紙面の拡大表示は、最大

に変わる。もちろん任意の

スプローラーのファイル表

えられる。（「７」のエク

右クリックで次々と切り替

メーン画面および記事エ

拡縮比率指定も可能。最小 ディタ、見出し作成編集画

示切り替えボタンと同じ方

利だろう。

の基本的な日本見出しか

見出し作成では、主・脇

大変。厳しい文字制限の中

数を合わせるのはなかなか

く、慣れてない場合は文字

出しは文字数制限が厳し

す編集記者の気分を味わう

ら、一本見出し、頭ありの

のも一興かも。もちろんど

三本見出しなど一通りのパ

各見出し文の文字組や大

うにも文字数が減らせない

で日々、見出しをひねり出

きさも標準的な指定済み。

場合は、文字サイズを小さ

ターンを事前に選べる。

あとは文字数を合わせて打

箱組も同様に大きさに合

ち込むだけで新聞らしい体

ちろん、いったんパターン
わせて基本的なパターンを

くすればよい。

を選んだ後でも、見出し文
準備。形が決まっている場

裁の見出しが完成する。も

の削除や追加、文字大きさ

でいきなり編集に入れる。

合は、面倒な紙面設定抜き

ただし一般的な新聞の見

の変更も可能だ。

も、用紙に合わせて拡縮し 刷される。本格的な印刷は
て印刷する機能が追加され 職場や学校等で行う予定の
場合、自宅や別室で家庭用

方法はメニューから［誌 の小型プリンタで印刷する

た。

ンタの用紙サ

縮小すると文字は読みに

イズに合わせ くなるが、全体の体裁の確
て印刷
（拡大・ 認などには役立つかもしれ
縮小）
］
を選ぶ ない。
ただし、プリンタ自体の

機能のついたプリンタがい
つでも使える環境なら、最
初からプリンタの機能を使
った方がよいと思われる。

リード組の作成方式はが
らりと変わった。
まずリード部分を事前に
単独の記事にする必要はな
い。作成時に自動的に最初
の段落が分割され、リード
になる。
行間も適切な値が自動的
にセットされる。不自然に
広すぎたり、逆に狭くなっ
てしまうことはない。
リードの作成操作も、ア
ンドゥで元に戻せる。この
際、２本に分割された記事
も自動的に１本に戻る。

罫線は、細線や二本線、
点線などあらかじめ 種類
のパターンを準備した。そ
れぞれ好みの色も付けられ
る。
設定画面は罫線を引くと
同時に表示される。いった
ん引いてからの編集が必要
簡単。素材作成時にグルー だった旧版と比べ、手間が
グルーピングのもうひと プを作成・指定することも 減った。数字キーでパター

もちろん、いったん引い

つの利点は、いちいち素材 できるし、後から既存のグ ン番号も一発設定可能。
に詳しい名前を付けなくて ループに組み込むのも自在

素材リストは大きく進化 済むこと。たとえば「トッ だ。すべて右クリックメニ た罫線は、ダブルクリック

また、天地の空きも細か

など、事前に準備していな した。
グルーピングにより、 プ」というグループを作成 ューから「名前の変更」で で何度でも再編集できる。
くても、このソフト上から 記事と見出し・写真類をひ しておけば、
写真は
「Ｐ」、 呼び出せる専用画面で指定

■キーで前後左右に 紙 グして縦は長く横幅は短く て、可能性の高い方に自動 の操作で完結する。編集結 とつのグループとしてまと 記事は「記事」、見出しは できる。またグループ名の く設定できる。天地いっぱ
果は、取り込み元の画像に められる。多数の記事を配 「みだし」という風に、単 変更も手軽に行える。グル いの、
いわゆる
「仕切り罫」

