
NCHソフトウェア

PhotoPad 写真編集ソフト

このマニュアルは以下の製品用に作成されています：

PhotoPad 写真編集ソフト バージョン11.xx

©NCHソフトウェア



テクニカル　サポート
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PhotoPadについて
はじめに 

PhotoPadは誰でも簡単に写真の編集ができる使いやすい写真編集ソフトです。Ph
otoPadを使えば、写真の切り取りや回転、色の調節、コラージュの作成などを行
うことで、写真を何倍も楽しくお使いいただくことができます。 
PhotoPad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。 
主な機能 
PhotoPadの主な機能は以下の通りです： 
● 切り抜き
● 回転
● 角度
● 拡大縮小
● 反転
● 明るさ調節
● 色の調節
● シャープ
● 赤目補正および傷補正
● 特殊エフェクトの挿入
● 加工した箇所を元に戻す
● コラージュやフォトモザイクの作成
● オリジナルとは異なるフォーマットでの保存
● 印刷
● その数多くの機能が搭載されています
PhotoPadはNCHソフトウェアの他の関連ソフトと完全統合が可能なほか、ノンデ
ィストラクティブ編集機能も搭載されています。 
動作環境 
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
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メイン画面について
ツールバー 

ツールバーはカテゴリごとのタブに分かれています。 
● ファイル 

：ファイルを開く、閉じる、PhotoPadを終了など、一般的なファイルメニュー
が含まれています。

● ホーム：画像を開く、保存、印刷、スキャン、TWAINデバイスやWebカメラか
ら取り込むと言った作業のほか、スクリーンショットの撮影などの作業が含ま
れます。

● 編集： 切り抜き、反転、サイズ変更、回転など基本的な作業のタブです。
● 選択 - 画像の一部を選択ツールを使って選択することができます。 
● 色：色の調節を行うための明るさ、コントラスト、色相、彩度 

などの機能が含まれています。
● フィルタ ：画像に事前設定されたフィルタを使って色を加えます。
● エフェクト - 写真に特殊エフェクトを挿入します（ぼかしまたはシャープ。 
● ツール： パノラマ、 お絵かきツール、文字レイヤー、レイヤー画像。 
● レタッチ：写真のレタッチ用ツール（ノイズ削減または赤目除去など）のツー

ルがが含まれているタブです。
● シェア 

：作成した画像を、ソーシャルメディアや電子メールなどを使ってお友達やご
家族と共有することができます。

● 関連ソフト ：画像を他のNCHソフトウェア製品にエクスポートできます。 
ツールバーにはまた製品マニュアルを表示するためのボタンも含まれています。マ
ニュアルのアイコンはメイン画面の右上部分に表示されます。アイコンをクリック
してマニュアルを表示するか、「ヘルプ」メニューをクリックしてその他のヘルプ
項目を表示します。 
サムネイル 
各プロジェクトはサムネイル（小さな画像）形式で表示されます。サムネイルをク
リックするとプロジェクトを選択することができます。サムネイルに表示されてい
るXをクリックするとプロジェクトを閉じることができます。サムネイルを右クリ
ックするとその他のオプションが表示されます。 
サムネイルの上のバーをクリックするとサムネイルの表示と非表示を切り替えるこ
とができます。 

キャンバス 
現在のプロジェクトが表示される画面のことをキャンバスと呼びます。キャンバス
はPhotoPadの画面で一番大きな部分です。キャンバスにはプロジェクトに挿入し
た各種 レイヤーが適用された状態のイメージが表示されます。画面を右クリック
するとその他のオプションが表示されます。 
画面の左下部に画面表示の拡大縮小を行う機能があります。スライダ横のプルダウ
ンメニューを使い、特定の拡大縮小率を設定するか、＋ボタン（拡大）または-ボ
タン（縮小）を使って手動で拡大縮小を行うことができます。また、画像の上にマ
ウスカーソルを置いた状態でマウスホイールを動かすことでも拡大縮小を行うこと
ができます。 
拡大された状態で画面に表示される部分を動かすには、キャンバス横のスクロール
バーを使うか、スペースバーを押しながらマウスを動かします。
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挿入済みエフェクトとレイヤー画面
レイヤーの定義については 定義：挿入済みエフェクトとレイヤーのページをご覧
ください。 
画面右側の領域には、現在作業中の画像に使われているレイヤーの一覧が表示され
ます。この領域を使ってレイヤーの選択や、表示/非表示の切り替え、並べ替えや
削除などを行うことができます。 
● レイヤーの順序 

レイヤーは上から順番に並んでいます。挿入済みエフェクトとレイヤー画面
に表示されている順番で画像や文字が重ねられます。各種の色調節もこの順
番で適用されます。 
挿入済みのレイヤーの順序を変更するには、挿入済みエフェクトとレイヤー
画面で特定のレイヤーをクリックしてドラッグします。 

● レイヤーの表示 
レイヤーは、レイヤーが選択されている場合、または後続のレイヤーが選択
されている場合に表示されます。レイヤー一覧でレイヤーを選択すると、新
たに後続の別のレイヤーを選択するか、新しいレイヤーを追加するまで、後
続のレイヤーは非表示になります。 

● レイヤーの削除 
レイヤー名の右横にあるバツ印をクリックするとレイヤーを削除することが
できます。誤って削除してしまった場合は、「元に戻す」機能（Ctrl+Zキー
）を使って簡単に復元することができます。 

レイヤーの詳細設定 
「挿入済みエフェクトとレイヤー」領域でレイヤーを選択すると、選択したレイヤ
ーの詳細設定項目が表示されます。例えば 文字レイヤーを選択すると、フォント
や文字の色、配置などの詳細設定項目が表示されます。 
殆どのレイヤーはリセットボタンを使って変更点をデフォルトの状態に戻すことが
できるようになっています。 
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キーボードのショートカット
PhotoPadで最も良く使われる作業のショートカットは以下の通りです。 
● 新しい画像 Ctrl+N
● ファイルを開く Ctrl+O
● 保存する Ctrl+S
● 名前を付けて保存 Ctrl+Shift+S
● プロジェクトを閉じる Ctrl+W
● 次のプロジェクトに切り替えるCtrl+Tab
● 前のプロジェクトに切り替えるCtrl+Shift+Tab
● 印刷 Ctrl+P
● 元に戻す Ctrl+Z
● やり直す Ctrl+Y
● 削除 Delete
● 全て選択 Ctrl+A
● 領域を反転 Ctrl+I
● 選択範囲を広げる Ctrl+E
● 選択範囲を縮める Ctrl+T
● フェザリング Ctrl+F
● 選択なし Ctrl+D
● ブラシサイズを大きくする]
● ブラシサイズを小さくする[
● 切り取り Ctrl+XまたはShift+Delete
● コピー Ctrl+C
● 貼り付け Ctrl+VまたはShift+Insert
● 拡大 Ctrl+Num +
● 縮小 Ctrl+Num -
● 画面の大きさに合わせるCtrl+0（テンキー）
● 全画面表示 F11
● 製品マニュアル F1
● 終了するAlt+F4
● 全てのメニューを表示Alt
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オプション - 全般
オプションダイアログを開くには オプションツールメニューまたは「ツール」タブ。
最初のタブは全般オプションタブです。

プログラムの起動時に作業選択画面を毎回表示する 
ここにチェックが入っている場合、PhotoPadへようこそダイアログがソフトの起
動時に毎回表示され、ファイルを開く、一括編集、コラージュ/パノラマ/塗り絵/
刺繍図案の作成などの作業を選ぶことができます。 

画像をレイヤー形式のプロジェクトファイルとして保存するかプロジェクトを閉じる
際に確認 

このボックスにチェックを入れると、編集した画像を後から編集が可能なプロジェ
クトファイルとして保存するかどうかを確認するメッセージをプロジェクトを閉じ
る際に表示します。 
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オプション - メタデータ
オプションダイアログを開くには オプションツールメニューまたは「ツール」タブメ
タデータタブはオプションダイアログの2番目のタブです。 

メタデータ 
画像 メタデータには画像に関する関連する詳細が含まれます。メタデータは画像
をキャプチャするデバイスによって自動的に生成されるものと、セットされている
ものとがあります。デフォルトのメタデータはこのタブで編集することができます
：
● コメントは一般的なコメント欄です。
● エディタはフォトエディタ/アーティストの名前です。
● エンコードは画像を処理したソフト名です。
● 著作権には写真撮影者と写真加工ソフト、および写真の撮影日が含まれている

ことが望ましいです。
例：著作権、[写真家名]、[編集ソフト名]、[年]。All rights reserved.
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アプリを検索
検索ダイアログはPhotoPad内の様々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
クリックすると列を並べ替えられます。アイテムをクリックすると、自動的に使用
され、アクセス先がわかります。 
● 機能 - エフェクト、フィルタ、またはツールの名前。
● 発行国 - PhotoPad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移動し、ヘルプページでのオンライン検索が可
能になります。 
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NCHソフトウェア関連ソフト
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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ソフトウェアご利用規約
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。

14

https://www.nch.com.au/general/legal.html


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PhotoP
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 認証ダイアログで開きます。 
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PhotoPad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PhotoPadのログインの

確認ダイアログ（PhotoPadの）。 
5. 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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定義 - ノンディストラクティブ編集
PhotoPadはノンディストラクティブでの写真編集を行うことができます。ノンディ
ストラクティブでの編集とは、元の画像のデータを失わずに写真の加工を行うことが
できるということです。 
例えば、画像を 暗くするエフェクトを加えることで画像の一部が真っ黒になってしま
った場合、黒くなった部分を修正するために画像を明るくするエフェクトを加えると
、黒くなった部分が灰色になるだけで細かい部分は復元でき無いことが良くあります
。 
PhotoPadの場合は元の画像を失うことなく、各種エフェクトをいつでも再調節する
ことができるので、大事な写真の一部が編集途中に消えてしまうと言ったアクシデン
トを防ぐことができます。例えば暗くしすぎた画像を修正するには、明るくするエフ
ェクトを加えるのではなく、単純に最初に加えた暗さの度合いを変更することができ
るということです。 
PhotoPadは画像自体に変更を加えるのではなく、エフェクトなどの変更点を 
レイヤー形式で挿入します。 ノンディストラクティブ編集を上手に使うポイントは、
同じエフェクトを複数回数追加しないことです。例えば、明るさの調節を行うレイヤ
ーを加えた場合、後からもう少し画像を暗くする場合は、新しく明るさ調節のレイヤ
ーを加えるのではなく、既に挿入されている明るさ調節のレイヤーを開いて明るさの
度合いを調節してください。
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定義 - プロジェクト
PhotoPadのプロジェクトはいくつもの レイヤー（画像や文字、エフェクトなど）を
重ねる形で作られます。画像を読み込んだ際、またコラージュやパノラマ写真を作成
した際に新規プロジェクトが作成されます。 
複数のプロジェクトをPhotoPadで同時に開くことも可能です。作成した（開いた）
プロジェクトは全て画面下部にサムネイルとして表示され、このサムネイルをクリッ
クするとプロジェクトを開くことができます。多数のプロジェクトを開くと、必要に
応じて画面下部にスクロールバーが表示され、サムネイルの領域を左右にスクロール
することができるようになります。 

17

concept_layers.html


定義 - オリジナル画像
オリジナル画像は、現在作業中のPhotoPadプロジェクトに最初に挿入した写真です
。移動やサイズ変更、回転、削除などは行うことができません。オリジナル画像は常
にレイヤー一覧の一番上に表示されます。 
オリジナル画像の詳細 

情報 
ファイル名および幅と高さ（ピクセル）が表示されます。 
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定義 - 挿入済みエフェクトとレイヤー
PhotoPadのプロジェクトには画像や文字、各種エフェクトなどが一連のレイヤーと
して含まれています。 
例えば画像の色の調節し文字を挿入した場合は以下のレイヤーが含まれることになり
ます：画像レイヤー、色調節レイヤー、 文字レイヤーがプロジェクト内に挿入されま
す 
● 順序変更 

プロジェクトに挿入したレイヤーの順序は変更することができます。例えば、
画像1を画像2の上に重ねてあった場合、画像2を画像1より上に移動することで
画像2が画像1の前に表示されるようになります。レイヤーの順序変更は
挿入済みエフェクトとレイヤー画面で行います。順序移動は、移動するレイヤ
ーを希望の位置にドラッグするだけで簡単に行うことができます。 

● 選択 
レイヤーの選択は、挿入済みエフェクトとレイヤーの領域でレイヤーをクリッ
クして行います。レイヤーを選択すると、選択したレイヤーの詳細設定項目が
表示されます。レイヤーの詳細に変更を加えると、キャンバスに表示されてい
る画像に変更点がその場で適用されます。 

● キャンバス用ツール 
レイヤーによってはキャンバス上で直接加工を行うためのツールが表示されま
す。例えば画像レイヤーにはサイズ変更や回転を行うためのハンドルが表示さ
れます。 

● レイヤーの表示 
レイヤーの表示と非表示の切り替えはレイヤーを右クリックして「レイヤーを
表示」または「レイヤーを非表示」のいずれかのメニューを選択することで行
います。 

● 透明度 
レイヤーの透過度を指定することで挿入したエフェクト全体の透明度を調整し
ます。
透過度は値が小さいほど透明になり、０%では完全に透明、１００%ではそのま
まの状態で表示されます。
レイヤーの透過度を変更するには、レイヤーのヘッダを右クリックし レイヤー
の透過度を編集を選択します。 
プルダウンの矢印をクリックするとスライダが表示されます。スライダを左右
に動かして透過度の値を調整します。スライダ画面の外側をどこでも良いので
クリックするとスライダ画面が閉じます。
メモ：透過度は一部のレイヤーでのみ設定可能です。 

● 消去 
レイヤーに挿入するエフェクトは複数の領域に挿入することができます。
この作業はエフェクトが適用されない領域を消去することで行われます。
レイヤーに挿入したエフェクトを消去するには、レイヤーのヘッダを右クリッ
クして消去を選択します。消しゴムの設定を調整するための画面が開くので必
要な調整を行い、画面上で消しゴムを動かして不要な部分を消します。また、
同じ画面上のブラシを復元を選択すると消去した領域を復元できます。消去さ
れた領域と復元された画像を全て削除する場合はレイヤーのヘッダで消しゴム
アイコンを右クリックし以下を選択します：消した部分を元に戻す
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など）のツールがが含まれているタブです。
注：消しゴムを使えないレイヤーもあります。
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作業 - PhotoPadの使い方
写真をPhotoPadで開く 

写真をPhotoPadで開くには、ツールバーの開くボタンをクリックするか、開くを
ファイルメニューから選択します。「ファイルを開く」画面が開くので、ここから
画像を選択し「開く」をクリックします。 
画像がキャンバスに表示され、画面右側の「挿入済みエフェクトとレイヤー」の領
域に新規プロジェクトに以下があることが表示されます： オリジナル画像 のレイ
ヤーが挿入されます。 

画像を調節する 
画像がキャンバスに表示された後は、様々なレイヤーを加え始めることができます
。以下の簡単なレイヤーを使って、使い方を試してみてください。 
● 回転 

写真の向きを回転させるには回転レイヤーを挿入します。このレイヤーを挿
入するには回転ボタンを編集タブでクリックします。画面右側のプロパティ
ー画面に回転のプロパティーが表示されるのでこれを使って回転させるか、
画像自体をクリックしてドラッグする形で回転させます。 

● 明るさ 
明るさを調節するには、明るさボタンを色タブでクリックします。プロパテ
ィー画面に明るさを調節するスライダが表示されるので、このスライダを左
右に動かして明るさを調節します。 

