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テクニカル　サポート
DrawPadお絵かきソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡する前に、
該当するトピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つからない場合
は、www.nchsoftware.com/drawpad/jp/support.html 
にて、最新のDrawPadお絵かきソフト

オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
DrawPadお絵かきソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへの提案がご
ざいましたら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。当社のソフ
トウェアプロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われています。お客
様の提案が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nchsoftware.com/drawpad/jp/support.html
www.nch.com.au
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はじめに
はじめに 

DrawPadはシンプルで使いやすいお絵かきソフトです。漫画やイラストの作成は
もちろん、ベクター画像の作成など様々な用途でお使いいただけ、完成した作品は
様々なフォーマットで保存が可能です。 
DrawPad 
は初心者の方でも簡単にお使いいただける使いやすいデザインですが、ノンディス
トラクティブ編集やレイヤー機能などを含むプロ仕様のパワフルなツールがたくさ
ん搭載されています。 
対応ファイルフォーマット
.jpg、.gif、.tiff、.png、.bmp、.ico、.pdf、.svgなど様々な形式の画像ファイルを読
み込んで開きます。
.psd、.pdf、.eps、.svg、.jpg、.png、.bmp、.icoなど様々な形式でプロジェクトを
出力し保存します。
DrawPadのプロジェクトファイル（.drp）として保存することで編集作業を続ける
ことができます。 
動作環境 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 
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アプリケーション検索
検索ダイアログはDrawPad内のさまざまな機能やツールを検索するために使用できま
す。 

エフェクトやツールを検索 
検索するツールまたはエフェクトのキーワードを入力します。 

検索ボタン 
ボタンをクリックして検索を開始します。 

検索結果 
検索キーワードに関連するすべての項目がここに表示されます。カラムのヘッダを
クリックして列を並べ替えます。アイテムをクリックすると、そのアイテムが自動
的に使用され、アクセスする場所がわかります。 
● 特徴 - ツール、エフェクト、またはオプションの名前。 
● 場所 - DrawPad内の機能の位置。 
ヘルプページで詳細を検索 
リンクをクリックするとブラウザにリダイレクトされ、ヘルプページでオンライン
検索が可能になります。 
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関連ソフト
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 
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Flickrへログイン
DrawPadを使うと写真や動画をFlickrに簡単にアップロードすることができますが、
アップロードを行うにはサイトにログインする必要があります。
ログインボタンが表示されている場合はログイン...ボタンをクリックするとFlickrのウ
ェブサイトが開きます。Flickrのウェブサイトにログイン画面が表示された場合はロ
グインを行います。ログインを行うとDrawPadをFlickrアカウントにリンクするかど
うかを確認するメッセージが表示されます。以下をクリックするとリンクが行われま
す： OK, I'll authorize it（はい、承認します）。承認後ウェブ画面に9桁の認証コー
ドが表示されます。このコードをDrawPadにタイプ入力またはコピー貼り付けし以下
のボタンをクリックします： Continue（続行する）。
Flickrへログイン 
DrawPadからFlickrへのログイン作業が完了している場合は、ログイン...ボタンの代
わりにログアウトボタンが表示されているので、ログアウトする場合はこのボタンを
クリックしてください。ログイン...ボタンをクリックして、DrawPadを使ってFlickr
へ写真や動画をアップロードできるようにします。
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Windows 
XPおよびVistaでのGoogle認証プロセス
Windows XPやWindows 
Vistaで実行する場合、GoogleドライブやYouTubeにアップロードする権限をDrawP
adに付与するには、追加の手順が必要です。 
1. ログイン... ボタンをGoogleの 認証ダイアログでクリックします。
2. ウェブサイトが開くので必要に応じてGoogleアカウントにログインします。
3. 要求された機能にDrawPadがアクセスすることを承認します。 
4. 認証コードがGoogleから発行されるので、これをコピーしDrawPadのログイン完

了 ダイアログ（DrawPadの）。 
5. 準備完了ボタンをクリックしてログイン作業を完了します。
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ソフトウェアの利用規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。

2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。

3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。

4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。

6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。

9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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全般 - 情報パネル
情報パネル 情報パネルには通常、現在マウスのポインタがある位置や現在選択されて
いるアイテムの基本的な情報が表示されます。
マウスを動かしたり、アイテムの選択やサイズ変更、移動などを行ったりすると以下
の情報が更新されます。
マウス：（横、縦） 
現在マウスのポインタが置かれている位置を、画面の左上を0として表示します。
アイテム：（横、縦）幅ｘ高さ 
現在選択されているアイテムの現在位置と大きさを表示します。
マウスが置かれている部分の色 
現在マウスのポインタが置かれている場所の色の情報を表示します。
表示される情報は以下の通りです： 赤、 緑 、 青 の値と Hex値(#ffffff)、 色相、 彩
度 および 値。
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全般 - カラーピッカー
カラーピッカー お絵かきに使う色はカラーピッカーを使って選択します。「線」で指
定した色は鉛筆やブラシ、スプレーなどの手描きツールを使って描く線に使われます
。「塗りつぶし」で選択した色は円や四角形などの図形を描く際や、範囲を指定して
塗りつぶしを行う際に使われます。線または塗りつぶしボタンをクリックすると
色を編集。画面が開きます。「線」と「塗りつぶし」ボタンの間にある矢印のボタン
をクリックすると線の色と塗りつぶしの色を交換することができます。
追加オプション 
「線」と「塗りつぶし」のボタンにはプルダウンメニューがあり線や塗りつぶしの削
除や、それぞれに選択されている色を交換したりといった作業ができます。「塗りつ
ぶし」ボタンは単色だけでなく様々な柄を選ぶこともできます。塗り潰す色にグラデ
ーションを付けることもできます。「線」と「塗りつぶし」はいずれも色にグラデー
ションを付けることができます。

塗りつぶしパターンの選択ダイアログ 
一覧から様々な柄を選ぶことができます。希望の柄をクリックするだけで選択完了で
す。選択した柄が画面上に作成されている要素や文字に挿入されます。
グラデーションで塗りつぶす 
このオプションを使うとカラーピッカー画面を使ってグラデーショングラデーション

グラデーションを使った線/塗りつぶし 
このオプションを使うと色に独自のグラデーションを付けることができます。この作
業はカラーピッカー画面の以下の領域で行います：グラデーションの選択

11
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全般 - カラーピッカーのダイアログ
色を編集 カラーピッカーを使うと様々な方法で簡単に色を選択することができます。
画面を見ながら色を調整 
画面上部には色パレットとスライダがあります。画面左側には256ｘ256の色パレッ
トがあり、右側のスライドを上下に動かすとパレットの色系統が変わります。また、
パレットの下にあるラジオボタン（以下で詳しく説明します）をクリックすることで
もパレットとスライダの色系統が変わります。パレットをクリックするとクリックし
た場所の色が選択されます。

RGBまたはHSVの値を使って色を調整 
色パレットの下には色相、彩度、明度、赤、緑、青の6つのラジオボタンがあり、そ
れぞれにスライダと数値の入力ボックスがあります。色相、彩度、明度のいずれかの
ラジオボタンにチェックを入れると、選択したオプションの値がパレットとスライダ
に視覚的に表示され、残りの2つの値が左側のボックスの縦軸と横軸として表示され
ます。RGBボタンを選択した場合も同様に機能します。また、各オプションのスライ
ダや、画面右側のボックスのスライダを動かすことでもそれぞれの値を変更すること
ができます。数値を変更すると2つのボックスのスライドや選択地点も動き、ボック
スのスライドや選択地点を動かすと画面下部の各数値も変更されます。

選択された色 
選択された色は色スライダの下のボックスに表示されます。ボックスは斜め線で区切
られており、左上半分には新しく選択した色（スライダや数値を使って現在作成して
いる色）が、右下半部には現在選択されている色（既に使われている色で「色の編集
」画面をキャンセルした場合に引き続き使われる色）が表示されます。選択された色
の下部には新しく選択した色のHex値が表示され、Hex値を入力する形で色を選択す
ることもできます。また、スポイトの絵が描かれたボタンを使うと、デスクトップ上
のどこからでも色を選択することができます。

