
モニタ調整
モニタはコンピュータのファインダー
利用状況に応じた調整法
白色点調整 三段活用
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本書はモニタ調整ついての要所を実験と経験に基づいてまとめたものです。
なお、ここに書かれた内容とその結果を保証するものではありません。
各自の責任において行ってください。
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●液晶モニタはローコストモデルとハイクラスモデルの性能差が、
CRTよりも大きい。例えば、3万円のモニタと30万円のモニタを比
較すると、特に輝度と色度のムラ、階調表示能力の2点に大
きな性能差が見られる。
●一般的な液晶パネルでは、画面の部分ごとに輝度や色度のムラが
発生し、これは構造的に避けられない。如何に抑えるかがメーカー
の課題。近年のハイクラスモニタではユニフォミティ補正回路
を搭載して、輝度・色ムラを抑える工夫がなされている。
● PC向けのCRT（Cathode Ray Tube、ブラウン管式）生産は
数年前に終了。07年以降国内需要は事実上ゼロ。CRTの劣化に対
する寿命は1万時間程度である。現在このタイプのモニタはそのほ
とんどが輝度と色に劣化が見られる。→買い換えをお薦めします 
　1万時間＝8時間/日 × 250日/年間 × 5年

モニタの現状
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明るさのダイナミックレンジが狭くなる
→コントラストが甘く見える 

白の輝度が落ちる

黒の輝度が上がる

新品のモニタ 劣化したモニタ

モニタはどのように劣化するのか？
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新品のモニタ 劣化したモニタ

色域が狭くなる　→　色が浅く見える

三角形の内部が
表示できる色域

表示できる色域が
狭くなる

モニタはどのように劣化するのか？
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新品のモニタ 劣化したモニタ

同じ画像データでもこんなに違う
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何のために モニタを調整するのか？
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モニタ表示に望むこと

1. 画像データを正確に表示する
デジタル画像を出来るだけ正確なコントラストと
色で確認したい。

2. プリントの仕上がりを予想する
モニタ表示 ＝ プリント仕上がり
　になっていると理想的。
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１．モニタγ（ガンマ）カーブ
画像データのコントラストが正確に見えるこ
と。

２．グレーバランス
無彩色部分に色が付いていないこと。

３．白色点
使用している光源、または紙白に近いこと。

４．輝度 
モニタ輝度と紙の照度が合っていること。

モニタが適正に調整されている状態とは

プリントとの
比較なら
更にこの2点

モニタだけな
らこの2点
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１．モニタγカーブ
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正しいモニタγ曲線になっているか？

意外と知られていない事実
重要なのはγ値ではなく、γカーブ

カーブが合っていないとコントラストが狂う
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ハイライト飛び の例

シャドウ潰れ の例

適正

ハイライト側が正確に表示されていない

シャドウ側が正確に表示されていない
コントラストが高い 例
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正確なモニタγカーブ モニタγカーブが狂ったもの
コントラストが高い例

γカーブが狂っていると・・・
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γ=1

γ=2.2

調整前のγ実測値

例えば
購入したモニタがこ
んなだったら？

画像はsRGB（γ=2.2）
で作成　
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ガンマとは 入力に対する出力特性 を示すもの
ガンマγ　とは？

入力

出力 出力 ＝ 入力
入力値と出力値が同じ場合はγ＝1

γ
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人間の目は、明るい領域より、暗い領域に敏感
　目に感じる光の強さ ＝（目に入る光の強さ）

人間の目の入出力特性

目に入る光の強さ

目
に
感
じ
る
光
の
強
さ

α＝ 0.3～0.45

α

ほぼこのような指数曲線になる
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チャートの明るさ
（γ＝１）

目に感じる光の強さ

左のチャートは 黒から白までの
RGB値をγ=1のプロファイルにて
線形に作ったものです。
どのように見えますか？
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目に感じる光の強さ ＝（目に入る光の強さ）
見た目 線形に見えるように補正する

目に入る光の強さ

目
に
感
じ
る
光
の
強
さ

α＝ 0.3～0.45

見た目に線形にするには
１／α の強さを入光すれば良い

仮に　１／0.45 ＝ 約2.2

　　　　この指数を　γ　という

α

人間の目の特性

目に線形に見えるように補正した
γカーブ
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目に感じる光の強さ

左のチャートは 黒から白までの
RGB値をγ=2.2のプロファイルに
て線形に作ったものです。
どのように見えますか？

感じる光の強さ ＝（入光する光の強さ）2.2

チャートの明るさ
（γ＝2.2）
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γ＝2.2
放送規格のNTSCで採用している値。
動画はコントラストが高い方が見やすいため、印刷用
のγ値より高いものを選んだと言われている。
後にWindowsが「sRGB」で採用。
「AdobeRGB」も2.2である。

γ＝1.8
一般には印刷に向いていると言われる値。
ドットゲインとの関係から1.8程度が良いとされている。
Macintoshが「AppleRGB」で採用。

現状は「sRGB」がデファクトスタンダードであるが、
ISO規格では「AdobeRGB」が採用された。

γの値について
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モニタγはいくつでもよい？
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画像データ
sRGB（γ=2.2）

見えのγ=？

モニタγの違いによって、見えのγはどのように変わる？

モニタγ=1.0

見えのγ=？

見えのγ=？

見えのγ=？

モニタγ=1.8

モニタγ=2.2

モニタγ=2.7
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モニタγ=1.0 の時
モニタγ=1.8 の時
モニタγ=2.2 の時
モニタγ=2.7 の時
グレーチャート実測値

理論γ2.2
グレーチャートは
sRGB（γ=2.2）

で作成
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f?

H Î¿wzȢǑyŪƄZT��fZ>a�zȜɅŪƄsf?I



モニタγ=1.0 の時
モニタγ=1.8 の時
モニタγ=2.2 の時
モニタγ=2.7 の時
グレーチャート実測値

理論γ1.8グレーチャートは
AppleRGB
（γ=1.8）

で作成
23

Ƨw>�440, ��sƎol ÑF¯ÊF´yđ¨²°Áyʳ�c�ȜɅd> Î¿wd�dl?

�440, ���zÖ����sfZ>uyÉ·ÖyǜżsTor�>¯ÊF´yȜɅȳzǬȳôƔchlˋˠÖ��y�FÀtɘd]

v��f?

p��>É·ÖzU]psTor�>É·ǛwzƆƿɉwćȕZƥorU�ÖȳZɺðc��>tUVatsf?



モニタγは画像のγに影響しない

だからモニタγはいくつでもよい

24

É·ÖzćȕyÖwïľdvU

mY�É·ÖzU]ps��U



γ値よりも カーブ形状が重要
モニタのγ値は、幾つでも良い。
それよりも・・・
γカーブが合っていることが重要！

正確なγ=2.2

狂っているγ

25

ŵWr��{ɗl�ȈyatvysfZ>ćȕZʢWrU�ɞǯHÖvuI�jy��ʋƩf�yZʋƩȓȶyʨˆyʺʶs

f?sfY��ÎFÅ¸F§ÈÓ´¦¨²Ç�jy�Vws[rX�>ʋƩȓȶwzćȕZʢWrU�ÖZɺðc���VwƎ

ɜd�f?

szÉ·Öyʉ˃ǯzývysd�VYB

É·ÖȳZU]ps��Uv�>�ÊÏÀÑF¦ÍÓf�ʉ˃ZvU�Vw�ƛW�f?

a�zÖȳZǅ˃vyszv]>�FÀyŋjy�yZˋˠȳwłUatZǅ˃vysf?�d>É·Ö�FÀZćȕyÖ

�FÀtåv�ŋ�drU�t>jyʗm_£Ó´Î¨´ZĻord�Vysf?