他の調節項目やエフェクトも同様の方法で挿入することができます。調節したい項
目や、挿入したいエフェクトをツールバーでクリックし、必要に応じて画面右側の
領域で設定の調節を行います。挿入したエフェクトを削除する場合は、「挿入済み
エフェクト」の一覧でエフェクト名の右側にある Xボタンをクリックします。各レ
イヤーに関する詳細は定義：挿入済みエフェクトとレイヤーのページをご覧くださ
い。 
文字を挿入する 
写真に文字を挿入するには文字ボタンをツールタブでクリックします。テキストボ
ックスが画像の中央に表示されるので、必要に応じてテキストボックスをドラッグ
して希望の位置に移動します。テキストボックスの大きさは、ボックス上にカーソ
ルを置いた際に表示される矢印をドラッグして変更することができます。また、回
転用のハンドルを使ってテキストボックスの角度を自在に変更することもできます
。 
文字はテキストボックス内に直接書き込むことができるほか、ボックス内にコピー
貼り付けする形でも挿入することができます。フォントや文字サイズ、太字や斜体
の設定などは画面右側の領域で行うことができます。ここで行った設定は後から再
度「文字レイヤー」を選択することでいつでも変更することができます。文字の挿
入に関する詳細は レイヤーを挿入：文字のページをご覧ください。 

コラージュを作成する 
PhotoPadのコラージュ作成機能を使うと、複数の写真を使ったコラージュを簡単
にデザインすることができます。ダイアログを開くには コラージュアイコン（ ツ
ール プルダウンメニューを エフェクトタブでクリックします。 
次にコラージュ用の写真を 画像を挿入…
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ボタンをクリックして挿入します。ShiftキーまたはCntrlキーを押しながらファイ
ルをクリックすることで複数のファイルを選択することができます。挿入した写真
はプレビュー画面の内側に表示されます。 
コラージュ内の画像のサイズを変更するには、サイズを変更する画像を選択し、画
像の角をクリックした状態でマウスを動かします。サイズを変更する際は、画像間
のスペースやレイアウトを保持するために、周囲の画像も同時にサイズ変更が行わ
れます。 
作業が全て完了したら 終了ボタンをクリックします。 新規PhotoPad 
プロジェクトが、挿入した画像を使ったコラージュとして作成されます。作成した
コラージュは1つの画像として更に編集や保存、印刷が可能なほか、コラージュに
挿入した各画像のサイズなどを個別に編集することも可能です。PhotoPadプロジ
ェクトに関する詳細は定義：プロジェクトのページをご覧ください。 
コラージュの作成に関する詳細は以下のページをご覧ください： 
作業：コラージュを作成する。 

スキャナやTWAINソースから画像を取り込む  
PhotoPadは画像の 取り込み用ダイアログを、各種スキャナやウェブカメラなど、
取り込み用デバイス毎に表示します。 
登録済みのソフトをお使いの場合画像をインポートボタンをPhotoPadへようこそ

取り込みボタンを「ホーム」タブでクリックしま
す。
ボタンをソースの選択ダイアログが表示されるので、ここで取り込み用のTWAIN
ソースをハイライトし選択をクリックします。 
選択したスキャナ自体のスキャン用ダイアログが表示されるので、 取り込み、ス
キャン、スナップショットなどのボタンをクリックします（ボタンの名前はスキャ
ナの製造メーカーにより異なります）。 
お使いのデバイスがスキャンを完了すると、この画像を新規レイヤーとして新規プ
ロジェクトが作成されます。 
次の画像の 取り込みを行う場合は、ファイル -> 画像をインポートを選択するか、
または取り込みボタンをクリックします。 
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作業 - 作品を保存する
非表示のレイヤー 

非表示のレイヤーで行った変更は保存した画像には表示されません。画面に表示さ
れている画像が保存される画像のイメージです。非表示のレイヤーで行った変更を
、保存した画像に表示するには、保存を行う前に非表示のレイヤーの非表示設定を
解除する必要があります。 

保存する 
既存のフォーマットおよびファイル名で単純に保存を行う場合は、ツールバーの保
存ボタンをクリックするか、ファイルメニューから「保存」を選択します。 

名前を付けて保存 
ファイル名やフォーマットを変えて保存を行う場合は、「ファイル」メニューから
「名前を付けて保存」を選択するか、画面を右クリックして「名前を付けて保存」
を選択します。
プロジェクトを後から再度編集できる「プロジェクトファイル」として保存する場
合は、名前を付けて保存を選択し、「ファイルの種類」のプルダウンメニューから
PhotoPadプロジェクトを選択します。 

Web用に保存 
更に詳しい設定を行う場合は「ファイル」メニューから「Web用に保存」を選択し
ます。「Web用に保存」ダイアログが開き、保存する画像のプレビューが画面左側
の領域に表示されます。画面右側の領域には選択したフォーマットで保存した場合
の画像のイメージが表示されます。各領域よりも実際の画像が大きい場合は領域の
大きさに合わせてサイズ変更の上表示されます。画像の上にマウスを置くと、その
部分の実物大の画像が小さな画面内に表示されます。画像の確認が済んだらOKボ
タンをクリックすると、ファイル名とファイルの保存先を指定するためのダイアロ
グが表示されます。 
ファイルオプション 
プルダウンメニューを使って画像の保存フォーマット（JPEG、BMP、TIFF、GIF
、PNG）を選択することができます。保存フォーマットを変更すると、プレビュー
画面の画像と予想ファイルサイズがフォーマットに合わせてアップデートされます
（画面右側）。予想ファイルサイズは、現在の設定で画像を保存した場合に作成さ
れるファイルの大よそのサイズです。 
フォーマットオプション 
選択したフォーマットによっては、保存後のファイルの画質やサイズをコントロー
ルするための詳細設定を行うことができるものもあります。 
● JPEG 

スライダを使って画質の設定を行います（数字が小さい程画質が低くファイ
ルサイズが小さくなり、数字が大きい程画質が高くファイルサイズが大きく
なります）。 

● GIF 
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高速GIF変換とディザリングの2種類のオプションがあります。デフォルトで
は高速GIF変換が選択されており、保存後の画像には自動的にディザリング
が使われます。この方法で保存すると通常、最小サイズのGIFとして保存す
ることができますが、透過の保存を行うことができません。高速GIF変換か
らチェックを外すと、ファイルのサイズがやや大きくなり、保存にかかる時
間も長くなりますが、よりきれいな画像を作成することが可能になります。
高速GIF変換変換にチェックが入っていない場合、ディザリングを使うこと
で、よりスムーズに色を混ぜ合わせ、色のグラデーションにより発生する縞
模様を減らすことができる場合があります。 

● BMP 
このフォーマットには詳細設定はありません。 

● PNGおよびTIFF 
このフォーマットには詳細設定はありません。 
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作業 - 元に戻す/やり直し
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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作業 - 切り取る、コピー、貼り付け
クリップボードは異なるプログラム間やプロジェクト間で文字や画像を共有する際に
便利なツールです。 
注意：クリップボードを使うには最低1つのプロジェクトが開いている必要がありま
す。 
切り取り - (Ctrl + X) 
現在選択されているレイヤーが他の画像の上に重ねて挿入するための画像や文字であ
る場合、このレイヤーはレイヤー一覧から削除されクリップボードにコピーされます
。現在選択されているレイヤーが他の種類のエフェクトである場合、切り取り機能は
使えません。 
コピー - (Ctrl + C) 
通常、現在表示されている画像の全体がクリップボードにコピーされます。 
選択が行われている場合は選択領域のみがクリップボードにコピーされます。 
以下のレイヤーは以下の作業のみが行われます。 

● レイヤー画像：レイヤー画像だけがクリップボードにコピーされます。 
● レイヤー文字：レイヤー文字だけがクリップボードにコピーされます。 
レイヤー貼り付け - (Ctrl + V) 

クリップボードにコピーされている情報に応じて、以下のいずれかのエフェクトレイ
ヤーが作成されます。 

● 画像：レイヤー画像のレイヤーが作成され、プロジェクトの中心に画像が挿入
されます。 

● 文字：レイヤー文字のレイヤーが作成され、プロジェクトの中心に文字が挿入
されます。新しくレイヤー貼り付けされた文字はデフォルトのサイズ、フォン
ト、色で表示されます。 

新規プロジェクトとして貼り付け 
クリップボードに画像がコピーされている場合にこのオプションを使うことができま
す。このオプションを選択すると、クリップボードにコピーされている画像を使って
新規プロジェクトが作成されます。 
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作業 - カメラやスキャナから画像を取り込む
画像をスキャンする 

PhotoPadにはスキャナや複合プリンタ、カメラなど様々なデバイスから画像をイ
ンポートするためのダイアログがあります。 
画像を取り込むには、 ファイル -> 画像をインポートを選択するか、または取り込
みボタンをホームタブでクリックします。 ソースの選択ダイアログが表示される
ので、ここで取り込み用のデバイスをハイライトし選択をクリックします。 
選択したデバイス自体のスキャン用ダイアログが表示されます。 取り込み、スキ
ャン、スナップショットなどのボタンをクリックします（ボタンの名前はデバイス
の製造メーカーにより異なります）。 
お使いのデバイスがスキャン/取り込みを完了すると、この画像を新規レイヤーと
して新規プロジェクトが作成されます。 
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作業 - Webカメラから画像を取り込む
Webカメラの画像をキャプチャする 
Webカメラを使って画像をキャプチャする場合は、まずWebカメラがコンピュータに
正しく接続されていることを確認し、 Webカメラボタンをツールバーでクリックする
か以下を選択します：ファイル -> Webカメラから画像を取り込む 
ダイアログが開くのでプルダウンメニューからWebカメラを選択するとWebカメラか
らの入力画像が画面に表示されます。 映像をフリーズボタンをクリックするとWebカ
メラの映像再生が停止し、静止画として表示されます（フリーズボタンはデジタルカ
メラのシャッターのようなものとしてお考えください）。納得の行く静止画が表示さ
れなかった場合は、フリーズを解除 
ボタンをクリックすると動画再生に画面が切り替わるので、再度フリーズボタンを押
して静止画の撮影を試みてください。 
デバイス設定ボタンをクリックするとWebカメラの明るさやコントラストなどの設定
を変更することができます。 
キャプチャをクリックすると表示されている画像を使った新しいプロジェクトが作成
され、キャンセル 
をクリックすると画像を保存せずに画像の取り込みを終了します。 
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作業 - 新規画像を作成
新しい画像の作成は 新規をファイルメニューから選択するか、Ctrl+Nのショートカ
ットキーを押して行います。
新しい空画像ダイアログが開くので、画像の幅や高さ、背景色などを選択します。 
サイズ 

新しい画像の大きさは、幅と高さの領域に希望の数値を入力して指定します。 
プリセットのサイズ 

一般的なサイズを一覧から選択することができます。 
背景色 

画像の背景色を指定する場合は色のボタンをクリックします。カラーピッカーが表
示されるので希望の色を選択してください。 
また、背景には色を付けず透明にする場合は、 透明 
のラジオボタンにチェックを入れます。 

OKボタンをクリックすると新しい画像が作成されます。
キャンセルボタンをクリックすると、新しい画像を作成せずにダイアログが閉じます
。 
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作業 - コラージュを作成する
コラージュ作成画面を使って、複数の画像を使ったコラージュを簡単に作成すること
ができます。コラージュを完成させると、コラージュ全体を1つの画像とした新規プ
ロジェクトが作成されます。コラージュ画像は他の画像と同様にPhotoPadを使って
更に加工が可能です。 
コラージュ作成ダイアログを開く 

コラージュ作成ダイアログを開くには、コラージュアイコン（ ツール 
プルダウンメニューを エフェクトタブでクリックするか、コラージュを作成をツ
ールメニューから選択します。 

コラージュ作成ダイアログの詳細 
ページのサイズと向き 

ページのサイズと向き 
をクリックするとキャンバスのオプション一覧が表示されます。これらのオプシ
ョンを使ってコラージュ全体のサイズ等を指定します。 
コラージュ全体のサイズはコラージュのサイズのプルダウンメニューから選択し
ます。サイズの単位はセンチ、インチ、ピクセルの3種類があります。単位のプ
ルダウンメニューを使って単位を変更します。
横ボタンをクリックするとコラージュの画面が横長になり、縦ボタンをクリック
すると画面が縦長になります。 

背景のオプション 
背景のオプションをクリックすると背景画像のオプション一覧が表示されます。
これらのオプションを使ってコラージュ全体の背景画像を選択します。
単色オプションを選択するとコラージュの背景に特定の色を1色選択することが
できます。色の選択は背景色の色が描かれているボタンをクリックして行います
。
画像を選択オプションを選択すると画像ファイルを指定して背景画像に指定する
ことができます。画像の指定は画像を開く 
ボタンをクリックしてキャンバスに挿入します。 
レイアウトのオプション 
レイアウトのオプションの欄から画像の並べ方を選択します。
全て並べるオプションを選択すると、選択した画像が全て格子状に整列した状態
で表示されます。
自由に並べるオプションを選択すると、選択した画像が全てランダムに並べられ
た状態で表示されます。
これ以外のオプションは全て特定のテンプレートに基づき特定の枚数の画像のみ
が表示されます。
間隔スライダを使うと画像と画像の間隔を広げたり狭めたりすることができます
。
角の丸みスライダを使うと各画像の角に丸みを加えることができます。
傾斜スライダを使うと各画像をランダムに傾けることができます。
ランダムに並べるボタンをクリックすると画像がランダムに並べ替えられます。

画像のオプション 
画像のオプション
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をクリックすると各画像のコントロール用オプション一覧が表示されます。これ
らのオプションは画像が選択されている状態でのみお使いいただけます。
画像を入れ替えボタンを使うと選択した画像を削除し他の画像と入れ替えること
ができます。
画像を削除またはキーボードのDeleteキーを使って選択した画像を削除するこ
とができます。
「自由に並べる」を選択し画像を重ねる際、選択した画像を前面に表示する場合
は前に表示ボタンをクリックします。
「自由に並べる」を選択し画像を重ねる際、選択した画像を後方に移動する場合
は後ろに表示ボタンをクリックします。
画像を挿入する 

画像を挿入…ボタンをクリックするとコラージュに画像を追加することができます
。特定の枚数のみが表示されるテンプレートを使っている場合、指定された数以上
の画像ファイルを追加することはできません。 

テキストを挿入 
キャンバスを右クリックし画像や文字を選択して挿入します。文字の編集やフォー
マット変更は
以下のコントロールを使って行うことができます：文字オプション。 

コラージュ作成を完了する 
コラージュが完成したら作成ボタンをクリックします。新規PhotoPad 
プロジェクトが作成されます（挿入した各画像はそれぞれ個別のコラージュとして
1枚の画像として表示されます。コラージュを編集ボタンをクリックすると、再度
コラージュ作成画面が開き、コラージュを再編集することができます。 
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作業 - コンタクトシート
コンタクトシート編集ツールを使ってコンタクトシートを作成します。コンタクトシ
ートの作成が完了すると選択した画像で新しいプロジェクトが作成されます。完成し
た画像は他のPhotoPadプロジェクト同様、更に加工することができます。
コンタクトシート編集ツールを開く 

コンタクトシート編集画面を開くには以下をクリックします：コンタクトシートボ
タンをツールタブでクリックします。 

コンタクトシートの編集画面 
レイアウトのオプション 

レイアウトのオプションの欄から画像の並べ方を選択します。
行数を目的の行数に応じて変更。
列数必要な列数に応じて変更。
スライダを使う間隔スライダを使うと画像と画像の間隔を広げたり狭めたりする
ことができます。
スライダを使う角の丸みスライダを使うと各画像の角に丸みを加えることができ
ます。
ページのサイズと向き 
ページのサイズと向きことでコンタクトシート全体の大きさを調整します。
コンタクトシートのサイズは以下の項目で行います：コンタクトシートのサイズ

単位プルダウンメニューからコンタクトシートのサイズ
の単位をセンチやピクセルに変換します。
横ボタンをクリックすると横長のコンタクトシートになり、縦ボタンをクリック
すると縦長のコンタクトシートになります。

画像のオプション 
画像のオプションは画像を選択した後でのみ使えます。
画像を入れ替えボタンを使うと選択した画像を削除し他の画像と入れ替えること
ができます。
画像を削除またはキーボードのDeleteキーを使って選択した画像を削除するこ
とができます。
画像を挿入する 

