはチェックをはずす。
「フォントデーターを送る」と言う項目があるものは、そのチェックをはず
す。各バージョンで少しずつ違うので注意してください。
いずれにしても、各プログラムのバージョンによってこの限りではありませ
ん。
一度試してみてください。



 ありがとうございま
す

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/06/21(Mon)
13:05

[66] Ｑにお答え戴き、ありがとうございますm(__)m
む、難しい～ですねぇ(・_・;)なぜ出来ないかはわかったんですが、この問
題を解決するには、一番手っ取り早い方法はＯＬＥだと思います。
が、ＯＬＥではどうしてもだめでＰＤＦじゃなきゃ困る時はELWINの色変換
テーブルで変換するって方法をとるしかないですかね？
それはどうやればいいのでしょう?
いろいろ知らなくてすみません<m(__)m>ディックって言うのは、言葉が足り
なかったみたいですみません。
特色です。（ウチの会社、特色使う時ディックが多いみたい）

 Re: ありがとうござい
ます

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/06/21(Mon)
14:29

[Res: 66] 私の書き方が悪かったんですが、
色変換テーブルとはRGB→CMYK変換機能の付いたRIPで色分解する時
に
RGBの青（CMYKに分解するとC100%M50%）を分版した時CMYKのC100％
のみに出力するように変換するものでRGBカラーのデーターは普通のプ
リンターで色変換テーブルを指定しても分版はできないんです。
つまり、どうしてもPDFデータにしたいと言うことは、普通のプリンターでは
分版できないので出力センターに相談してみて下さい。
その他の方法として、沖マイクロラインでも9500シリーズはプリンターが分
版機能を持っていますので、プリンターのオプション欄で色分解をするに
してやるとCYMKに分版してくれます。
ただしこの場合変換テーブルは使えませんので使用色通り4色分版され
ます。結論から言うと、RGBデータをPDFにしてしまったら、残念ながら普
通のプリンターでは色分解できないと言うことになります。

 こんちは★ 投稿者：があこ 投稿日：
2004/06/21(Mon)
21:26

[Res: 66] だいぶ困ってきたようですね。
私も、現役の時、悩んだ末考えたのですがいい方法が浮かばず、いつも
エクセルよりエルウィンに貼り付けて、その後ＥＰＳにして色を変えてまし
た。
もちろんイラレで特色（Ｄicは大日本インキ？の色の略ですよ、まるぱさん
♪）に変えればＯＫ！
それが一番早い方法だと思いますが…。
Ａさんいかがでしょう？別の話ですが、イラレ＆フォトショップの画像がエ
ルウィンに貼り付けて、分版しようと思ったら、プレビューで両方出てるっ
て思っても出力は出ないということがあるかもしれません。
イラレ＆フォトショップで保存する時、モノクロ以外は８bitで保存して下さ
い。画面もちゃんとした画像がでますから。
誰とは言いませんが、おかしいおかしいと言われたので…。
また、おかしな事があったら連絡して下さい。
お役に立つか分かりませんが、協力させて頂きますよ。
また書き込みさせて頂きま～す♪



 Re: ありがとうござい
ます

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/06/22(Tue)
13:34

[Res: 66] 秋山さん、があこさん、ホントにありがとうございます<m(__)m>
めちゃ助かります。
ここで答えていただいたことはファイルしてます。
勉強になりますぅ。ウチの会社のプリンターは沖9500ですので、４色分版
になってしまうと思います。
があこさんの手法でTRYしてみようかな？と思ってます。
うまく出来なかったらまたカキコしますね。
「イラレ＆フォトショップで保存する時、モノクロ以外は８bitで保存～」の件
はもう体験しました。
奴が教えてくれたのは1bitで、使えませんでしたのでMさんとSさんに教え
てもらいなおしました。
たまに「教えてくれるのは嬉しいけど二度手間…」って思います(ーー;)し、
いちいち「ちがうだろ！」と突っ込むのがめんどくさいので突っ込んでませ
ん。

