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デザイン ガイド

グラフィック デザイナー 
のためのドロップ オンデ 
マンド印刷技術
ドロップ オンデマンド印刷モジュール
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印刷技術の概要

デジタル印刷とも呼ばれるドロップ オンデマンド印刷技術は、インク
滴をカード基板上の必要な所にだけ吐出する方式のことです。Entrust 

はこの技術をドロップ オンデマンド印刷モジュール Gen 2 およびデュ
プレックス ドロップ オンデマンド印刷モジュールで提供しており、 
どちらも Datacard® MX シリーズのシステムで利用できます。

どちらのバージョンのドロップ オンデマンド（DoD）モジュール
も、600 dpi のプリントヘッドで 4 色（CMYK）、360 dpi のプ
リントヘッドで白色を使用してカード全体の画像を印刷することが
できます。また、360 dpi のクリア プリントで光沢仕上げを行う
こともできます。CMY インクは他の印刷技術と同様に半透明であ
り、画像を印刷する際に色をブレンドすることができます。インクを
層状にしてカードの画像を形成し、微妙なトポロジー効果が得られま
す。このモジュールに使用されているすべてのインクは UV 硬化型であ
り、金融機関および政府機関のカード印刷に必要な耐久性を備えていま
す。DoD 印刷技術は、様々なカード表面に定着し、幅広いフラット カ
ードのデザインに対応します。エッジトゥエッジの DoD 印刷をエンボ
ス加工と組み合わせることはお勧めできません。

このドキュメントでは、DoD 印刷技術をフル活用できるようなア
ートワークを作成する方法を説明します。

フルバックグラウンド印刷のアートワークの作成

フルバックグラウンド画像およびパーソナライズ要素を印刷する
際、色の精度、再現性、一貫性を保つことが重要です。アートワー
クおよび作業の流れに関する組織の色管理ポリシーを導入すれば、
高品質の結果が得やすくなります。このセクションでは、アートワ
ークのプロセスに役立つ推奨事項をご紹介します。
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色管理

インターナショナル カラー コンソーシアム（ICC）の規格を活用することで、
色管理が簡単になります。これらのガイドラインに従ってアートワークを作成
することで、カードのデザインおよび承認プロセスを合理化できます。

主な推奨事項

1.  画像ファイルにカラープロファイル（色空
間）を埋め込みます。これにより、MX コ 
ントローラー ソフトウェアが印刷機に対し 
て画像の色を正確にマッピングすることが 
できます。

2.  一貫したファイル形式でファイルを保存し 
ます。

ファイル
形式

RGB  
サポート

CMYK  
サポート

ICC  
の埋め込み

圧縮（通常のデフォ
ルト）

通常の使用

TIFF あり あり あり ロスレスまたは非
圧縮

•  高解像度の画像印刷
•  最高品質、ファイルサイズ大

JPEG あり あり あり ロッシー •  写真の画像と共通
•  メール送信可能なサイズ
•  ファイルサイズに応じて中～

高品質

PNG あり
グレースケー
ルおよびモノ

クロ

なし あり 
様々な実装があ

り、一貫した結果
を得るために強く

推奨

ロスレス •  印刷およびウェブ画像
•  中品質

BMP あり
グレースケー
ルおよびモノ

クロ

なし あり 
後期バージョンの

みサポート

非圧縮形式 •  中～高品質

推奨されるファイル形式（優先度順）
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背景デザインに入れる要素

金融機関のフラット（非エンボス加工）カードをデザインする場合、ペイメント ブランドのロゴおよびチ
ップの配置は、ISO 規格およびペイメント ブランドの規制によってあらかじめ決められています。カード
の残りのスペースは柔軟にカスタマイズできます。

明るい背景

明るい色の背景に黒いデザイン要素を配置する場合、背景画像のアートファイルにそれらの要素を埋め込
むのが最適です。この方法は、静的な画像に最適です。可変画像が必要な場合はプロセス ブラックを使用
することをお勧めします。

暗い背景

暗い色の背景に白いデザインを配置する場合、カードの元々白い部分を抜くノックアウトになります。 
この点については次のページで詳しく説明します。

注：提携ブランド（Visa や MasterCard）の仕様は、Entrust のガイドラインよりも優先されます。 
提携ブランドに関してすべてのプロセスが完了していることを確認してください。

金融機関のロゴやプログラム名。静的な場合は埋め
込みを行います。可変の場合は埋め込みを行わない
でください。

600 dpi、光沢仕上げのスポ
ット印刷を伴うエッジトゥエ
ッジの背景画像

幅 2100 ピクセル

13
4

4
 ピ

ク
セ

ル

数字、日付、 
名前は、制作 
時にデータで 
追加されます。 
埋め込みをしな 
いでください。

チップのような要
素は、チップが埋
め込まれた場所の
印刷を避けるた
め、MX システム
のカード セット
アップ画面でブラ
ンクにします。
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要素の中抜き