画像を挿入…ボタンをクリックしてコンタクトシートに画像を挿入します。テンプ
レートに挿入可能な画像の数を超えた場合はそれ以上の画像は表示されません。

コンタクトシート編集画面を終了 
コラージュが完成したら作成ボタンをクリックします。新規PhotoPad 
プロジェクトがコンタクトシート編集ツールからの全ての画像を含むコンタクトシ
ートレイヤーと共に作成されます。コンタクトシートを編集ボタンをクリックして
、コンタクトシート編集ツールを開き更に編集を続けます。
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作業 - 写真を整理する
フォトライブラリダイアログを使って写真を整理することができます。このツールを
使うとカテゴリやタグ、アルバムなどを使って写真を整理することで必要な写真を簡
単に素早く見つけることができるようになります。 
例えばパソコン上に家族写真を含むフォルダが複数ある場合、フォトライブラリに特
定の人物用のアルバムを作成することで、その人の写真を全て1か所に集めることが
できます。
> フォトライブラリを開くにはホームタブにあるライブラリボタンをクリックし、フ
ァイルメニューからフォトライブラリを選択します。 
ホーム

「ホーム」タブにはライブラリを使うために必要な基本的なツールのボタンがあり
ます。
● 画像を選択 

このボタンをクリックしてライブラリに画像を挿入します。挿入した写真は自
動的に最近追加された写真アルバムに挿入されます。注: 
「最近追加された写真」アルバムには一定数の写真のみ保存されるため、新し
い写真がこのアルバムに追加されるにつれ、古い写真は順次削除されますので
ご注意ください。

● 取り込み 
ここをクリックして「インポート」ダイアログを開きます。「インポート」ダ
イアログを使ってパソコン上や外付けデバイス（スマートフォンや外付けハー
ドドライブなど）に保存されている写真をコピーします。

フォルダ
「フォルダ」タブにはフォトライブラリで管理されている全てのフォルダの一覧が
表示されます。「写真」フォルダがデフォルトで含まれています。
● フォルダを追加 

既存のフォルダを挿入...ボタン（画面左側）をクリックします。
フォルダ参照ダイアログを使ってフォルダを選択しフォルダを選択ボタンをク
リックします。
注：フォルダ参照ダイアログにはファイルは保存されません。フォルダのみ表
示されます。 

● フォルダを編集 
フォルダの一覧を含むサイドパネルで以下をクリックします：「鉛筆」アイコ
ン（編集するフォルダの横にあります）。 
● フォルダの名前を変更するには、ポップアップ表示された文字入力画面に新

しいフォルダ名を入力し以下をクリックします： 名前を変更ボタンをクリ
ックしてキャンバスに挿入します。 
メモ: これにより、実際のシステムフォルダの名前も変更されます。 

● フォルダを削除するには以下をクリックします：Deleteボタンをクリックし
てキャンバスに挿入します。 
注:この作業で削除されるのはフォトライブラリ内のフォルダのみで、実際
のシステムフォルダは影響を受けません。 

● フォルダを削除 
この作業で削除されるのはフォトライブラリ内のフォルダのみで、実際のシス
テムフォルダは影響を受けません。
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フォルダを削除するには、次の2つの方法があります。 
● フォルダの一覧を含むサイドパネルで以下をクリックします： 「ゴミ箱」

アイコン（削除するフォルダの横にあります）。これにより、フォルダが自
動的に削除されます。

● または「鉛筆」アイコンをクリックするとDeleteボタン（ポップアップ表示
されたダイアログ上）をクリックしてフォルダを削除します。

● フォルダを並べ替える 
サイドパネル一覧でフォルダをドラッグして、目的の場所にドロップするだけ
です。 
注意: 新しい位置をお知らせするガイド線が表示されます。 

● 写真の移動とコピー 
写真を別のフォルダに移動またはコピーするには、まず移動またはコピーする
写真を選択します。フォトライブラリにまだ写真を開いていない場合は、ホー
ムタブで「画像を選択」をクリックし、「最近追加された写真」アルバムから
写真を選択します。 写真を選択した状態でダイアログ下部の移動またはコピー

別のフォルダに写真を移動するためのダイアログが開きます。 
参照...ボタンをクリックして保存先フォルダを選択します。注：フォルダ参照画
面にはフォルダのみが表示されファイルは表示されません。 
コピーを作成にチェックを入れると選択した写真のコピーが作成されます。 
コピーを行うとコピーされたファイルが保存先フォルダに移動し、オリジナル
が元のフォルダに残ります。 
移動ボタンを使うと保存先フォルダに写真を移動することができます。フォト
ライブラリに保存先フォルダが追加されフォルダ一覧に表示されます。 

アルバム
アルバムを使って写真をカテゴリやグループに仕分けすることができます。
例えば旅行の写真を旅先別に分類したり、家族の写真だけを1つのフォルダに集め
たりといったことができます。
「アルバム」タブをクリックすると全てのアルバムが一覧表示されます。
● アルバムを作成する 

アルバムを作成するには、アルバムタブをクリックし、新しいアルバムを作成...
作成など）のツールが

が含まれているタブです。
また、写真を選択してダイアログ下部のアルバムに挿入ボタンをクリックする
ことでも同様の作業ができます（複数の写真を同時に選択できます）。
選択した写真の保存先を指定するためのダイアログが表示されるので、新しい
アルバムを作成する場合は新規アルバム名を入力してEnterキーを押すか新規作
成ボタンをクリックします。 
アルバムの作成時に選択した画像は、自動的に新しいアルバムに追加されます
。

● アルバムを編集する 
アルバム一覧が表示されているサイドパネル以下をクリックします：「鉛筆」
アイコン （編集するアルバムの横にあります）。 
● アルバムの名前を変更するには、ポップアップ表示された文字入力画面に新

しいアルバム名を入力し、以下をクリックします：名前を変更 
ボタンをクリックしてキャンバスに挿入します。 
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● アルバムを削除するには以下をクリックします：Delete 
ボタンをクリックしてキャンバスに挿入します。 

● アルバムを削除 
アルバムを削除するには、次の2つの方法があります：
● アルバム一覧が表示されているサイドパネル以下をクリックします： 「ゴ

ミ箱」アイコン 
削除するアルバムの横にあります。これをクリックするとアルバムが自動的
に削除されます。

● または「鉛筆」アイコンをクリックするとDeleteボタンが表示されアルバム
を削除することができます。

● アルバムを並べ替える 
サイドパネル一覧でアルバムをドラッグして、目的の場所にドロップするだけ
です。 
注意: 新しい位置をお知らせするガイド線が表示されます。 

● アルバムに画像を挿入する 
既存のアルバムに画像を追加するには、まずアルバムに追加する写真を選択し
ます。フォトライブラリにまだ写真を開いていない場合は、ホームタブで「画
像を選択」をクリックし「最近追加された写真」アルバムから写真を選択しま
す。

写真を選択したら、アルバムの割り当てボタン（ダイアログ下部）をクリッ
クします。
これにより、既存のすべてのアルバムのチェックリストを含むポップアップが
開きます。 
注:選択した画像間の一般的なアルバムはすでにチェックされています。 

ポップアップの上部にある検索領域を使って、チェックリスト内の特定のア
ルバムを検索します。 
● チェックしたアルバムは、選択した写真に割り当てられます。
● または、チェックを外したアルバムは、選択した写真への割り当てが解除さ

れます。
変更が完了したら、以下をクリックします：適用するボタンをクリックして

キャンバスに挿入します。 
● 最近追加された写真 

最近追加されたアルバムは、最近選択またはインポートされた写真が一定数の
み保存されるアルバムです。ホーム一定数のみが保存されるので一定数を超え
た後は新しいファイルが選択/インポートされるたびに古い写真が削除されます
。

タグ
タグを使って写真にキーワードを関連付けすることでグループ分けを行うことがで
きます。「タグ」タブをクリックするとタグの一覧が表示されます。
● タグを作成する 

タグを作成するには、タグタブをクリックし、新しいタグの追加...ボタンをクリ
ックします。新しいタグのキーワードを入力し、作成。 また、写真を選択して

ボタンをクリックすることでも同様の作業を行うことができま
す。
選択した写真にタグの関連付けを行うためのダイアログが表示されるので、新
しいタグ名を入力しEnterキーを押すか新規作成ボタンをクリックします。 
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タグの作成時に選択されていた画像に新しいタグ名が自動的に適用されます。
● タグを編集 

タグの一覧が表示されているサイドパネルで、以下をクリックします：「鉛筆
」アイコン（編集するタグの横にあります）。 
● タグの名前を変更するには、ポップアップ表示された文字入力画面に新しい

タグ名を入力し、以下をクリックします：名前を変更 
ボタンをクリックしてキャンバスに挿入します。 

● タグを削除するには、以下をクリックします：Delete 
ボタンをクリックしてキャンバスに挿入します。 

● タグを削除 
タグを削除するには、次の2つの方法があります：
● タグの一覧が表示されているサイドパネルで、以下をクリックします： 「

ゴミ箱」アイコン（削除するタグの横にあります）。これにより、タグが自
動的に削除されます。

● または「鉛筆」アイコンをクリックするとDeleteボタン（ポップアップ表示
されたダイアログ上）をクリックしてタグを削除します。

● タグを並べ替える 
サイドパネル一覧でタグをドラッグして、目的の場所にドロップするだけです
。 
注意: 新しい位置をお知らせするガイド線が表示されます。 

● 画像にタグを付ける 
画像にタグを付けるには、まずタグを割り当てる写真を選択します。フォトラ
イブラリにまだ写真を開いていない場合は、ホームタブの「画像を選択」をク
リックし、「最近追加された写真」アルバムから写真を選択します。

写真を選択したら、タグを割り当てボタン（ダイアログ下部）をクリックし
ます。
これにより、既存のすべてのタグのチェックリストを含むポップアップが開き
ます。 
注:選択した画像間の共通タグはすでにチェックされています。 

ポップアップの上部にある検索領域を使ってチェックリスト内の特定のタグ
を検索します。 
● チェックしたタグは選択した写真に割り当てられます。
● または、チェックを外したタグは、選択した写真への割り当てが解除されま

す。。
変更が完了したら、以下をクリックします：適用するボタンをクリックして

キャンバスに挿入します。 
写真
写真は、フォトライブラリに読み込まれた画像です。ライブラリをより適切に整理
するために、画像に対して複数のアクションを実行できます。
● アルバムに写真を挿入 

詳しくは「アルバム」 > 「アルバムに画像を挿入」セクションから詳細をご覧
いただけます。 

● タグに写真を挿入 
詳しくは「タグ」 > 「画像のタグ付け」セクションから詳細をご覧いただけま
す。 

● 写真を評価する 
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● 評価する写真を 1 枚以上クリックします。
● 選択したすべての写真を評価するには、以下のいずれかの操作を行います: 

● 選択した1枚の写真の上にマウスを置き、星をクリックします。 
● または、キーボードに評価を入力して写真を評価します。 

受け入れられる評価入力は次のとおりです。 0、1、2、3、4、5。 
ヒント:クリック 0 評価を削除します。 
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作業 - 複数の写真をつなげてパノラマを作成する
パノラマ画像を作成ダイアログを使ってパノラマ画像を作ることができます。このダ
イアログを使うと複数の画像の重なり部分を繋げて1枚の続き画像として作成するこ
とができます。パノラマ画像は作成完了前にプレビューを確認することができます。

パノラマ画像を作成ダイアログを開く 
パノラマ画像を作成ダイアログを開くには、パノラマボタンを「ツール」タブでク
リックするか、パノラマを作成ツールメニュー。 

パノラマ画像を作成ダイアログの詳細 
オリジナル画像 
● 画像を追加ボタンを使って複数の画像を挿入できます。読み込まれた画像はプ

レビュー画面に表示されます。 （任意：画像をプレビュー領域にドラッグする
形で読み込むこともできます）。

● 選択した画像を削除ボタンを使って選択した読み込み済み画像を削除すること
ができます。

● 全ての画像を削除ボタンを使って全ての読み込み済みの画像を削除することが
できます。

● 画像の順序を変更するには、画像をクリックして選択し、 画像を左へ移動また
は画像を右へ移動ボタンをクリックしてキャンバスに挿入します。 (任意:画像
をクリックしてドラッグすることで希望の方向に向かって1ステップ移動します
) 
注:元の写真の順序が正しくない場合、パノラマが作成されない場合があります
。

パノラマのプレビュー 
● 全ての画像が正しい順序になっている状態でプレビューを更新ボタンをクリッ

クすると完成画像をプレビューできます。パノラマ画像が正しく作成された場
合、複数の画像が繋がったパノラマ画像が表示されます。

● パノラマを作成後に画像の追加や削除を行うと作成したパノラマ画像は削除さ
れます。

● 大きなサイズの画像が不要の場合や、パソコンのメモリが不足している場合は
以下をお試しください：完成した画像のサイズを縮小 
スライダを使って出力サイズを調節することができます。完成した画像のサイ
ズを小さくすることで、PhotoPadは少ないリソースで画像を作成することがで
きます。 

パノラマ写真を完成させる 
パノラマの作成が完了したら、OKボタン  をクリックすると新しい プロジェクト

パノラマ写真を正しく作成するヒント 
● 最低2枚、最大8枚の画像がパノラマ画像の作成を成功させるための最適な写真枚

数です。
● 画像は隣の画像と重なり合う部分が必要です（PhotoPadは各画像の類似したポイ

ントを使って画像をつなぎ合わせます）。各画像の1/4ほどが重なり合っているの
が最も望ましいです。

● 画像は同じカメラで撮影した同じサイズである必要があります。レンズ交換に対応
したカメラをお使いの場合は同じレンズを使ってください。また、
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ズームを使う場合は各写真のズームの量が同等である必要がありますなど）のツー
ルがが含まれているタブです。

● 画像は同じ位置から撮影する必要があります。異なる位置から撮影した場合、視点
が異なるため画像を適切につなぎ合わせることが困難になり、場合によってはつな
ぎ合わせることができなくなります。

● 画像は同じ時間に撮影する必要があります。異なる時間に画像を撮影すると明るさ
が違ったり、被写体が移動していたりする可能性があり、写真のつなぎ合わせが困
難になります。

● パノラマ画像の被写体は静止している必要があります、被写体が動いている場合、
画像のつなぎ合わせが困難になり正しくつなぎ合わさりません。

● 高品質の画像を使用することをお勧めします。画質が低い場合PhotoPadがつなぎ
合わせに使う箇所を謝る可能性があります。 パノラマが正しく作成されなかった
場合、作業をやり直すことで改善する場合がありますのでお試しくださいなど）の
ツールがが含まれているタブです。

● パノラマ写真の撮影には多量のリソースを必要とします。作成時間がかなりかかる
場合があるだけでなく、かなり多くのメモリを必要とします。お使いのコンピュー
タにはそれぞれ、作成できるパノラマ写真のサイズの上限があります。パノラマの
サイズが大きい程、また作成枚数が多い程、作成時に必要とするリソースの量が多
くなります。コンピュータの容量が不足している場合は、小さめのサイズで作成す
るか、作成枚数を減らしてみてください。
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作業 - 画像を印刷
画像を印刷 
画像を印刷するには、 印刷ボタンをツールバーでクリックするか以下を選択します：

 -> 印刷を選択します。画面のプレビューが表示された印刷ダイアログが開
きます。 

用紙オプション 
カテゴリのプルダウンメニューからカテゴリを選択し用紙サイズのプルダウンメニ
ューに表示される一覧を選択します。
用紙サイズのプルダウンメニューから印刷する用紙のサイズを選択します。選択し
た用紙のサイズは印刷プレビュー画面に数字で表示されます（単位がインチになっ
ている場合は、「中央に揃える」から一旦チェックを外し、「単位：」のプルダウ
ンから「ミリ」を選択します）。
縦または横のラジオボタンを使って用紙の方向を指定します。 
余白の欄を使って用紙の端から画像の端までの距離を指定します。 
単位のプルダウンメニューを使って以下のいずれかの単位を選択します：インチ、