透明度 
選択した色の下には透明度（32ビットカラーのアルファチャンネル）を指定するスラ
イダがあります。選択した色の下にはチェック柄が表示され透明度を簡単に確認する
ことができます。
カラーパレットに色を設定 
ラジオボタンの下に12個の長方形と、「パレットに設定」というボタンがあります。
各長方形は特定の色を保存しておくためのカラーパレットで、「色の編集」画面で作
成した色を後から再度使えるように保存しておくことができます。カラーパレットの
色はDrawPadを閉じた後も色が保存されます。パレットに色を設定するには、まずパ
レットをクリックして選択します。次にパレットに設定する色を選択し、最後に「パ
レットに設定」ボタンをクリックします。設定後はパレットをクリックするだけで色
を簡単に選択することができます。
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全般 - レイヤー一覧
レイヤー一覧 メイン画面の右下部にはレイヤー一覧が表示されており、作業中の作品
にこれまで行った作業が一目でわかるだけでなく、特定の作業の編集や調整が簡単に
できます。
レイヤーとは 
レイヤーとは作品を描く上で行った作業の1つ1つのことで、作画をより効率的に行う
為のものです。１つ１つのレイヤーは1枚1枚の透明な紙のようなもので、それを重ね
ていくことで1枚の絵を描くようなことだとお考え下さい。ツールを使って行った作
業（絵を描く、色を塗るなどの作業）は一覧で選択されているレイヤーに行われます
。

レイヤーを編集する 
レイヤー名を変更するにはレイヤー名をクリックし新しい名前を入力します。レイヤ
ー名をクリックしてドラッグすることでレイヤーの順序を変えることもできます。
各レイヤー名の左横の+-ボタンを使ってレイヤー内の要素の表示と非表示を切り替え
ることができます。レイヤーが開いている際はレイヤー内の各要素をクリックして選
択することができます（これにより他の要素の下に隠れている要素を簡単に選択する
ことができます）。一覧で要素をダブルクリックすると、その要素と、その要素の前
後の同じ要素が同時に選択されます（例：5つの円を連続して挿入した場合、そのう
ち1つを一覧でダブルクリックすると5つ全部が選択されます）。選択された要素は一
覧内でハイライト表示されます。

各レイヤーはレイヤー名のすぐ下にあるボタンを使って表示/非表示の設定とロックの
オン・オフをコントロールできます。表示と非表示を切り替えることでレイヤーの要
素をキャンバス上に表示または非表示にすることができます。またロックをオンにす
るとロックしたレイヤーが編集できなくなり、オフにすると編集ができるようになり
ます。

レイヤー一覧のコントロール機能 
新規 新規レイヤーボタンをクリックすると新しいレイヤーが追加されます。
削除 
レイヤーを削除ボタンをクリックすると現在選択されているレイヤーが削除されます
（削除ボタンは複数のレイヤーがある場合にのみ使えます）。
複製 
レイヤーを複製ボタンをクリックすると現在選択されいてるレイヤーとレイヤー内の
全ての要素がこのレイヤーにコピー貼り付けされます。
レイヤーを下に結合 
選択したレイヤーをその下のレイヤーと結合します。
レイヤーの透過度 
スライダを使って選択されているレイヤーの透明度を調節します。
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全般 - オブジェクトの選択
オブジェクトの選択 要素が選択されている際はその要素の周囲に四角い枠線が表示さ
れます。この枠線を使って要素の編集を行うことができます。
枠線が表示されている要素（選択されている要素）は全てドラッグして移動すること
ができます。また、枠線の端を掴んでドラッグすることで要素のサイズを変更するこ
ともできます。4方向の矢印のマウスカーソルが表示されいてる際は要素を動かすこ
とができ、2方向の矢印が表示されている時はサイズの変更ができます。
回転 
要素によってはハンドルを使って要素の向きを回転することができます。カーブした
矢印が描かれたハンドルをクリックして左右に動かすことで回転を行います。
要素を整列させる 
複数の要素を選択すると、「選択」メニューの「上下/左右中央寄せ」オプションが使
えるようになります。このオプションを使って選択した複数の要素を上下左右に整列
させることができます。
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全般 - 切り取り、コピー、貼り付け
切り取り (Ctrl + X)、コピー (Ctrl + C)、貼り付け (Ctrl + V) 選択した要素を切り取
ったりコピーしたりした場合、こうした要素は画像がクリップボードにコピーされDr
awPad以外のアプリケーションにコピー貼り付けできるだけでなく、要素自体もコピ
ーされる為、画像を再度DrawPadに貼り付けた際は要素の設定項目（塗りつぶしの色
やグラデーション、影など）の編集を続けることができます。

エフェクトをコピー貼り付け 
要素が選択されている状態で要素を右クリックするとエフェクトのコピー貼り付けを
行う為のオプションが表示されます。「エフェクトをコピー」を選択すると、塗りつ
ぶしやグラデーション、影、ベベル/立体、光彩（内側/外側）など、この要素のスタ
イル/エフェクトが全てコピーされます。全ての属性がコピーされ、エフェクトの貼付
けを行う際には貼り付け先の要素に該当するものが全て挿入されます。
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全般 - 元に戻す/やり直す
編集 >>> 元に戻すを選択するかCtrl+Zキーを押すと、1つ前に行った作業を元に戻す
ことができます。 
この作業を続けて行うことで、更に前に行った作業を元に戻すこともできます。 
編集 >>> やり直す 
を選択するか、Ctrl+Yキーを押すと元に戻した作業を再度やり直すことができます。 
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全般 - レイヤーを下に結合
レイヤーを下に結合 結合ツールを使うと2つのレイヤー（およびレイヤー内の全ての
要素）を1つのレイヤーとして結合することができます。レイヤー内の各要素の順序
も保持されるので、1つの要素がもう1つの要素の「上に乗っている」ような場合は、
この順序を変えずに結合が行われます。 
レイヤーを結合するには結合する2つのレイヤーが隣り合っている必要があります。
一番上のレイヤーを選択し、以下のメニューを選択します： 編集 >>> レイヤーを下
に結合。2つのレイヤーが1つに結合されます。レイヤー名は下のレイヤー名が使われ
ます。 
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全般 - 目盛り線
定規を表示 「画面表示」メニューから「定規を表示」を選択すると画面の上と左に定
規を表示することができます。表示されている状態でこの作業を行うと定規が非表示
になります。定規の単位はデフォルト設定されている単位が使われます。
定規の単位 
定規の単位を変更する場合は以下のダイアログでデフォルトの単位を変更します： 
オプション画面。
補助線を使う 
補助線は画面上の特定の位置にアイテムを挿入/描く必要がある場合に便利な機能です
。補助線は定規をクリックすると挿入され、線の端にある三角形（定規上に表示）を
上下または左右にドラッグすることで位置を簡単に変えることができます（補助線を
使用する際は定規の表示が必要です）。「自動スナップをオンにする」という項目が
 オプション画面にあり、ここにチェックを入れると図形などのアイテムをドラッグ移
動する際はアイテムをドロップした場所の直近の補助線に沿って挿入されます。 
作成方法 
補助線は定規の特定の位置をクリックすると挿入されます。画面上部の定規をクリッ
クすると縦線が入り、画面左の定規をクリックすると横線が入ります。各線は定規上
に表示されている三角形をドラッグすることで上下または左右に移動することができ
ます。
削除方法 
ガイド線を削除する場合は削除するガイド線の三角形をキャンバスの枠外にドラッグ
します。作品の一部にズームイン表示をしている場合でも、現在表示されているキャ
ンバスの枠外にドラッグすることで削除することができます。
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全般 - 線の編集
線の編集 お絵かきツールの要素（ペン、鉛筆、マーカーなど）を使って書いた線を「
レイヤー一覧」で選択すると、「線の編集を可能にする」オプションを使うことがで
きます。このオプションにチェックを入れると線上に編集用の点が表示され、この点
を使って線の形や強度などを変更することができます。
編集用の点 
線を選択して編集を可能にすると、線に沿っていくつかの点が表示されます。この点
と点を繋ぐことで線が描かれています。この点をドラッグすると点の位置が動き線を
変形させることができます。また、右クリックすることで簡単に削除することができ
ます。
ベジェ曲線のコントロールポイント 
画面に描いた線がベジェ曲線として表示され、線上に表示された四角い点を使って線
を動かすことができるほか、四角い点の両脇に表示される丸い点を使って曲線の方向
などを簡単に動かすことができます。線上に表示された四角い点を選択すると、選択
した点がハイライトされ両脇に線で繋がれた丸い点が表示されます。これがベジェ曲
線のコントロールポイントです。各点を使って実際に線を動かし、コントロール方法
を学んでみてください。
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全般 - ペンタブを使う
ペンタブを使う DrawPadは圧力を感知するタイプのタッチパッドタイプの機器に対
応しています。タッチスクリーン画面のコンピュータやペンタブを使ってDrawPadを
操作する場合は以下のダイアログでペンタブの使用をオンにしてください： 
オプション。
お絵かきツール（ペン、鉛筆、マーカーなど）をタッチスクリーンやペンタブなどで
使う場合、筆圧に応じて線の太さが変わります。最大圧では指定された幅の5割増し
の太さになり、最小圧では5割減の細さになります。
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全般 - 全画面表示
全画面表示 作業中のプロジェクト画像を全画面表示します。
このオプションを使うにはメニューバーの画面表示メニューから全画面表示オプショ
ンを選択します。全画面表示を終了する際はキーボードのEscキーを押すか、画面右
上部の閉じるボタンをクリックします。
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全般 - ショートカットキー
ツールとオプション ショートカットキー
新規プロジェクト Ctrl + N
ファイルを開く Ctrl + O
プロジェクトを保存 Ctrl + S
プロジェクトに名前を付けて保存... Ctrl + Shift + S
切り取り Ctrl + X
コピー Ctrl + C
貼り付け Ctrl + V
元に戻す Ctrl + Z
やり直す Ctrl + Y
拡大 Ctrl + Num+
縮小 Ctrl + Num-
全て選択 Ctrl + A
プロジェクトを閉じる Ctrl + W
選択したものをを削除 Ctrl + D
メニューオプションを表示する Alt
立体 Alt + B
影を付ける Alt + V
光彩（内側） Alt + N
光彩（外側） Alt + M
四角で囲んで選択 Alt + J
楕円で囲んで選択 Alt + K
自由選択 Alt + L
魔法の杖 Alt + W
画像を挿入 Alt + I
クリップアートを挿入 Alt + C
切り取りツール Alt + Q
画像を拡大縮小 Alt + Z
キャンバスを拡大縮小 Alt + X
上下中央寄せ Alt + R
左右中央寄せ Alt + T
線に変換 Alt + O
線の種類を変換 Alt + P
文字やカーブ文字の内容を選択 Shift + Home,、EndまたはArrowキー
選択ツール Escキー
削除 削除
アイテムの変換を追加 Ctrl + 左クリック
選択個所からアイテムを削除 Alt + 左クリック
全画面表示 F11
鉛筆 P
マーカー M
クレヨン C
スプレー R
ブラシ H
ペン Q
変形ツール D
塗りつぶしツール F
文字ツール T
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カーブ文字ツール U
スポイト 縦
消しゴム E
星 S
三角形 I
円 O
多角形 N
四角形 A
楕円 J
ポリライン K
線 L
吹き出し B
ベジェ曲線 Z
ブラシ/消しゴムサイズを拡大 ]または}
ブラシ/消しゴムサイズを縮小 [または{
製品マニュアル F1
アプリケーションを終了/閉じる Alt + F4
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ツール - 選択
選択ツール 選択ツールは画面上に描かれてるアイテムを選択することで、アイテムに
更に何らかの作業を行う為のツールです。
選択ツールが選択された状態で画面上にマウスカーソルを置くと、選択されているア
イテムの外枠がハイライトされます。ハイライトされたアイテムをクリックするとア
イテムが選択されます。アイテムを選択すると、このアイテムのプロパティが表示さ
れ、アイテムに設定されている各種オプション項目が表示されます。オプションの設
定を変更すると、選択したアイテムに変更が加えられます。

