
A4 500ページの原稿も5時間以内で検査できます！

HallmarkCenterなら

しかも検査対象の組み合わせは自由に選択できます。
RIP済みコンポジットデータ
カンプ用紙、DDCP校正紙、インクジェット校正紙、印刷本紙をスキャンしたデータ
刷版をスキャンし、色版を重ねてコンポジット化したデータ
フィルムをスキャンし、各色版を重ねてコンポジット化したデータ

※1

※2

※3

500ページの比較検査を行うのに
　　　　　何人で何時間作業しますか？

大量印刷物検査に

HallmarkCenterホールマークセンター

自動比較検査ソフト

2014.04



HallmarkCenter

DTPから印刷までの工程の中で、従来デジタルデータには変化
は起きないと思われていました。しかし実際は同一メーカーの
RIPでさえ、バージョンが違えば数パーセントの濃度差や数ピ

そこでホールマークセンターには独自開発の検査エンジン「アイマイン」を
搭載。アイマインは機械の正確な目を持ちながら、まるで人の目でチェック
するように「曖昧さ」も判断することができるので、見つけたい誤植だけを
確実に抽出、見逃しがありません。　

従来型検査エンジン アイマイン・エンジン

フォルダにドラッグするだけで大量ページの自動検査が可能！

自動サーチ機能

フォルダに入れるだけ

オートレジストレーション機能

クセルのズレが出て来てしまい、従来はそれらを全て差異として検出、検査精
度が高くなる程、本来見つけるべきミスが見つけられないという矛盾した問題
がありました。

EE

ホールマークセンターの代表的な機能

HallmarkClient 手動の検査指示ツール

曖昧検査エンジン【EyeMine】
ア イ マ イ ン

F-A-1
F-B-1
F-C-1

R-A-1
R-B-1
R-C-1

・ ・・ ・・ ・

検査する画像同士のファイル名称が同じか、名称の一部でも同じで
あれば自動的に検査し、検査結果ファイルと検査証を発行します。

ページ面付け原稿と単ページ原稿のバラ原稿の検査などの場合、オペレータの手を
煩わせることなく、位置や回転方向を自動的にサーチして検査対象位置を自動検出
します。またパッケージ印刷等の入れ子になった多面付け画像も自動サーチ可能です。

原稿の伸縮を自動的に補正
して検査

紙の歪みを自動的に補正
して検査

再校初校

用紙の伸縮や入力時の歪みはHallmarkCenter のオートレジストレーション機能
により、自動的に補正し検査を実行します。

ファイル名に関連性がない場合
でもCTMを使えば自動検査する
ことができます。

裏ページ参照

比較元となるマスター画像から検査エリアを抽出
しなければならない時はHallmarkClient を使用
し検査領域を指定して検査します。

サイズが大きく違った原稿もHallmarkClient で相対
するポイントを指定すれば後は自動でサイズを合わせ
検査することが可能です

ホールマークセンターではホットフォルダ運用による
自動検査が基本となります。



受験用問題集（モノクロ）

ホールマークセンターの実際の運用例と主な機能

運用例①

取扱説明書（２色）運用例②

カタログ（カラー）運用例③

Illustrator の塗りつぶしパターンの欠落を検出

ホールマークセンターの実際の運用例の中から、受験用問題集（モノクロ）、取扱説明書（2色）、カタログ（カラー）を例に、
主な機能と検査結果をご覧頂きます。

人の目では見落としがちな、単純な数字の入力ミスも検出

!

!

!

!

文字送りのピッチが変わり、改行されている部分を検出

訂正後も検出箇所の赤枠を表示させれば、指示と見比べて
確認することが可能。訂正漏れのチェックに役立ちます。

人の目では探し難い面付け後のデータでも、該当ページを探し出し比較を行うことが可能。

写真部の色調の違いを検出
階調が変わった部分が赤枠で囲まれ検出されています。

従来の目視チェック

HallmarkCenterを用いたチェック ２時間程度

約6時間の短縮！
８時間程度

従来の目視チェック

HallmarkCenterを用いたチェック ４時間半程度

約10時間半の短縮！
15時間程度

従来の目視チェック

HallmarkCenterを用いたチェック 8時間半程度

約21時間半の短縮！
30時間程度

（スキャン　　PDF）

（スキャン　　PDF）

（スキャン　　PDF）
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その他の質問

自動運用できないパターンはどんな時か？またその時の対処法はどうすればよいか？

　名称のルールにより２つのファイルを自動比較するため、ルールに規則性がないと検
査の組合せを作成できません。このような時には Hallmark Client でファイルを呼び
出し検査する方法と、CTM（       オプション）を用いてファイルリストから検査するファイル
の組合せを一度に作成し、それらの組合せを一気に検査させる方法があります。