 教えて下さい 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/06/17(Thu)
17:01

[64] エクセルデータ（表・黒一色）をＰＤＦにしてエルウィンに貼り付け、２色（黒
とディック）で紙版出したらＰＤＦの部分が黒版でもディック版でも印刷され
てしまいました。
なんでダブっちゃうんでしょう？
またどうやったら、きれいに分版出来ますか?（判りにくい説明でごめんな
さい）



 Re: 教えて下さい 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/06/18(Fri)
09:31

[Res: 64] ところで、ディックって何色？
それはさておき、ELWIN（編集ソフト）上で分版できるのはCYMKカラーだ
けなんです。
今回ExcelのデータをPDFにして編集ソフトに貼り付けたようですので、カ
ラーはRGBのままなんです。
（Word・Excelでのカラー指定はすべてRGBになってしまいます）
このデータを分版するには、RGB→CMYK変換機能付きのRIPから出力し
ないとなりません。
（出力センターではほとんどこの機能付きのRIPのようです。）

では、どうすれば良いかという事になりますが。
RGB→CMYK変換をELWIN上で行うのにOLE機能を使う方法があります。
（Excel上で目的のものをコピーしてから編集ソフト上で形式を指定して張
り付ける方法）
この方法ならRGBカラーを貼り付けた瞬間CMYKカラーに変換してくれま
す。
ただし、今回の場合データがExcelですので、まだ問題があります。Excel
のデーターは大きさの概念を持っていませんので貼り付けてみないと大
きさがわからないのです。
しかも貼り付けてから大きさを変更すると線と文字の位置関係が狂ってし
まいますので体裁が変わってしまいます。
（グラフだったらいいのですが？表そのものは大きさを変えるのはタブー）

一度Wordに貼り付けてから大きさを変えてもう一度コピーして持ってくると
少しはましです。
もう一つの問題はOLE機能ってA4までなんです。
それから、RGBカラーをCMYKカラーに変換した時に単色に変換される色
を知っておいてください。
Wordでのカラーパレットの上でマウスを止めると色名を表示しますからこ
の色の黄色がCMYKのYに・水色がCに・ピンクがMに・黒がKにそれぞれ
変換されます。
これ以外の色は何色かの混合ですのでどうしても使用したい場合は
ELWINの色変換テーブルで変換してやら無ければなりません。
今回の場合ExcelデータをPDFファイルにしてしまった時点で、カラー分版
は出力センターに任せるしかなくなってしまったわけです。



 こんにちは～♪♪♪ 投稿者：があこ 投稿日：
2004/06/03(Thu)
23:33

[59] があこです★皆さ～ん
　　げんきですかぁ～？？わたくしは元気にしております。
な～んだか掲示版に私の噂がいつのまに…。
まるぱさんとは、先日もお食事に行ってまいりました。があこの後継者とし
て、すばらしい会社で、があこ以上に頑張ってほしいですね。

近のがあこはといいますと、飲んだくれに近いです。
そんな時、知り合いの飲み屋さんで、メニューを作りたいなぁ～って言わ
れタダ（まぁ、ボトルは１本タダで頂きましたが…）Illustratorで作ってあげ
ちゃいました。
まだまだ、編集の仕事がら抜けきれていないのでしょうか？
ハハハ・・・。
また投稿させて頂きます♪ 皆さん頑張って下さいね♪

 Re: こんにちは～♪
♪♪

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

 投稿日：
2004/06/04(Fri)
18:05

[Res: 59] ご無沙汰しています。
元気に活躍しているようで安心しました。
豪快な噂が静岡の方まで流れてきそうですよ。
まるぱさんも仕事が忙しそうですが、時々掲示板にも訪れてくれますし、
活躍しているようです。
があこさんも時々この掲示板に遠慮なく訪れて近況を教えてください。