Ctrlを長押ししながら選択すると複数のアイテムを同時に選択することができます。
複数のアイテムが選択されると、アイテムを移動する際は選択した全てのアイテムが
一緒に動き、アイテムのサイズを変更した際は全てのアイテムのサイズが変更されま
す。複数のアイテムが選択されている状態でAltキーを押しながら選択済みのアイテム
をクリックすると、クリックしたアイテムの選択が外れます。また、Ctrl + 
Dキーを使って選択を解除したり、現在の選択を削除することができます。

レイヤー一覧を使ってアイテムを選択することもできます。
また、選択したアイテムの削除や、移動、サイズ変更、コピー、切り取りなども行う
ことができます。
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ツール - 画面選択ツール
領域の選択 領域の選択ツール（四角形、楕円形、自由選択、、魔法の杖）を使うと画
面上の特定の領域を自由に選択することができます（選択ツールでは画面上の要素の
みを選択できます）。領域を選択後は選択した領域を右クリックして領域を塗り潰し
たり、 切り取り/コピー などを行うことができます。
これらのツールを切り替えた場合は現在の選択はそのまま残りますが、他のツールに
切り替えた場合は現在の選択が消去される場合があります。既に領域が選択されてい
る状態でCtrlを長押ししながら既存の領域に重ねて領域を選択することで現在選択さ
れている領域を広げることができます。また、Altキーを押しながら既存の領域内を選
択すると選択した領域が削除されます。

お絵かきツール（ペン、鉛筆、マーカーなど）に切り替えた場合、選択領域はそのま
ま残り、選択領域内にのみに描くことができるようになります。
自由選択： 自由な形に線を描いて領域を選択することができます。
四角形： 四角い形に領域を選択します。
楕円形： 楕円形で領域を選択します。
魔法の杖： 
隣り合った同系色の色をすべて選択します（しきい値を指定して、どの程度似ている
色まで選択するかを決定します）
領域の反転ツール： 
現在選択されている領域を反転します（例：枠の内側が選択されている場合は枠の外
側の選択に切り替わります）。
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ツール - 四角形
四角形ツール 四角形ツールを使うと画面に四角形を描くことができます。画面をクリ
ックしながらマウスを動かして図を描き、完了したらマウスから手を放します。
線の幅のオプションを使って線の太さを選択し、 線の色 
のカラーピッカーを使って線の色を選択します。
四角形の中は以下のいずれかで塗りつぶすことができます： 単色 または 
グラデーション。また 影 や 立体 、 光彩 
などのエフェクトを挿入することもできます。

26

colorpicker.html
fill.html
gradient.html
shadow.html
bevel.html
glows.html


ツール - 線
線ツール 線ツールを使うと画面に真っすぐな線を引くことができます。画面をクリッ
クしながらマウスを動かして線を引き、希望の長さの線引きが完了したらクリックを
終了します。
線の幅オプションで線の太さを変更することができます。色のカラーピッカーを使っ
て線の色を選択します。
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ツール - ポリライン
ポリラインツール ポリラインツールを使うと線と線を繋ぐ形で図形を描くことができ
ます。画面上をクリックすると点が描かれ、次にクリックして描かれた点まで線が引
かれます。図形の作成が完了したら最終地点でダブルクリックするか、右側のプロパ
ティ画面にある「図形を作成」ボタンをクリックします。ポリラインを使った図形の
作成を最初からやり直す場合は、右側のプロパティ画面にある「点を削除」ボタンを
クリックすると、ポリラインの点と線が全て画面から消えます。図形の作成が完了す
ると、ペンの種類や太さなどを選択して線の太さを調整したり、図形に色を付けたり
することができます。

28



ツール - 多角形
多角形ツール 多角形ツールを使うと画面に多角形の図を描くことができます。画面を
クリックしながらマウスを動かして図を描き、図形の記入が完了したらクリックを終
了します。
線の幅のオプションを使って線の太さを選択し、 線の色 
のカラーピッカーを使って線の色を選択します。 面の数 
を入力して多角形の面数を指定します（最大10角形まで）。
多角形の中は以下のいずれかで塗りつぶすことができます： 単色 または 
グラデーション。また 影 や 立体 、 光彩 
などのエフェクトを挿入することもできます。
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ツール - スポイト
スポイトツール スポイトを使って画面をクリックすると、クリックした場所の色が選
択され、線の色として使うことができます。画面上の好きな場所をクリックするだけ
で、クリックした場所と全く同じ色がコピーされます。色の選択が完了したら
選択ツールが選択されます。
DrawPad画面以外をクリックして色を選択することもできますが、クリック先によっ
ては単なるクリックとして扱われ作業が行われる可能性がありますのでご注意くださ
い。
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ツール - 楕円
楕円形ツール 楕円形ツールを使うと画面に楕円形を描くことができます。画面をクリ
ックしながらマウスを動かして図を描き、図形の記入が完了したらクリックを終了し
ます。
線の幅のオプションを使って線の太さを選択し、 線の色 
のカラーピッカーを使って線の色を選択します。
楕円形の中は以下のいずれかで塗りつぶすことができます： 単色 または 
グラデーション。また 影 や 立体 、 光彩 
などのエフェクトを挿入することもできます。
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ツール - 三角形
三角形ツール 三角形ツールを使った場合は直角三角形が描かれます（多角形ツールを
使った場合は二等辺三角形が描かれます）。画面をクリックしながらマウスを動かし
て図を描き、図形の記入が完了したらクリックを終了します。マウスをリリースした
位置が三角形の直角の部分になります。
線の幅のオプションを使って線の太さを選択し、 線の色 
のカラーピッカーを使って線の色を選択します。
三角形の中は以下のいずれかで塗りつぶすことができます： 単色 または 
グラデーション。また 影 や 立体 、 光彩 
などのエフェクトを挿入することもできます。
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ツール - 円
円ツール 円ツールを使うと画面に完全な円を描くことができます。画面をクリックし
ながらマウスを動かして図を描き、図形の記入が完了したらクリックを終了します。
線の幅のオプションを使って線の太さを選択し、 線の色 
のカラーピッカーを使って線の色を選択します。
円の中は以下のいずれかで塗りつぶすことができます： 単色 または グラデーション

