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いつしかInDesignのライバルは
QuarkXPressではなく、
Illustratorになってしまいました。
過去の慣れで Illustratorを使い続けてい
る方、なかなかInDesignに踏み出せな
い方を対象に、IllustratorとInDesignの
違いや使い分けなど、
InDesignのスムースな導入のための
セッションです。



•Illustratorは理解している
•InDesignはこれから

対象



自己紹介







Web Standard
Technique Unit
Web Standard
Technique Unit
HTML!CSS, Web Graphics, Web Direction (basic) 
Dreamweaver"Flash"Fireworks"Photoshop

Web標準を実践課題に沿って体系的に学ぶ









http://www.dtp-transit.jp/

http://www.dtp-transit.jp
http://www.dtp-transit.jp


本日の資料も
ダウンロードできます。



agenda
•InDesignは本当にIllustratorっぽい？
（インターフェイスと基本操作）

•Illustratorユーザーが
つまづきやすいポイント

•InDesignの優位性は？
（Illustratorにできないこと）



結論
•アドビがいうほど、
InDesignはIllustratorと同じではない
•InDesignにはできて、
Illustratorにはできないことは多い

InDesignとIllustratorを使い分けよう



はじめに
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VS



VS



特に日本は、Illustratorで
ページレイアウトをしている方が多い



10 CS CS3CS2



Illustrator 10
リリース：2001年

Illustrator 8.0
リリース：1998年



AICS以降
•文字まわりの機能の充実
•その他のスペシャルな機能の充実
- ライブトレース、ライブカラー
•複数ページのサポートは未対応
•その他、エディトリアルを行う上で
不可欠な機能に非対応
- ルビ、段落罫線、インライングラフィック



重い



インターフェイスの比較
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ツールボックス











コントロールパレット



アイコンパネル



ワークスペースの操作
•拡大縮小
（ズームツールへの切替）
•スクロール
（手のひらツールへの切替）
•全体表示
•100％表示



スクロール

その他 テキスト入力時

スペースバー
＋ドラッグ

なし

スペースバー 
＋ドラッグ

optionキー
＋ドラッグ



スクロール（2）
裏技

まず、commandキーと
スペースバーを押して、
commandキーだけ離す

optionキー＋スペースバー



全体表示

command＋0
（テンキーの0でもOK）

command＋0
（テンキーの0ではNG）



100％表示

command＋1
（テンキーの0でもOK）

command＋1
（テンキーの0ではNG）



つまづきやすいポイント
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文字入力

•クリックして入力開始
•ドラッグして
テキストエリアを作成

ドラッグしてフレームを作成



アウトライン作成

［書式］→
［アウトラインを作成］

［書式］ →
［グラフィックス化］



グラフィックス化の対象

•テキストオブジェクト
•テキストエリア

•文字単位
•フレーム単位



InDesign CS4では
［アウトラインを作成］

に変わるかも?



グループ選択

［グループ選択ツール］を
使用する

［グループ選択ツール］は
用意されていない



グループ編集モード



前面へペースト

［編集］→
［前面へペースト］

［編集］→
［元の位置にペースト］



前面へペースト

command＋F

（検索と置換）



前面へペースト

［編集］→
［前面へペースト］
command＋F

［編集］→
［元の位置にペースト］
ショートカット：なし



複製の繰り返し

command＋D

［オブジェクト］
→［変形を再実行］
（command＋option＋3）



オブジェクトのロック

command＋2

command＋L

InDesignはロック後、
オブジェクトを選択できてしまう
（個別にロック解除が可能）



隠す

command＋3

該当機能なし

レイヤーもオブジェクトベースではなく、
昔ながらのレイヤーのみなので、
隠したい場合にはレイヤーを分ける必要がある



ガイドに変換

command＋5

該当機能なし



フォント指定

command＋option＋shift＋F
command＋option＋shift＋M

なし
（command＋Tを2回）



InDesignの優位性
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Illustratorにできないこと
•マーケティング的に
できてもやらないこと
•アプリケーションの構造上
できないこと



ルビ・圏点



インライングラフィック



段落境界線



フチ文字



正確には

Illustrator 9以降、アピアランス機能によって、
塗りと線の重ね順を変更することができる。



InDesignでフチ文字の角を丸める方法が
InDesignSecrets.comで紹介されています。

http://indesignsecrets.com/creating-double-outlines-around-text.php
http://indesignsecrets.com/creating-double-outlines-around-text.php
http://indesignsecrets.com/creating-double-outlines-around-text.php


先頭文字スタイル



表組み
•Word/Excelファイルの直接取り込み
•1行おきの塗りスタイル
•行ヘッダ（ページをまたがる表組み）
•Illustratorファイルへの書き出し

従来の環境 移行期( 共存） 新世代DTP

OS Mac OS 8/Mac OS 9 Mac OS X, Classic Mac OS X

アプリケーション 動作環境 Classic Carbon Cocoa

Illustrator Illustrator 5.5/8.0 Illustrator 10 Illustrator CS

Photoshop Photoshop 4.0/5.0/5.5/6.0 Photoshop 7 Photoshop CS

InDesign InDesign 1.0/2.0 InDesign 2.0 InDesign CS

Acrobat Acrobat 4.0/5.0 Acrobat 5.0.5 Acrobat 6.0/7.0



複数ページの扱い
•マスターページ
•自動ページ番号（ノンブル）
•ブック（複数ファイルのセット）
•目次、索引



まとめ



AICS以降可能
•段落スタイル
•異体字切り替え
•合成フォント
•豊富な自動カーニング（文字ツメ）
•文字組みアキ量設定



［文字ツメ］

［カーニング］

［文字前のアキ量］

［文字後のアキ量］



ツメ方法 結果サンプル

無設定 フィクション Tech
文字ツメ（50%） フィクションTech
文字ツメ（100%） フィクションTech
カーニング（オプティカル） フィクション Tech
カーニング（和文等幅） フィクション Tech
カーニング（メトリクス） フィクションTech
プロポーショナルメトリクス フィクションTech



AICS2以降可能
•画像の配置
- デスクトップから
- Bridgeから
- 複数ファイルの配置



Illustratorの限界
•文字まわり
- ルビ、インライングラフィック、
段落罫線、先頭文字スタイル

•表
•ページネーション
- マスターページ、自動ノンブル
目次、索引



餅は餅屋

InDesignとIllustratorを使い分けよう



ありがとうございました。