またはセンチメートル。 
画像レイアウト 

同じ画像を１枚の用紙に複数表示して印刷する場合は、１枚の用紙に印刷する画像
の個数をこの欄から選択します。
オプションによっては枚数を指定したり、サイズを4x6インチ、5x7インチ、8x10
インチ、ウォレットなどのプリセットから選択することができます。他のオプショ
ンでは特定の枚数を選択できます：
● 1xオプションは1枚に設定します。
● 2xオプションは2枚に設定します。
● 4xオプションは4枚に設定します。
● 全ページオプションは1枚に設定し、画像全体を1枚の用紙に納めます。
画像の位置 
画像の印刷位置を調節する場合は、プレビュー画面の画像をドラッグして動かすか
、「画像の位置」欄の各項目を使って行います。
デフォルトでは画像は紙面の中央に配置されるよう設定されています。これを変更
するには中央に揃えるのチェックボックスからチェックを外します。
チェックを外すと、単位や上、左などの項目が変更できるようになります。 上ま
たは左の数値を変更すると、紙面の一番上から画像の一番上までの余白の大きさが
変更され、左の数値を変更すると紙面の左端から画像の左端までの余白の大きさが
変更されます。 

画像のサイズ 
画像のサイズを調節する場合は、プレビュー画面の画像の四隅をドラッグするか、
「画像の位置」欄の各項目を使って行います。
用紙サイズに合わせて表示にチェックを入れると、選択した用紙のサイズに合わせ
て画像が自動的に拡大/縮小されます。
また、幅または高さの数値を指定することで画像の幅と高さを希望の値に指定する
こともできます。幅や高さを変更する際は画像の縦横比を保持した状態で変更され
ます。 
縦横比を保持せずに幅や高さを変更する場合は、印刷前に「切り抜き」機能を使っ
てサイズ変更を行ってください。 
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印刷ボタンをクリックすると画像が印刷されます。
キャンセルボタンをクリックすると、印刷せずに印刷ダイアログが閉じます。 
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作業 - カレンダー作成
カレンダーを作成するには、「ツール」タブのカレンダー作成ボタンをクリックしま
す
カレンダーの設定 

カレンダーのレイアウトを選択するには以下のいずれかをクリックします：
年、月またはスパイラルボタンをクリックします。
年または月をカレンダー挿入用に選択します。
日曜日から週を開始 からチェックを外すとカレンダーが月曜日から始まります。
前後の月の日にちを表示：前後の月の日にちを表示しない場合はチェックを外しま
す。

カレンダーの外観 
フォント名またはカレンダーの色：対応するボタンをクリックして選択します。
カレンダーに画像を挿入する場合は画像を入れ替えボタンまたは
クリックして画像を挿入ボタンをプレビュー画面でクリックします。

日にちを選択 
祝祭日を設定する場合は日にちを選択して「編集」ボックスに文字を入力します。

用紙設定 
カテゴリのプルダウンメニューからカテゴリを選択し用紙サイズのプルダウンメニ
ューに表示される一覧を選択します。
用紙サイズプルダウンメニューを使って印刷する用紙のサイズを選択します。
余白の欄を使って用紙の端から画像の端までの距離を指定します。 

印刷ボタンをクリックしてカレンダーを印刷します。
PDFとして保存ボタンをクリックしてカレンダーをPDFファイルに保存します。
キャンセルボタンをクリックして、カレンダーを印刷せずにダイアログを閉じます。
ヘルプボタンをクリックするとカレンダー作成ツールの詳細をご覧いただけます。
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作業 - 壁紙に設定
ファイルメニューから「壁紙に設定」を選択すると、現在PhotoPadに表示されてい
る画像をコンピュータの壁紙として表示します。このオプションを選択する前に行っ
た変更点が全て反映された状態の画像が壁紙として表示されます。 
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作業 - カード作成ツール
カード作成ツール 
カードを作成するには以下をクリックします：カード作成ツールボタン
カードのオプション 

カードのタイプを選択：上から折る、左から折るまたははがき 
カテゴリのプルダウンメニューからカテゴリを選択し用紙サイズのプルダウンメニ
ューに表示される一覧を選択します。
用紙サイズのプルダウンメニューから印刷する用紙のサイズを選択します。選択し
た用紙のサイズは印刷プレビュー画面に数字で表示されます（単位がインチになっ
ている場合は、「中央に揃える」から一旦チェックを外し、「単位：」のプルダウ
ンから「ミリ」を選択します）。
余白の欄を使って用紙の端から画像の端までの距離を指定します。 

画像のオプション 
カードには5つまで画像を挿入することができます。 +画像を挿入ボタンをクリッ
クして挿入する画像を選択します。 
選択した画像を削除するには以下をクリックします：削除ボタンをクリックしてキ
ャンバスに挿入します。 
選択した画像は「回転」ボタンを使って回転することができます。 
文字オプション 
カードに文字を挿入するには「編集」ボックスに文字を入力します。
フォント名、フォントのスタイル、フォントのサイズまたは配置を変更する場合は
以下をクリックします：
対応するボタン
印刷ボタンをクリックしてカードを印刷します。

PDFとして保存ボタンをクリックして、カードをPDFとして保存します。
作成ボタンをクリックするとメインダイアログでカードの編集を続けます。
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作業 - スクリーンショットを撮る
パソコン画面のスクリーンショットを撮るにはスクリーンショットアイコン（「ホー
ム」タブ）をクリックするか、以下を選択します：ファイル -> スクリーンショット
を撮る。 
撮影したスクリーンショットは、編集可能な画像として自動的にPhotoPadにインポ
ートされます。 
ヒント:キャプチャが完了した際に音を鳴らすことができます（オプション画面でオン
・オフの切り換えができます）。 
スクリーンショットの種類:

デスクトップ全体 
画面全体(フォトパッドを除く)のスクリーンショットを自動的に撮ります。 
● このスクリーンショットタイプを選択すると、PhotoPad画面は一時的に非表示

になります。
● デスクトップ全体のスクリーンショットが撮られ、PhotoPad画面が復元されま

す。
● PhotoPadは、編集可能なスクリーンショットをインポートします。
特定の画面 
一覧から特定の画面のスクリーンショットを撮ります。 
● 表示された一覧からスクリーンショットを撮る画面を選択します。
● ターゲット画面を選択すると、PhotoPad画面が一時的に非表示になります。
● ターゲット画面が復元され(最小化されている場合)、他の画面の前に表示されま

す。 
注:この時点で問題が発生した場合は、以下の「 スクリーンショットの問題 
」セクションを参照してください。 

● ターゲット画面のスクリーンショットが撮影されPhotoPad画面が復元されます
。

● PhotoPadに編集可能なスクリーンショットがインポートされます。
カスタム選択 
PhotoPadを最小化し、必要な部分をトリミングするための選択ツールが表示され
ます。 
● このスクリーンショットタイプを選択すると、PhotoPad画面は一時的に非表示

になります。
● 選択ツールを使用して画面の一部を選択します。 

または、キーボードのESCキーをクリックしてスクリーンショットをキャンセ
ルします。 

● 選択が完了すると、画面の選択した部分のスクリーンショットが撮影されPhot
oPad画面が復元されます。

● PhotoPadに編集可能なスクリーンショットがインポートされます。
スクリーンショットタイマー:
今すぐ切り取り 
● 選択した方法でスクリーンショットをすぐに撮影します。
● 注:PhotoPadは、画面をキャプチャするためにしばらくの間一時的に非表示に

なります。
3秒で切り取る 
● 選択した方法で3秒後にスクリーンショットを撮影します。
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● 注:スクリーンショットを待っている間、PhotoPadは一時的に3秒間非表示にな
ります。

5秒で切り取る 
● 選択した方法で5秒後にスクリーンショットを撮影します。
● 注:スクリーンショットを待っている間、PhotoPadは一時的に5秒間非表示にな

ります。
スクリーンショットに発生する可能性がある問題:
ターゲット画面が復元されない 
● 管理者権限がないため、スクリーンショットのターゲット画面を復元できなか

った可能性があります。 
注: 
ターゲット画面が管理者権限で実行されているがPhotoPadが管理者権限で実行
されていない可能性があります。 

● これを解決するには、最小化されたターゲット画面を復元してから再試行して
ください。 
もしくはPhotoPadを再起動して管理者モードで実行し([PhotoPadアイコン]を
クリック>[その他]>[管理者として実行])再試行します。 

ターゲット画面が前面に移動しない 
● スクリーンショットが撮影されるのを待っている間に別の画面が操作された場

合にこうした問題が発生する場合があります。
● こうした問題の発生を防ぐために、ターゲット画面のスクリーンショットが撮

影されるのを待っている間は画面を切り替えないようにすることをお勧めしま
す。

ターゲット画面が使えない 
● スクリーンショットが撮られる前にターゲット画面が閉じられている場合にこ

うした問題が発生する場合があります。
● こうした問題が発生した場合はターゲット画面を開いてから作業を再度行って

ください。
追加設定:
Screenshot Sound  
Play a camera sound on capture of screenshot. 
● Go to Tools > Options
● Under General Tab, toggle checkbox for Screenshot sound to turn the 

sound on or off.
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編集 - 元に戻す/やり直す
「元に戻す」や「やり直す」はキーボードのショートカット、を使って行うことがで
きるほか、「元に戻す」/「やり直す」ボタンを「編集」タブでクリックすることでも
行うことができます。 
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編集 - 消しゴム
編集 >>> 消しゴム 
を使うと消しゴムを使うように画面から絵の一部を消すことができます。 
消しゴムは殆どのレイヤー画像に使えますが一部使えないものもあります。消しゴム
が使えないレイヤーに消しゴム機能を使おうとした場合はお知らせメッセージが表示
されます。 
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編集 - 背景
背景レイヤーを使うとオリジナル画像の後ろに表示される背景を変更することができ
ます。 背景はプロジェクトに透明ピクセル（例：選択した領域を削除したり色の除去

使い方 
背景は以下のいずれかから選択できます： 
● 透明 ：背景のピクセルが透明の状態で表示されます。 
● 単色 

：1色で塗りつぶされた背景が表示されます。塗りつぶす色はカラーピッカーを
使って選択します。 

● 背景画像 
：指定した画像が背景に表示されます。画像をクリップボードにコピーしクリ
ップボードの画像ボタンを使って背景レイヤーに画像を貼り付けます。 また、

ボタンをを使って画像を選択することもできます。 
背景画像のサイズを変更する場合は背景サイズの変更にチェックを入れます。 
幅や高さ、配置などを設定する項目が表示されるので必要な調整を行います。サイ
ズの変更が完了したら以下のボタンをクリックします： サイズを適用。 
配置ボタンを使うとオリジナルの画像を背景画像のどの位置に表示するかを選択で
きます。例えば背景画像の中央にオリジナルの画像を表示するには上下中央と左右
中央のボタンを押します。 
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編集 - 切り抜き
編集 -> 切り抜きをクリックしてキャンバスのサイズを変更することができます。 
枠線で囲まれた外側の暗い部分が切り取られる部分です。枠線をドラッグして切り取
り部分のサイズを変更するか、挿入済みエフェクトとレイヤー一覧の領域でサイズを
指定します。 

縦横比 
プルダウンメニューを使って、切り取り領域の縦横比を選択します。カスタムを「
アスペクト比」の欄で選択すると、切り抜く範囲を自由に選択できます。オリジナ
ルを「アスペクト比」の欄で選択すると、オリジナルの画像ファイルと同じ縦横比
の範囲が選択されます。 
方向 
縦のラジオボタンにチェックを入れると、選択したサイズで縦長に選択が行われま
す。横のラジオボタンにチェックを入れた場合は横長に選択が行われます。 
カスタム、オリジナル、正方形を選択した場合は、縦・横のラジオボタンは使えま
せん。 
サイズ設定 
切り取り後の画像のサイズを高さと幅を入力して指定します。 縦横比を保つにチ
ェックを入れた状態で高さと幅いずれかの数字を入力すると、もう一方の数字がオ
リジナルの縦横比に応じて自動的に入力されます。 
画像をサイズ変更 
以下に値を入力することでトリミング後すぐに画像のサイズを変更することができ
ます：幅のサイズ変更または高さのサイズ変更領域。
メモ：サイズは300ピクセル/インチを前提として選択されます。 

適用するをクリックすると画像の切り抜きが行われ、編集をクリックすると元の画面
に戻って切り取り範囲の選択をやり直すことができます。 
切り抜き範囲を自由に選択する場合は「選択」タブの以下のレイヤーを使います：
切り抜きレイヤー。 
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編集 - 回転
回転レイヤーを使うと画像および画像に挿入済みの他のレイヤーを特定の角度に回転
させることができます。回転レイヤーを挿入するには回転アイコンを編集タブでクリ
ックします。 
画像の向きを回転させるには、画像をクリックした状態でドラッグするか、矢印ボタ
ンをクリック、または回転の角度を指定します。 
使い方 

左ボタンをクリックすると反時計回りに90度回転します。 
中央ボタンをクリックすると180度回転します。 
右ボタンをクリックすると時計回りに90度回転します。 
回転（角度）の領域に角度を数字で入力することで、特定の角度で回転することも
できます。 
角を切り取りにチェックを入れると、紙面の外側にはみ出る形で回転が行われ、回
転後の画像に余分なスペースが含まれません。 
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編集 - 角度
「角度」のレイヤーは傾いた画像を水平にするために使うことができます。角度レイ
ヤーを使うには、角度アイコンを編集タブでクリックします。 
使い方 

画像をクリックしてドラッグ 
することで画像を回転させることができます。画像の回転中はグリッド線が表示さ
れ 画像の角度を簡単に正しく調節することができます。 
Shiftキーを押しながら回転させると、より細かく角度の調節を行うことができます
。 
特定の角度で画像を回転させる場合は回転レイヤーを使います。回転レイヤーでは
45度や180度など特定の角度のボタンを使って素早く正確に回転させることができ
るほか、小数点単位で角度を指定する形で回転させることもできます。 

メモ：「角度」レイヤーでは左右45度までしか画像を回転させることができません。
回転レイヤーを使います。 
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編集 - 反転
「反転」を使うと画像を上下または左右に反転することができます。反転レイヤーを
挿入するには反転アイコンを編集タブでクリックします。 
使い方 

左右ボタンをクリックすると画像が左右に反転します。 
上下ボタンをクリックすると画像が上下に反転します。 
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編集 - サイズ変更
編集 -> サイズ変更を選択するとキャンバスのサイズを変更することができます。キ
ャンバスのサイズに合わせて挿入済みのレイヤーもサイズが変わります。 
例えばこのレイヤーを使って高画質のまま画像の大きさだけを変更し、画像を電子メ
ールで送信できるようにする際などにお使いいただけます。 

使い方 
単位：このプルダウンメニューから幅と高さを指定する際の単位を選択します。単
位は以下のいずれかから選ぶことができます：ピクセル、割合、インチ、ミリ （
mm）。 

解像度：このオプションはインチまたはミリが選択されている場合にのみ使う事
ができます。１ミリ（または１インチ）内のピクセルの数を指定します。 

幅：画像の幅を調節します。上記の「単位」の欄で指定した単位を元に幅の数値
を入力します。

高さ：画像の高さを調節します。上記の「単位」の欄で指定した単位を元に高さ
の数値を入力します。

縦横比を保つ：ここにチェックを入れると変更前と変更後の画像の縦横比が同じ
になります。画像が伸び縮みしても問題なく、特定のサイズに強制的に変える場合
はここからチェックを外します。

アップスケール方式：このプルダウンメニューから、画像のサイズを大きくする
際に使う方法を選択します。 

ダウンスケール方式：このプルダウンメニューから、画像のサイズを地策すると
きに使う方法を選択します。
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編集 - 流動トリミング
編集 -> 流動トリミングを選択すると特定の部分を指定したサイズ変更を行うことが
できます。 流動トリミングとは、Seam 
Carving（シームカービング）と呼ばれる技術を使い、特定の部分を変更せずにサイ
ズの変更を行う技術のことです。 
画像の一部を固定した状態で引き伸ばしや切り抜きができるので、例えば人物のサイ
ズを変えずに写真を縦横自在に引き延ばしたりすることができます。 
使い方 

幅と高さの項目を使って画像サイズをピクセル単位で変更します。 
画像によっては流動トリミングに適していないものもあります。こうした場合は 
サイズ変更または切り抜き などの機能をお使いいただくことをお勧めします。 
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編集 - コピー貼り付け
コピー貼り付けボタンをクリックするとコピーまたは貼付けを選択するためのプルダ
ウンメニューが評されます。
詳しくは切り取る、コピー、貼り付けのページをご覧ください。
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選択 - 選択ツール
選択タブ内のツールバーには、画像の一部の色塗りやコピー貼り付け、削除などの作
業を行うことができます。 
選択箇所をコピーした場合、コピーした部分をプロジェクトとして貼り付けるか、も
しくは新しいプロジェクト上に貼り付けることができます。また、選択した箇所を削
除することもできます。削除は現在表示されているレイヤーにのみ行われますので、
1つのレイヤーの一部を削除する際に、その下にあるレイヤーの一部まで削除されて
しまうことはありません。 
キーボードのショートカット 
● 全て選択 (Ctrl + A) 