影 や 立体 、 光彩 などのエフェクトを挿入することもできます。
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ツール - 吹き出しツール
吹き出し 吹き出しツールを使うとしっぽの位置などを調節できる吹き出しを描くこと
ができます。線の幅のオプションを使って線の太さを選択します。
しっぽの位置のオプションを使い吹き出しの右と左のどちら側にしっぽを付けるかを
指定します。しっぽの向きのオプションを使い吹き出しが右と左のどちらを向くかを
指定します。
吹き出しの作成が完了すると以下の要素として作成されます： ペン機能。のオプショ
ンがプロパティに表示されます。この機能を使って更に線に編集を加えることができ
ます（ベジェ曲線を使った変形など）。また作成完了後は図形が自動的に選択され、
すぐに編集が出来るようになっています。
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ツール - 星型ツール
星ツール 線の幅のオプションを使って線の太さを選択し、 線の色 
のカラーピッカーを使って線の色を選択します。
星の作成が完了すると以下の機能のオプションがプロパティに表示されます ペン機能
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ツール - フレーム
フレームツール 作業中のプロジェクトにフレーム画像を挿入するツールです。既存の
レイヤーの一番上にこのレイヤーが挿入されます。
挿入したフレーム画像はフレームのオプションで変更することができます。フレーム
のオプションはキャンバス上でフレーム画像を選択するかレイヤー一覧から選択する
ことでアクセスできます。
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ツール - 透かし
透かしツール 作成中のプロジェクトに他の画像を透かしとして挿入することができま
す。この作業を行うと作業中のレイヤーの上に新しい画像が新規レイヤーとして挿入
されます。透かし画像は挿入後更に詳細を設定することができます。
透かしオプションを使って画像をカスタマイズする。透かし要素を以下のエリアで選
択してクリックします： レイヤー一覧。パネルを使って画像のサイズや透過度、位置
などを調整します。
画像サイズ変更 
コントール機能を使ってサイズの変更は作業中のプロジェクトの寸法を元に画像のサ
イズを変更します。100％を選択すると画面全体にレイヤー画像が重なります。
透明度 のコントロールを使うと画像の透明度をスライダを使って調整できます。
透かし画像は通常プロジェクトの中央に配置されますが別の位置に配置する場合は 配
置 
コントロールを使って変更します。このコントロールを使うと画面の上下左右いずれ
かの位置を選択して透かしを配置できます。
また、 手動で配置 
コントロールを使うこともできます。このオプションを使うと挿入した画像を直接手
動で移動することができます。画像の周りのウィジェットを使って画像の サイズ変更

移動 、 回転 などを行うことができます。
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ツール - 切り取り
切り取りツール 切り取りツールは画面上でマウスをクリックしてドラッグすることで
範囲を指定し、指定した範囲を切り取るツールです。切り取りが完了すると画面には
切り取られた部分が表示され、このまま切り取り作業を完了するか、もしくは切り取
りをキャンセルして元のサイズに戻すかのいずれかを選択することができます。
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ツール - 文字
文字ツール 文字ツールを使うと文字の入力を行うことができます。文字ツールを選択
すると文字の入力ボックスが表示されます（ボックスのサイズは必要に応じて変更で
きます）。ボックスはまたドラッグして移動することもできます。ボックスが選択さ
れている状態で文字をタイプするとタイプした文字がボックス内に入力されます。ボ
ックスの位置を移動する場合はボックスの枠線をクリックしてドラッグします。

文字のオプション 
「文字のサイズ」の数値を上下して文字の大きさを変更します。文字入力ボックスの
右、左、または中央のどの位置に文字を表示するかを設定するボタンが入力ボックス
のすぐ上にあります。
文字のスタイル 
文字は太字や斜字にしたり、下線を引いたりすることもできます。文字には複数の設
定を行うことができます。また文字列の一部にのみ設定を行う事も可能です（文字の
表示位置以外）。文字ツールを使って入力した文字には影を付けたり 立体 
的に表示したりすることができます。
文字入力ボックスのサイズを変更する 
文字のオプション下部に「領域を変形」と「文字を変形」の2つのボタンがあります
。文字入力ボックスのサイズを変更した際に行われる作業をこのボタンで決定します
。
領域を変形 
このボタンを選択すると、文字入力ボックスのサイズを変更した際、ボックス内の文
字の大きさは変更されずボックスのサイズのみが変更されます。ボックスのサイズを
変更することで、文字の折り返し位置を変更したり、文字が大きすぎる場合にボック
スを拡大して文字全体を表示したりといった作業を行うことができます。ボックス内
に入りきらない文字は切り取られ、画面に表示されません。

文字を変形 
このボタンを選択するとボックスのサイズ変更に応じて、ボックス内に記入されてい
る文字も変形します。文字の折り返し位置は変更されません。単純に文字が縦横に伸
び縮みします。文字は常にボックス内に収まるため、ボックスのサイズを変更するこ
とで中の文字が切り取られ表示されなくなることはありません。
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ツール - カーブ文字
カーブ文字ツール カーブ文字ツールを使うと画面に描いた線に沿って文字が表示され
ます（線は完成画面には表示されません）。通常の文字ツールは文字入力ボックス内
に真っすぐ書くことしかできません。通常の文字ツールの詳細はこちら： 文字ツール

線を描く 
カーブ文字ツールを選択すると画面上に十字のカーソルが表示されます。このカーソ
ルを使って線を描きます。画面をクリックしてカーソルを動かし自由に線を描き、書
き終わった時点でマウスから手を離します。線を描き終わった後は文字を入力するか
、必要に応じて線の編集を行います。
線を編集する 
線の編集方法はベジェ曲線の編集方法と似ています。ベジェ曲線に関する詳細は以下
のページをご覧ください： ベジェ曲線。線の周りの四角い枠線を使って線全体を動か
すことができます。線上に表示された四角い点を動かして形を変えることができます
。線上の四角い点を選択するとベジェ曲線のコントロールポイント（丸い点）が表示
され、これを動かすことでも線を変形することができます。線上に収まりきらなかっ
た文字は画面に表示されませんのでご注意ください。

ヒント：曲線上に表示された文字は重なって表示されないよう設計されていますが、
線の角度によっては入力スペースに限りがあるため多少の重なりなどが発生する場合
があります。フォントが大きいほどこうした問題が発生する可能性が高くなります。
文字が重なってしまった場合は、線の角度を広げるか、文字のフォントを小さくして
みてください。

カーブ文字を挿入する 
曲線を描き終わったら文字の入力を開始します。線の始点から終点に向かって文字が
入力されます。例えば右から左に引いた横線に沿って文字を挿入すると、文字は線の
下に上下が逆さになった状態で挿入されます。線の上に上下が逆さにならない状態で
文字を挿入する場合は、線を左から右に引いてください。
文字のスタイルを変更する 
通常の文字入力と違い、カーブ文字では文字と文字の間隔や配置の調整はできません
が、線の色を変えたり文字の塗りつぶしを行ったりすることができます。文字をタイ
プ入力中に自由に文字のオプション（または線や塗りつぶしの色）を変更し、変更地
点前の文字には影響を与えずに新しい設定で文字を描くことができます。書き終わっ
た文字の全部または一部をマウスでハイライトして選択し様々な変更を加えることも
できます。
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ツール - 消しゴム
消しゴムツール 消しゴムツールを使うと画像を消すことができます。消しゴムツール
は現在選択されているレイヤー全体に使うことができます。