˙W{>�;,��2,yǜżz>žY�ɳ�s��ďȼ�ȜɅdrU�f?jdra�ZˋˠÖ�FÀtêȷf�yY�¯�°�dr

U�f?ȜɅŕāZĻorU�{j��ʟǳf��VwÁÒ¿��Ð�Ǝ��f?

ay�VvȜɅzʶƠsz�z�ʏÿɫsf?ǨĞyʶzʂĔȜɅy�VvȑȦɉʌþwzʅǝwʎėwɺõd�fZ>ayɳ

ǠɏzýɓsT�tUV�VvȁȦȳɉvȜɅ�ŅƸtdrU�f?=sfY�>ʶƠsÁÒ¿��Ð�Ǝ��Vv�ÁÏ¡F

¦ÍÓsz>ÁÒ¿��ÐyǵɓZYv�Ʉ]v�atZbˋĉȿ_�tƛU�f?čc�Zɂǝwİ���VvÉ·ȼǱy

ÑÂÐs�>�z�ȜɅĢZʉ˃vysf?



Windowsだから2.2、Macだから1.8　・・・？
これはプロファイル指定が無い画像に対してシステムが
あてがうリファレンスγのこと ← モニタγでは無い

リファレンス・プロファイル（γ）
装置に依存しない特性を持つプロファイル

デバイス・プロファイル（γ）
装置の特性としてのプロファイル

モニタγ と リファレンスγ
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craas>É·ÖtÏ¿�ÑÓ¨Ö=yçU�ēɩdrX[�d�V?

J$.2+396mY����KJ�(*mY���K=t�]Ţ��rU�f?

a�zÁÒ¿��ÐƜɅZʰUćȕwȦdr¦¨²ÇZTrZVÏ¿�ÑÓ¨Öyat�ƩdrX�>É·ÖyatszT�

�h�?aawŪĉZȢU�Vsf?

ÖȳzÁÒ¿��ÐZƥorU�ǞʠyêpsfZ>É·ÁÒ¿��ÐzȓȶťʽyɞǯsT�>a��J³»�¨AÁÒ

¿��ÐKtŢU�f?a�wȦd>ȓȶyɞǯwáȠdvUÁÒ¿��Ð�JÏ¿�ÑÓ¨AÁÒ¿��ÐKtŢU�f?

�JÏ¿�ÑÓ¨AÁÒ¿��ÐKyȨʋzJ6 ��KsT�>J�+3), ��Ksf?

��!sz>�J³»�¨AÁÒ¿��ÐKtJÏ¿�ÑÓ¨AÁÒ¿��ÐKy�ƺ�ʳēwńʙdv_�{v��h�?

ɞw³»�¨ÁÒ¿��Ðz>T�ťʽyȓȶyl�wƎ����ysf?a���-3736-34yƎĿ˂¨ÃF¨wª°´f�˙

�ƦEřY_�fZ>a�zɊǼszvUatz>�VXɸ�mtƛU�f?



Photoshopの作業用スペース

ICCプロファイルによる情報の受け渡し

sRGB  
（AdobeRGB）

＝γ2.2  
γは幾つでも良い

リファレンス
　プロファイル モニタ

　プロファイル

見えのγは2.2
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J³»�¨AÁÒ¿��ÐKtJÏ¿�ÑÓ¨AÁÒ¿��ÐKyƗUʤy˙sf?

³§Ð�ÈÎsy˙sfZ>šƍy³§Ð�ÈÎszJ6 ��KtUVJÏ¿�ÑÓ¨AÁÒ¿��ÐK�Ɨorćȕ��t

���Vwǿőc�rU�f?jyʤZɼ˂ǯZT��fY�x?=�l>êʓyº��Î¨v�ÈÎszŲwǠéyŰU

J�+3), ��KÉFµ�ƗVƢ�Ǉˆ�f?

sfY�>J6 ��KsƑïc�lćȕz�-3736-34vuy�ÁÏ¡F¦ÍÓszJ6 ��KÁÒ¿��Ð�Ɨ˂drĎ]t>j

y�ÈÎsƑïc�lćȕ�ɊǼwƅšs[��Vwv��f?=

lmd>³§Ð�ÈÎjy�yzɦ˖³»�¨sT�>ɦ˖³»�¨tdryťʽy�ªZT�zgsf?ÈF�Fbtw>

ĥƺbtw>jdrǶȘÒ°´btwT�zgsfZ>ƁĊzÉ·ȼǱyXˡsfysa�ßǛzə�ƀ��h�?

�-3736-34vuy�ÁÏ¡F¦ÍÓsɌĎc�lćȕz>jy£Ó¾ËFwǽȝcrU�É·yl�w�ÊÏÀÑF¦ÍÓ

c�rƎ��l³»�¨ÁÒ¿��Ð>p��É·ÁÒ¿��Ð�ƗorʋƩf�ats>ɊǼwʋƩf�atZǇˆ��V

wv��f?



　MacOS はOSレベルでCMS対応 → どのアプリでもOK

　WindowsXP はOSレベルでは非対応（Vistaは対応）
→ CMS対応アプリが必要

Adobe社のアプリはCMS対応
Photoshopを使っていれば画像の見えはOK
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�(*�!�z�!ÑÂÐs��!wȦõdrU�f?=ǃor�(*�!ǛsƎɜf��ÁÏ¡F¦ÍÓsz>åv�ÁÒ¿��ÐɝƘ�

ɝƦwƷ�ÜVatZs[��VwƎ��rU�f?

Ȧdr>$.2+396z%�wƟ��s>�!ÑÂÐsz��!wĖȋȦõzdrU�h�?J6 ��KťɅtdrǠ�ÜU�fys>

6 ��ßĐyÁÒ¿��ÐZʩ�ƀ��rU�ćȕwpUr�6 ��třvdrǊˋf�l�>ǠyĻUZɶǴdrd�U�f?=�

H#.67(zȦõƉ�I�

�+3),Ƴy�ÁÏz�!wˇ�gwƪ��ÎFÅ¸F§ÈÓ´Ǌˋ�ŶorX�>$.2+396>�(*yun�y»F§ÍÓs�å

v�ÁÒ¿��Ð�ɝƦwÜW�f?

ǃor>�$.2+396s�>�(*s���+3),Ƕʍ�ƗorU�{ćȕyřWz��vysf?



モニタγはいくつでもよいのだが・・・

CMSに対応していないアプリケーションもあるので、
OSのリファレンスプロファイルのγ値 をモニタγ値 と
して設定しておく

プロファイル指定が無い画像に対しては、
OSはリファレンスプロファイルをあてがう
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c[�u>JÉ·ÖzU]ps��UKtUU�dl?

dYd>��!wȦõdrUvU�ÁÏ¡F¦ÍÓ�T��f?

ay�Vvǜżz>�!zƪʗZʢWrU�Ï¿�ÑÓ¨ÁÒ¿��Ð�ƗVatwv��fys>Ï¿�ÑÓ¨ÁÒ¿��Ðy

Öȳ�É·Öȳ�tdrǿɅdrX_{ĞçWzvU>tUVatZŢW�f?

ayãʬsz>�ÊÏÀÑF¦ÍÓyƦwǿɅf�É·Öȳz

J$.2+396mY����KJ�(*mY���K=tŢW�fx?