 す、すごい 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/06/17(Thu)
16:52

[Res: 59] イラレでメニュー作ったら、普通はかなり金額取れますよ！
それをボトル１本なんて…があこさん太っ腹ですね!私もメニューがチャ
チャチャっとできるようになれるように精進しまーす。
この間はご飯ご一緒できてよかったです。
があこさんもさらに忙しくなるみたいですが、体調にはお気をつけ下さい。
あ、もちろん秋山さんも(^。^)
私は血液検査再検査くらっちゃいました。低血圧で貧血なんで、朝辛いで
す(T_T)

 入梅 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/06/11(Fri)
11:26

[62] 毎日はっきりしない天気が続いていますが、いかがお過ごしですか？
プリンターの出力は大丈夫ですか？
毎年この時期になると出力した物の中間色（網の部分）がムラになると言
う問い合わせが多くなります。
特に面積が大きな網掛け部分がミミズが這い回ったように薄くなると言う
のが多いです。
これは湿気の仕業です。プリンターの中に入れっぱなしになっている用紙
が湿気てくると静電気が逃げやすくなるのでドラムには作画されているの
に用紙への転写の際に抜けてしまうと言う事のようです。
このような時、一時的に用紙を交換してみるとはっきりします。
用紙は元々の包装紙に包んで保管しましょう。湿気てしまった用紙も冷房
の効いた部屋に放置しておけばすぐ復帰します。



 今週の予定 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/06/07(Mon)
08:49

[61] 今週また皆さんの仲間作りのための講習の予定が入っていますので、頻
繁にはこの掲示板を見れないかも知れません。
質問の返事が少し遅れるかも知れませんがあしからず、それでも必ず一
日一回は目を通す予定ですので書き込みも歓迎です。

 NASって何？ 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/27(Thu)
10:12

[57] 前回いきなりNASて物が登場して、中には、NASって何？と思われた方が
いるかもしれませんので、簡単に説明しておきます。
正式にはNetwork Attached Storage と言いますが通常はNAS「ナス」と発
音します。
ネットワークにつながったハードディスクとでも思ってください。
IPアドレスを割り振ってどのパソコンからも共有できるハードディスクで
す。
パソコンが1台だけなんで外付けハードディスクの方が良いのではないで
すか？
外付けハードディスクはSCSI接続になると思いますが、SCSI機器を他に
もつなげている場合ノイズの影響を受けやすいことと、電源を入れるタイ
ミングによってはデータが見えなくなると言うトラブルを聞いたことがあり
ます。
LAN環境が整っているならこの際NASのほうが将来性もあるのではと、私
的には思います。

 Re: NASって何？ 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/05/31(Mon)
14:45

[Res: 57] こんにちわ。
NASですかぁ・・・。
LAN環境は整っていますので、３万円くらいなら出してもらえるかもしれな
いです。
ファイルサーバーはあまりに高すぎてちょっと非現実的です。でもMOをあ
まり過信しすぎはいけないのは正直ショックですね。
このMOのデータは頻繁には使わないのですけど、週に１度くらいの割合
で使いますので・・・。クリーニングをしておきたいと思います。
NASについてまたネットなどで調べてみますね。
いつもいつもありがとうございます。



 そ、そうなんです
か！！

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/05/26(Wed)
17:41

[55] こんにちわ。
バックアップの件ありがとうございます。
とても驚きました。確かに扱い方の悪いＭＯはデータが読めなくなってい
たことがありました。
ＭＯのクリーニングとはいったいどうすればいいのでしょうか？
データが損失しては非常に困りますよね。
ミラーリングのハードディスク、カタログで見たことがありましたが結構値
段が高いですよね。
いったいおいくらくらいで購入することができるのですか？
バックアップについては知識不足でして、このままではいけません。
ファイルサーバーについてもあまり詳しくなくて。どういったパソコンであれ
ばいいのでしょうか？
分からないことだらけですいません。