41



ツール - カスタムブラシ
カスタムブラシツール カスタムブラシツールを使うと独自のブラシを作成し、このブ
ラシを使ったお絵かきの際に使われるブラシのプロパティを自由に設定できます。こ
のツールを選択すると「ブラシのスタイルを編集」を使って「カスタムブラシの編集
」ダイアログを開き新しいブラシの作成や既存のブラシのプロパティの編集を行うこ
とができます。

カスタムブラシ編集ツール 
試し描き 
ダイアログボックスの左側に試し描き用の領域があります。設定を変更すると試し描
きが消えますが「試し描きを消す」ボタンを使って手動で消すこともできます。
ブラシを選択 
画像一覧から保存されているブラシのいずれかを選択することができます。
「カスタム画像を読み込む」ボタンを使うと同時のブラシを作成する際にブラシのス
タンプとして使う画像を選択することができます。
「ブラシパックを読み込む」ボタンをクリックすると.arbフォーマットPhotoshop用
ブラシパックファイルが読み込まれます。こうしたファイルはオンラインで入手でき
ます。DrawPadではこうしたファイルのほとんどを読み込んで使うことができますが
、一部対応していないものもありますのでご了承ください。
「ストロークの色を使う」にチェックを入れると画像の色を全て現在選択されている
ストロークの色に変更します。透明部分は変更されません。
ブラシの範囲 
ブラシのサイズをピクセル表示したものです。
1～250ピクセルの間の数値が使えます。
丸さ 
幅と高さの割合です。値を100にするとブラシに変化がなく（完全な丸のまま）、ゼ
ロにするとブラシが横線になります。
0～100の間の値が使えます。
間隔 
ストロークの各ステップ（スタンプが描かれる場所）の間の距離です。値はブラシの
サイズの割合です。値が100の場合新しいスタンプは前のスタンプが終わった位置の
すぐあとから始まります。50の場合、新しいスタンプは前のスタンプの中央から始ま
ります。
1～100の間の値が使えます。
回転 
スタンプの回転の角度です。
0～360の数値が使えます。
上下または左右に反転 
有効にするとスタンプ画像が反転します。
数 
パスに沿って各ステップで描かれるスタンプの数です。部分的に透明なスタンプやジ
ッター散布がない場合はストロークに変化はありません。
フェード数 
値が0より大きい場合、値が1に達するまで各ステップの数が減少します。ここで指定
した値は値が1になるまでに必要なステップの数です。例えばここで指定した値が10
で数が10の場合、最初のステップのスタンプは10個になり、次のステップは9個、そ
の次は8個といったように変化します。。
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ジッター散布
各ステップのスタンプの位置をランダムに調整します。値はブラシのサイズの割合で
、100は通常のスタンプの位置から直径1つ分離れた場所に次のスタンプが描かれます
。
0～100の間の値が使えます。
ジッター回転 
各ステップのスタンプをランダムに回転します。値は回転の角度で、時計回りまたは
反時計回りを指定できます。
0～180の値が使えます。
ジッター数 
各ステップの数をランダムに調節します。値は各ステップに設定された数の最大の割
合です。例えば数が10でジッター数が100の場合、各ステップのスタンプ数は1～10
のいずれかになります。
0～100の値が使えます。また値を0にするとこのオプションがオフになります。
ジッターサイズ 
各ステップのサイズをランダムに調節します。値はブラシのサイズの割合で、拡大・
縮小の最大・最小値です。範囲が50でジッターサイズが50の場合スタンプのサイズは
50～150のいずれかの値になり、ジッターサイズが100の場合は0～200のいずれかに
なります。
0～100の値が使えます。また値を0にするとこのオプションがオフになります。
水平/垂直/全方向に散布 
水平方向のみ、垂直方向のみ、または全方向への散布のいずれかから選択できます。
筆圧感度 
筆圧を感知するタッチバッドが接続され有効になっている場合、筆圧でどのオプショ
ンをコントロールするか設定することができます。
範囲： 
圧力が弱いほど範囲が小さくなり、強いほど指定したブラシの範囲を最大値として大
きくなります。 
間隔： 
圧力が弱いほど間隔が狭くなり強いほど指定した間隔を最大値として広くなります。 
数： 
圧力が弱いほど数が少なくなり、強いほど指定した数を最大値として多くなります。 
ジッター数： 
圧力が弱いほどジッター数が少なくなり（各ステップがスタンプ数に近くなる）、強
いほど指定したジッター数を最大値としてジッター数が億なります。
ジッター散布： 
圧力が弱いほど散布が少なくなり、強いほど指定したジッター散布の値を最大値とし
て散布が多くなります。 
ジッターサイズ： 
圧力が弱いほどサイズが小さくなり、強いほど指定したサイズを最大値としてサイズ
が大きくなります。 
ジッター回転： 
圧力が弱いほどランダムな回転の角度が小さくなり、強いほど指定したジッター回転
の値を最大値として回転の角度が大きくなります。 
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ツール - 鉛筆
鉛筆ツール 鉛筆ツールを使って線を描くと、画面に鉛筆で描いたような線を引くこと
ができます。現在選択されている 線の色で線が引かれます。
オプション欄でブラシのサイズを変更して線の太さを調整します。
「なめらかさ」のスライダを使って線の滑らかさを調節します。滑らかさを最大にす
ると、より滑らかな曲線を描くためにより多くの点が削除される為、精密さには欠け
る場合があります。滑らかさを最小にした場合は全ての点がそのまま表示され、描い
た線がそのまま正確に表示されます。
編集ツール（「線の編集を可能にする」にチェックを入れると使えるようになります
）を使うと、描き終わっている線をいつでも編集できます。
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ツール - ブラシ
ブラシツール ブラシツールを使って線を描くと、画面に筆で描いたような線を引くこ
とができます。現在選択されている 線の色で線が引かれます。
オプション欄でブラシのサイズを変更して線の太さを調整します。「柔らかさ」のス
ライドを使って線の輪郭のシャープさを調整します。値が大きいほど柔らかい輪郭に
なります。「透明度」のオプションを使うと線を半透明に表示することができます。
「なめらかさ」のスライダを使って線の滑らかさを調節します。滑らかさを最大にす
ると、より滑らかな曲線を描くためにより多くの点が削除される為、精密さには欠け
る場合があります。滑らかさを最小にした場合は全ての点がそのまま表示され、描い
た線がそのまま正確に表示されます。
編集ツール（「線の編集を可能にする」にチェックを入れると使えるようになります
）を使うと、描き終わっている線をいつでも編集できます。
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ツール - スプレー
スプレーツール スプレーツールを使って線を描くと、画面にスプレーペイントで描い
たような線を引くことができます。現在選択されている 線の色で線が引かれます。「
透明度」のオプションを使うと線を半透明に表示することができます。
オプション欄でブラシのサイズを変更して線の太さを調整します。
「なめらかさ」のスライダを使って線の滑らかさを調節します。滑らかさを最大にす
ると、より滑らかな曲線を描くためにより多くの点が削除される為、精密さには欠け
る場合があります。滑らかさを最小にした場合は全ての点がそのまま表示され、描い
た線がそのまま正確に表示されます。
編集ツール（「線の編集を可能にする」にチェックを入れると使えるようになります
）を使うと、描き終わっている線をいつでも編集できます。
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ツール - マーカー
マーカーツール マーカーツールを使って線を描くと、画面にマーカーで描いたような
線を引くことができます。現在選択されている 線の色で線が引かれます。
オプション欄でブラシのサイズを変更して線の太さを調整します。
「なめらかさ」のスライダを使って線の滑らかさを調節します。滑らかさを最大にす
ると、より滑らかな曲線を描くためにより多くの点が削除される為、精密さには欠け
る場合があります。滑らかさを最小にした場合は全ての点がそのまま表示され、描い
た線がそのまま正確に表示されます。
編集ツール（「線の編集を可能にする」にチェックを入れると使えるようになります
）を使うと、描き終わっている線をいつでも編集できます。
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ツール - ペン
ペンツール ペンツールを使って線を描くと、画面にペンで描いたような線を引くこと
ができます。オプション下部にある2つのボタンを使って線の結合スタイルや種類を
選択できます。現在選択されている 線の色で線が引かれます。
オプション欄でブラシのサイズを変更して線の太さを調整します。
「なめらかさ」のスライダを使って線の滑らかさを調節します。滑らかさを最大にす
ると、より滑らかな曲線を描くためにより多くの点が削除される為、精密さには欠け
る場合があります。滑らかさを最小にした場合は全ての点がそのまま表示され、描い
た線がそのまま正確に表示されます。
ペンで描いた絵は以下の2つのタイプに塗りつぶすことができます： 単色または
グラデーション。また影を付けたり 立体 的に表示したりすることができます。
編集ツール（「線の編集を可能にする」にチェックを入れると使えるようになります
）を使うと、描き終わっている線をいつでも編集できます。
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ツール - クレヨン
クレヨンツール クレヨンツールを使って線を描くと、画面にクレヨンで描いたような
線を引くことができます。現在選択されている 線の色で線が引かれます。
オプション欄でブラシのサイズを変更して線の太さを調整します。
「なめらかさ」のスライダを使って線の滑らかさを調節します。滑らかさを最大にす
ると、より滑らかな曲線を描くためにより多くの点が削除される為、精密さには欠け
る場合があります。滑らかさを最小にした場合は全ての点がそのまま表示され、描い
た線がそのまま正確に表示されます。
編集ツール（「線の編集を可能にする」にチェックを入れると使えるようになります
）を使うと、描き終わっている線をいつでも編集できます。
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ツール - ピクセルブラシ
ピクセルブラシツール ピクセルブラシを使うとピクセル単位で精密に絵を描くことが
できます。アイコンなどの作成に最適なツールです。現在選択されている線の色がこ
のブラシを使ったお絵かきに使われます。
ブラシのサイズのオプションを使って線の太さを選択できます。
ピクセルブラシオプション画面のお絵かきボタンを使ってキャンバス上にピクセルを
描いたり、消しゴムボタンを使ってキャンバス上のピクセルを消したりすることがで
きます。
ピクセルブラシ要素のウィジェットを使うと既存の線から選択したピクセルに変更を
加えることができます。
ピクセルの選択 
既存のピクセルを選択するにはピクセルをクリックします。Ctrlキーを使うと複数の
ピクセルを同時に選択することができます。
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ツール - ベジェ曲線
ベジェ曲線 ベジェ曲線ツールを使うと、線上に表示された点と、点を選択した際に表
示されるベジェポイントを使って線の曲がり具合を微調整することで、曲線をより正
確に描くことができます。
ツールを選択したら画面に曲線の始点となる点を挿入します。続けて点を挿入すると
それぞれの点が線で繋がれて表示されます。マウスのボタンを長押ししながら点を挿
入すると、マウスのボタンを押した地点に点が挿入され、マウスのボタンを離した地
点にコントロールポイントが挿入されます。
挿入した点はドラッグして場所を移動することができます（各点のコントロールポイ
ントも同時に移動します）。また既存の点をクリックして選択すると、選択した点の
コントロールポイントの位置を調整することができます。点を削除する場合は、点を
右クリックして「点を削除」を選択するか、ベジェ曲線のオプション欄の「点を削除
」ボタンをクリックします。