全て選択を使うと他のツールが使われていた場合であっても画像全体が選択されま
す。 

● 選択なし (Ctrl + D) 
選択なしは現在行われている選択を全て消去します。 

● 領域を反転 (Ctrl + I) 
領域を反転を使うと枠線で囲んだ外側の領域が選択されます。例えば空全体を選択
した状態で「選択領域を反転」ボタンを押すと、空以外の全ての部分が選択されま
す。 

四角形選択ツール 
マウスで画面をクリックしてドラッグすることで、四角い枠で囲んだ領域を選択し
ます。Ctrlキーを押しながら領域を四角で囲んで選択します。 

円形選択ツール 
マウスで画面をクリックしてドラッグすることで、丸い枠で囲んだ領域を選択しま
す。Ctrlキーを押しながら領域を円で囲んで選択します。 

多角形選択ツール 
この機能を使うと多角形の領域を選択することができます。囲みを開始する箇所を
クリックながら次の位置へ移動し、移動先でマウスをリリースするという作業を何
度か繰り返します。必要に応じていくつでもポイントを選択し、最後に一番最初の
ポイントを再度クリックするか、最終地点の手前でダブルクリックをすると領域の
選択が完了します。 

自由選択ツール 
この機能を使うと手書きで自由に範囲の選択ができます。マウスをクリックした状
態でカーソルを動かして範囲を指定し、最後にマウスから手を離すと領域の選択が
完了します。 

磁石ツール 
この機能を使うと、特定の物体の縁に合わせて範囲の指定を行うことができます。
選択したい物体の縁を一か所クリックします。丸い囲みが表示されるので、次にこ
の囲み内の別の箇所で同じ物体の縁をクリックします。自動的に縁に合わせて線が
引かれるので、選択したい物体のアウトラインを全て引き終えるまで同じ作業を繰
り返します。最初のポイントをクリックするか、最初のポイントの手前でダブルク
リックをすると範囲の選択が完了します。 

魔法の杖 
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魔法の杖を使った選択を行うと、杖でクリックした部分と同じ色の部分が自動的に
選択されます（例：青空の一部をクリックすることで、空全体を選択する）。魔法
の杖を使う際は、ボタンの右横にある三角形をクリックして、「同じ色」とみなす
レベルを選択することができます。数字が高くなるほど広範囲の色を「同じ」とみ
なします。 
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選択 - 選択範囲の拡大、縮小、フェザリング
選択範囲を広げる 

選択した範囲を広げる場合は選択範囲を広げるメニューを選択します。ダイアログ
が開くのでピクセル数を入力して広げる範囲を指定します。ピクセル数を入力した
ら以下のボタンをクリックします：広げる。 

選択範囲を縮める 
選択した範囲を縮める場合は選択範囲を縮めるメニューを選択します。ダイアログ
が開くのでピクセル数を入力して縮める範囲を指定します。ピクセル数を入力した
ら以下のボタンをクリックします：縮める。 

フェザリング 
フェザリングは選択範囲の端をぼかす機能で、選択範囲を右クリックしてフェザリ
ングメニューを選択することで使うことができます。フェザリングの強度を確認す
る画面が表示されるので、正数を入力し以下のボタンをクリックします：フェザリ
ング。 
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選択 - 切り抜き
特定の領域だけを切り抜くには切り抜きレイヤーを使います。まず選択ツールで領域
を選択し、次に切り抜きボタンをツールバーでクリックすると 
選択した範囲だけが切り抜かれ、残りの画像が切り取られます。
「なめらか - 
シャープ」のスライダを使うと、切り取った画像の縁のなめらかさを調節することが
できます。
切り抜き作業をやり直す場合は切り抜き領域を編集ボタンをクリックして切り抜き前
の画面に戻ります。次に選択ツールを使って再度切り抜き範囲を指定し適用するをク
リックすると新しい領域を使って画像が切り抜かれます。 
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選択 - 色塗り
「色塗り」エフェクトを使うと選択した領域に色を塗ることができます。色塗りレイ
ヤーは色塗りボタンを選択タブでクリックします。 
使い方 

選択ツールで必要な箇所を選択し、色塗りボタンをクリックしてキャンバスに挿入
します。 
色選択のダイアログで色塗りに使う色を選択します。OKボタンをクリックすると
色塗りレイヤーが作成されます。
挿入済みエフェクトとレイヤー領域で「色塗り」ボタンをクリックすると、色の変
更を行うことができます。 
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色 - 明るさ
明るさ調節レイヤーを使うと画像全体の明るさを調節することができます。明るさレ
イヤーは明るさアイコンを色タブでクリックすると適用され、必要に応じて明るさの
プロパティ画面で詳細の調節を行うことができます。 
使い方 
明るさ：スライダを使って明るさを調節します。 

● スライダを左に動かすと画面が暗くなります。
● スライダを右に動かすと画面が明るくなります。
● スライダを0に合わせるとオリジナルの画像のままになります。
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色 - コントラスト
コントラストの調節レイヤーを使うと画像の明るさの上限と下限を調節することがで
きます。コントラストレイヤーはコントラストアイコンを色タブでクリックすると適
用され、必要に応じてコントラストのプロパティ画面で詳細の調節を行うことができ
ます。 
使い方 
コントラスト：スライダを使って画像のコントラストの高低を指定します。 

● スライダを左に動かすとコントラストが低くなります。
● スライダを右に動かすと明暗の差が大きくなり色合いがシャープになります。
● スライダを0に合わせるとオリジナルの画像のままになります。
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色 - 露出
露出レイヤーを使うと、写真撮影時に露出を調節するのと似たような効果を与えるこ
とができます。PhotoPadの露出レイヤーを使って光の加減を調節することで、あり
きたりな写真をアート風な写真に変身させることもできます。 
露出レイヤーを使うには露出アイコンを色タブでクリックします。 
使い方 
露出：スライダを使って露出の高低を調節します。 

● スライダを左に動かすと、露出する時間を短くした暗めの画像になります。
● スライダを右に動かすと露出する時間を長くした明るい画像になります。
● スライダを0に合わせるとオリジナルの画像のままになります。
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色 - 自動レベル補正
自動レベル補正を使うと、ヒストグラムのバランスをコンピュータが自動的に最適な
値に調節します。自動レベル補正レイヤーを挿入するには自動レベル補正アイコンを

タブでクリックします。 
自動レベル補正 

スライダーを使ってエフェクトの強さを調節します。 
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色 - レベル
レベル調節レイヤーは画像の影と中間色およびハイライトの調節を行います。レベル
レイヤーを追加するにはレベルアイコンを色タブでクリックします。 
レベルのプロパティ 

チャンネル 
プルダウンメニューから調節する色のチャンネルを選択します。
● RGBを選択すると全ての色を一度に調節できます。
● 赤を選択すると、画像の赤の値だけが調節されます。
● 緑を選択すると、画像の緑の値だけが調節されます。
● 青を選択すると、画像の青の値だけが調節されます。
スライダ 
黒いスライダは画像の影の部分を調節します。 
黒のスライダを右に動かすと、影がより鮮明に表示されます。
灰色のスライダは画像の中間色を調節します。 
灰色のスライダを左に動かすと、画像がより暗くなります。
灰色のスライダを右に動かすと、画像がより明るくなります。
白いスライダは画像のハイライトを調節します。 
白のスライダを右に動かすと、ハイライトがより鮮明に表示されます。
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色 - 色彩曲線
色彩曲線ツールは色の階調をコントロールします。色彩曲線のレイヤーを追加するに
は、色彩曲線アイコンを色タブでクリックします。 
色彩曲線のプロパティ 

チャンネル 
プルダウンメニューから調節する色のチャンネルを選択します。
● RGBを選択すると全ての色を一度に調節できます。
● 赤を選択すると、画像の赤の値だけが調節されます。
● 緑を選択すると、画像の緑の値だけが調節されます。
● 青を選択すると、画像の青の値だけが調節されます。
グラフ 
グラフの横軸は選択した色の入力値を表し、左へ行くほど色が濃くなり、右へ行
くほど色が薄くなります。
グラフの縦軸は選択した色の出力値を表し、下へ行くほど色が濃くなり、上へ行
くほど色が薄くなります。
曲線は画像内で入力値から出力値まで各色がどのように配置されているかを表し
ます。
グラフ上の任意の場所をクリックしてコントロールポイントを挿入します。コン
トロールポイントをドラッグするとカーブを変更できます。コントロールポイン
トをリセット/削除する場合は、コントロールポイントを選択してキーボードの
Deleteキーを押すか、コントロールポイントを右クリックします。
曲線が急カーブを描いているほどコントラストが高くなります。曲線が急なだら
かほどコントラストが低くなります。
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色 - 色バランス
色バランスを使うと影の色や中間色、ハイライトなどを個別にコントロールすること
ができます。色バランスのレイヤーを追加するには色バランスアイコンを色タブでク
リックします。 
3つのラジオボタンを使って、変更する部分を選択します。

影のラジオボタンにチェックを入れると、スライダを動かすことで画像の中の影の
部分のバランスが調節されます。
中間色のラジオボタンにチェックを入れると、スライダを動かすことで画像の中の
中間色の部分のバランスが調節されます。
ハイライトのラジオボタンにチェックを入れると、スライダを動かすことで画像の
中のハイライトの部分のバランスが調節されます。 
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色 - 色相
色相調節レイヤーを使うと写真の色相をランダムに変えることで画像を不思議な色合
いに変化させます。色相レイヤーを使うには色相アイコンを色タブでクリックします
。 
使い方 
色相変換：スライダを使って画像の色のスペクトルを変えます。 

● スライダを左に動かすと1つの方向の色相環の対極に色が動きます。
● スライダを右に動かすと逆の方向の色相環の対極に色が動きます。
● スライダを0に合わせるとオリジナルの画像のままになります。
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色 - 彩度
彩度レイヤーは写真の彩度の明暗を調節します。彩度レイヤーを使うと写真をより生
き生きと表示したり、逆に敢えて彩度を下げて色彩をぼんやりさせることもできます
。彩度レイヤーを使うには彩度アイコンを色タブでクリックします。 
使い方 
彩度： スライドを使って彩度の高低を調節します。 

● スライダを左に動かすと彩度が低くなり、ぼんやりした色になります。
● スライダを右に動かすと彩度が高くなり、よりハッキリとした鮮明な色になり

ます。
● スライダを0に合わせるとオリジナルの画像のままになります。
色の過飽和を防ぐ 

にチェックを入れると画像の過飽和を防止する機能がオンにになります。この機能が
オンになっている際は色の飽和を防ぐことができます。 
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色 - 寒暖
寒暖レイヤーを使うと寒色や暖色の強弱を調節することができます。寒暖レイヤーは

アイコンを色タブでクリックすると挿入され、必要に応じて寒暖のプロパティ画
面で詳細の調節を行うことができます。 
寒暖レイヤーを使うと寒色系の写真を暖色系に、また暖色系の写真を寒色系に変化さ
せることができます。写真が撮影された時の光の加減で、撮影された写真の見た目の
温度が変わってくることがあり、これをカラーバランスまたはホワイトバランスなど
と呼ぶこともあります。例えば同じ被写体も室内で撮影した場合は屋外で撮影した場
合よりも暖色系が強くなる場合があります。寒色が強い場合は白い部分が青くなり、
暖色系が強い場合は白い部分が赤くなります。
使い方 
スライダを使って画像の寒暖を調節します。

● スライダを寒色の方向に動かすと画像から暖色系の色が取り去られます。
● スライダを暖色の方向に動かすと画像から暖色系の色が取り去られます。
● スライダが中央にある場合はオリジナルの画像のままになります。
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色 - 着色
着色レイヤーを使うと画像全体に色を付けることができます。着色機能を使うと1つ
の色で写真全体に色を塗ることができます。着色レイヤーは着色アイコンを色タブで
クリックします。 
使い方 

● 強度：スライダを左右に動かすことで、このエフェクトの強度を調節します。 
● 色相： 着色した色の色相を調節します。 
● 明るさ： 着色した色の明るさを調節します。 
● 彩度： 着色した色の鮮やかさを調節します。 

72



色 - グラデーション
グラデーションマップのレイヤーを使うと、特定のピクセルの明るさのマッピングを
行うことができます。グラデーションマップのレイヤーを追加するにはグラデーショ
ンアイコンを色タブでクリックします。 
グラデーションのプロパティ 

グラデーションバー 
グラデーションバーは指定した色の明るさのグラデーションを調節するために用
います。
暗い色はグラデーションの左側に配置されます。
明るい色はグラデーションの右側に配置されます。
バーの下にある三角形のスライダをマーカーと呼びます。 
マーカーを一度クリックするとクリックしたマーカーが選択されます。選択した
マーカーは黒枠に白のマーカーとして表示されます。
選択したマーカーを左右にドラッグして移動することができます。
グラデーションの色を変更するには、グラデーションの色を設定ボタンをクリッ
クします。グラデーションバーの色が指定した色に変わります 
グラデーションの色を追加または削除するには、色を追加または色を削除ボタン
をクリックします。
色のブレンド方法 
色のブレンド方法の欄では、グラデーションのマッピングを行った色を元の画像
にどのようにブレンドするかを指定します。
色を混ぜるを選択すると、グラデーションの色と元の画像の色が混ぜ合わさりま
す。
色を重ねるを選択すると、グラデーションの色を元の画像の上に重ねて表示しま
す。
スライダを左右に動かすことで、このエフェクトの強度を調節します。
スライダを左に動かすほど、エフェクトの強度が弱まり、元の画像への変化が少
なくなります。スライダを右に動かすほど、エフェクトの強度が強まり、元の画
像への変化が大きくなります。
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フィルタ - グレースケール
「グレースケール」レイヤーを使うと白黒写真を作ることができます。PhotoStageを
使うと簡単に写真を白黒にすることができます。グレースケールレイヤーを使うには

アイコンをフィルタタブでクリックします。 
使い方 

色フィルタのプルダウンメニューから様々なグレースケールのスタイルを選択する
ことができます。 

● デフォルト 単純に画像の色を飽和させます。 
● 赤フィルタを使うと赤いピクセルが明るく表示され、青と緑のピクセルが暗

く表示されます。 
● 緑フィルタを使うと緑のピクセルが明るく表示され、赤と青のピクセルが暗

く表示されます。 
● 青フィルタを使うと青いピクセルが明るく表示され、赤と緑のピクセルが暗

く表示されます。 
● 新聞はコントラストを61、ピクセルのブロックサイズを13、シャープ度を5

0に設定します。
● パンダはグレースケールのコントラストを90に設定します。
● サントリーニ島は赤フィルタを挿入し、コントラストを80に設定し、12％の

標準ブラーを加えます。
● 煙突はコントラストを-37、露出を-24に設定します。
● 蒸気はコントラストを-37、露出を23に設定します。
● 竜巻はコントラストを90に設定し、サイズ12と強度100の縁ぼかしを挿入し

ます。
強度：スライダを使ってエフェクトの強度を調節します。 
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フィルタ - セピア
「セピア」レイヤーを使うと写真をセピア色にすることができます。カラー写真の技
術が進歩する以前、写真はモノトーンで印刷されていました。モノトーン写真で良く
使われるセピア色の「セピア」とはイカ墨から作られたインクのことで、通常の白黒
写真よりも温かみのある色を出すことができます。 
PhotoPadの「セピア」レイヤーを使うと、カラー写真や白黒写真をセピア色にする
ことができるだけでなく、適用するセピアの濃さを調節することもできます。 
セピアレイヤーはセピアアイコンをフィルタタブでクリックすると適用され、必要に
応じてセピアのプロパティ画面で詳細の調節を行うことができます。 
使い方 