 Re: そ、そうなんです
か！！

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/27(Thu)
09:32

[Res: 55] MOディスクのクリーニングは、マクセルなどで光ディスククリーニングキッ
トと言うものが販売されています。
これは、MOのシャッターを開いたままに固定するケースとセーム革・ク
リーニング用材がセットになっているもので3,500円位です。ディスクのク
リーニングは同じディスクを毎日使い続ける場合2～3週間に1度は行って
ください。
ディスクは消耗品と考えてくれればこんなクリーニングはやらなくても良い
と考える人も多いです。つまりディスクは繰り返しては使わないようにす
る。
永久保存版のデータだけ書き込んで保存すると言う。完全なるバックアッ
プ用であれば良いわけです。
しかし、ELWINを使っている人たちにはそうは行かない場合が多いです
ね、ハードディスクの容量が非常に少ないから完了になるまでハードディ
スクに保存して置けないので、仕方なくMOにデータを移動するしかない。
MOの一番怖い使い方として、MOのデータをそのまま呼び出して修正して
そのままMOに書き込む、こんな使いかたしてませんか？考えただけでも
恐ろしいです。
校了して、さあ 終出力と言う段になってMOエラーデータが呼び出せま
せんなんてことが起こる可能性がありますよ。今回はチョッと脅かしすぎ
かもしれませんが、実際にこういうことが起きてるんです。
当社にもこんな電話が入ることがありますが、オペレータの苦労を考える
とどうしようもありませんと解答するのが辛くて・・・フロッピーディスクの場
合には不良になったディスクを再生するサービスもやっていたのですが、
MOとなると容量が大きすぎて、膨大時間がかかるので現実には無理で
す。



では、解決策はと言うとやはり 終的にはサーバーですがまともに考える
と相当な出費になります。（30万～500万推奨は300～400万）現実的に取
り合えず、NASということになりますかね。
値段は３万～50万とずいぶん幅がありますが、一番安いタイプのものを
当社で何台か納めてますが、なかなかすごいですね、今のところ問題は
一度も起こっていません。MOで怖い思いをするよりも操作性も速度もな
かなかのものです。だいぶ長くなってしまいましたが、とにかくMOを過信
しないこと、MOはデータのバックアップとして考えてください。

 宅ファイル便 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/25(Tue)
09:04

[52] 予告編でお知らせした宅ファイル便についてお知らせします。
現状では、メールに添付できるファイルの大きさはほとんどのプロバイ
ダーで2MBぐらいに制限されています。
よって、Photoshopの写真データや編集機のデータファイルはメールでは
送ることができません。
そこで、色々web上を探ってみたらサーバースペースを借りてそこに、一
時的にアップロードして、受け取りたい人がダウンロードすると言うような
ものがいくつかありました。
しかしどれも自分と相手が登録してパスワードを交換してなど、非常に面
倒なんです。そこで、たどり着いたのが、この宅ファイル便なんです。大阪
ガスさまが運用しているホームページで
URLはhttp://www.filesend.to/index.phtml　です。
登録は一切必要ありません。必要なのは相手のメールアドレスだけで当
然無料です。
容量は40MBまで可能で、３日間だけ保存してくれます。実際の運用は、
上記URLにアクセスして左上のファイルを送るをクリックして、お届け先の
メールアドレスを入力（複数可能）ご依頼主欄に必要事項を記入する。
この時品名欄にファイル名を指定するだけです。
複数ファイルを指定したい場合は送信ファイル数を指定したいファイルの
数に指定するだけです。
全て記入し終わったら、発送ボタンを押せば相手方にアクセスするURLが
記入されているメールが送られます。メールを受け取ったらメール本文に
あるURLにアクセスして、目的のファイルをダウンロードすれば完了です。
こんなすばらしい、環境を無料で提供して下さっている大阪ガス様に感謝
致します。



 Re: 宅ファイル便 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/05/25(Tue)
15:25