【名称ルールに規則性が無い
とき】

　規則性が無くカンプの図面情報や作業名称等の印刷物と関係ない情報がある場合や解
像度が異なる画像の時は自動運用できません。その場合には、Hallmark Client で検
査エリアを指定したり、変倍してから検査します。

【比較元画像に検査対象でない
コンテンツが存在する、または
倍率が異なる検査をする時】

検査精度はどれくらい求める
ことが出来るのか？

　検査精度は検査対象の画像の品質に大きく左右されます。精度を高めるのに最も効果
的なことは解像度を上げ、スキャナの入力設定を調整することで格段に向上させること
が出来ます。同じ品質の検査画像に対しても検査精度に合わせて複数のホットフォルダ
を作成して精度の高い検査と使い分けることも出来ます。

「ビューワがコピーフリーで、他のマシンでも確認できるのでとても重宝します。」

Hallmark Viewerとは
何ですか？

　Hallmarker シリーズ専用の無料のビューワソフト (Windows 版 ) です。検査結果
を様々な表示方法で確認することが出来ます。また再配布も可能ですので、各担当、クラ
イアント様との確認、打ち合わせ等にもご利用頂けます。

名称ルールに合わない大量の印刷物も、CTM を使用すれば「面付け済みの大判」と「単ページ」の組合せも簡単に作成でき、
自動検査を走らせることが出来ます。

「名称ルールに合わない飛込みの検査が入っても、Hallmarker Client を使ってオペ
レータが自分でファイルを呼び出せば検査を実行できるし検査対象外は検査エリアを指
定するだけで自動的に検査するのでオペレータも多くを覚えなくても運用できました。」

「検査の精度は、予め作成してもらった最初の設定で特に問題にはなりませんでしたが、
今後はホットフォルダを使い分けることで検査の要求度の高い仕事も安心して受注出来
ます。」

【A社試用後の感想】

【A社試用後の感想】

【A社試用後の感想】

インストールするマシンの
推奨環境は？

　Hallmarker シリーズは処理に大量のメモリ (RAM) を使用し、検査は CPU スピード
に依存します。検査対象にもよりますが、RAM は 3GB 以上、CPU は Core2Duo 以上を
推奨します。

検査対象のサイズは？
　For Proof では A3 ノビサイズとなります。For Print では特に上限は設けていません
が、Windows の制約やスキャナーの大きさなどに依存します。　　　

検査・検版ファミリー

Hallmarker シリーズとは、【紙カンプ 対 デジタルデータ】 検査、【単面 対 面付け】検査、
【大量ページ】自動検査など、様々な組み合わせ、状況に対応した検査・検版シリーズ。

弊社独自開発の【EyeMine アイマイン】( 人間の目視チェックと同じ様に「曖昧さ」を持つ
ファジー検査ができる機能 ) を搭載した 3 つのソフトから成るシリーズです。

品  質  保  証  が  標  準  仕  様
ス　タ　ン　ダ　ー　ド

123

A社による導入検討のプロセス

ヒアリングから判明したA社での主な印刷事故の要因

●DTP、CTP オペレータの作業ミス
●校正ミス、検版ミス
●お客様、社内営業からの指示ミス
●他社 RIP で作成されたデータを社内 RIP に取り込む際に発生するトラブル
●社内同一 RIP 間で、バージョンの違いにより発生するトラブル

特にRIP段階でのトラブルを回避する方法が存在せず悩んでおられたA社には

●お客様からの原稿、データとRIP後データとを見た目通りに検版できる。
●様々な媒体及び、様々な用途に対応できる。
などの点から、前ページフローの　　　　　　　　での Hallmark Center に
よる検査をお薦めし実際のデータで試して頂くことになりました。

2 入校チェック

テスト使用前の A社の質問と試用後の感想

「使ってみて一番驚いたのは検査スピードが早いことでした。従来の目による検査方法と
は比べ物にならない早さで検査が完了し感動しました。」

「使ってみて一番驚いたのは検査スピードが早いことでした。従来の目による検査方法と
は比べ物にならない早さで検査が完了し感動しました。」

GTB では高速化についても継続して開発を行っております。今後、この時間はさらに大幅に短縮される可能性が有ります。

処理速度に対し不安がある。
システムが検査をこなせる量
を知りたい。

【A社試用後の感想】

　HallmarkCenter Ver3.5.X では 200dpi の A4 サイズの原稿で平均 30 秒程度かか
ります。従って 1 時間では 120 ページ、1000 ページを検査するのに 8 時間強必要です。