２．グレーバランス
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Q@ ÑF»ÎÓ
¨



無彩色部分に色が付いていないか？

これは基本中の基本
ここが狂っていると色は合わない
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ʰƇǠʓʗwǠZʐUrUvUYB

 ÑF»ÎÓ¨z�ÎFƱǥ�ÜVǛwXUr>ģʨȸyģʨsf?

aaZĻorU�tǠzżU�h�?



グレーバランスが赤方向に狂っている例

適正 明るい部分と暗い部分で色が異なる

グレーバランスが緑方向に狂っている例

グレーバランスに色相のねじれがある例

32

�ÎFƱǥwtor ÑF»ÎÓ¨zǅ˃sf?�n��É·s� ÑF»ÎÓ¨Zǅ˃sf?

ʰƇǠʓʗZǻ]vorUl�>˗wvorUl�drz>ćȕ³F�ǳd]ʋƩf�atZs[�h�?

ǛY��p�z>ʰƇǠʓyʳ�UʓʗtÞUʓʗtsǠyʤŮZåvorřW�˙sf?p��JǠȑZxe�rU�K˙s

f?

ay�VwžY�ɳ�syf�ryďȼwpUrǠyɎ|ZʰU�Vwʟǳf�wz>ʶƠszŁ�rɤdUtƛ���f?=

�z�>��!±FÐyǍ_�ƶ�v_�{v��h�?



適正なモニタ 緑方向に狂っているモニタ

グレーバランスが狂っていると
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íZ ÑF»ÎÓ¨ZǱorU�ɊǳvÉ·?íZʰƇǠZ˗ʤŮwŉUrU�É·�¦ÆËÑF´dl�ysf?

ġyɵǠY�ǻ�Zɴ�rU�yZXɸ�sfYB

 ÑF»ÎÓ¨yĻUzay�VwʇʮvǠżUwïľ�Į�d�f?



３．白色点
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R@ɳǠ
ɏ



白色点をいくつにするか？

ここがコツ！
印刷物との比較は白色点の色温度設定が重要

状況に応じた三段活用
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ɳǠɏ�U]pwf�YB

É·�ëƏʖtʂĔf�at�ŵW�t>ɳǠɏyǠúɓǿɅzǅ˃sf?

viv�>É·yɳǠɏZJƝɳKwvorU�{˔UysfZ>atzj�vwĜȮszT��h�?

jas>É·yɳǠɏ�ǟĺwõelJƒȲĕ˂KtdrŵWr�lUtƛU�f?



白色点をいくつにするか？
1. 5000Kに設定すると・・・
写真の規格、印刷の規格通り
→ 原稿と比較すると、画面が青白く見える

2. 評価光源に設定すると・・・
5000Kの高演色性蛍光灯でも、実際には4700K程度
→ 白っぽい部分がかなり似る

3. 紙白になるように設定すると・・・
実際には4500Kぐらいか？
→ 肌色までよく合う

36

É·yɳǠɏ�U]pwf�YB

X�jûĨy˂wv��f?

P@
����wǿɅf�tAAA

a�zƱǥyħĒ>X�|ëƏyħĒsyʊǉūŠyǠúɓsf?=

OŞŴtʂĔf�t>ćʵZȢǑǷɳ]řW�f?

a�z>ʌþūŠZ
����szʰUY�sf?

Q@ʌþūŠwǿɅf�tAAA


����yŻôǠǯŐūɖs�>ƯƌwȜɅdr��t	����ɈɓwvorU�f?jas>É·yɳǠɏ�	����Ɉɓw

ǿɅd�f?

O�ɳo�UʓʗZYv�ƣr[�f?ǨʖÄFÑF´yġǠvuzYv�łƣd�f?

R@Ɲɳwv��VwǿɅf�tAAA

�	����yʌþūŠsǕ�dlƝɳz>	����wv��_szT��h�?

ƝyǠzƝyſ[ʤ�ʋʵ£F²�Ó yçUw��ˁEsf?jasʶƠw�orʰˋʹˋż�h�ʤʥ�t��f?

O�ŕātdrz>ɵǠ�s�]żU�f?



白色点調整・三段活用
モニタの
白色点 使用環境 紙媒体

との比較 汎用性

第１段 5000K
紙媒体を対象とする
標準的なモニタの設

定
○ 高

第２段
評価光源の
色温度

（4700K前後）

AAAの評価光源
での環境 ◎ 中

第３段 特定の紙白
（4500K前後）

特定の紙白をター
ゲットとする場合 ☆ 低
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ɳǠɏȼǱAƒȲĕ˂

É·yɳǠɏzT�ɞɅy˂ƝyƝɳwż�h�{>É·yʋƩtÁÏÓ´Zʅǝw˔]ƣr[�f?dYd>jyƝßĐ

yƝsÁÏÓ´dl�ywzż�v]vord�U�f?

jas>ɳǠɏyǿɅtjyɼ˂ǯzǛyʋy�Vwv��f?

uyȲď�Ȇ}Yz>bƪʗyęĸwõerȆ�s]mcU?



白色点調整・三段活用
第１段

白色点を 5000K に設定

38

ɳǠɏȼǱAƒȲĕ˂=ȪPȲ

ɳǠɏ��
�����wǿɅ



白色点を5000Kに設定
 5000Kは、写真の規格でも、印刷の規格で
も用いられている評価光源の色温度。
太陽光線の色温度を基本としている。
従ってモニタの白色点、つまり画像の白を
5000Kに設定する。

 結果　→　規格通りの設定
モニタが多少青く感じられることも

キャリブレータの設定を
5000Kにする

39

ɳǠɏ�
����wǿɅ


����z>ƱǥyħĒs�>ëƏyħĒs�˂U��rU�ʌþūŠyǠúɓsf?

a�z>ȣ˄ūȄyǠúɓ�ģʨtdrU�f?

ǃorÉ·yɳǠɏ>p��ćȕyɳ�
����wǿɅd�f?

ŕā=O=ħĒɂ�yǿɅsf?=šƍyñǒÉ·zÈF�Fsz�
���ʐłwǿɅdrǇădrU�fZ>ayǟȧY�ʂ

��{ǫʗtÁÏÓ´wƣr[ltƛU�f?

dYd>ëƏʖ�É·yöwʘ�r�]ř�t>Ȣ]yǜżzëƏʖwȦdrÉ·ZȢǑǷ]ėe���atZT��f?



晴れ
5500～5000 K

電球
（3000 K）

日陰・曇り
（7000 K）

光源と色温度

青 赤
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ūŠtǠúɓ=wpUr

ȣ˄ūȄz>ǲ�yɥs
���～

���tŢ��rU�f?
ȵıǛyǴʖzayūyŝsǬǂøɪyǧü�dr[�dl?Żɘ˚Ⱦ˘sT�¯Ó¼Ó§F�ǨĞyʶ�ayęĸsǧüdl

�ysf?ǃorayǠúɓsyūŠZƆ�ƪȊwǠ�ř�atZs[�ysf?

ûǩzūyƾɭǬ¨Ã�´ÎÇHʗūɞǯIsfZ>ǲ�yɥyūzƞǠyǰʗ�Ǐ]ȡyǠyǰʗZ�t�uɝeÑÂÐsĠ

��rU�f?p��ǠEvǠZɝeÑÂÐsɦorU�tǨĞyʶszʰǠɚʳvūwřW�ysf?a�Zȣ˄ūȄyɞȻ

sf?