[Res: 52] こんにちは。宅ファイル便、すごくいいですね。
いろんな使い道がありそうです。ありがとうございます。
この間、仕事で挨拶状がきました。どうも書体がモトヤの楷書なのでデー
タが残っているのか必死に探してましたけど見あたりませんでした。そし
たら静岡の役所を退職したとかって書いてあったので、これは静岡で作ら
れたんですね。そういえば秋山さんとこも静岡だったなぁとふと思ったので
した。
静岡のエルウィンやアクシスで作られたのかもしれませんね。もしかした
らマックかもしれないけど。秋山さんはバックアップとる際、ＭＯで保存し
てますか？それともＣＤ－Ｒですか？ギガを超えるデータを保存したい時
にＤＶＤ－ＲにしようかＭＯにしようか迷ったのですが、ＭＯにしてみまし
た。
ＤＶＤ－Ｒの信頼性はよく分からなかったものでして。ＭＯなら信頼性があ
るって書いてあったのでＭＯにしたのです。
ＣＤ－Ｒは安くて場所をとらないからいいんですけど、ギガを超えるデータ
が保存できませんもんね。

 Re: 宅ファイル便 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/25(Tue)
17:17

[Res: 52] バックアップ装置の信頼性の問題ですね。
MOの信頼性は言われているほど良くはありません。
毎日のようにMOを使っている人はほとんどの人がMOのデータが呼び出
せなくなって困ったことがあるのではないでしょうか。
この原因は、１枚のMOを繰り返し繰り返し使うことです。数週間使い続け
たMOの記録面をしっかり見てみてください。 初は鏡のように輝いていた
はずが、薄い膜が張っているように見えませんか、MOは回転していると
熱を持ちやすいのでどのドライブも空気の流れを利用して、表面を冷却し
ているのですがこの時の空気の汚れが記録面を汚しているのです。
必ず１～２週間に１度はメディアとドライブをクリーニングしてください。
その点CD-RやDVD-Rは１度しか書き込みませんので、汚れによるエラー
はほとんどありません。しかし、直径が大きい分メディアの端の部分で
は、回転のぶれの関係でエラーが出る確率が増えるそうです。
要するに容量目いっぱい使おうとするとエラーが出ることが多いんです。
それに扱いに気を使わないと傷だらけになってしまいます。
CD-RWやDVD-RWは繰り返し使うのでMOと同じと言うことになります。
その上使い勝手がいまいち良くないですね。このようなことから、バック
アップはあくまでもデータを２重化するもので、何かあった時のためのもの
と考えれば、操作性も扱いも簡単で安全なMOを使った方が良いのでは
ないでしょうかと私は思います。
一般的にはファイルサーバーを導入して、なおかつテープ装置によるバッ
クアップが 良でしょう。データの紛失等で苦い経験のある会社やデータ
のバックアップに少しでも理解のある会社は今でもファイルサーバーを導
入していただいております。



では、当社はどうなっているのかと言うと古いパソコンにハードディスクを
増設して（ハードディスクは消耗品です。２基とも新品）ファイルサーバー
として稼動させています。２基目のハードディスクはミラーリングプログラ
ムによりミラーリング専用ハードディスクにしています。
このサーバーにデータを登録すると必ず同じデータが２箇所の違うハード
ディスクに登録されるようになっています。
その後ほとんどアクセスしなくなったデーターをMOに移動して移動後エ
ラー無く書き込まれたことを確認後、保管しています。
信頼性と速度からいうとやはりハードディスクにかなうものは無いようで
す。今の流行はNASといわれるLANにつなげて何処からでもアクセスでき
るハードディスクが比較的安価で信頼性が高いので非常によく使われて
います。
この話はまた、いずれ詳しくしたいと思います。