カード画像に対する、チップ、カード所有者のデータ、事前印刷済みのロゴの相対的な位置を確実に把握してくだ
さい。厳密なサイズおよび位置を使ってアートワークにマーキングし、カードの完成品を視覚的にチェックするこ
とが推奨されます。生産用のアートワークにはこのマークは残しません。MX システムのカード セットアップで中
抜きを行う要素を選択し、カード上の厳密に正確な位置に印刷されないようにします。通常は再転写印刷で印刷済
みの画像をドロップ オンデマンド印刷モジュールに取り込む場合、画像を徹底的にレビューし、中抜きが必要な位
置を決定する必要があります。

ノックアウトによる鮮明なデザインの作成

白い要素を使用するアートワークでは、ノックアウトにより、画像を中抜きしてカード本来の色を見せ、ユニ
ークなカード デザインにすることができます。パーソナライズの過程でカードの背景全体を印刷する際、ノッ
クアウトにより鮮明でくっきりとしたテキストおよびロゴを作成できます。白いカードの表面が見え、真の白
色を表現できます。

図 1. 画像をレビューしやすくなるよう、
チップの厳密なサイズと位置、事前印刷
済みの六角形のロゴのボックスを使って
印を付けたアートワーク。

図 3. チップの配置、カード所有者のデー
タ、ロゴ周辺のボックスの部分が印刷さ
れていない最終的なカード。

図 2. システムに送信されるアートワー
ク。カードのセットアップ プロセスで、チ
ップおよびロゴ ボックス用の中抜き要素を
選択します。

図 1. すべての白い要素がノックアウトになる背
景を印刷した時のアートワークの例。

図 2. 白いアートワークの要素が印刷されず、カード本来の白色
でくっきりとした鮮明な画像を作成した、印刷済みのカード。カ
ード所有者のデータは、システムのカード セットアップで中抜
きを行って配置されています。
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黒または白いテキストを埋め込んで統一感のある画像を実現

不要なインク層形成を避けるために、静的なテキストをすべてアートワークに埋め込みます。純粋な黒ではなく、
様々なトーンのグレーを使用することで、最適な結果を得られる場合があります。

光沢仕上げによる差別化、独特の質感

光沢仕上げによる独特の質感をデザインに取り入れます。アイコン、パターンや任意のデザインとして、この透明
なトップコートをカードの任意の部分に追加できます。光沢仕上げ用のプリントヘッドおよび 2 枚目の画像が必要
になります。1 つ目のアートワーク デザインで背景を印刷し、もう一方の画像で光沢仕上げを追加して最終的な出
力を行います。以下の画像は、カード全体に光沢仕上げを施して視覚的なテクスチャ効果を付与した例です。エッ
ジトゥエッジの光沢仕上げを行う場合、2 枚目の画像（図 2）の全体が黒色になります。

図 1. 静的なテキストを埋め込んだア
ートワーク。

図 2. 統一感のある見た目と質感を持
つ印刷済みのカード。

図 3. 背景画像を印刷したものです。デー
タに基づいてパーソナライズ化の要素を
印刷します。

図 2. 光沢仕上げの印刷に使用するアートワー
クです。光沢を転写できるようにするには、デ
ザイン要素を黒一色（グレースケールまたはモ
ノクロ）にします。

図 4. 光沢仕上げのレイヤーを印刷したカードの完成品。
印刷することで光沢仕上げが完全に透明になります。
光沢を適用した部分が透明な白色で示されています

図 1. 静的なテキストを埋め込んだ背景用の
アートワークのデザインです。
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光沢仕上げによるセキュリティおよび耐久性の向上

光沢仕上げによって適用した透明で上部なトップコートが印刷済みの画像およびテキストを保護し、改ざんを
視覚的に分かりやすくしてカードに質感を加えます。光沢仕上げ用のプリントヘッドおよび 2 枚目の画像が必
要になります。1 つ目のアートワーク デザインで背景を印刷し、もう一方の画像で光沢仕上げを追加して最終
的な出力を行います。以下の画像は、スポット光沢仕上げを行った例です。エッジトゥエッジの光沢仕上げを
行う場合、2 枚目の画像（図 2）の全体が黒色になります。

図 3. 背景画像を印刷したもので
す。データに基づいてパーソナラ
イズ対象の要素、バーコード、顔
写真を印刷します。インクの使用
量を制御するために、コントロー
ラー ソフトウェアによりバーコ
ードが追加されています。

図 2. スポット光沢仕上げの印刷に
使用するアートワークです。光沢を
転写できるようにするには、デザイ
ン要素を黒一色（グレースケールま
たはモノクロ）にします。