ɡ�yɥ�ɥìszǭyȸZǑdǷo�]řW�f?a�zȣ˄yūZȩĦȸyî�ɂąf�ƌw>ƾɭǬyɄUǰʗHǻUū

yǰʗIZȢǑįƽc��l�>ȵǛwɠUlƦwzǲ�yɥ���ȑȦɉwǷUūtv�Y�sf?

ízÓ ¨²Óɐıy¨Ã�´ÎÇsf?

ǨŭūŠsT�ɐıza�v¨Ã�´ÎÇ�drU�f?ǷY�˗yǰʗZʅǝwǑv]>÷Y�ǻyǰʗZȢ]Ġ��rU�

f?ɐıyŝszˣǠwřW�yzayl�sf?



白色点調整・三段活用
第２段

白色点を 評価光源 に設定
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ɳǠɏȼǱAƒȲĕ˂=ȪQȲ

ɳǠɏ��ʌþūŠ�wǿɅ



紙媒体への照明は？
 高演色性蛍光灯を使うこと

・5000Kの光で写真や印刷物を観察することは国際的な規格
・印刷物・印画紙を正確に見るためには、一般の蛍光灯では不適切

・高演色性 AAA
・平均演色評価数 Ra90以上
・色温度 5000K
・型番　N-EDL
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�g>Ɲɰȥ~yǕʳzJŻôǠǯŐūɖK�d]zJǠʌþ˂ŐūɖK�ƗVat�ŞȚtd�f?

viv�>

A
����yūsƱǥ�ëƏʖ�ĝƐf�atzŽƌɉvħĒ=sf?

AëƏʖAëćƝ�ǳēwř�l�wz>êɾyŐūɖszʏɊǼ=sf?

=ayatzŨsǘd]bȀʳd�f?

JŻôǠǯŐūɖKz��$y�ys�ʨ<��Ɉɓsf?

ɥʨsz��!HɥʨůĿħĒIsJ�����KtUVŊʁwv��f?

ƒʈɐĥ>ǓûɐĦ>ɕưɐĦsƎ��rU�f?ȩ[vɐĦɍs�ɂǝƍŦzʰU�Vsf?Ʒ�Ĥhr]mcU?



紙媒体とモニタとの比較
　　色評価蛍光灯　　　　　　　　モニタ

高演色性蛍光灯の実際の色温度は4700K程度
モニタの白色点も同じ値に設定する
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ƝɰȥtÉ·tyʂĔz>ay�Vwʘ��
f?



 高演色性蛍光灯は実際には4700K程度。
モニタの白色点も同じ値に設定する。



 結果　→　印刷結果にかなり近くなる。
紙白の色合いによって多少の差を感じる程度。

白色点を評価光源に設定

キャリブレータの設定を
評価光源の実測値に設定

CMSツールなどで評
価光源の色温度を計る
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É·yɳǠɏz>ʌþūŠyǠúɓwǿɅd�f?

ŻôǠǯŐūɖzħĒsz
����sfZ>ƯƌwȜɅdr��t	����Ɉɓsf?

��!±FÐwǠúɓyȜɅĥɫZT�ǜżz>ƯƌwȜɅdr�r]mcU?

�ÊÏÀÑF¦ÍÓA�ÁÏyÉ·ǠúɓwayƯȜȳ�ǿɅdrY�>�ÊÏÀÑF¦ÍÓdr]mcU?

ŕā=O=ȪPȲsŶol
����ǿɅwʂ��t>É·yǠʬZëƏŕāwYv�ł]v��f?=Ǒv]t�>ƝɳyǠż

Uw�orȢǑyƄ�ėe�ɈɓszʰUsd�VY?



太陽光線

約 5500 K

高演色性蛍光灯

演色性 95
AAA

一般の蛍光灯

演色性 67程度
多少緑がかって見える

光の分光特性　スペクトラム
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a�zŐūɖyƾɭǬ¨Ã�´ÎÇsf?

JŻôǠǯŐūɖK�d]zJǠʌþ˂ŐūɖKzǥ�ȸyɭŋy�Vwv��f?

Ȧdr>êɾyŐūɖzíǩy�Vwv��f?

un��ȣ˄ūȄtʂ��t>Yv�åvorU�f?ɞwêɾyŐūɖz˗ǠyÑÂÐZŻUatZɸ��f?



蛍光灯のスペクトラム
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高演色性蛍光灯

一般の蛍光灯
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HĉȀzƧyÃF§
~I



一般の蛍光灯　と　高演色性蛍光灯

一般の蛍光灯には、橙か
ら赤い色の光がほとんど
含まれていない。
→　肌の色などを正確に
見ることが出来ない。

一般の蛍光灯の元で撮影すると
「緑被り」するのはこのため。

高演色性蛍光灯は、RGB
領域の光がほぼ揃ってい
る。
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êɾyŐūɖ=t=ŻôǠǯŐūɖ=yçU

êɾyŐūɖz>˗ǠyÑÂÐZŻ]ǇrU�f?ŐūɖyŝsƑïf�tJ˗ʃ�Kf�yzayl�sf?
�l>êɾyŐūɖsz>ˣY�ǻUǠyūZ�t�uĠ��rUvUat�ɸ��f?=ayūsz>ɵyǠvu>ǻŎyǠ
�ǳēwř�atZǇˆvUatwv��f?=JʰUȞzǢ�vUKysf?

ȦdrǠʌþ˂Őūɖz>ǻŎyƾɭǬZˈnrzU�fZêɾyŐūɖ��zYv�ŻUÑÂÐsǇrU�f?=p��>
 ��˕éyūZ��ȟorU�ys>ʰƇǠZʰƇǠwřW�ysf?=a�ZǠʌþ˂ŐūɖyɞȻsf?ay�VvūŠ�
Ɨ�vUtɵǠyǳdUʌþzǇˆ�h�?

vX>ūŠ�ǠúɓyǬȳm_sʌþf�atz>³§ÐƦȨwzʄ_lʤZ˔Usd�V?=viv�>ƁĊayȜɅsƗ
˂dlêɾyŐūɖyǠúɓzJ	���K>JǠʌþ˂ŐūɖKz	����sdl?ayǬȳm_�ř�têɾyŐūɖyʤZʊ
ǉūŠyǠúɓwłUatwv��f?
dYd>¨Ã�´ÎÇ�ř�{un�ZǠʌþwɊdrU�Yzêʶ˓Ȋsf?

³§Ð�ÈÎ�ayçU�ʎėwțWrU�f?ǠúɓyǬȳm_sūŠ�ɸȱs[vUysf?jyūyɞǯ>fv�n¨
Ã�´ÎÇsʌþ�f�ʉ˃ZT��f?

vX>É·yɳǠ� ��ZʂĔɉȟolūsf?sfY�Ɲɰȥ~yǕʳ� ��yǰʗZs[�m_ȟolūŠ>p��JǠ
ʌþ˂ŐūɖK�Ɨ˂dvUtɳyǠʬZɝe�Vwv��h�?êɾyŐūɖszǕƲf�ëƏʖyǻ�Zɴ�rřW>ȑȦ
ɉwÉ·yʤZǻ�ZĹ]řWrd�U�f?�JǠʌþ˂ŐūɖKsv_�{v�vUatz>a�sbˋĉȿ_lYtƛU
�f?