 宅ふぁいる便！？ 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/05/20(Thu)
15:38

[50] こんにちわ。しょっぱい男です。
近仕事がとても忙しくて大変でした。

フォトショップの画像の件、そうなんですね。初めて知りました。いつも
ワードで画像のサイズをリサイズして元画像（ほとんどが大きな画像にな
りましたけど）でコピーしていたためあまり気になりませんでしたけど。い
つもながら関心します。
ところで秋山さんの会社はどんな会社なのですか？
静岡にある印刷機材取り扱い会社。でいいのでしょうか？？
うちは岐阜にある小さめの印刷会社です。どうでもいい話をします。昨日
某人気デュオのコンサートに行って来ました。
熱くはじけました。彼らは25周年を迎えます。僕も25です。どうでもいい話
でした。

 Re: 宅ふぁいる
便！？

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/21(Fri)
09:37

[Res: 50] 表示用画面でも縮小して利用すれば解像度は上がりますので、大きいサ
イズの画面をコピーして縮小して使うのは正解です。
それで大丈夫だったんですね。（もともと解像度の低い写真を拡大しても
だめですので念のため）ところで当社は静岡の小さな印刷機材販売会社
で株式会社モトヤの代理店と言う立場ですが、他メーカーの組版機や
MAC等の販売も手がけてますので、組版ソフトの比較や使い勝手の良し
悪しなどはよく耳に入るんですが、掲示板では公表できませんので、どう
しても知りたい方はメールで個人的に質問してください。
印刷屋さんのなかで唯一若い人が入ってくる部門が組み版部門ですね、
それに近頃のパソコンの進歩の速さについて行けるのは小さな時から
キーボードに慣れ親しんでいる若い力でしょうから、しょっぱい男さんもそ
んな一人でしょう。
しかし、安心しているとすぐ新技術に置いて行かれますよ。
私がコンピュータ関係を始めたころ、アポロの月面着陸を成功させた
NASAの当時のコンピュータは今のパソコンより性能も容量も低かったん
ですから。あっ・・宅配ふぁいる便の話は来週する予定です。



 予告編 投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/18(Tue)
18:33

[49] ここのところ、難しい話ばかりが続いているのでちょっと堅苦しいな！と
思っている人もいることとおもいます。
質問疑問は大いに歓迎ですが、質問でなくても何処かに遊びに行った話
でも、何処かのおいしい食べ物屋の話でも書き込んでください。
大歓迎です。
ところで、大容量のファイルをインターネットで送りたい時皆さんどうしてま
すか？
メールではせいぜい2MBまでですよね。（プロバイダーの制限）すごく面白
い方法があるんです。
無料で誰でも使えるし、登録の必要もないんです。「宅ふぁいる便」と言う
大阪ガスの提供のホームページです。
なんと50MBまでのファイルが好きな人に送ることができるんです。
この情報は、今度詳しく書き込みますので今日はこの位にしておきます。
早く教えろなんて声が聞こえてきそうです。

 ELWINデータをエク
セルにしたい

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/05/13(Thu)
16:21

[46] お返事ありがとうございます(*^。^*)
があこさんとおしゃべりした内容は、ヒ・ミ・ツ♪です♪悪くは言ってないの
で安心して下さい^m^
本題
教えて下さい<m(__)m>ELWINの表組みで作ったデータ（住所録みたいな
物）をエクセルデータにしたいのですが、できますか?宜しくお願いしまー
す♪



 Re: ELWINデータを
エクセルにしたい

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/13(Thu)
16:43

[Res: 46] ELWINの作表データをExcelに持っていけば良いんですよね。
作表のデータをテキストで抜き出せばいいんです。
ただし、ページは1ページだけですか？
それとも複数ページですか、1ページだけなら作表ボックスに入ってから
「オブジェクト」→「セル」→「流し込みデータ作成」を選んで抜き出せば良
いんです。
複数ページなら何も選択しないで「流し込みデータの作成」で中のデータ
だけ抜き出せます。
この時、作表のデータを自分で入れたのか流し込んだのかにより細かな
設定があるんですが、とにかく抜き出して見てくださいこの時、データはク
リップボードではなくファイルにして下さい。
（ファイル名を指定する）これで、できたファイルを取り合えずWordで開い
て見ましょう。
区切り符号が何になるかによりExcelにもっていき易いか難しいかが決ま
ります。
その記号を一括置き換えでタブに変えてやれば、そのファイルをExcelで
開くだけでセルの中にきれいに収まると思いますが？ただ、作表が複雑
だと苦労すると思います。
名簿のようなものなら、たぶん大丈夫ではないですか？
取り合えずやってみましょう。
説明をだいぶ省略してますが、細かいところはその都度質問してくださ
い。
急ぎなら、電話をいただいた方が良いかも知れませんね。