曲線を描き終えたらベジェ曲線オプションのプルダウンメニューを使って線のタイプ
（鉛筆、ブラシなど）を選択します。「図形を作成」ボタンをクリックすると線が図
として画面に表示されます。
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要素のオプション - 塗り潰し
塗りつぶし 塗りつぶしのオプションを使うと、以下の欄で選択されている色や柄でア
イテムを塗りつぶすことができます： 塗りつぶし。また、塗りつぶした色や柄の透明
度も選択できます。
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要素のオプション - グラデーション
グラデーション グラデーションオプションを使うと塗りつぶした色をグラデーション
表示することができます。
グラデーションのオプションには主に以下の2つがあります。オプション画面左側の
ツールを使ってグラデーションの方向やタイプを選択し、右側のツールを使って色の
選択や位置を選択します。また、透明度のスライダを使ってグラデーションの透明度
を設定することもできます。
色と分岐点の選択 
右側のスライダを使ってグラデーションに使う色と、グラデーションの分岐点の選択
を行います。スライダをクリックするとカラーピッカーが表示され、クリックした位
置にカラーピッカーで選択した色が挿入されます。各色の分岐点は選択ツールの右側
の三角形のマーカーで表示されます。分岐点のマーカーをクリックするとカラーピッ
カーが開き、別の色を選択することができます。また分岐点をドラッグして分岐点の
位置を変えることもできます。「色を削除」のボタンをクリックすると選択されてい
る色が削除されます。 

線形グラデーション 
各色が端から順番に直線的に表示されます。新しく挿入したグラデーションには線形
グラデーションがデフォルトで選択されています。グラデーションの方向選択ツール
の線には始点（四角い点）と終点（三角の点）があります。この点を動かすことで線
の方向を調節します。始点の色は色の分岐点選択ツールの一番上の色で、終点の色は
選択ツールの一番下の色です。 