用画面で共通。

グループの作成や変更も に無名のグループになる。 いは地のみを仕切りにした

たとえば記事や見出し等

なお記事の改行は段落の

の一部を太字にする場合は

先頭にある全角空白で自動

<b>太字にする文字</b>

判断する仕様はこれまでと

とＨＴＭＬと全く同じにす

同様だが、全角空白がなく

ればよい。

ても改行する専用のタグも

準備。文末に<br>を打てば

<g>呉竹にする文字</g>

次行から

このように改行される。

り、天地で異なる空き指定
通り可能。実行の際には、 可能だ。
畳み開始段と終了段を太線
で表示し、より直感的な操
記事と見出しを一気に配 より複雑な抱え畳みも可能 装されていた「置き流し」 作が可能になっている。記

カメラの高機能化で数百万 敗しても読み込み直せる。 な紙面を作成する場合に便

■１億画素でも スマホ は影響を与えないので、失 置する、あるていど本格的 純な命名でも迷いにくい。 ープ名を省略すると自動的 だけでなく、天のみ、ある

面上での素材は従来通りマ することもマウスドラッグ で修正する。

■組版情報の自動解釈

ウスドラッグで移動できる 一回で出来る。
が、
矢印キーでも移動可能。

段方向（縦組み紙面なら上 たとえば紙面上の見出しや 画素は当たり前、インター
下）はＣｔｒｌキーと同時 画像を専用画面で編集した ネットでは１億画素を超え

場合。機械的に左側に移動 自由に使えたりする時代。

に押すことで文字単位で移 ついでに、幅も小さくした る高精細画像が公開され、
動する。

■縦横一気に拡縮 見出 するのではなく、見出しの そうした大きな画像でも重

しや画像の紙面上での直接 右側に罫線があれば自動判 さを感じさせず、描画やト 置する「抱え畳み」など、 になった。写真は２枚まで も復活。見出しを右側に配 事を選択すると同時に、畳
拡縮は以前は縦横それぞれ 別して右による。写真が紙 リミングなどの編集も比較 新聞組版の基本機能もパワ 対象。記事・見出し・メー 置すると同時に、記事を流 み開始位置を示すピンマー
クが同時に描かれるため、
もちろん、記事を途中か 即座に畳み・流し畳み操作

ン写真とサブ写真の４素材 す。
記事・見出し・写真の３ を一気に畳める。

ンブル編集のそれぞれの専

われる。

新聞紙面には、やっては
いけない
「禁じ手」
がある。
そうしたケースの場合、色
付け表示で警告する。
最もまずいのは「まぜこ
ぜ」。上から流れてきた２
つ以上の記事が、同じ段の
同じ場所に流れ込んでしま
うことを指す。完全に〝欠
陥品〟。ただ、慣れないう
ちは紙面をあれこれいじく
っている間にやりがちでも
ある。この場合、すかさず
まぜこぜになっている日本
の記事を色付けする。