 Re: ELWINデータを
エクセルにしたい

投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/05/14(Fri)
12:55

[Res: 46] お返事ありがとうございます!(^^)!急いでない仕事なので、ゆっくりジックリ
やってみます。
複数ページなので、普通の名簿よりちょっと複雑ですが、（一人分で２行
のところと３行のところがある）教えていただいたとおりやってみまーす。
できなかったら電話しますので、宜しくお願いします。

 WORDの２色分版 投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/05/10(Mon)
10:06

[41] いつもお世話になります。
しょっぱい男です。ELWINの外注はすごく魅力的な仕事ですね。夢です。
いつも質問ですいませんが、お客様よりワードのデータでカラーのものを
２色分版してほしいと言われました。
データの中は表や画像などですが、分版は可能なのでしょうか？？
文字の２色分版でしたら分かるのですが、画像となると、フォトショップ等
で２色にして差し替えるしかないのでしょうか？



 Re: WORDの２色分
版

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/10(Mon)
12:02

[Res: 41] Wordのカラーは通常RGBカラーで指定します（文字や図形）のでこれを色
分解するには問題がありますね。
RIP側でRGBカラーをCMYKカラーに変換する機能が付いていればよいの
ですが。
もう一つWordで指定するRGBカラーをCMYKカラーに自動変更すると4色
に分解されてしまいますので、2色に分解するには水色・ピンク・黄色・黒
だけがCMYKカラーのC/M/Y/Kの単色に変換されるのでこれだけを使う
か、ELWINのカラー変換テーブルを使って単色に変換してやる方法があり
ます。
ただし、写真にはこの方法は使えませんからご指摘の通りPhotoshopなど
で2色に差し替えるのが通常手段です。
（Wordに貼り付けてある写真はどうしようもないので元の写真データか生
写真が必要になります。）
この作業は結構大変ですので、編集ソフトでよく使われる方法を紹介しま
しょう。
（品質はそれなりです）写真を「編集」→「画像挿入」で挿入する時、画像
挿入画面上に「CMYK画像の版置換」という項目があるのをご存知です
か、ここで「版置換えをする」にチェックを入れると、CMYKそれぞれを何色
に置き換えるかを聞いてくるのでマゼンダかシアンのどちらかとブラックを
特色に置き換え、それ以外を使用しないにセットするとそれなりに使える
ようです。
今回の件は色々問題を含んでいますが、大雑把に説明をさせていただき
ました。個々について疑問点があったら質問してください。その件につい
て細かく説明させていただきます。

 Re: WORDの２色分
版

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/10(Mon)
12:29

[Res: 41] 追伸CMYK画像の版置換えを行うときには画像データは「TIFFデータ」に
して下さい。EPSデータではできません。

 Re: WORDの２色分
版

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/05/12(Wed)
00:49

[Res: 41] こんばんわ。すごいですね。そんな事できるなんて知りませんでした。
まだ試していないのですが・・・。
まず画像データをTIFFっていうのはあまりしないものでして。いつもEPSで
す。そもそもTIFFのメリットってなんなのでしょうか？？
でもそれなりなんですね(^^;)一度試してみたいと思います。データはやは
りワードに直接貼り付けてありますね。いつもしょうがないのでその画像を
コピーしてフォトショップで２色分解しています。
その後エルウィン上で貼り直してます。
かなり手間ですけど。
いつも参考になります。ありがとうございます。