白色点調整・三段活用
第３段

白色点を 紙白 に設定
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ɳǠɏȼǱAƒȲĕ˂=ȪRȲ

ɳǠɏ��Ɲɳ�wǿɅ



モニタの白色点を紙白に合わせる

紙白 モニタ

モニタのRGBを調整して
紙白に合わせる
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aa�swbȀʳdl�Vw>É·yɳǠɏ�Ɲɳwż�h�t>É·ćȕtëƏʖZłƣf�atzbȏȕs[�tƛU

�f?

szuy�VwÉ·�ȼǱf�ysd�VYB

Ɲɳ�ģǉtdr>É·yɳǠɏZƝɳwv��VwÉ·y ���ȼǱd�fHÉ·w ��ȼǱĥųZʰUǜżzayȼ

Ǳzs[�h�I?

Ʊǥy�VwʰƇǠyɻwQpyŔ�Ď_>PpyŔY�É·wʋƝc�lɳ�ɬ[>�VêʤyŔY�ëƏwƗVƝɳ�ɬ

Ur˒ƴyǠ�ʂĔf�tɸ��f]v��f?

Ưƌwz>É·yɳǠɏ�êȯ>
����w�ÊÏÀÑF¦ÍÓdrXUrY�>É·y�ȳt�ȳ�ǑdˈtfatsƝɳw

łƣch�atZs[�f?



白色点を紙白に設定
 評価光源下での紙白と、モニタの白色点が
同じになるように設定する。
その後、キャリブレータの設定を「固有の
白色点」にして計測する。

 結果　→　印刷物と非常に近くなる。
ただし、特定の用紙に限られるので注意。

50

É·yɳǠɏ�Ƹɜsœ�ll�>ɳǠɏyǠúɓZýɓmY�Y��h�Z>�ÊÏÀÑFwzJťʽyɳǠɏKtUV

ÉFµZT��fys>a��ƗW{�ÊÏÀÑF¦ÍÓ�ŶW�f?=Ũz�ÊÏÀÑFZɳǠɏ�ƪɜsőȜd>aa�

ȿɏtdrÉ·ÁÒ¿��Ð�Ǝǰf��VwƎɜd�f?

ŕāz>É·tëƏʖZʅǝwłƣf��Vwv��f?

lmday�VwdrȼǱc�lÉ·z>jyF¢°´tdlƝɳwdYżU�h�?=ȡy˂Ɲ�Ɨ˂drU�ǜżw

z>jyɒɓwƝɳż�h�ŶV�VvƗUʤzʏʝsf?



白色点調整・三段活用
モニタの
白色点 使用環境 紙媒体

との比較 汎用性

第１段 5000K
紙媒体を対象とする
標準的なモニタの設

定
○ 高

第２段
評価光源の
色温度

（4700K前後）

AAAの評価光源
での環境 ◎ 中

第３段 特定の紙白
（4500K前後）

特定の紙白をター
ゲットとする場合 ☆ 低
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ɳǠɏȼǱAƒȲĕ˂

É·yɳǠɏzT�ɞɅy˂ƝyƝɳwż�h�{>É·yʋƩtÁÏÓ´Zʅǝw˔]ƣr[�f?dYd>jyƝßĐ

yƝsÁÏÓ´dl�ywzż�v]vord�U�f?

ay�Vw>É·yɳǠɏǿɅz>uy�VvęĸsƗVY>T�UzjyƗ˂ʶɉw��>ʚ�or]�ysf?=�ld

zj��Ǜyʋy�VwRȲďw�t��dlZ>Ưƌwzˊ˂ƴƪǦZa��ģʨtdrŵːdrUlm_�{tƛU�f?



４．輝度
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S@Ī

ɓ



輝度をいくつにするか？

ここも大切！
明るすぎるモニタは紙白と合わない
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É·yĪɓ�U]pwǿɅf�YB

a��ʴVta�mtƛU�f?

ëƏʖtyÅ°¯Ó �ŵW�v�>�z�ëƏʖyǕɓwż�h�at�Xȅ�d�f?



モニタ輝度の重要性
 人間の目には、色差より、明るさの差の方
が敏感に感じる。

 モニタ輝度が高いと紙媒体とは合わなくな
るので要注意。

 モニタは発光体の白、原稿は反射物の白。
人間には感情や経験が入るため、質感を見
分ける能力がある。
だからどこかで妥協すること。
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É·Īɓyǅ˃ǯ�T��ũ��rUvU�Vsf?

NǨĞyʶwz>ǠƄ��>ʳ�cyƄyʤZʎėwėe�ɞǯZT��f?

ĆEz�]JǠZçVKtUVŢUʤ�d�fZ>jyȸwzJʳ�cZçVKtUV˃Ȍ�Ġ��rU�ysf?

NÉ·ĪɓZŻUtƝɰȥtzż�v]v�ys˃ȹã?

É·yĪɓZŻUtɳǠɏyǠúɓZ	
���Ɉɓs�J˥dUɳKwvord�U�f?j�wȦdrëƏʖ~yǕʳzãĐ

tɄUǕɓtvorU�atZȢ]>ayʳ�cyçUw�orJǠZçorřW�K�Vwv��f?

=ayatY��>É·yĪɓtëƏʖyǕɓ�s[�m_T�h�t�Uysf?

NÉ·zɶūȥyɳ>ŞŴzɺƲʖyɳsf?

ǨĞyʶzayƮė�řʗ_�f?ǨĞyʖyřʤwzėǞ�ŏŜZɦ��f?aaZȜɅĢ��ʼ�rU�ta�vysf

Z>a��ŵW�tÉ·tëƏʖzu�vwȼǱdr�żVatZœdrT��h�?=uaYsǾ�żU�ʐ_v_�{v

��h�HȤķf�ymCI



人間の目には、色差より、明るさの差の方が敏感に感じる

参考資料

△E=1 以下
　見分けが困難

△E=1.6～3.2
　隣合わせでないと
　判別が困難

△E=3.3～6.5
　感覚的には
 「同じ色」といえる

△E=6.5～13
　色差が認識できるが
　同系統の色

△E=13～25
　同系列の色といえる

「カラーマネージメント」　より
笠井　亨 著

L : +1

L : +3

L : +6

L : +9

L : 

+15
a : +1

a : +3

a : +6

a : +9

a : 

+15
b : +1

b : +3

b : +6

b : +9

b : 

+15
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ǨĞyʶz>ǠƄ��>ʳ�cyƄyʤZʎėwėe�ɞǯZT��f?

ayǩzj�k�yǠżUwX_�ǠƄ¯ÊF´sf?

đ¯ÊF´yƃɹʗzɝe�ysf?íɹʗzǛY�
Ȳzʳ�cZåv��f?

ȸȲy
ȲzǻʤŮw>ûȲy
Ȳz÷ʤŮwǠƄZT��ysf?

ǬƤzÔ�H�����()w��ǠƄIsf?

�g>Ɔ�íwT� ÑF¯ÊF´�bˉûcU?

ǛȲyʳ�cyƄz�]ɩƬs[�tƛU�f?ta�ZȸȲyǻŎzʳ�c�uwǠƄ�ėevUyszvUsd�VYB

ûȲy÷Ŏwv�tÔ�
s�JǑd÷ǠYvBKtƛV^�Usf?