放射グラデーション 
「放射」のチェックボックスにチェックを入れると、グラデーションが放射状に表示
されます。方向選択ツールには四角い点のみが表示され、これを移動することで放射
の中央位置を指定します。放射の中央の色は分岐点選択ツールの一番下の色で、放射
の外側の色は選択ツールの一番上の色です。 
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要素のオプション - 影を付ける
影を付ける 「影」のオプションを使うと選択したアイテムに影を挿入することができ
ます。影を挿入すると「影」オプションが表示され影の位置やサイズなどを調整でき
ます。
「輪郭」のスライダを使うと影の輪郭をぼかすことができます（値が高いほど輪郭が
ぼやけます）。「影のサイズ」のスライダを使うと実体に対する影の大きさを変更す
ることができます（値が大きいほど影が大きくなり、値が小さいほど影が小さくなり
ます）。「横方向に移動」と「縦方向に移動」のスライダを使って影の位置を調整し
ます。
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要素のオプション - 立体
立体 立体オプションを使うと選択したアイテムを立体的に表示することができます。
「サイズ」のスライダを使ってエフェクトの大きさを設定します。
通常、小さめのサイズ（例：2）を選択するとより立体的に表示されます。
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要素のオプション - ペンの種類を変える
線に変換 四角形や多角形、三角形には「線に変換」オプションを選択できます。この
オプションを選択すると図形を線（ ペンなど）に戻すことができます。線に戻した後
は線を編集することができます。「線に変換」オプションは図形を右クリックすると
表示されます。
線のタイプを変更 
線のタイプ（ペン、マーカー、ブラシなど）は、エフェクトタブの「線のタイプを変
更」オプションを使っていつでも変更できます。選択した線を右クリックすることで
もこのオプションを選択できます。
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要素のオプション - 線を検索
線を検索オプション これらのツールオプションを使って行う作業を元に2つのベクタ
ー画像の線を結合することができます。2つの交差する線を選択しツールバーのボタ
ンをクリックすることでこうした作業を行うことができます。
結合 
2本の線を結合または追加して1本の線にします。
分離 
一番上の線を使って交差を解除します。
交差 
2本の線の交差地点を使って新しい線を作成します。
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要素のオプション - 光彩
光彩 内側と外側の2種類があり、いずれも光彩の色を選択することができます。「強
度」のスライダを使って光の大きさ（アイテムの端からのサイズ）を調節します。 
光彩（内側） 
アイテムの枠線の内側に光彩を挿入します。光は端から遠のくほど薄くなります。
光彩（外側） 
アイテムの枠線の外側に光彩を挿入します。光は端から遠のくほど薄くなります。
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要素のオプション - 画像のベクター化
ベクター化 画像を挿入した場合、画像をベクター化することができます。ベクター化
することで画像が線の集合であらわされるため、サイズを変更しても画像がぼやける
ことがありません。ベクター化は「画像をベクター化する」のチェックボックスにチ
ェックを入れ、「詳細」のスライダで詳細のレベルを設定するだけで簡単に行うこと
ができます。レベルを上げるほど多くの線を使ってベクター化が行われます。レベル
が高くなるほどベクター化にかかる時間も長くなります。特にサイズの大きい画像は
時間がかかりますのでご了承ください。大きな画像（> 
1メガピクセル以上）はベクター化を行う前にサイズを小さくすることをお勧めしま
す。 
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要素のオプション - 要素を歪める
要素を歪める 要素の1つの角のみを残りの3つの角に影響を与えずに動かすことがで
きます。
要素を選択すると「要素を歪める」オプションがオンになります（一部このオプショ
ンが使えない要素もありますが殆どの要素に使用可能です）。要素を選択すると、ま
ず選択した要素がペン要素に切り替わります。次に歪みを加えるための枠線が表示さ
れます。枠線の角にはそれぞれコントロール用ポイントがあります。このコントロー
ル用ポイントをドラッグして要素の形を歪ませます。
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要素のオプション - 要素を傾ける
要素を傾ける 要素の片側を反対側には影響を与えずに傾けることができます。
線の要素（ペンや鉛筆など）を選択して右クリックすると要素を傾けるオプションが
選択できます。次に傾きを加えるための枠線が表示されます。枠線の各面にはそれぞ
れコントロール用ポイントがあります。このコントロール用ポイントをドラッグして
要素を傾けます。
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要素のオプション - 射影歪み
射影歪み 要素の片面を広げたり縮めたりすることができます。
線の要素（ペンや鉛筆など）を選択して右クリックすると射影歪みオプションが選択
できます。次に傾きを加えるための枠線が表示されます。枠線の各面にはそれぞれコ
ントロール用ポイントがあります。このコントロール用ポイントをドラッグして要素
を傾けます。
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要素のオプション - 反転
反転 反転オプションを使うと現在選択されている要素を反転することができます。
ツールバーのボタンを使って水平または垂直に反転することができます。
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要素のオプション - クリップアート
クリップアート クリップアートのレイヤーを使うとクリップアート集から選んだ画像
を挿入することができます。詳細タブの「クリップアート」ボタンをクリックすると
クリップアートの挿入ができます。
画面左側でクリップアートのカテゴリを選択します。カテゴリを選択すると、このカ
テゴリ内のクリップアート一覧が画面中央に表示されます。 
一覧でクリップアートをクリックすると、画面右側の「画像をプレビュー」欄にクリ
ップアートの画像が表示されます。
希望のクリップアートが見つかったらダウンロードボタンをクリックします。 
画像の読み込みが完了すると、クリップアートが画像としてプロジェクトに読み込ま
れ以下に表示されます： レイヤー一覧。
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要素のオプション - グループ化/グループ化解除
グループ化/グループ解除現在選択されている要素をグループ化または解除します。
このオプションを使用するには、 選択ツールを使用してキャンバス内の複数の要素を
選択します。次に、選択した項目を右クリックして、「グループ化」または「グルー
プ解除」オプションを選択します。
このオプションを使用すると、複数の要素を一度に編集できます。要素がグループ化
されている場合、要素は常に他のグループメンバーと一緒に選択されます。「グルー
プ解除」オプションを使うと要素をグループから削除したり、個別に編集したりする
ことができます。
個別編集
グループ化された要素は、グループ化を解除せずに個別に編集できます。
現在選択されている要素のグループを右クリックし、「編集」オプションを選択しま
す。このオプションを選択すると、このグループの一覧から要素を選択できます
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ダイアログ - 新しい画像
新規画像を作成 
名称 プロジェクト名を入力します。
単位 
新規画像で使われるサイズの単位を選択します。
幅と高さ 
選択した単位を使って新しい画像の大きさを設定します。
ピクセル数 
選択した単位内のピクセル数を指定して解像度を指定します。
背景 
背景を透明にするか、現在塗りつぶしに選択されている色をにするかを選択します。
「背景色」のボタンを使って背景色を選択することもできます。 
背景の透明度 
背景色を使う場合、背景色の透明度を選択することができます。

66

colorpicker.html


ダイアログ - 新規バナー広告
新規バナー広告を作成する
名前 
プロジェクト名をここに入力
サイズ 
サイズ一覧からサイズを選ぶ。一覧には各サイズが適したアイテム（例：Facebook
の投稿、Twitterのカバーなど）も表示され必要なサイズを簡単に選ぶことができます
。
背景のオプション

色付き背景および透明背景 
色をカラーピッカーから選ぶか、透明な背景を選びます。
背景のグラデーション 
グラデーション領域のコントロールを使ってプロジェクトの背景色に思い通りのグ
ラデーションを加えることができます。
背景のパターン 
柄の一覧から選択するか、参照ボタンをクリックしてパソコンに保存されている画
像ファイルから選択します。

67

colorpicker.html
gradient.html


ダイアログ - 選択箇所を縮小/拡大
選択箇所を縮小 このダイアログを使って画像のサイズを小さくすることができます。
変更後のサイズを選択した単位で入力すると指定したサイズに画像が縮小されます。
選択個所を拡大 
このダイアログを使って画像のサイズを大きくすることができます。変更後のサイズ
を選択した単位で入力すると指定したサイズに画像が拡大されます。
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ダイアログ - オプション
デフォルトの単位 DrawPadで大きさを指定する際にデフォルトで使われる単位です
ガイドオプション
他の要素へのスナップを有効にする 
要素を移動する際に、他の要素の端や中央などに自動的にスナップします。距離の領
域を使って、他の要素にどの程度近づいたところでスナップが行われるかを設定しま
す。
回転スナップを有効にする 
オブジェクトを回転させる際に、90°、180°、270°、360°に自動的にスナップします
。このオプションではこれらの角度にどの程度近づいた段階でスナップが行われるか
を指定します。
グリッド線を表示 
このオプションを使うとキャンバス上に特定の幅でグリッド線が表示されます。
グリッド線の目盛り 
グリッド線を挿入する際の線と線の間の長さを（デフォルトの単位を使って）ここで
指定できます。
グリッド線へのスナップを有効にする 
スナップをオンにするとグリッドやその他の ガイド線に沿ってアイテムを配置するこ
とができるためより正確な位置への配置が可能になります。
移動/サイズ変更時のスナップの距離（ピクセル） 
オブジェクトを移動/サイズ変更する際に、グリッド線にどの程度近づいた時点でスナ
ップが行われるかを指定します。
ピクセルグリッド線を表示 
このオプションを選択するとキャンバス上にピクセル単位で線が引かれたグリッド線
が表示されます。このオプションはプロジェクトが最低800％にズームされている場
合にのみ使うことができます。
ペンタブ
ペンタブを使う 
ペンタブなどのタッチパッドを使って作画を行う場合はここにチェックを入れます。
ペンタブ以外での入力も可能にする 
コンピュータに接続されている全てのデバイス（マウスやペンタブなど）全てを使っ
て作画を行う場合はここにチェックを入れます。ここにチェックが入っていない状態
で「ペンタブを使う」を選択した場合は、ペンタブ以外のデバイスはDrawPadの作業
に使えません。
使用するペンタブ： 
特定のペンタブやタッチパッドを使う場合はこのプルダウンメニューから選択します
。圧力を感知するタイプのデバイスを選択した場合、「このタッチパッドは圧力を感
知します」というメッセージがプルダウンメニューの下に表示されます。
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ダイアログ - メールを送信
電子メールを送信 作成した画像を電子メールに添付して送信することができます（画
像フォーマットを選択できます）。
宛先 
受信者のメールアドレスを入力します（複数のアドレスを入力可）。
件名 
電子メールの件名を入力します。
本文 
電子メールの本文を入力します。電子メールはプレーンテキスト形式で送られますの
で、文章をフォーマットすることはできません。
画像フォーマット 
添付する画像のフォーマットをJPG、PNG、BMPまたはSVGから選びます。
電子メール設定 
電子メール設定 
ダイアログが開きDrawPadを使って電子メール送信を行うための様々な設定を行う事
ができます。
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ダイアログ - サイズ変更
画像のサイズ変更 画像のサイズは以下の2種類の方法で変換できます：画像のサイズ
を変更（画像内の全ての要素が同じ比率でサイズ変更されます）、またはキャンバス
のサイズを変更（キャンバスのサイズのみが変更され画像自体のサイズは変更されま
せん）。いずれのオプションも「編集」メニューから選択することができ、ダイアロ
グの内容もほぼ同じです。