 Re: WORDの２色分
版

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/12(Wed)
09:33

[Res: 41] ひとつ気になるんですが、Wordの画像をコピーしてPhotoshopに貼り付け
てるとのことですがこれが大問題なんです。
Wordの画像をELWINにコピーペーストで持ってくるのには問題ないんです
が（MicrosoftのOLE機能）Photoshopに貼り付けると画面コピーになってし
まうんです。
（PhotoshopがOLE機能に対応していないため）要するに72dpiの表示用
の画像をPhotoshopで編集していることになるので印刷には耐えられない
解像度ですね。
話は変わって、TIFF画像の件ですがTIFFでなくては、という事結構あるん
ですよ。
例えばプリンター出力の時一般的な人たちの持ってるプリンター（PS対応
プリンタでないGDIプリンター）ではEPS画像は表示用画面を出力しますの
で、72dpi程度の画像になってしまいますが、TIFF画像なら、取り込み解
像度で印刷されます。
ELWINの機能にモノクロ2階調のTIFF画像を取り込むと白のバックが透明
になるというものがあるんです。
ロゴなどを取り込む時に便利ですね。

 ゴールデンウイーク
いかがでした？

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/06(Thu)
15:30

[36] みなさーん。楽しい、楽しい（？）ゴールデンウイークいかがでした。
私は、前半は庭（猫の額ほど）の草むしりで終わり、後半は雨をじっくり観
察して終わりました。
あまりボケーとしていたので風邪を引いてしまい、次の連休は何時なのか
カレンダーをながめています。
皆さんはどんな連休をすごしましたか？

 Re: ゴールデンウ
イークいかがでし
た？

投稿者：しょっぱい男 投稿日：
2004/05/06(Thu)
17:02

[Res: 36] 秋山さんこんにちわ。しょっぱい男です。
５連休のゴールデンウィークもあっという間に過ぎ去りました。僕は御嶽山
にスノーボードへ行ってきました。思いのほか暑かったです。
今年ももうじき夏が来ますね。僕の将来の夢っていうか、実現できるのか
分からないのですけどエルウィンで独立ってできるのでしょうか・・・。
そんな事思いつつ休みぼけな一日でした。

 Re: ゴールデンウ
イークいかがでし
た？

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/10(Mon)
09:12

[Res: 36] スノーボードですか、うらやましいですね。
うん十年か前は私もがんばってましたが？（もっともそのころはスキーでし
た）
ところで、私の知ってる人でもELWINで外注をやってる人が何人かいます
が、仕事量は、今はどうなんでしょうかね、そういえばこの掲示板に投稿
してくれる人の中にも確かいたと思いますよ。
チャンスを待って頑張って下さい。



 お世話になりました 投稿者：まるぱ 投稿日：
2004/05/07(Fri)
12:51

[38] 遅くなりましたが、１ヶ月前は研修でお世話になり、ありがとうございました
<m(__)m>
新米オペレーターなので毎日覚える事がいっぱいですが、研修で教えて
いただいた事を思い出しやっております。
困ったことがありましたら連絡しますので、その時は宜しくです。この間が
あこさんとご飯食べに行き、秋山さんのお話、色々お聴きましたよ^m^ちな
みに、ＧＷはバイトと家の手伝い以外はのんびり家で、猫を膝に、お茶を
飲みながら読書三昧でした。
（婆クサっ!）どこ行っても込んでるので、家が一番リラックスできますね
～。

 Re: お世話になりま
した

投稿者：ヒロシステム（秋
山）

投稿日：
2004/05/10(Mon)
09:02

[Res: 38] お久しぶりです。
連絡がないということは、問題なく使いこなしていると言うことと勝手に判
断していました。
心配はしていませんでしたが何かあったら遠慮なく連絡してください。
ところで、があこさんからどんなこと聞いたのか心配ですがここでは内緒
にしましょう。
があこさんも、もしこの掲示板をみるきかいがあったら遠慮なく書き込んで
ほしいですね。