るようになった。

ふれているか直感的に分か

くなったが、どのていどあ

る。旧版では記事全体が赤

た行数分が赤く表示され

ーバーフロー）ではあふれ

らない「記事あふれ」（オ

また記事が紙面に入りき

るが、
やはり色付けされる。

方だ。これは意図せず起こ

事の続きか分からない流し

っている場合、どっちの記

る段落が段の先頭から始ま

てはならない。つまり、あ

「泣き別れ」も避けなく

このＰＤＦは営利非営利問
わず自由に使用できます。
改変は不可です。詳しくは
CC3.0を参照してください。

で４００％になった。美し

類の配置や名称をほぼ共通

％から１％刻みで設定で 面、画像編集画面でボタン
きる。

素材のグループ分けにも

付く。

更。種別ごとにアイコンが

特に指定しなくてもバック ク ス に 表 示 す る よ う に 変
アップされていく。
■お手軽スペースキー

失敗操作を取り消せるの 見出し、画像、ノンブルの レイアウト紙面上で素材や
だけ。たとえ

果が出せる。

ゥ、そのアンドゥを元に戻 はもちろん、いったんレイ 各編集画面。回数はメモリ 空白部分を選んで［実行］ 対応。いちいち「○○の記

で簡単に呼び出せる。

ばＡ３紙面を 拡縮機能と違い、ページサ

近させればより迫力ある効
どをパターンから選べる。

ボタン。これがこのソフト 事」などと名前を付けなく

角度を付けることも出来る。

編集中に、Ａ イズごとの余白は勘案しな

ほか、台形、円の食い込みな

■自動バックアップ 紙 の最も基本的な操作だが、 ても、グループ別に素材を

同士が重なるまで文字を接

原寸、横／縦いっぱい、

進む中、編集画面をできる

呼ぶ。一般的な新聞と単位

くとよい。見出し作成画面
ゴチックなら

行う必要があったが、一気 面の左端にあれば、自動的 的軽くこなせる。ただし最 ーアップした。

る人には馴染みやすいと思

また旧版では一時的に実 ら畳む「流し畳み」も従来 に入れる。

事、見出し、写真編集、ノ

に拡縮可能になった。たと に右側が小さくなる。この 初の画像取り込みや印刷に

ＥＭＦは、市販の高機能

やホームページを作ってい

種類を一度に配置するなど

ＤＴＰ系ソフトだけでな

ているかもしれない。ただ

トキーが割り当てられ、記

は時間がかかる。

ら で ん すず り

もう一つは
「個別ルビ」
。
や つは し まき え

国 宝の八橋 蒔絵螺鈿 硯

ＥＭＦ（エンハンスドメタ

く、フリーソフトウエアで

し、場合によっては本文の

タグを採用。自分でブログ

えば見出しの左下をドラッ よ う に 組 版 情 報 を 解 釈 し

て使用している。ＪＰＥＧ 種類あり、用途により使い

ルビ（振り仮名）には２

等のラスタ画像と比較する 分けできる。

をＥＭＦファイルに変換し

ＢＭＰ、ＪＰＥＧに加え、

画像の対応種類は以前の

ＰＮＧ、ＧＩＦ画像が加わ

ばこ

箱は尾形光琳の作である

と、拡縮による劣化がある

ひとつは
「まとめルビ」
。

った。

ファイル）が扱えるように

も作成・編集できる。
また、

文字と文字が離れ、やや読

ていど防げる。

なった。ベクタ画像の利点

エクセルやワードで作った 文字にルビを振った場合、

みにくくなったり、１行当

さらにベクタ画像である

右のように、漢字とルビ

は、拡大・縮小してもほと

グラフや図形などは、特別 まとめルビは漢字とルビが

たりの文字数が減り、結果

やつはしまきえらでんすずりばこ

国宝の八橋蒔絵螺鈿硯箱

がきちんと対応する。教育

んど画像の品質が落ちない

なソフトを使わなくても、 対応しない。ただ組版の体

目的などではこちらが適し

こと。ロゴや図形、グラフ

ＥＭＦとして取り出すこと 裁としては美しく、本文が

ある。

主なタグには［Ctrl+B］で

太字処理などショートカッ

く拡大される。

する「一発拡大」機能は２

だけ大きくするため上部の

１㌅。

追加された。斜体には任意の

４サイズを選 いため、余白が実際よりず

地紋の形状も四角や楕円の

式）

００％がデフォルト値。紙 い合わせはＶＩＳＴＡ以降

メニューは廃止。メニュー

スと併用すると快適で素早

は、ソフトでは「正倍」と
プリンタが拡大・縮小印

となる。ミルスは1000分の

プレートとして保存してお

べば、自動的 れる場合も。あくまで参考

ね率」指定を追加した。縁

紙面の一部を瞬時に拡大 化。