強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - ネガ
ネガのレイヤーを使うと、写真がネガフィルムのような色で表示されます。 
デジタルカメラが普及する前は、写真は「ネガ」と呼ばれる特殊なフィルムを使って
画像をキャプチャしていました。 
「ネガ」とは「ネガティブ」の略で、カメラのレンズを通過しなかった色や光を記録
するため、陰陽の陰を意味する「ネガティブ」という名前で呼ばれるようになりまし
た。 
ネガを使って写真を撮影した場合は通常、写真の撮影後はネガを写真屋に持って行き
、専用紙に写真として印刷してもらう必要があります。 
PhotoPadを使えばご自宅で簡単にネガからポジ（実際の色）の写真を作ることがで
きます。ネガをスキャンしてコンピュータに取り込み、PhotoPadの「ネガ」レイヤ
ーを使うだけです。 ネガレイヤーはネガアイコンをフィルタタブでクリックします。

使い方 
このエフェクトの詳細設定は不要です。 
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フィルタ - アンティーク
アンティーク機能を使うと、昔のカメラで撮った写真のようなエフェクトを写真に加
えることができます。アンティークレイヤーを挿入するにはアンティークアイコンを

タブでクリックします。 
使い方 

漂白 
「漂白」と呼ばれる現像方法と同様の効果を適用することができます。漂白とは
明るい部分の色を極端に薄くする（漂白する）ことで、画像の色のコントラスト
を強くする処理の事です。 
漂白のチェックボックスにチェックを入れると、このエフェクトを使うことがで
きるようになります。 
量のスライダを使ってエフェクトの強度を調節します。 

縁ぼかし 
画像に「縁ぼかし」（ビネットという別名でも知られています）のエフェクトを
加えます。 
縁ぼかしのチェックボックスにチェックを入れると、このエフェクトを使うこと
ができるようになります。 
サイズのスライダを使って縁（ビネット）のサイズを調節します。 
強度のスライダは縁の色の濃さを調節します。 
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フィルタ - ダメージ
ダメージフィルタは写真にわざと傷や皺などのダメージを与えることで古い写真のよ
うに見せるためのエフェクトです。このエフェクトを使うにはフィルタメニューから

を選択します。
使い方 
フィルタの種類 

様々なダメージの種類から挿入するフィルタを選ぶことができます：
● 擦り傷
● 水濡れ
● スクラッチ
● 映画の線
● 折り皺
● ダスト
● 砂埃
● 縞
● かすみ
強度 
フィルタの強度を調整します。

78



フィルタ - 古い写真
「古い写真」フィルタは新しい写真を古い写真に見せるためのエフェクトを挿入しま
す。 古い写真のフィルタは以下からアクセスできます：フィルタメニューから古い写
真を選択します。

使い方 
グレースケール 

グレースケールは画像を白黒写真のようにします。プルダウンメニューから様々
なスタイルを選択できます：
● デフォルト 単純に画像の色を飽和させます。 
● 赤フィルタ 

を使うと赤いピクセルが明るく表示され、青と緑のピクセルが暗く表示され
ます。 

● 緑フィルタ 
を使うと緑のピクセルが明るく表示され、赤と青のピクセルが暗く表示され
ます。 

● 青フィルタ 
を使うと青いピクセルが明るく表示され、赤と緑のピクセルが暗く表示され
ます。 

● 新聞 
はコントラストを61、ピクセルのブロックサイズを13、シャープ度を50に
設定します。

● パンダ はグレースケールのコントラストを90に設定します。
● サントリーニ島 

は赤フィルタを挿入し、コントラストを80に設定し、12％の標準ブラーを加
えます。

● 煙突 はコントラストを-37、露出を-24に設定します。
● 蒸気 はコントラストを-37、露出を23に設定します。
● 竜巻 

はコントラストを90に設定し、サイズ12と強度100の縁ぼかしを挿入します
。

グレースケールの強度 
スライダを使ってグレースケールの強度を調整します。

縁ぼかしのサイズ 
縁ぼかしは古いカメラで撮った写真のように、楕円形の柔らかい縁取りを加える
エフェクトです。スライダを使って縁ぼかしのサイズを調整します。

縁ぼかしの強度 
スライダを使って縁ぼかしの強度を調整します。

セピアの強度 
セピアは画像をセピア色の写真のようにします。スライダを使ってセピアの強度
を調整します。

埃の強度 
埃は写真をアンティーク風に加工するエフェクトの1つです。スライダを使って
エフェクトの強度を調整ます。

漂白の強度 
漂白は明るい色の部分を洗い流したように表示することでコントラストをより強
くするエフェクトです。スライダを使って強度を調節します。
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フィルタ - 色を強調
色を強調フィルタを使うと画像の彩度やコントラストをアップすることができます。
色を強調フィルタを追加するには色を強調アイコンをフィルタタブでクリックします
。 
使い方 

明るさ：のスライダを使って明るさの度合を調節します。 
強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - 夕焼け
夕焼けフィルタを使うと影の部部に赤が、またハイライトの部分に黄色が追加され、
全体に縁ぼかしが入ります。夕焼けフィルタを追加するには夕焼けアイコンをフィル
タタブでクリックします。 
使い方 

強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - レッドウッド
レッドウッドフィルタを使うと影の部分に赤茶が追加され、ハイライトの部分に黄色
が追加されます。レッドウッドフィルタを追加するにはレッドウッドアイコンをフィ
ルタタブでクリックします。 
使い方 

強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - ドラマチック
「ドラマチック」フィルタを使うと画像の彩度をアップし、暗い部分に青を追加しま
す。「ドラマチック」フィルタを追加するにはドラマチックアイコンをフィルタタブ
でクリックします。 
使い方 

強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - アクア
アクアフィルタを使うと、暗い部分に青が追加され、明るい部分にベージュが追加さ
れます。アクアフィルタを追加するにはアクアアイコンをフィルタタブでクリックし
ます。 
使い方 

強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - 間接照明
間接照明フィルタを使うと画像にソフトなオレンジ色の光があたり、紫の縁ぼかしが
全体に入ります。間接照明フィルタを追加するには間接照明ボタンをフィルタタブで
クリックします。 
使い方 

強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - 焚き火
焚き火フィルタを使うと影の部分に紫が、中間色にオレンジ色が、ハイライトの部分
には黄色がそれぞれ追加されます。焚き火フィルタを追加するには焚き火アイコンを

タブでクリックします。 
使い方 

明るさ：のスライダを使って画像の明るさをコントロールします。暗くするほど紫
が強くなり、明るくするほど黄色が強くなります。
強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - 闇夜
闇夜フィルタは画像の彩度を下げ、青緑のフィルタをかけます。闇夜フィルタを追加
するには闇夜アイコンをフィルタタブでクリックします。 
使い方 

明るさ：のスライダを使って画像の明るさをコントロールします。暗くするほど紫
が強くなり、明るくするほど黄色が強くなります。
強度：のスライダを使ってフィルタの強度を調節します。 
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フィルタ - ポジ
ネガ画像をポジ画像に反転する場合はポジアイコンをフィルタタブでクリックします
。 
使い方 

このエフェクトの詳細設定は不要です。 
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エフェクト - 領域選択
領域選択エフェクトを使うと選択した領域にのみエフェクトを挿入することができま
す。領域選択レイヤーを挿入するには、領域選択アイコンをエフェクトタブでクリッ
クします。 
領域選択ツール 

領域選択ツールの欄には、領域の選択に関する様々なツールがあります。 
エフェクト挿入ボタン（絵筆のアイコン）をクリックすると、ブラシツールの画面
が表示され、挿入したエフェクトを部分的に消し去ったり追加したりすることがで
きます。 
領域を選択ボタン（点線で囲んだ四角のアイコン）をクリックすると、現在選択さ
れている領域をエフェクトの挿入領域として設定します。 
反転ボタンをクリックするとエフェクトを挿入する領域を反転します。反転するこ
とにより、それまでエフェクトが挿入されていた部分からエフェクトが消え、エフ
ェクトが挿入されていなかった部分にエフェクトが挿入されます。 
領域をリセットボタンをクリックすると再度画面全体にエフェクトが適用されます
。 

エフェクト 
選択した領域に挿入するエフェクトをプルダウンメニューから選択します。 
または、選択ツールで必要な個所を選択した後、エフェクトを選択します。選択し
た領域に選択したエフェクトが自動的に挿入されます。 
領域を選択して挿入できるエフェクトは以下の通りです： 
● 自動レベル補正 
● ぼかし 
● レンガ 
● 明るさ 
● コミック 
● 色バランス 
● 色彩曲線 
● 色のレベル 
● 色の除去 
● コントラスト 
● 露出 
● グラデーション設定 
● グレースケール 
● 色相 
● ネガ 
● ノイズ削減 
● 油彩画 
● モザイク処理 
● 彩度 
● セピア 
● シャープ 
● 寒暖 
● 着色 
● 2色 
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エフェクト - 2色
2色エフェクトを使うと画像を2色だけに塗り替えます。2色エフェクトを使うには2色

エフェクトのプルダウンメニューをクリックし、プロパティ画面で選択し
た2色の調整を行います。
2色エフェクトのプロパティ 
色の組み合わせ

事前設定された組み合わせをプルダウンメニューから選択します。 
ダークトーンとライトトーン ボタンを使って色をカスタム設定します。
グラデーションバー 
グラデーションバーは指定した色の明るさのグラデーションを調節するために用い
ます。
暗い色はグラデーションの左側に配置されます。
明るい色はグラデーションの右側に配置されます。
バーの下にある三角形のスライダをマーカーと呼びます。 
マーカーを一度クリックするとクリックしたマーカーが選択されます。選択したマ
ーカーは黒枠に白のマーカーとして表示されます。
選択したマーカーを左右にドラッグして移動することができます。
色を変更するには以下を使います： ダークトーンまたはライトトーン ボタンをク
リックします。
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エフェクト - ぼかし
「ぼかし」レイヤーを使うと画像に油膜を張ったようなぼかしを加えます。ぼかしレ
イヤーはぼかしアイコンをエフェクトタブでクリックすると適用され、必要に応じて
ぼかしのプロパティ画面で詳細の調節を行うことができます。 
ぼかしのプロパティ 

ぼかしのタイプ
ラジオボタンをクリックしてぼかしのタイプを選択します。 
強度：のスライダを使ってぼかしの強度を調節します。
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エフェクト - シャープ
「シャープ」レイヤーを使うと画像の中で「線」と見做される部分をより鋭角にする
ことで、画像全体をシャープにすることができます。シャープレイヤーはシャープア
イコンをエフェクトタブでクリックすると適用され、必要に応じてシャープのプロパ
ティ画面で詳細の調節を行うことができます。 
使い方 

多少ピンボケしている写真などはこのエフェクトを使うことで改善できる場合があ
ります。 

シャープのプロパティ 
強度：のスライダを使ってシャープにする度合いを調節します。 
詳細設定を使う 
ここにチェックを入れるとスライダが使えなくなり、手動での設定ができるように
なります。詳細設定を使うことで、シャープレイヤーを使ってシャープさを減らす
ための方法が変わります。また、シャープエフェクトの適用を細かく設定できるの
で、よりナチュラルな画像にすることができます。 
範囲 
値が小さい程細部までシャープにすることができます。画像のサイズが大きい程、
また画像までの距離が離れているほど値が大きくなります。 
量 
適用するシャープエフェクトの量を調節します。どの程度のシャープさを適用する
かは、実際に作業を行っている画像により異なりますので、実際に作業をしながら
最適な値を探してください。 
ノイズ削減 
どの程度の細さの線を「枠線」と見做すかを設定します。あまり細い線まで枠線と
見做してしまうと、不要なノイズや汚れまでシャープに表示されてしまうことがあ
りますのでご注意ください。 
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エフェクト - モザイク処理
モザイク処理レイヤーを使うと、解像度を落としたような画像を作ることができます
。モザイク処理レイヤーはモザイク処理アイコンをエフェクトタブでクリックすると
適用され、必要に応じてスライダを使ってモザイクの大きさを調節することができま
す。 
使い方 

モザイクレイヤーの調節は量のスライダを使って行います。 
● スライダを左に動かすとモザイクが小さくなります。
● スライダを右に動かすとモザイクが大きくなります。
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エフェクト - 縁ぼかし
縁ぼかしレイヤーを使うと特定の色を使って画像の縁をぼかすことができます。 
使い方によっては古いカメラで撮影した写真のようなエフェクトを加えることができ
るほか、円形の枠を画像に加えることができます。 
使い方 
縁ぼかしレイヤーは以下の3つの項目を調節することができます： 

● 「サイズ」のスライダを使って枠線の太さを指定します。
● 「強度」のスライダを使って表示される枠線の濃さを指定します。
● 「色」のボタンを使って枠線の色を指定します。
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エフェクト - フォーカス
フォーカスのレイヤーを使うと、特定の部分のみにフォーカスを当て、残りの部分を
ぼかすことができます。フォーカスレイヤーはフォーカスアイコンをエフェクトタブ
でクリックすると適用され、必要に応じてフォーカスのプロパティ画面で詳細の調節
を行うことができます。 
使い方 

フォーカスレイヤーを使うと、特定の部分のみにフォーカスを当てて、残りの部分
をぼかすことができます。 
フォーカスレイヤーを選択すると画面に2重の円が表示されます。
● 小さい方の円の内側の部分にフォーカスが当たり、この部分の画像がハッキリ

表示されます。
● 大きい方の円の外側の部分は、ぼかしが入ります。
● 大きい円と小さい円の間の部分で徐々にぼかしの度合いを調節します。
円はクリックしてドラッグすることで、フォーカスする位置を簡単に指定すること
ができます。 
また、いずれの円も縁をドラッグして大きさを調節することができます。 

フォーカスのプロパティ 
ぼかしのタイプ
ラジオボタンをクリックしてぼかしのタイプを選択します。
強度
スライダを使ってぼかしの度合いを調節します。
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エフェクト - レンズの歪み
レンズの歪みエフェクトを使うと、画面をすり鉢状（凹型）または魚眼レンズ状（凸
型）に歪ませることができます。レンズの歪みレイヤーを追加するには、レンズの歪
みアイコンをエフェクトタブでクリックします。 
使い方 

スライダを「すり鉢」または「魚眼」の方向に動かして歪み具合を調節します。
● スライダを すり鉢 

側に動かすと、画像の四隅が伸び、画像がすり鉢状に歪みます。魚眼レンズ状
に歪んだ画像を通常の状態に戻す際にもお使いいただけます。 

● スライダを 魚眼 
側に動かした場合は画像の中央が膨らみ、魚眼レンズを通した画像の様に表示
されます。 

歪みを加えることで画像の一部が消えてしまう場合があります。この場合はズーム
のスライダを使って画像を縮小すると、消えてしまった部分が再度表示されます。
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エフェクト - ワープ
ワープツールを使うと画像の一部を歪ませることができます。ブラシのタイプを選択
した後、歪ませたい部分の上でカーソルをドラッグすると画像がカーソルの動きに合
わせて歪みます。 
ブラシの種類： 

● 一定方向に動かす 
手のアイコンのボタンをクリックすると、カーソルの動きと同じ方向に向かっ
てピクセルが動きます。 

● 膨らませる 
外向き矢印のボタンをクリックすると、カーソル部分から外側に押し出すよう
にピクセルが動き、画像が膨らんだように歪みます。 

● 縮ませる 
内向き矢印のボタンをクリックすると、カーソルに向かってピクセルが引っ張
られるように動きます。 

● 元に戻す 
絆創膏の絵が描かれたボタンをクリックし、歪んだ部分でカーソルを動かすと
、その部分の歪みが元に戻ります。 

ブラシの設定： 
● ブラシのサイズ 

ブラシを表す丸い枠内の画像だけが歪むので、歪みを加える範囲の大きさに合
わせてブラシのサイズを変更してください。ブラシのサイズを大きくするには
、スライダを右側に動かします。ブラシのサイズを小さくするには、スライダ
を左側に動かします。 

● ブラシの強さ 
ブラシの強さは歪みの度合いをコントロールします。スライダを右に動かすほ
どブラシが強くなり、歪みが大きくなります。スライダを左に動かすほどブラ
シが弱くなり、歪みが小さくなります。 