図 4. 光沢仕上げのレイヤ
ーを印刷したカードの完成
品。印刷することで光沢仕
上げが完全に透明になりま
す。光沢を適用した部分を
透明な白色で示しています。

図 1. パーソナライズ用のスペー
スを確保し、印刷するバーコード
および顔写真用の白いノックアウ
トのシェイプを付与した背景用の
アートワーク デザインです。
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カード基板の検討事項

カード基板のテクスチャは、カードのデザイナーたちがカードを差別
化するために使い始めたテクニックです。このようなタイプのカード
の課題は、再転写、直接印刷、耐久性のあるグラフィック、ドロップ 

オンデマンド（DoD）など、多くのフラットカードのパーソナライゼ
ーション技術を、カードに均等に付着させにくいことです。テクスチ
ャのあるカードを使用する場合、テクスチャ上でカード所有者の情報
をパーソナライズすることはお勧めできません。パーソナライズされ
ないカード上の領域にテクスチャをデザインする方が、カードの全体
的な見た目や品質にメリットをもたらします。

UV 硬化技術でパーソナライズ化する場合、表面に光沢仕上げを施し
たカードの使用は避けることをお勧めします。UV 硬化により、カー
ドの表面エネルギーが下がり、表面が交差結合することで、高耐久
グラフィックや DoD インクで良好な印刷品質、付着力、耐久性が得
られない場合があります。この理想的な結果を得るソリューション
は、DoD インクでパーソナライズ要素を印刷した後、背景デザインの
一部として DoD 光沢要素を追加することです。このアプローチによ
り、鮮明な画像と高品質な印刷、および耐久性が向上します。
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担当局との検討

フラット カードをパーソナライズする場合、カードの表面を高品質な印刷ができる状態にする作業を行うこと
が必要です。製品をフラット カードに移行する際、担当局と話し合って、担当局がこれらのステップを把握し
ていることを確認してください。

最初の検討事項は、カード表面の埃の除去です。埃は、製造工程や保管時など、様々な原
因で付着します。フラット カード技術を使用する際、表面の埃によって印刷欠けが生じ、
品質の問題が発生するおそれがあります。

現在、多くの発行者があらゆる工程で輪ゴムを使用しています。これは、カード基板上に
変化が生じないようにするために検討すべき事項の一つです。保管庫からカードを取り出
したり、ジョブを構築したりする際に、オペレーターがカード素材を分けておくために輪
ゴムがよく使用されます。輪ゴムの使用には作業上のメリットはあるものの、カード印刷
に移行する場合には悪影響も生じます。スタックの最初と最後のカードに輪ゴムの残留物
が付着する可能性があります。多くの発行者が、最初と最後のカードのオモテ面やウラ面
に断続的な印刷欠けが生じるという経験をしています。

最後に、フラット カード技術で印刷を行う場合、カードの取り扱い方が重要になります。
機械式エンボス加工の場合、手の脂やローションがエンボス加工の品質に影響することは
ありませんでした。しかしフラット カードをパーソナライズする際は状況が異なります。
保管場所の担当者やシステム オペレーターは、カードの扱いに細心の注意を払う必要があ
ります。フラット カードのパーソナライズをいち早く取り入れた組織の一部は、不良品の
カードを減らすために、保管場所でカードを取り扱うプロセスを変更したり、作業員に手
袋を支給したりしています。

フラット カードは注目されます。カードは、回避できたはずの印刷欠けではなく、他とは
違うデザインや大胆なブランディングで注目されるべきです。カードをデザインする際に
は、最高レベルの品質を目指してすべての作業が行われなければ、理想的な結果は得られ
ません。



10

技術情報
画像のレイアウトおよび形式

背景画像のサ
イズ

•  88.9 mm x 56.9 mm、2100 x 1344 ピクセル（4 辺すべてのブリードを含む）
•  解像度 600 dpi

光沢用画像のサ
イズ

•  エッジトゥエッジ印刷の場合の 53.34 mm x 34.04 mm、1260 x 806 ピクセルを最大として変動
•  解像度 360 dpi
•  エッジトゥエッジ印刷を確実に行うため、カードよりもわずかに大きな画像が必要です。はみ出た

少量のインクがオーバースプレー トレイに残ります。

テキスト •  可変テキストは MX システムにあるフォントを使用します。MX コントローラーで使用できるフォ
ントを指定するようにしてください。

•  Microsoft Windows オペレーティングシステム用の TrueType および OpenType フォントを含
むスケーラブルフォントをサポートしています。

•  埋め込みテキスト、または静的なテキストは印刷前に画像に変換されます。実際のフォント タイプ
は MX コントローラーでは必要ありません。

•  印刷時のクリッピングを防ぐため、テキストおよびロゴを画像の端から4.57 mm 以上離してくだ
さい。

フォント サイズ •  読みやすさを考慮して Sans Serif フォントをお勧めします。
•  ポイントサイズ 4 以下の CMYK 印刷では、可読性をテストしてください。
•  ポイントサイズ 4 以下のホワイト印刷では、可読性をテストしてください。
•  ポイントサイズ 6 以下の光沢印刷では、可読性をテストしてください。