オペレータにはどれくらいの
スキルが求められるのか？

　運用の名称ルールが決定しワークフローが確定すれば、通常の検査はホットフォルダ
に検査するファイルを投入するだけで検査が実行されるのでオペレータはビューワの操
作だけになります。
また、自動運用できない検査も Hallmark Client で検査エリアを指定するか、サイズ
合わせを行うだけですので特に専門的な知識は不要です。検査設定を作成する管理者に
は本システムの設定値の意味を理解していただく必要があります。

　運用の名称ルールが決定しワークフローが確定すれば、通常の検査はホットフォルダ
に検査するファイルを投入するだけで検査が実行されるのでオペレータはビューワの操
作だけになります。
また、自動運用できない検査も Hallmark Client で検査エリアを指定するか、サイズ
合わせを行うだけですので特に専門的な知識は不要です。検査設定を作成する管理者に
は本システムの設定値の意味を理解していただく必要があります。

「通常の運用では、検査対象ファイルをホットフォルダに入れるだけで検査結果が出るの
で誰でも使用できるうえ、仕事の種類に合わせて精密な検査や汎用的な検査に適した検査
項目のホットフォルダを作成できるので、その柔軟さにとても魅力を感じました。」

【A社試用後の感想】

「使ってみて一番驚いたのは検査スピードが早いことでした。従来の目による検査方法と
は比べ物にならない早さで検査が完了し感動しました。」

GTBでは高速化についても継続して開発を行っております。今後、この時間はさらに大幅に短縮される可能性が有ります。

処理速度に対し不安がある。
システムが検査をこなせる量
を知りたい。

【A社試用後の感想】

　HallmarkCenter Ver3.5.Xでは200dpiのA4サイズの原稿で平均30秒程度かか
ります。従って1時間では120ページ、1000ページを検査するのに8時間強必要です。

オペレータにはどれくらいの
スキルが求められるのか？

　運用の名称ルールが決定しワークフローが確定すれば、通常の検査はホットフォルダ
に検査するファイルを投入するだけで検査が実行されるのでオペレータはビューワの操
作だけになります。
また、自動運用できない検査もHallmark Clientで検査エリアを指定するか、サイズ
合わせを行うだけですので特に専門的な知識は不要です。検査設定を作成する管理者に
は本システムの設定値の意味を理解していただく必要があります。

「通常の運用では、検査対象ファイルをホットフォルダに入れるだけで検査結果が出るの
で誰でも使用できるうえ、仕事の種類に合わせて精密な検査や汎用的な検査に適した検査
項目のホットフォルダを作成できるので、その柔軟さにとても魅力を感じました。」

【A社試用後の感想】

114

その他の質問

自動運用できないパターンはどんな時か？またその時の対処法はどうすればよいか？
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レータが自分でファイルを呼び出せば検査を実行できるし検査対象外は検査エリアを指
定するだけで自動的に検査するのでオペレータも多くを覚えなくても運用できました。」

「検査の精度は、予め作成してもらった最初の設定で特に問題にはなりませんでしたが、
今後はホットフォルダを使い分けることで検査の要求度の高い仕事も安心して受注出来
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【A社試用後の感想】

【A社試用後の感想】

インストールするマシンの
推奨環境は？

　Hallmarkerシリーズは処理に大量のメモリ(RAM)を使用し、検査はCPUスピード
に依存します。検査対象にもよりますが、RAMは3GB以上、CPUはCore2Duo以上を
推奨します。

検査対象のサイズは？
　For ProofではA3ノビサイズとなります。For Printでは特に上限は設けていません
が、Windowsの制約やスキャナーの大きさなどに依存します。　　　