なめらか 
歪みを加えると、歪みを加えた部分の輪郭がギザギザになる場合があります。なめ
らかボタンを使うことで、歪めた部分の輪郭をよりスムーズに保つことができます
。 

リセット 
歪みを全て削除する場合はリセットボタンをクリックしてキャンバスに挿入します
。 
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エフェクト - カラースプラッシュ
カラースプラッシュ・エフェクトは、選択した色に近い色を残したまま、その他にグ
レースケールを適用します。カラースプラッシュを使うには以下をクリックします：

アイコンをエフェクトタブでクリックします。 
使い方： 

● カラーピッカーを使って、残す色を選択します。
残す色は以下をクリックすることでより簡単に選択できます：スポイトボタン
をクリックすることで画面のお好きな部分をクリックしてクリックした部分の
色を除去する色として選択することもできます。

● レベルスライダを使ってどの程度似ている色までを残す色と同色と見做すかを
設定します。

● ぼかしスライダを使って色こぼれ補正の感度を調整します。
● 色を追加ボタンを使って画像上に残す色を追加します。
● 色の消しゴム 

ボタン（絵筆のアイコン）をクリックすると、ブラシツールの画面が表示され
、挿入したエフェクトを部分的に消し去ったり追加したりすることができます
。 
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エフェクト - 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。このツールを使うには、クリップアートアイコン（ その他のエフ
ェクト プルダウンメニューを エフェクトタブでクリックします。 

使い方 
画面左側の部分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
、選択したカテゴリ内のクリップアート一覧が画面中央部分に表示されます。 
一覧からクリップアートを選択すると、画面右側の部分に選択したアートのプレビ
ューが表示されます。 
挿入するクリップアートを選択したら、ダウンロードボタンをクリックしてキャン
バスに挿入します。 画像の読み込みが完了すると、クリップアートが
レイヤー画像としてプロジェクトに挿入されます。 
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エフェクト - 額縁
額縁のレイヤーを使うと画像に額縁を挿入することができます。このツールを使う
には、額縁アイコン（ その他のエフェクト プルダウンメニューを エフェクトタブ
でクリックします。 

使い方 
額縁ボタンをクリックすると額縁イラストを選択するダイアログが開きます。 
画面左側の部分で額縁のカテゴリを選択します。Decorativeには飾り枠が、Wood
enには絵画などに使われる一般的な額縁の画像がそれぞれ入っています。カテゴリ
を選択すると、選択したカテゴリ内の額縁一覧が画面中央部分に表示されます。一
覧から額縁を選択すると、画面右側の部分に選択した額縁のプレビューが表示され
ます。 
挿入する額縁を選択したら、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、額縁イラストがプロジェクトに額縁レイヤーとして
挿入されます。 

100



エフェクト - コミック
コミックレイヤーを使うと、写真をアメコミ風に表示することができます。コミック
レイヤーを使うにはコミックアイコン（ ツール プルダウンメニューを エフェクトタ
ブでクリックします。 
使い方 

● 色パレットのプルダウンメニューから配色を選択します。
● 彩度のスライドを使って画像の彩度を調節します。
● エッジの強度のスライダを使って画像の輪郭に沿って何本の線が引かれるかを

調節します。
● 細かさのスライダを使ってコミックのエフェクトを加える前にどの程度画像を

ぼかすかを調節します。
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エフェクト - 油彩画
油彩画レイヤーを使うと、写真を油彩画のように表示することができます。油彩画レ
イヤーを挿入するには油彩画アイコン（ ツール プルダウンメニューを エフェクトタ
ブでクリックします。 
使い方 

● ブラシのサイズのスライダを使ってブラシのサイズを調節します。
● パステルカラーを使うにチェックを入れるとパステルカラーの機能がオンにな

ります。光と影の差を少なくすることでパステルカラーを使った油絵のように
画像が表示されます。
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エフェクト - レンガ
レンガレイヤーを使うと、画像がレンガで作られているように表示されます。レンガ
レイヤーを挿入するにはレンガアイコン（ ツール プルダウンメニューを エフェクト

使い方 
レンガの形はラジオボタンを使って四角形または六角形に指定することができます
。 
サイズのスライダを使って、画面全体に使われるレンガの数を調節します。 
● スライダを左に動かすとレンガの数が増え、1つ1つのレンガが小さくなります

。
● スライダを右に動かすとレンガの数が減り、1つ1つのレンガが大きくなります

。
間隔のスライダを使ってレンガとレンガの間の間隔を調節します。 
● スライダを左に動かすと隙間が小さくなります。
● スライダを右に動かすと隙間が大きくなります。
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エフェクト - 多重露光
多重露光エフェクトを使うと画像の一部に他の画像を重ねて表示することができます
。不要な部分は消しゴムツールで消すことができます。画像は位置やサイズの変更、
回転などができます。 多重露光エフェクトを使うには 多重露光 
エフェクトをクリックします。このエフェクトは その他のエフェクト 
プルダウンメニューを エフェクトタブでクリックします。 
画像 

画像を選択 
画像を選択... ボタンから選択すると使うことができます。 
サイズ 
また、キャンバス上で画像の端をドラッグすることでも多重露光画像のサイズの
変更を行うことができます。 
回転 
多重露光画像は画像上のハンドルを使って回転することができます。 
透明度 
透明度：のスライダを使ってレイヤー画像の透明度を調節します。 
消しゴムツール 

消しゴムツールボタン（絵筆のアイコン）をクリックすると、ブラシツールの画面
が表示され、挿入したエフェクトを部分的に消し去ったり追加したりすることがで
きます。 

画像エフェクト 
レイヤー画像に様々なエフェクトを挿入することができます。エフェクトを挿入す
る場合はエフェクトを使うのチェックボックスからチェックを外します。
エフェクトを挿入：のプルダウンメニューが使えるようになるので、ここから挿入
するエフェクトを選択します。 
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エフェクト - 光
光エフェクトは写真に明るさとぼかしを加えることでドリーミーな写真に仕上げま
す。光エフェクトを加えるには以下をクリックします：光アイコン（ その他のエ
フェクト プルダウンメニューを エフェクトタブでクリックします。 

使い方 
● 透明度スライダを使ってぼかしの強度を調整します。
● 量スライダを使って光の明るさを調整します。
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エフェクト - カスタムエフェクト
カスタムエフェクト機能を使うと「エフェクトとレイヤー」タブに表示されている複
数のエフェクトを1つのエフェクトとして保存できます。 
新しいカスタムエフェクトを保存する 

プロジェクトにエフェクトが挿入されている場合、現在挿入されている全てのエフ
ェクト（およびその値）を１つのカスタムエフェクトとして保存することができま
す。
保存するには「カスタム」タブをクリックしてツールバーの「新規エフェクト」を
クリックします。対応しているエフェクトがある場合は保存ダイアログが開きます
。対応エフェクトは以下の一覧をご覧ください。 

カスタムエフェクトを使う 
カスタムエフェクトを適用

「カスタム」タブをクリックして「カスタムエフェクト」のプルダウンボタンを
クリックします。保存したカスタムエフェクトの一覧と各エフェクトのプレビュ
ーが表示されます。画像に適用するエフェクトをクリックします。

強度スライダ
スライダを使ってエフェクトの強度を調整します。
● スライダを左に動かすとエフェクトの適用が弱くなります
● スライダを右に動かすとより強くエフェクトが適用されます
カスタムエフェクトを削除
「カスタム」タブをクリックし、「カスタムエフェクト」のプルダウンボタンを
クリックします。削除するエフェクトを右クリックし、「削除」をクリックしま
す。

対応しているエフェクト 
● 焚き火
● アクア
● 自動修正
● 自動レベル補正
● バランス
● 青フィルタ
● ぼかし
● 枠線
● レンガ
● 明るさ
● コミック
● クロマキー
● 色を強調
● コントラスト
● 色彩曲線
● 刺繍
● 露出
● 魚眼
● ピンぼけ修正
● 光
● グラデーション
● グラデーションフィルタ
● グレースケール
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● ハーフトーン
● レベル
● ロモ
● ネガ
● ポジ
● 闇夜
● ノイズ削減
● 間接照明
● モザイク処理
● レッドウッド
● 彩度
● 選択色
● セピア
● シャープ
● 夕焼け
● 寒暖
● 縁ぼかし
● アンティーク
● 2色
● 着色
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ツール - パノラマ
パノラマツールを使うと複数の写真を並べて1枚のパノラマ写真を作ることができま
す。パノラマダイアログを開くにはパノラマアイコンをツールタブでクリックします
。 
詳しくは作業-複数の写真をつなげてパノラマを作成するのページをご参照ください。
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ツール - HDR
HDR（ハイダイナミックレンジ合成）ツールは、3つの異なる露出で撮影された同じ
シーンの写真を合成することで、光と影をより正確に美しく映し出すためのツールで
す。HDRツールを使うにはHDRアイコンをツールタブでクリックします。 
使い方 
HDRボタンをクリックするとファイル参照ダイアログが開きます。同じシーンの写真
を、暗い、標準、明るいの3種類選択（Ctrlキーを押しながら選択）します。選択が完
了したら開くボタンをクリックします。 
選択した画像が自動的に1枚のHDR写真として合成され、必要に応じて引き続き編集
を続けることができます。 
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ツール - 文字
文字レイヤーを使うと画面に文字を挿入することができます。文字は文字挿入用の枠
線内に表示され、必要な場所で改行が行われます。文字レイヤーを挿入するには文字

ツールタブでクリックします。 
文字は画面上に表示された枠線内に入力します。文字挿入用の枠線内にカーソルがあ
る間は、影やべベル（立体化）、光彩などのエフェクトは表示されません。 
文字挿入用の枠線はドラッグして移動することができます。また、枠線の大きさを変
更できるほか、枠線上のハンドルを使って角度を変更することができます。 
フォントの設定項目 

フォント名：フォント名のプルダウンメニューからフォントの名前を選択します。
true-typeフォントのみ使用可能です。 
スタイル：Bボタンは太字、Iボタンは斜字、Uボタンは下線をそれぞれ意味します
。 
文字の色： 文字色のボタンをクリックすると文字の色を変更することができます
。 
フォントのサイズ：フォントのサイズの入力ボックスに数字を入力してフォントの
サイズを調節します。 
文字の方向 
配置 

左側の3つのボタンを使って横方向の配置を指定します。 
左から順に、左揃え、中央揃え、右揃えを行うボタンです。 
右側の3つのボタンを使って縦方向の配置を指定します。 
左から順に上揃え、中央揃え、下揃えを行うボタンです。 

回転 
回転ハンドル（文字入力ボックスの上に突き出ている回転矢印が描かれたアイコ
ン）を使って文字をお好きな方向や角度に回転させることができます。また、回
転（角度）の欄に特定の角度を入力することでも同様の作業ができます。 

文字のエフェクト 
● 背景色 ：文字の背景に色を付けることができます。
● 影 ：文字に影を付けることができます。

メモ：文字の入力中はこのエフェクトは表示されません。
● 立体 ：文字に立体感を出します。

メモ：文字の入力中はこのエフェクトは表示されません。
● 光彩（内側） ：文字の内側に特定の色の光を挿入します。

メモ：文字の入力中はこのエフェクトは表示されません。
● 光彩（外側） ：文字の外側に特定の色の光を挿入します。

メモ：文字の入力中はこのエフェクトは表示されません。
透明度 
透明度：スライダを左右に動かして文字の透明度を調節します。 
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ツール - お絵かきツール
お絵かきツールを使うと写真に絵や手書きの文字を書くことができます。ドロップダ
ウンメニューから以下を選択できます：鉛筆、線または以下の図形：楕円、四角形、

、横矢印または縦矢印。 
ブラシの設定 

ブラシの種類 
ブラシのボタンが選択されている状態でカーソルを動かすと絵を描くことができま
す。 
消しゴムのボタンが選択されている状態でカーソルを動かすと消しゴムを使って線
を消す要領で絵を消すことができます。 
線の色 
カラーパレットのお好きな場所をクリックして簡単に線の色を選択することができ
ます。 また、スポイトの絵が描かれたボタンを使うとコンピュータ画面のお好き
な場所から色をコピーすることができるほか、色を選択...ボタンをクリックして色
の編集画面を開き色の選択や保存などの作業を行うこともできます。 
ブラシのサイズ 
サイズ：のスライダを使って線の太さを調節します。 
輪郭 
輪郭：のスライダを使って線の輪郭のシャープさを調節します。値が大きくなるほ
ど輪郭がシャープになり、値が小さくなるほど輪郭がぼやけます。 
ブラシの強さ 
強度：のスライダを使って線の透明度を調節します。値が小さいほど線が透明にな
り、値が大きいほど線がハッキリと表示されます。 
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ツール - レイヤー画像
画像レイヤーを使うと他の写真や画像を挿入できます。挿入した画像は位置やサイズ
の変更、回転などができます。画像レイヤーを挿入するには画像アイコンをツールタ
ブでクリックします。 
画像のプロパティ 

サイズ 
幅または高さの欄を使ってレイヤー挿入した画像のサイズを調節します。 
また、キャンバス上で画像の端をドラッグすることでもサイズの変更を行うこと
ができます。 
「オリジナルの縦横比をキープ」にチェックを入れると、オリジナルの画像の縦
横比を変えずにサイズの変更を行うことができます。 
回転 
レイヤー画像の上に突き出している回転矢印が描かれたアイコンをマウスで動か
すことでお好きな方向や角度にレイヤー画像を回転させることができます。また
、回転（角度）：の欄に角度を入力することでも回転させることができます。 
反転 
画像は合わせ鏡のように上下左右に反転させることができます。左右に反転また
は上下に反転ボタンをクリックします。
透明度 
透明度：のスライダを使ってレイヤー画像の透明度を調節します。 
シャープさの度合い 
必要に応じてレイヤー画像の縁をぼかすことができます。シャープさの度合いの
スライダを左右に動かして縁をぼかします。 
画像エフェクト 

レイヤー画像に様々なエフェクトを挿入することができます。エフェクトを挿入す
る場合はエフェクトを使うのチェックボックスからチェックを外します。
エフェクトを挿入：のプルダウンメニューが使えるようになるので、ここから挿入
するエフェクトを選択します。 
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ツール - 枠線
枠線レイヤーを使うと画像の縁に線を入れることができます。 
枠線のサイズ 

細い/太いのスライダを使って枠線の太さを調節します。 
枠線の色 
枠線の色...ボタンをクリックして枠線の色を選択します。 
内枠 
内枠にチェックを入れると最初に挿入した枠線の内側にもう1つの枠線が挿入され
ます。内枠も外枠と同様に「細い/太い」のスライダを使って太さを調節できます
。 

角の丸み 
角の丸みにチェックを入れると枠線の内側の角が丸くなります。シャープ/丸いの
スライダを使って丸みの度合いを調節します。 
影を表示 
影を表示にチェックを入れると外側と内側の両方の枠線に影が挿入され立体感を出
すことができます。 
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ツール - 背景
背景レイヤーを使うとオリジナル画像の後ろに表示される背景を変更することができ
ます。 背景はプロジェクトに透明ピクセル（例：選択した領域を削除したり色の除去

使い方 
背景は以下のいずれかから選択できます： 
● 透明 ：背景のピクセルが透明の状態で表示されます。 
● 単色 

：1色で塗りつぶされた背景が表示されます。塗りつぶす色はカラーピッカーを
使って選択します。 

● 背景画像 
：指定した画像が背景に表示されます。画像をクリップボードにコピーしクリ
ップボードの画像ボタンを使って背景レイヤーに画像を貼り付けます。 また、

ボタンをを使って画像を選択することもできます。 
背景画像のサイズを変更する場合は背景サイズの変更にチェックを入れます。 
幅や高さ、配置などを設定する項目が表示されるので必要な調整を行います。サイ
ズの変更が完了したら以下のボタンをクリックします： サイズを適用。 
配置ボタンを使うとオリジナルの画像を背景画像のどの位置に表示するかを選択で
きます。例えば背景画像の中央にオリジナルの画像を表示するには上下中央と左右
中央のボタンを押します。 
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ツール - 色の除去
色の除去レイヤーを使うと選択した色に近い色のピクセルを削除（アルファ値をゼロ
に設定）します。色の除去レイヤーは色の除去アイコンをツールタブでクリックしま
す。 色が除去された部分の下に表示される色は 背景ボタン 
をツールバーでクリックして設定します。 