ȡy¯ÊF´s�ɝˁs>ȸȲ>ûȲyǠƄ��>ǛȲyʳ�cyƄyʤZʚü�ėe�f?

ay�Vw>ǨĞyʶz>ǠƄ��>ʳ�cyƄyʤZʎėwėe�ysf?

ayatY��>É·tëƏʖ�ʂĔf�Ʀwz>˒ƴyʳ�c�ȟWrX]ʉ˃ZT�ysf?



モニタ輝度 と 紙媒体の照度 をできるだけ合わせる

　　紙白　　　　　　　　モニタの白色
入射光型露出計（スポットメーター）などで 1/2 EV差以内
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É·tëƏʖ�ʂĔf�Ʀwz>ay�Vwʘ��tɸ��f]v��f?

£±tdrzǠʌþ˂Őūɖ�ëƏʖwłUĵˌwȶ]atsf?

ʓùyǕʳtdrɋèwǠʌþ˂Őūɖ�ǿȶf�atz>�n��ˋȏɉvysfZ>ʓùZŰUtXŃ�YY��f?j�

wvw��ɋèY�ëƏʖ~yĵˌZT�l�wǕɓZˈnrd�U�f?

NëƏʖyǕɓ

ǛyƱǥy�VwëƏʖwȦdrǠʌþ˂Őūɖ�	�*1yĵˌwȶ]t>��$�Ásʻ�����8:yǕɓwv��f?

�����8:z>�#ȳszʻ����#Ɉɓ>�Ó³Îszʻ�	�*+�Ú=wv�>É·yɊǳĪɓ��Ǒdʳ�]vord�U�

f?jas>Őūɖ�ȢǑˌfY>²FÁ�Ⱥ�vudr���#Ɉɓ�sşūd�f?



 モニタ輝度と紙媒体の照度を合わせる
・モニタ輝度　→　80～120cd/㎡（カンデラ）
・紙媒体への照明は天井の蛍光灯だけだと暗い
　　　　　　→ 蛍光灯スタンド（20W）を推奨
・その差は　入射型露出計で 1/2 EV 以内
　　　露出計が無ければ カメラ内蔵のTTL測光機能を利用

　100cd/㎡ → 約   9.5EV（ ISO100, 1/60, F2.8-1/2 ）
　120cd/㎡ → 約 10　EV（ ISO100, 1/60, F4 ）

モニタと紙媒体とを比較するために
輝度をいくつに設定するか？
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É·tƝɰȥt�ʂĔf�l�w>Īɓ�U]pwǿɅf�YB

É·ĪɓtƝɰȥyǕɓ�ż�h�

NÉ·yĪɓ

É·yĪɓz>��～���*+�ÚH�Ó³ÎIZ˔Utc�rU�f?
Ɔłz���～���*+�Útʳ�UÉ·ZȖWrU�fZ>ʳ�f\�tʶ�Ɂ��fysȹãdr]mcU?�l>ĪɓZŻU
tƝɰȥtzż�v]v��f?

NƝɰȥ~yǕʳzɋèyŐūɖm_mtÞ]vord�U�f?

Őūɖ¨Óµ�ƗorǠʌþ˂Őūɖ�	�～
�*1yĵˌwȶ]�Vwd>ʉ˃vt[m_Őūɖ�ʐ_��Vwf�ʤZʝ
ˊsf?

NjyƄz=ɦƲŊ˟Ǉős������#�ßɣ=wv��VwȼǱd�f?

==˟ǇőZʰ_�{��ÈÎɣȗy""�Ȝūĥɫ�ˊ˂d�f?

=���*+�Ú�O�ʻ�����
�#H��!��������������������I

=���*+�Ú�O�ʻ���=�#H��!�������������	�I

ȮàwpUr

ū�ǕƲdlƦyʳ�c�JǕɓKtUU>�8:HÐ°�¨Isʋf?

ɶūȥyʳ�czJĪɓKtUU>*+�ÚH�Ó³ÎIsʋf?

˒ƴyʳ�czɅīZåv�l�ĘƔdw]Uys>˟Ǉő�Ɨor�#ȳsʂĔf�yZĜȮsf?



 CMSツール

モニタを正確に調整するには
やはり、キャリブレータを推奨
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��!±FÐ

É·�ǳēwȼǱf�wz>�z�>�ÊÏÀÑF�Ǫǐd�f?



モニタ調整の方法
１．Adobe Gamma　を使う
・キャリブレータが無くても行える（目視による）
・Photoshopをインストールすると自動で入る
　　　　　　　　　　　　　　　　Windows、Macintosh
→ ただし、目視による調整のため、正確さに欠ける
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É·ȼǱyʤʥwzU]pYyʤʥZT��f?

P@�+3),��(11(H�µ½A�ÓÅI=�ƗV

A�ÊÏÀÑFZʰ]r�ŶW�l�Ĝʝsf?

A�-3736-34��Ó¨´FÐf�tƪɜsɦ��f?

=$.2+396ɽ>�(*.2736-ɽ�ɝˁyĥɫsf?

�lmd>ʶƠw��ȼǱyl�>ǳēcwŒ_�f?

ayȼǱ�Ŷoll�w>ʜorÉ·yȼƚ�XYd]f�ǜż�T��f?

Yv�yǆ˜�ʉ˃td�f?



モニタ調整の方法
２．ディスプレイキャリブレータ・アシス
タント　を使う（ MacOS-X の場合）
・キャリブレータが無くても行える
→ ただし、目視による調整のため、正確さに欠
ける

注意！
MacOS-10.3からは黒から白
まで5段階を調整できるように
なったが、返ってγカーブを
崩す場合が多い。
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Q@³�¨ÁÑ��ÊÏÀÑFA�¦¨Ó´=�ƗV

�(*�!���Y�z³�¨ÁÑ��ÊÏÀÑFA�¦¨Ó´tUVĥɫZpUrU�f?

A�ÊÏÀÑFZʰ]r�ŶW�l�Ĝʝsf?

�lmd>a���+3),��(11(tɝˁw>ʶƠw��ȼǱyl�>ǳēcwŒ_�f?

�(*�!����Y�zžY�ɳ�s�
Ȳďwʙ_rȼǱs[��Vwv��dlZ>a��ŶVats>É·yȼƚ�òEʡd

rU�ʤ�řY_�f?

ayĥɫ�Yv�yǆ˜�ʉ˃td�f?



モニタ調整の方法
３．キャリブレータ（CMSツール）　を使う
・測定器を使うので 正確、早い、簡単。

Eye-Oneの場合、黒から白まで
10階調を測定して補正する。

理論γ2.2

狂っている
モニタ
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R@�ÊÏÀÑFH��!±FÐI=�ƗV

���!±FÐz>ȜɅĢ�ƗVys�ÊÏÀÑF¦ÍÓZ�ǳēs>ȐU]>ĜȮwv��f?



 CMSツールを使用するメリット
・モニタの輝度調整、色温度調整は目視では不正確。
　特にγカーブの補正に関しては測定器を使う必要有り。
・補正項目はモニタプロファイルとして制作される。
      PCシステムに反映させるためにモニタプロファイルが必要
・いつやっても、だれがやっても調整結果が同じになる
・モニタ補正だけの製品なら \35,800 で購入できる

 「キャリブレートすると色が合う」という表現は不正確。
「画像データがモニタの表示できうる範囲で正確に見るこ
とが出来る」という表現が適切。

62

��!±FÐ�Ɨ˂f�ÈÏ°´

NÉ·yĪɓȼǱ>ǠúɓȼǱzʶƠszʏǳēsf?