カンプ用紙、DDCP校正紙、インクジェット校正紙、印刷本紙を
スキャンしたデータ

フィルムをスキャナ入力し、各色版を重ねてコンポジット化したデータ
刷版をスキャンし、色版を重ねてコンポジット化したデータ

RIP済コンポジットデータ

しかも検査対象の組み合わせは自由に選択できます。

ファイル名により自動検査

A4 500ページの原稿も5時間以内で検査できます！

デジタルデータ間検査オプション

さらに高速に！

64bit 版へのアップグレード

ファイル名が違う場合

※2

※3

自動サーチ機能
ページ面付け原稿と単ページ原稿のバラ原稿の検査などの場合、オペレータの手を煩わせることなく、位置や
回転方向を自動的にサーチして検査対象位置を自動検出します。またパッケージ印刷等の入れ子になった多面
付け画像も自動サーチ可能です。

オートレジストレーション機能

用紙の伸縮や入力時の歪みはHallmarkCenterのオートレジストレーション機能により、自動的に補正し
検査を実行します。

検査組み合わせ支持ソフトCTM
ファイル名に関連性がない場合でもCTMを使えば自動検査することができます。

￥315,000-(税込み)

【単ページ】対【面付けデータ】の自動検査では「面付けによって単ページのファイル名と折データのファイル
名に関連性がない」「単ページデータには白紙ページが入っていないので名称によるページ順が違ってしまう」

「紙カンプの途中が抜けている」などの理由で名称ルールだけでは自動検査できない場合があります。

CTM(Comparative Table Maker)

CTMでは単ページデータに再度ページ設定を行い、
折りデータと関連付けることができるので、ファイル
名ルールにとらわれずに検査が可能になります。
CTMから指示を受けたHallmarkCenterは自動的
に対象ファイルの検査を実行し、折ごとに検査結果を
生成します。

1

高解像度・大サイズ検査の精度向上！2

32bit版HallmarkCenterからは差額でのアップグレードが可能です。価格やハードウェア構成など、詳細はお問い合わせ下さい。
※64bit版ツールの動作には64bit版のOSとハードウェア構成が必要となります。

400dpiでの検査も今までの200dpiと同じ時間で検査・処理が可能！
今までの検査では不可能だった～600dpi A0(A倍)までの検査が可能に！

規則性が無くカンプの図面情報や作業名称等の印刷物と関係ない情報がある場合や解像
度が異なる画像の時は自動運用できません。その場合には、Hallmark Clientで検査
エリアを指定したり、変倍してから検査します。
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KenPa!
2

デジタル比較検査ツール

Ken2pa!は独自の検査エンジンを搭載することで、従来からの検査に加え、

今までは不可能だった様々なデジタルデータ間の検査を可能にしたツールです。

曖昧（あいまい）検査エンジン搭載

高精度な自動位置合わせ

ホールマークセンターではホットフォルダ運用による自動検査が基本となります。
検査する画像同士のファイル名称が同じか、名称の一部でも同じであれば、自動的に検査し検査結果ファイルと
検査証を発行します。

CTP運用では刷版を出力するまでデータを確認する事ができません。
そこで修正や各工程毎にRIPして、自動的にデータを比較検査させることのできる
オプションです。途中で変更点や問題の有無をチェックできるので更に安心です。

64bit版OSで大容量のメモリをハンドリングすることが可能になりました。
それに伴いHallmarkerシリーズも64bitネイティブ版をリリースし、今ま
では不可能だった高解像度画像、大サイズ画像での検査が可能となり、検査速
度も大幅にアップしました。

CTP運用では刷版を出力するまでデータを確認する事ができません。
そこで修正や各工程毎にRIPして、自動的にデータを比較検査させることのできる
オプションです。途中で変更点や問題の有無をチェックできるので更に安心です。

64bit版OSで大容量のメモリをハンドリングすることが可能になりました。
それに伴いHallmarkerシリーズも64bitネイティブ版をリリースし、今ま
では不可能だった高解像度画像、大サイズ画像での検査が可能となり、検査速
度も大幅にアップしました。
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HallmarkClient(3ライセンス付属)
HotPrint(1ライセンス)

HallmarkViewer(フリーライセンス)
ImageSelector(フリーライセンス)

HallmarkCenter for Proofパッケージ
A3ノビ（329 x 530mm/400dpi相当）

HallmarkCenter for Printパッケージ
検査画像サイズに制限はありません

（比較元、比較先画像共に制限サイズを超えることはできません。）

検査可能サイズ

HallmarkCenter Server(1ライセンス)