以下の項目はどちらのダイアログにもある項目です：
単位 
選択した単位で幅と高さを指定します。
幅 
変更後のサイズの横幅を入力します。
高さ 
変更後のサイズの縦幅を入力します。
縦横比を保つ 
ここにチェックを入れると、高さまたは幅のどちらかを変更すると、もう片方も現在
のサイズと同じ縦横比で変更されます。
リセットボタン 
このボタンをクリックすると高さと幅に指定した値が現在の画像/キャンバスのサイズ
に戻ります。
どちらかのダイアログにのみ表示される項目は以下の通りです：
画像を拡大縮小 ピクセル数
「単位」で指定した単位の1単位内のピクセル数です（単位にピクセルが選択されて
いる場合は使えません）。
キャンバスを拡大縮小 アンカーポイント
キャンバスのサイズを変更した場合はキャンバス内に描かれた要素のサイズが変更さ
れない為、キャンバスのサイズを変更した際に現在描かれれている要素がサイズ変更
後のキャンバスのどの位置に表示されるかをここで指定します。キャンバスを9つに
分けた、位置指定用のボタンを使って、配置を選択します。例えば高さと幅の両方を
拡大し、中央のアンカーポイントを選択した場合、現在画面上に描かれている要素を
中心にして全ての方向にキャンバスが拡大します。アンカーポイントに左上を選んだ
場合、現在画面上に描かれている要素の下と右に画面が拡大します（全ての要素がキ
ャンバスの左上に寄ります）。

71



ダイアログ - テンプレート
テンプレート プロジェクトを素早く作成するためにテンプレートが搭載されています
。様々なテンプレートが一覧表示されるのでお好きなテンプレートを選択します。テ
ンプレートのタイプを選択したら「次へ」ボタンをクリックします。
次のページでは選択したタイプのテンプレートの一覧が表示されます。一覧からテン
プレートを選択し「次へ」ボタンをクリックします。
次のページでは文字の挿入を行います。選択したテンプレートの画像が、文字の領域
を四角で囲まれた状態で表示さえrます。文字を選択する領域を画像上でクリックする
と、クリックした文字領域に入力を行うことができるようになります。文字は、入力
ボックスに直接タイプ入力するか、「文字を読み込み」ボタンを使って文書ファイル
を選択し挿入します。文字の入力や、文字スタイルの指定が完了したら「次へ」ボタ
ンをクリックします。

次のページは画像を選択するページです（テンプレートによってはこのステップはあ
りませんのでご注意ください）。画像の選択も文字の入力と同様に、入力個所の選択
と、入力画像の選択を行います。画像の選択が完了したら「完了」ボタンをクリック
するとプロジェクトが作成されます。
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画像設定 - ICOエンコード設定
プリセット 

プリセットを使うと選択した状況に最適な画像フォーマット設定が自動的に選択さ
れます。
形式 
ICOファイルには有効なフォーマットの画像が含まれます。解像度とBPSが高いほ
ど高画質な画像になりますが、その分画像のサイズが大きくなります。
注：PNGエンコードされた画像を含むICOファイルはWindows 
Vista以前のファイルエクスプローラでは読み取ることができません。
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画像設定 - JPEG圧縮設定
品質 

低画質でサイズが小さいファイル、または高画質でサイズが大きいファイルのいず
れかを選びます。

74



画像設定 - BMPエンコード設定
ピクセル形式 

8、24または32ビット/ピクセルのファイルのうち、いずれかを選択します。画像
に透過を使用する場合は必ず32ビット/ピクセルを選択してください。
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画像設定 - PNGエンコード設定
256色 

このオプションにチェックを入れるとトゥルーカラーPNGより小さい256色カラー
パレットPNGを選択できます。
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画像設定 - PNMエンコード設定
Portable Anymap(PNM) 

モノクロ（Portable Anymap：PPM形式）、グレースケール（Portable 
graymap：PGM形式）またはRGB（Portable 
bitmap：PBM形式）のいずれかを選択します。いずれの形式もプレーン（ASCII
）またはバイナリファイルとして保存することができます。
バイナリのしきい値 
バイナリ画像へ変換する際のしきい値を設定します。これはモノクロ形式でのみ使
われます。 
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画像設定 - TIFFエンコード設定
256色 

ここにチェックを入れるとトゥルーカラーTIFFより小さい256色TIFFを使う事が
できます。
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画像設定 - PDFエンコード設定
用紙サイズ 

保存するPDFの用紙サイズを選択します。
方向 
保存するPDFの用紙の方向を選択します。
余白 
上下左右の余白をミリ単位で入力します。
拡大縮小モード 
PDFページ上の画像の拡大縮小を行う際にこのモードを選択します。
● なし：オリジナルと同じサイズのままにします。画像に解像度が設定されてい

ない場合はデフォルトの値（72DPI）が自動的に選択されます。
● 印刷領域に合わせる：画像を用紙サイズに合わせて拡大または縮小します。余

白とオリジナル画像の縦横比はキープされます。
● 印刷領域に合わせて伸ばす：印刷領域に合わせて画像を拡大縮小します。オリ

ジナルの縦横比は無視されますが余白はキープされます.
● 画像サイズに自動的に合わせる：画像を適当なサイズに拡大縮小します。
配置モード 
PDF上のどの位置に画像を配置するかを設定する場合はこのモードを選択します。
画質 
PDFファイルに埋め込む際の画質を選択します。値が大きいほど画質が高くなりま
す。
自動回転 
選択した用紙のサイズと方向に合わせて画像の方向を調節します。
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画像設定 - WebP圧縮設定
WebPはGoogleが開発した、Web上でより速く小さい画像を表示できるよう最適化さ
れたChrome、Opera、Android対応の新しい画像フォーマットです。WebP画像は同
様の画質のPNGやJPEGに比べて約30%サイズが小さくなります。
可逆圧縮 

ファイルを無損失圧縮より小さなサイズで保存しますが、画質が落ちます。
品質 

低画質でサイズが小さいファイル、または高画質でサイズが大きいファイルのい
ずれかを選びます。
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画像設定 - GIFエンコード設定
Multi-page GIF (animated GIF) 

You can tick this option to create an animated GIF file. You can specify the 
delay of each frame by checking in the "Set frame delay in seconds" input box 
and putting a time delay.
Multiple GIF Files 
You can tick this option to create separate GIF files for each frame.
Check "Prompt when converting multi-page images" if you want the GIF 

encoding settings to pop-up when converting multi-page images.
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各画面について - カラーピッカーのダイアログ
カラーピッカーのダイアログ 
カラーピッカーを使うと様々な方法で簡単に色を選択することができます。 
画面を見ながら色を調整 

画面上部には色パレットとスライダがあります。画面左側には256ｘ256の色パレ
ットがあり、右側のスライドを上下に動かすとパレットの色系統が変わります。ま
た、パレットの下にあるラジオボタン（以下で詳しく説明します）をクリックする
ことでもパレットとスライダの色系統が変わります。パレットをクリックするとク
リックした場所の色が選択されます。 

RGBまたはHSVの値を使って色を調整 
色パレットの下には色相、彩度、明度、赤、緑、青の6つのラジオボタンがあり、
それぞれにスライダと数値の入力ボックスがあります。色相、彩度、明度のいずれ
かのラジオボタンにチェックを入れると、選択したオプションの値がパレットとス
ライダに視覚的に表示され、残りの2つの値が左側のボックスの縦軸と横軸として
表示されます。RGBボタンを選択した場合も同様に機能します。また、各オプショ
ンのスライダや、画面右側のボックスのスライダを動かすことでもそれぞれの値を
変更することができます。数値を変更すると2つのボックスのスライドや選択地点
も動き、ボックスのスライドや選択地点を動かすと画面下部の各数値も変更されま
す。 

選択された色 
選択された色は色スライダの下のボックスに表示されます。ボックスは斜め線で区
切られており、左上半分には新しく選択した色（スライダや数値を使って現在作成
している色）が、右下半部には現在選択されている色（既に使われている色で「色
の編集」画面をキャンセルした場合に引き続き使われる色）が表示されます。選択
された色の下部には新しく選択した色のHex値が表示され、Hex値を入力する形で
色を選択することもできます。また、スポイトの絵が描かれたボタンを使うと、デ
スクトップ上のどこからでも色を選択することができます。 

カラーパレットに色を設定 
ラジオボタンの下に12個の長方形と、「パレットに設定」というボタンがあります
。各長方形は特定の色を保存しておくためのカラーパレットで、「色の編集」画面
で作成した色を後から再度使えるように保存しておくことができます。カラーパレ
ットの色はDrawPadを閉じた後も色が保存されます。パレットに色を設定するに
は、まずパレットをクリックして選択します。次にパレットに設定する色を選択し
、最後に「パレットに設定」ボタンをクリックします。設定後はパレットをクリッ
クするだけで色を簡単に選択することができます。 
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