=ɞwÖ�FÀyʟǳwğdrz>žY�ɳ�s���ďȼɈɓzȼǱf�ʉ˃ZT��f?ay�VvȼǱz�ÊÏÀÑF¦Í

ÓA�ÁÏ�Ɨ�vUtʏÿɫsd�V?

Nʟǳźʶ���!wǿɅf�l�wz>É·ÁÒ¿��Ðw�t��ʉ˃ZT��f?�ÊÏÀÑFzȜɅŕāY�É·

ÁÒ¿��Ð�Ǝǰd>¦¨²Çwȍ�ƀ��s�ƪɜɉwŶor]��f?

NUp�or�>m�Z�or�ȼǱŕāZɝewv��f?a�z˝ŌdrƖƢ�ŶVǜżwʉ˃vatsf?

NÉ·ʟǳm_yǶʍv��<�
����sŸɦs[�f?

vX>J�ÊÏÀÑF´f�tǠZżVKtUVʋšzʏǳēsf?

Jćȕ³FZÉ·yʋƩs[V�ʀâsǳēwř�atZǇˆ�KtUVʋšZɊǼmtƛU�f?



・日本では　モナコ社の「モナコ」ブランドの実績が長い
・2003年／エックスライト社がモナコ社を買収
　　　　　　「モナコ」はブランド名として残る
・2006年／エックスライト社がグレタグマクベス社を買収
　　　　　　「モナコ」は販売終了。「Eye-One」のみの販売となる

CMSツールの推移

カラービジョン社　Spyder シリーズエックスライト社　Eye-One シリーズ

2006年、エックスライト社
がグレタグ・マクベス社を買
収、モナコは10月で販売終了

モニタ・キャリブレータなら￥35,800程度で購入できる
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��!±FÐyǪæ=wpUrbǖĈdrX[�f?

ɥʨszÉ¶£ƳyJÉ¶£KÀÎÓµyƯǹZ��ɪßǛT��f?

ayȡw�´°¼ÓyJU�¾KvuyǶʍZT��dlZ>ɥʨŽɣsƯǹ�ǡ{dlyZ Ñ Å�Â¨ƳyJ�;,�

�2,K¦ÏF©sf?

�l>����ɪb�Y��ÎF½§ÍÓƳyJ¨¼�®FK¦ÏF©ZŽɣɿɲtv��dl?

����ɪG�ÈÏ�s�°�¨Î�´ƳZÉ¶£Ƴ�ɱƽ?

JÉ¶£KzÀÎÓµʱtdrƕ�>ȜɅĢz�°�¨Î�´Ƕtv��f?

����ɪG�°�¨Î�´ƳZ Ñ Å�Â¨Ƴ�ɱƽ?����ɪ��ŖsJÉ¶£KzƯƮǛɿɲƿˑtv��dl?J�;,�

�2,K¦ÏF©z�°�¨Î�´ƳY�yɇĶtv��dl?

����ɪ	Ŗšƍ>ɥʨsɦƸs[���!±FÐzJ�;,��2,K¦ÏF©tJ¨¼�®FK¦ÏF©y�ÀÎÓµsf?



 モニタの選び方

写真処理にはどんなモニタが良いか？
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É·yȆ|ʤ

ƱǥǊˋwzu�vÉ·Z˔UYB



どんなモニタを選んだら良いか？
１．RGBが独立して調整できるタイプ

　

２．パネル鏡面がノングレア（無反射処理）のもの
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u�vÉ·s�>�ÊÏÀÑF¦ÍÓ�ŶW{ɊǼwʋƩZǇˆ��Vwv��_szT��h�?=�ÊÏÀÑF¦ÍÓ�

u�vwV�]Ŷor�É·yģʨǯɫ�ȽW�atzǇˆ�h�?=jasu�vÉ·�Ȇ�m�˔Uysd�VYB

P@ ��ZɟˎdrȼǱs[��Á

 ��Z£Ó¾ËFY�yƜƩszv]>ɟˎdrȼǱs[��ÁZʦ�dUsf?

Q@¼¸ÐĽʵZ¹Ó Ñ�HʰɺƲǊˋIy�y

Ɔłszñǒ¼¸Ðyūȭ�Î¨�ȺolʖvuZT��fZ>a�zřY_Ǜy£Ó´Î¨´�Ǜ`�l�HžyǤ��ʐ_

�l�Itƛ���f?

dYday�VvÉ·z>¨¯FÐ¿�´ǊˋszʏŮ[sf?

Ȫê>ÆÎFy�VvÉ·szƪʗy¦Ð�°´�ɮōyˁƚZÉ·ʋʵwƱ�ƀ�>ƎĿZ��w]Usf�AAA



どんなモニタを選んだら良いか？
３．できたらコントラスト比が高くないもの
最近は 1:1000 程度のものが多い。→動画が見やすい
調整すると 1:500程度 になるものが良い。

４．明るすぎないもの
200～300カンデラの高輝度モニタが増えてきた。
写真処理では100カンデラ前後で使用するのが良い。
・明るすぎると目に悪い。
・紙白に合わなくなる。
　　　　　　　　輝度が落ちない物もあるので注意！
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R@s[l�£Ó´Î¨´ʂZŻ]vU�y

£Ó´Î¨´ʂtz>jyÉ·yɶǠs[�Ɔ�ʳ�UĪɓtƆ�ÞUĪɓyʳ�cyʂˍ�Ʃd�f?

Ɔłz��������Ɉɓy�yZȢ]vorU�f?a�zɜć�ř�f]f�l�sf?ƧźʶyƆȩĪɓt�ğňf�ysf

Z>Ɔły£Ó¾ËFyĀɆsyƗ��ʤsȖWrU�yZ�#��²Ñ½ʣȔ�ř�at>pv�nJɜćK�ř�ats

f?

ɜćz£Ó´Î¨´ZŻUʤZř�f]v��f?ǨĞyʶwz>ɜ]ʖz£Ó´Î¨´ZŻU�VZř�fUysf?

ta�Z£Ó´Î¨´ʂtŻUtUVatz>ĪɓZŻUtUVats�T��fY�>ay�VvǿɅsz¨¯FÐ¿�´Ǌ

ˋwzʏŮ[sf?

Īɓ�ˈtdr���
��Ɉɓ�wv��yZʦ�dUsf?

S@ʳ�f\vU�y

£Ó¾ËFs�#��²Ñ½ʣȔ�ř�atZȢ]voll�Y>����～����Ó³ÎyŻĪɓÉ·ZȖWr[�dl?
ƱǥǊˋsz����Ó³ÎȈŨsƗ˂f�yZƗU�fUtc�rU�f?

Nʳ�f\�tʶwÛU?

¨¯FÐ¿�´ǊˋzȾƦĞƎĿtv�Znsfys>ŗűwȹãdlUsf?

NƝɳwż�v]v�?

ɳǠɏyǠúɓ�û`r�>ˤEtĪUrUrzëƏʖtyÅ°¯Ó zʏÿɫsf?

vX>ǶʍyȸwzĪɓZ�	��Ó³Î�s�ˈnvUʖ�T�ysȹãdr]mcU?



モニタの設置方法は？
外光や照明が入ると画像の見かけ
上のコントラストが浅く見える
→　モニタフードを付けること

モニタの背後に窓が無
いこと。
出来れば周囲は無彩色
が良い
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É·z�ÊÏÀÑF¦ÍÓf�m_szëƏʖtzÅ°¯Ó d�h�?

É·yȶ[ǜǋ�ċ�yęĸw�ɯːZʉ˃sf?