２００％、４００％表示に

面に割り付けられた状態で の新ダイアログを採用。よ

歴を遡ることができる。

■素材グループ化 見出

紙面データを保存したフ い操作が可能となる。
フォ
ChkBackup

新聞業界で使われる倍
ほか、グラデーション効果が

の名前のままでも迷わない

また、文字の縁取りに「重
は旧版とあまり変わらない。

縦横自動判別拡縮に加え、

も一発で切り替えが可能

記事の中身の確認もしっか り分かりやすく丁寧になっ

パソコン画面の横長化が

に。指定ボタンは、通常の

り替えられる。

ルダを自動生成するため、 しや記事等は、一つのボッ 刷に対応していない場合で 面の特殊な印刷］→［プリ ことができる。

ォ ルダ 内 に

分の１。つまり１倍＝８Ｕ

お気に入りのパターンが

に縮小して印 用の印刷機能である。拡縮

「地紋離れ」を反映して種類

またユーザへの通知や問

ドロップダウンのほか、ク
表示ももちろん可能だ。

りできる。

1000分の88㌅、Ｕはその８

やっぱり最新状態に復活し 面を上書き保存する際、自 実行ボタンまでいちいちマ まとめておけばデフォルト

度単位で指定もできる。

た。

リックで次々と切り替わる
ショートカットキーも極
力共通化。たとえば見出し

もちろんPtや他の単位に切

あれば、名前を付けてテン

た。メーン画面のアンドゥ たり…。何度でも試行錯誤 動的に前回の保存状態をバ ウ ス を 持 っ て 行 か な く て

を準備。ただし近年の新聞の

フォントの選択や見出し

升目を表示。全体のイメー の地紋設定、紙面の拡大表
・画像・記事・箱組の編集

伝統的単位である「倍」は

見出しの各種効果がパワー

プリンタ未対応の大きさの紙面でも
用紙に合わせて縮小印刷できる

・弱から選べ、こまかく１

紙面全体に原稿用紙風の

ジがつかみやすくなった。 示指定など、さまざまな場
中

はこの「倍」を使用する。
見出し効果の設定画面。背景と文字部分それぞれに地紋や色、影など
多彩な効果が設定出来る。何度でもアンドゥ・リドゥが可能

渦といった一般的なパターン

できる。

使われる「倍」
「Ｕ」
「ミルス」 た体裁を維持できる。見出

のみだった旧版から大きく を繰り返すことができる。 ックアップする。デフォル も、実はスペースキーで代 だろう。

画像編集画面では、ＰＣ
にインストールされた好み

ため、傾きの角度を強・中

回転式。右クリックで逆回

升目は画面右側のボタンで 面では「回転式プルダウン

しの「倍」をそろえれば似

太字やゴシック等の文字

修飾には、ＨＴＭＬに似た

転する。
縦横自動判別拡縮では、

オンオフが可能。

で保存終了
Ctrl+Shift+S

ウィンドウ自体のサイズを

くミリ、さらに新聞業界で
写真をトリミング中の画面。マウスだけで拡大縮小・移動が行える。キー操作のみでも同じ操作が可能

の画像編集ソフトを呼び出

地紋も縦線・横線・斜線・

ボタン」
を採用。
クリック、

変更すれば拡縮比率も同時

きくても小さくても、見出

トでは、過去５回分まで履 用できる。このため、マウ

紙面の基本文字サイズが大

せ、編集結果を即座に反映

ウエア的に変形する。この

実装したのは記事および

ワープロ等で一般的な単

位ポイント（Pt）だけでな

する。色調整やサイズ変更

向も左右・天地から計４種類。

■アンドゥ・リドゥ 直 進化した。

かもしれない。

斜体情報ではなく、ソフト

すリドゥ機能。メーンのレ アウトを変えた組み直した の許す限り無制限だ。

倍」を使ってみるのもよい
率を指す単位として使う。

にも文字にも付けられる。方

イアウト画面はもちろん、 紙面を元に戻してみたり、

は紙面の記事サイズとの比

斜体は、フォントが持つ

前の操作を取り消すアンド

明治以来の日本の新聞の

アップした。地紋や色付けの

他の主要画面でも実装し

ただしソフト上では「倍」 を揃えたい場合は、この「正
グラデーション効果は背景
とする。

は尾形光琳の作である

などで使われることが多

の方法だ。

右の例のように、複数の

い。

として行数が増えることも
したことはない）
。

が出来るようだ（作者は試 読みやすい。こちらが標準

なお、この紙面でも、ソ
フトのスクリーンショット

13

し編集画面では、初期値で
も使用可能になった。
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