カラー形式 定義済みの色管理：正確かつ予想可能な結果を得るために、各デバイスが同じ基準に基づいて動作す
るよう、環境（ワークフローと呼ばれる）をセットアップする方法です。

2 つの原色モデル*
•  RGB — コンピューターのモニターやデジタルカメラなど、光を伝達するデバイスは赤、緑、青を

使って色を表示します（加色法）。
•  CMYK — 印刷された素材は光を反射し、次の 4 つの原色で構成されます：シアン、マゼンタ、イ

エロー、ブラック（減色法）。

コントローラー ソフトウェアは RGB 空間で画像を作成・描画した後、CMYK 空間で印刷を行い 
ます。

*グレースケールおよびモノクロのカラーモデルもサポートしています。

サポートされて
いる色空間

画像の描画/合成作業はすべて、ユーザー定義の RGB 作業用色空間で行われます。

作業用色空間および非 ICC RGB 画像、またはそのいずれかをサポートするための、デプロイ済みの 
RGB ICC 作業プロファイル：
•  sRGB IEC61966-2.1（デフォルト）
•  sRGB IEC61966-2-1 black scaled
•  sRGB v4 ICC preference perceptual intent beta
•  Adobe RGB 1998（sRGB よりも色域が広く、Artista VHD モジュール Gen 2 の色域に最も 

近い）
•  ECI RGB v2 ICCv4 
•  Apple RGB
•  HDTV（Rec. 709）

非 ICC CMYK 画像をサポートするための、デプロイ済みの CMYK ICC プロファイル*：
•  Coated FOGRA39（ISO 12647-2:2004）
•  Coated GRACoL 2006（ISO 12647-2:2004）
•  Uncoated FOGRA29（ISO 12647-2:2004）
•  米国内 Web Coated（SWOP）v2 

*可能な場合は必ずソース画像ファイルに適切な ICC プロファイルを埋め込み、曖昧さをなくすこと
が推奨されます。
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画像を保存する
場合

•  必ずマスターバージョンから作業を行い、既存の色空間（sRGB IEC61966-2/1 など）で広い色域
を確保し、すべてのレイヤーおよびエフェクトをそのまま保持します

•  本番制作用に、「名前を付けて保存」を使用して新しいファイル（コピー）を制作に適した形式で
保存します。

•  本番制作用ファイルの平滑化を行い、レイヤーを除去して透過をファイナライズする必要がありま
す。

•  JPEG として保存する場合は次の画像オプションを選択します：最低圧縮率（最高品質）。
•  JPEG として保存する場合は次のフォーマット オプションを選択します：ベースライン（標準）。

Entrust は、非圧縮またはロスレス圧縮の形式（例：TIFF）を推奨しています。それが無理な場合
は、最低の圧縮率が理想的です。圧縮率を高くすると画像から一部の情報がなくなり、特にグラデー
ションを使用する画像において、バンディングやポスタリゼーションなどのアーチファクトが画像に
生じるおそれがあります。低い圧縮率であれば、ICC ワークフローのトゥルーカラーマッチにあまり
影響しないと考えられます。

画像のレイアウトおよび形式（続き）



ENTRUST CORPORATION について
Entrust は、信頼できるアイデンティティ、支払い、データ保護を可
能にすることで、世界の安全に寄与しています。国境の有無に関係な
く、商品やサービスの購入、電子政府サービスへのアクセス、企業ネ
ットワークへのログインなど、今日ますますシームレスで安全な体験
が求められています。Entrust は、こうしたやり取りのすべてのまさ
に核心部において、非常に幅広いデジタルセキュリティやクレデンシ
ャルの発行ソリューションを提供しています。2,500 名を超える社
員、グローバルパートナーのネットワーク、150 か国以上の顧客を抱
える当社に、世界で最も信頼されている組織が信頼を寄せるのも不思
議ではありません。

詳細はこちらから

888.690.2424 
+1 952 933 1223 

sales@entrust.com 
entrust.com

Entrust および六角形のロゴは、米国およびその他の国、またはそのいずれかにおける、Entrust 
Corporation の商標、登録商標およびサービスマーク、またはそのいずれかです。他のすべてのブランド名
や製品名は、それぞれの所有者に帰属します。Entrust Corporation は製品およびサービスを継続的に改善
しており、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。Entrust は機会均等雇用者です。
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詳細はこちら：

entrust.com グローバル本社
1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379

米国内 フリーダイヤル：888 690 2424

国際電話：+1 952 933 1223

info@entrust.com entrust.com/contact

http://entrust.com
http://entrust.com/contact