NÉ·ʋƩZǳēsTor�>É·yʋʵwĐū�ǕʳZɦ�tÉ·Y�ɶūf�ūtƂżdr>ćȕyřY_Ǜy£Ó

´Î¨´Zȃ]řWrd�U�f?

O=É·¿Fµ�ʐ_r>ĐūZɀǽɦ�at�ʧUsûcU?

NÉ·yɮŨwȒZʰUat?

É·yɮŨZʳ�Ut>�z�řY_Ǜy£Ó´Î¨´ZĻord�U�f?

NǇˆ�{ƾâzʰƇǠZʦ�dU?

ȒY�yū�Ƶūf�l�w�F²Ó�ƗVyz˔Uʤʥsf?dYd>jy�F²ÓZ˗ǠmtʓùyȸZ��y�t˗w

vord�U�f?ayǟȧsÉ·�ř�t�ÊÏÀÑF¦ÍÓdl�ys�˗o�]řWrd�U�f?É·ƾâyǠś

Uw�Ħ�p_r]mcU?



モニタの設置方法は？

フードを付けても背後の
照明が写り込む場合は、
照明機器に覆いを取り付
けると良い。
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É·w¿Fµ�ʐ_rƵūs[�Ǖʳz>É·yǥǛwT�ĥĢ^�Uy�ysf?É·Y��～�ÈF´Ðˌ�lǕʳ
z>É·¼¸Ðyûʤwɦord�U�f?

�l>ƢʯǋZŰUǜżwz>z�YɮŨyǕʳZƱ�ƀ�ǜż�T��f?

ay�VvƦwz>ǕʳĥĢjy�ywʕU�Ʒ�ʐ_�t˔Usd�V?

ayʤʥz>ʓʗɉwǕʳ�ǔfatZǇˆvU�¿�¨s�ʽŬsf?

Ǖʳyɀûzʳ�]>jyƾʛz��y�tÞ]f�atZǇˆ�f?

�l>ɋèyǕʳĥĢwʕU�ʐ_rU�l�>XĬˁZǇɦ�f��¿�¨�¨§�s�ƗW�ʤʥsf?XĬˁzǕʳw

Ɗů�drT�atwĦZʐYvUatsd�V?



モニタ実測値
新しいモニタ

経年変化が
進んだモニタ

黒の輝度が高く
なる

色域が狭くなる
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�;,��2,vuy�ÊÏÀÑFsz>�ÊÏÀÑF¦ÍÓZƿ��t¬¹É·yȌyɞǯ�ʋƩd�f?

a��ř�t>É·yʋƩǯɫyȉdÛdZT�Ɉɓɸȱs[�f?

Ǜz>�mǣdUÉ·>ûz˛üZǧ�m� "É·sf?

ƃy Î¿zĪɓɞǯH Î¿yƃȰZž>íȰZɳI>p��ďȼǯ�Ʃf�ysf?˛üZǧ�mÉ·zžyĪɓZǛ

ZorU�atZɸ��f?

íz����%&'ʋǠŎw��Ǡɓǩs>É·yʋƩs[�Ǡé�ʋdrU�f?˛üf�t>ldYwǠéZļ]v��f?



モニタ実測値新しくても
安価なモニタ

ノートパソコン
のモニタ

バンディング
している

色域が狭い
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Ǜz>ǣʍsfZÝþvñǒÉ·sf?

ǠézŰU�VsfZ>ďȼyȸɈs»Ó³�Ó Zĩ[rU�f?

�ÊÏÀÑF¦ÍÓf�tȢǑyďȼyŀZ�zʟǳs[�fZ>ay�VwďȲǟy»Ó³�Ó �szcfZwʟǳs[v

Uzgsf?

ûz>ǣʍy¹F´¼¬£Ósf?

ǠéZʅǝwļUyZɞȻsf?˛üdl� "���ŲwļUsfx?

�39,5�33/�U]pYy$.2+396¹F´sőȜdr��dlZ>u��ɝˁwļU�ysdl?=¹F´¼¬£ÓszǠ�ɸ

ɅdvUʤZŚʳsfx?



モニタ実測値

液晶パネルの
制御回路が
不安定なもの
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a�z¯Í°´ɞƹv˙sf?

ñǒÉ·yņɜĊ˞ZŧǚdrU�ysf?

ǛZPĊʶyȜɅ>ûZQĊʶyȜɅsf?ŕāZȋ]åv��f?

ayÉ·�ƗorUlʤzJ˟Ǉ�ɊǳwdrƑïdlzgmY>ɳʆ|dl�>žɃ�dl�>³§�ÈzɤdU

vAAAKtƛorUljVsf?

bƪʗyˢyhUszv]>ƗorUlÉ·ZÛYolysf?

˔YolsfxAAA



モニタが正しく調整されている状態とは
１．モニタγ（ガンマ）カーブ
画像データのコントラストが正確に見えること。

２．グレーバランス
無彩色部分に色が付いていないこと。

３．白色点
使用している光源、または紙白に近いこと。

４．輝度 
モニタ輝度と紙の照度が合っていること。
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ßǛy�Vw>É·Zǳd]ȼǱc�rU�ǟȧtz>ǛĨySźʶZɊǳwȼǱc�rU�at�UU�f?



モニタプロファイルが大きく貢献する項目

モニタガンマカーブ
黒から白までを10階調で補正し、ガンマ値を
整えることで、画像が持っているコントラス
トをモニタに正確に反映させる。

グレーバランス
黒から白までの各階調を出来るだけ無彩色になるよう
補正する。
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ayVn>É·ÁÒ¿��ÐZȩ[]ŷŘdrU�źʶz>É·�ÓÅ�FÀt ÑF»ÎÓ¨sd�V?



プロファイルを用いた
モニタキャリブレーションの原理
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ÁÒ¿��Ð�˂UlÉ·�ÊÏÀÑF¦ÍÓyŞ
ˋ



プロファイルを用いたモニタキャリブレーションの原理

測色することで
モニタ特性を知る

モニタプロファイル

①

②

そのまま出力すると
コントラストが高くなった・・・
色も違う・・・

原画
表示が狂っている

キャリブレーション

表示の狂いを測定し、プロファイルにまとめる
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×=ćȕ³F�jy��H�ÊÏÀÑF¦ÍÓdrUvUǟȧsIǇ˖f�t>É·Ǜsz£Ó´Î¨´ZŻ]vorřW

ltd�f?

Ø=jasȜǠ�ŶVatsÉ·yɞǯ�ȴ�>jyŕā�É·ÁÒ¿��Ðw�t��f?



狂っている分を補正して表示すると・・・ 原画と同じになる

モニタプロファイル

③

原画

プロファイルを使って狂いを補正する
プロファイルを用いたモニタキャリブレーションの原理

76

ÙÉ·ÁÒ¿��Ð���!wǿɅd�f?
ćȕ³FzÉ·ÁÒ¿��Ðsʟǳc�>É·wȔ���f?

a�sćȕ³F�ǳd]ʋƩs[��Vwv��f?

lmd>Ǯţ�T��f?
É·wzʋƩs[�ǠéZT��fys>ćȕ³FyȸwÉ·yǠé��ŰUʓʗwT�Ǡz>É·Ǡéyʀâɣwƨ
���rd�U�f?
ǃorȇ�YvǠzÉ·sʋƩs[V�ʀâsƇɓZˈnl�VwʋƩc��>tUVatsf?



おわり
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