SCAN_001.tif
SCAN_002.tif
SCAN_003.tif～ ～

SCAN_128.tif

xxx_1折裏.tif
xxx_2折表.tif
xxx_3折裏.tif

xxx_8折表.tif

単ページデータ
検査指示ファイル

を作成

面付け後折データ

折パターン選択

【検査指示ファイル】

自動検査
検査指示：128件　
ジョブ名：Job-13-08-02
出力フォルダ：C:¥ ken2pa¥検査入力

SCAN _001.tif 　  XXX_1折表.tif
SCAN _002.tif 　  XXX_1折裏.tif
SCAN _003.tif 　  XXX_1折裏.tif

SCAN _127.tif　   XXX_8折裏.tif
SCAN _128.tif 　  XXX_8折表.tif

~

※64bit版ツールの動作には64bit版のOSとハードウェア構成が必要となります。

Windowsは米国MicrosoftCorporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。その他記載のソフト名・ハード名等は各社の商標または登録商標です。

32bit版HallmarkCenterからは差額でのアップグレードが可能です。価格やハードウェア構成など、
詳細はお問い合わせ下さい。

400dpiでの検査も今までの200dpiと同じ時間で検査・処理が可能！

今までの検査では不可能だった～600dpi A0(A倍)までの検査が可能に！

CTM では単ページデータに再度ページ設定を行い、折りデータと関連付
けることができるので、ファイル名ルールにとらわれずに検査が可能にな
ります。
CTM から指示を受けたホールマークセンターは自動的に対象ファイルの
検査を実行し、折ごとに検査結果を生成します。

SCAN_001.tif
SCAN_002.tif
SCAN_003.tif～ ～

SCAN_128.tif

xxx_1折裏.tif
xxx_2折表.tif
xxx_3折裏.tif

xxx_8折表.tif

￥300,000（税抜き）

￥500,000（税抜き）

CTM (Comparative Table Maker)

単ページデータ 対 面付けデータの自動検査では

単ページデータのファイル名と折データのファイル名に関連性がない
単ページデータには白紙ページが入っていないので名称による順番では
ページ順が違ってしまう
紙カンプが途中で抜けている

…などの理由で名称ルールだけでは自動検査できない場合がありました。

CTP 運用では刷版を出力するまでデータを確認することができません。
そこで修正や各工程毎に RIP して、自動的にデータを比較検査させることのできるオプションです。途中で変更点や問題の有無をチェックできるので更に安心です。

単ページデータを入力し折パターンを選択すれば
面付けされた折データと単ページデータを関連付
け、ホールマークセンターに指示を送ります。

※4

※1 弊社テストによる時間です。サンプルによって時間のかかる場合もあります。※2※3 分析データをコンポジット化するためProofMakerが別途必要です。
※4 HallmarkClientの追加は別途お問い合わせ下さい。※推奨PCスペックは上記になりますが、システム販売となりますのでご購入の際には詳細を各販売店にお問い合わせ下さい。

64bit版へのアップグレードパッケージ内容

さらに高速に！

高解像度・大サイズ検査の精度向上！

RAM : 32bit OS/4GB以上、64bit OS/8GB以上
: Windows 7 Professional SP1 32bit か 64bit Intel Core i5以降OS

推奨動作環境

検査結果ファイルは専用のビューワーソフト【ホールマーク・ビューワー】で簡単に確認できるだけでなく、検査結果証として印刷や共有が可能です。
このビューワーソフトはインストール自由のフリーソフトですので、各担当者やクライアントに配布して頂ければ、簡単に検査結果の確認・共有がで
きます。

検査結果ファイルを社内共有フォルダで
共有したり、メール添付でクライアントや
遠く離れた支社とも共有することができ、
営業ツールとしても有効に活用して頂けま
す。

オプション

デジタルデータ間検査オプション

印刷して確認

ビューワーで確認

【神戸本社】

【開発元】
株式会社ジーティービー

http://www.gtb.co.jp

650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町3-5-3
TEL 078(265)5385  FAX 078(265)5389

【東京支社】
101-0047
東京都千代田区内神田1-2-15 第三亀田ビル1F
TEL 03(6380)2442  FAX 03(6380)2444

【ショールーム・ラボ】
651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-7-17 小橋ビル2F
TEL 080(4765)5385  FAX 078(855)5389

ホールマーク・ビューワー （配布自由な無料のビューワーソフト）検査結果の確認と共有

初　校

再　校

差異のある部分は指定した色で囲まれて表示
されます。差異の無い部分の色調に明暗を付
けることも出来るので差異が一目瞭然です。

更に比較元・比較先画像を交互に表示して
はっきりと差分を確認することもでき、
事故の見逃しがありません。
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