使い方 
● カラーパレットをクリックして除去する色を選択します。 

また、スポイトボタンをクリックすることで画面のお好きな部分をクリックし
てクリックした部分の色を除去する色として選択することもできます。

● レベルのスライダを使って、指定した色と削除する色がどの程度似ている必要
があるかを指定します。

● ぼかしのスライダでは、スピル（色のにじみ）を切り取るレベルを設定します
。
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ツール - コラージュ
コラージュは1つの画面に複数の画像を並べたものです。コラージュに挿入する画像
はコラージュ作成画面で選択します。コラージュは完了ボタンをクリックすると初め
て作成されます。作成画面を開くにはコラージュアイコン（ ツール 
プルダウンメニューを エフェクトタブでクリックします。 
使い方 

コラージュ作成画面に複数の写真を挿入し、希望の配置やサイズに変更した後、完
了ボタンをクリックしてコラージュを完成させます。コラージュを編集ボタンをク
リックすると、再度コラージュ作成画面が開き、コラージュを再編集することがで
きます。編集が完了したら完了をクリックして再度コラージュを完成させます。 
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ツール - フォトモザイク
フォトモザイクレイヤーを使うとキャンバス全体を他の画像を繋ぎ合わせて作ったモ
ザイクアートを作成できます。フォトモザイクレイヤーを使うにはフォトモザイクア
イコン（ ツール プルダウンメニューを エフェクトタブでクリックします。 
使い方 

フォトモザイクレイヤーを使うとキャンバス全体を他の画像を繋ぎ合わせて作った
モザイクアートを作成できます。 

フォトモザイク画像のプロパティ 
パネル一覧
参照ボタンをクリックし、フォトモザイクに使う画像が入ったフォルダを指定しま
す。このフォルダ内の画像が繋ぎ合わされてテンプレート画像になります。 
縦の列と横の列
キャンバスの縦と横にそれぞれいくつのパネルが入るか指定します。パネルの数が
多い程、元の画像の詳細が表示され、パネルの数が少ない程パネルとして使われる
画像の詳細が表示されます。 
処理開始
このボタンクリックすると指定した内容でフォトモザイクの作成が始まります。フ
ォトモザイク処理の設定に何らかの変更を加えた場合、再度このボタンをクリック
してフォトモザイク作業をやり直します。 
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ツール - 塗り絵
塗り絵ツールを使うと、「ペイントバイナンバー」と呼ばれる塗り絵のパターンを作
ることができます。ペイントバイナンバーは塗り絵の各パーツに番号を振り、各番号
をそれぞれ指定された色で塗るだけで誰でも本格的な絵が描けるツールです。このツ
ールを使うには塗り絵アイコン（ ツール プルダウンメニューを エフェクトタブでク
リックします。 
使い方 
塗り絵に使う色の数は色数の欄で指定します。色数が多くなるほどより写真に近い作
品になります。 
領域の大きさを調節するスライダを使い塗り絵の精密さを指定します。スライダが左
にあるほど精密な絵になります。スライダを右に動かすとよりシンプルな絵になりま
す。 
なめらかさを調節するスライダを使い輪郭の滑らかさを調節します。スライダが左に
あるほど輪郭がより正確に表示されます。スライダを右に動かすと輪郭がぼやけます
。 
出力タイプ 
ラジオボタンを使って以下のいずれかの出力タイプを選択します： 

オリジナル：何の変更も加えられていないオリジナルの画像 
色塗り見本：完成作品の見本 
塗り絵テンプレート：色塗り用のアウトラインおよび、どの領域にどの色が塗られ
るかを示す番号 
色チャート：各番号用の色の一覧 
画像、テンプレート、色見本：オリジナル以外のアイテムを1つにまとめたもの
保存する：選択された出力タイプで画像を保存します。

印刷：選択された出力タイプで画像を印刷します。
新しい画像を作成：現在選択されている出力画像を使って新しいプロジェクトを作成
します。
リセット：プロパティに行った変更がデフォルトの値に戻ります。 
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ツール - 刺繍
刺繍エフェクトを使うと写真を使って刺繍の図案を作ることができます。刺繍エフェ
クトを使うには刺繍アイコン（ ツール プルダウンメニューを エフェクトタブでクリ
ックします。 
エフェクトを挿入すると画面には刺繍の完成品のプレビューが表示されます。実際に
刺繍を行うには図案の印刷を行います。 
使い方 
刺繍に使う糸の色の数は色数の欄で指定します。色数が多くなるほどより写真に近い
作品になります。メモ：元の画像の色数が多いほど、よりリアルに再現するために多
くの糸数が必要になります。 
ステッチの目数は各列の目数の欄で指定します。ここで指定した数が1列あたりのマ
ス目の数になります。この数字が大きいほど、より大きく精密な図案が作成されます
。メモ：各マス目の大きさを変更することはできません。 
図案をを作成するにはPDFに保存ボタンまたは刺繍の図案を印刷ボタンをクリックし
てキャンバスに挿入します。 
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ツール - 証明写真
パスポート写真ツールは対応可能な国用のパスポート写真を作成するためのツールで
す。各種オプションを使って写真を読み込み、パスポート写真用に切り取りを行いま
す。パスポート写真の一般的な規格や規則のチェックリストが表示されますが、念の
ためパスポート発行国の規則等を確認することをお勧めします。（日本の規格につい
ては<a 
href="https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html">外務省のウェ
ブサイト</a>より詳細をご確認いただけます。）

発行国 
パスポートの発行を行う国を選択します。

画像のオプション 
写真は以下のオプションを使って挿入できます：画像ファイルを読み込む、Webカ
メラで撮影する、画像をソフトにドラッグする。ガイドラインがレイヤー表示して
パスポート写真の正しい切取り方をナビゲートすることができます。挿入された画
像はパスポート写真用に切り取りが行われます。印刷枚数は1～6枚に設定できます
。

パスポートの要件 
写真のテクニカル面での注意事項などのチェックリストが追加のガイドラインとし
て表示されます。各事項を確認しながら切り取りを行ってください。
注意：パスポートを発行する国の規則等を確認することをお勧めします。 
一般的なガイドライン: 

● 過去6ヶ月間に撮影
● 背景は白またはオフホワイトであることが理想的です
● 背景によっては白い服を避ける
● 自然な肌の色を見せる必要があります
● カラー写真
● メガネを避ける
● 目を開き口を閉じた状態で真正面を向いた状態の写真が必要です
● 髪で顔を覆ってはいけません
● 自然な表情で撮影
● 宗教的または医療目的を除き帽子などの頭カバーは着用しません
● 影や反射、極端に明るい部分が無い
● 他のオブジェクト等が写っていない
パスポート写真の編集 

オーストラリアやイギリス、米国など一部の国ではパスポート写真のレタッチは禁
止されているのでご注意ください。詳しくはパスポートの発行を行う国のガイドラ
インをご確認ください。

120



ツール - サムネイル作成ツール
サムネイル作成ツールは動画のサムネイルが簡単に作れるツールです。様々な方法で
写真を挿入するだけで簡単にサムネイルが作れます。読み込んだ写真は指定したサイ
ズに切り取るか、アスペクト比に合わせたサイズで作成されます。 

サムネイルの種類 
作成するサムネイルの種類を選択します。対応する動画のメディアプラットフォー
ムとプラットフォームが対応するサムネイルのサイズのプリセットを搭載している
ので、ここから選んで簡単にサムネイルが作れます。

画像のオプション 
基本のサムネイルは以下のオプションを使って挿入できます：

● 以下から画像を読み込む：ローカルフォルダ。
● 動画フレームは読み込まれている動画から選択できます。
● Webカメラ写真はWebカメラを使って画像をキャプチャします。
● ウェブサイト画像は画像のリンクを指定することで読み込むことができます

。
● 画面切り取りは作業中の画面から画像を切り取ります。
● 画面キャプチャは選択した画面をキャプチャします。
● 画像をドラッグ（ファイルをプレビュー領域にドラッグ）することでも読み

込むことができます。
その他の画像オプション 

基本のサムネイルは事前設定された画像を使って挿入することもできます。
文字と画像レイヤー 

サムネイルに様々なレイヤーを挿入します。挿入したアイテムはサムネイル上でサ
イズや配置を変換できます。以下のようなオプションがあります：

● 文字 ：シンプルな文字を入力します。
● 曲線文字：指定した曲線に沿って文字が挿入されます。
● クリップアート：事前指定された画像をレイヤー画像として挿入できます。
● 画像レイヤーに挿入できるその他のオプションは以下の通りです：以下から

画像を読み込む：、動画フレーム、Webカメラ写真、ウェブサイト画像、画
面切り取り、画面キャプチャなど）のツールがが含まれているタブです。

一般的なレイヤー設定: 
● 以下からオプションを選択：レイヤーを挿入：レイヤーを挿入します。
● 回転：選択したレイヤーの回転を設定します
● 前面に移動：選択したレイヤーを他のレイヤーより1つ前に表示します。
● 後ろへ移動：選択したレイヤーを他のレイヤーより1つ後ろに表示します。
文字レイヤーの設定： 
● フォント名：文字のフォントを設定します。
● フォントのスタイルは様々なスタイル変更に使われます。Bボタンは太字、I

Uボタンを使うと文字に下線が引けます。色ボタンを使うと
文字の色を変更できます。

● フォントのサイズ：文字のサイズを設定します。
● 配置を使うと文字の表示位置を設定できます。水平位置（左寄せ、中央、右

寄せ）と垂直位置（上寄せ、中央、下寄せ）を設定できます。
曲線文字の設定： 
● フォント名：文字のフォントを設定します。
● フォントのスタイルは様々なスタイル変更に使われます。Bボタンは太字、I
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ボタンは斜字、Uボタンを使うと文字に下線が引けます。色ボタンを使うと
文字の色を変更できます。

● フォントのサイズ：文字のサイズを設定します。
● 枠線は文字の枠線の設定に使われます。値を変更してフォントのサイズを変

更します。色ボタンを使うと文字の色を変更できます。
● 曲線のタイプを使って文字の形のパターンを変更できます。
サムネイルのプロパティ 

サムネイルのプロパティから必要に応じて更に調整を行います：
● 解像度を調整してサムネイルの幅と高さを変更できます。
● 縦横比は縦横比を変更するために調整することができます。
● アスペクト比に合わせるにチェックを入れると、指定したアスペクト比に合

わせて画像を引き延ばします。チェックを入れない場合は切り取りオプショ
ンが使えます。

● 画像フォーマットをサムネイル用に選択できます。
● 予想サイズは出力ファイルの推定サイズを表示します。
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ツール - メタデータ編集ツール
画像 メタデータには画像に関連する詳細が含まれています。画像をキャプチャしたデ
バイスによって自動的に生成される場合と、編集可能な場合があります。 メタデータ
編集ツール。以下から見つけることができます：ツールメニューを使って一般的な画
像メタデータ情報を編集できます。 
注:メタデータEXIFタグは以下でのみ対応しています：JPEGまたは.TIFF。変更を保
存するために、これらのファイル形式で保存することをお勧めしますなど）のツール
がが含まれているタブです。 

一般的な画像情報 
● 画像の詳細 画像のタイトルを指定します。 

例:「バケーション　2022」 
● 件名 画像の詳細を指定できます。 

例: 「家族」、「風景」など 
画像の著作権 
著作権には写真家の名前と写真のエディタ、および写真が撮影され年が含まれてい
るのが理想的です。著作権の挿入方法には以下の2通りがあります：

● 推奨 利用可能な他のタグから著作権を自動的に構築します。 
形式: "著作権、[写真家名]、[編集ソフト名]、[年]。All rights reserved." 

● カスタム カスタマイズされた著作権を入力できます。
画像作成者 

写真の作成/制作に携わった個人や企業の詳細が含まれています。 
● 写真家 は写真を撮った個人です。
● エディタ は、画像エディタを設定できる場所です。
● カメラ所有者 写真を撮影したカメラの所有者の名前が含まれます
● エンコード は画像処理に使われたアプリケーション名です。
日付、時刻、場所 

● 日付 画像に関連した日付に設定できます。
● 時間 画像に関連した時間に設定できます。時刻は、12 時間形式または 24 

時間形式で入力できます。
● 発行国 画像が撮影された場所の名前や詳細。
追加の画像情報 
画像に関する追加の詳細は、ここで設定できます(該当する場合)。

● プリンター は、印刷環境の詳細です。
● 文書 画像がスキャンされた場所です。
● 画像履歴 は、画像に加えられた特筆すべき変更の簡単な履歴です。
評価とコメント 

追加のコメントや詳細はここで設定できます。
● 評価 

は、画像の星評価です。好みの星評価をクリックするだけで設定できます。
● カテゴリ 画像を分類できる場所です。 

注: 
これは実際のメタデータタグではありません。これは、別のコメントタグの
下に設定されます。 

● 連絡先の詳細 
参照用に写真の所有者（写真家/編集者）の情報を記載できます。 
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注: 
これは実際のメタデータタグではありません。これは、別のコメントタグの
下に設定されます。

● イベント 画像関連した任意のイベントを指定できます。 
注: 
これは実際のメタデータタグではありません。これは、別のコメントタグの
下に設定されます。 

● キーワード は、画像に関連付けられた単語または語句です。
● ユーザーコメント は、画像に関する追加のコメントです。
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レタッチ - 自動修正
自動修正エフェクトを使うと写真の色やコントラスト、シャープさなどを自動的に最
適な状態に修正します。自動修正エフェクトを使うには自動修正アイコンを色タブで
クリックします。 
使い方 

スライダーを使ってエフェクトの強さを調節します。 
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レタッチ - ピンぼけ修正
ピンぼけ修正エフェクトを使うと写真のピントを合わせることができます。ピンぼけ
修正エフェクトを使う場合はピンぼけ修正アイコンをレタッチタブでクリックします
。 
使い方 

少ない/多いスライダーを使ってエフェクトの強度を調節します。 
詳細設定を使う 
ここにチェックを入れるとスライダが使えなくなり、手動での設定ができるように
なります。詳細設定を使うことで、シャープレイヤーを使ってシャープさを減らす
ための方法が変わります。また、シャープエフェクトの適用を細かく設定できるの
で、よりナチュラルな画像にすることができます。 
範囲 
値が小さい程細部までシャープにすることができます。画像のサイズが大きい程、
また画像までの距離が離れているほど値が大きくなります。 
量 
適用するシャープエフェクトの量を調節します。どの程度のシャープさを適用する
かは、実際に作業を行っている画像により異なりますので、実際に作業をしながら
最適な値を探してください。 
しきい値 
どの程度の細さの線を「枠線」と見做すかを設定します。あまり細い線まで枠線と
見做してしまうと、不要なノイズや汚れまでシャープに表示されてしまうことがあ
りますのでご注意ください。 
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レタッチ - ノイズ削減
ノイズ除去レイヤーを使うと、暗い場所で撮影された写真などに良く見られるノイズ
を減らすことができます。 
使い方 

量 
このスライダは画像から除去するノイズの量をコントロールします。値が高い程多
くのノイズが除去され、細かい部分が消えます。 
なめらかさ 
このスライダは画像の細部をどの程度まで残すかをコントロールします。多くする
ほどより多くの詳細が削除され、結果的により多くのノイズが除去されます。少な
くするほどより多くの詳細が保持されますが、結果的により多くのノイズが残るこ
とになります。 
メモ： 

ノイズ除去は作業に時間がかかる場合があります。サイズの大きい画像や旧型のコン
ピュータを使った作業では、更に長い時間がかかる場合がありますのでご注意くださ
い。また、「量」のスライダを「多い」の方向に移動するほど作業時間が長くなりま
す。 
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レタッチ - 赤目補正
赤目補正レイヤーを使うと、カメラのフラッシュの影響で赤く映ってしまった被写体
の目の色を補正することができます。赤目補正レイヤーは赤目補正アイコンをレタッ
チタブでクリックします。 
使い方 

赤目補正は赤くなっている瞳の部分に丸いブラシを使って色を塗ることで行います
。スライダを使ってブラシのサイズを調節し、瞳の上にブラシの丸いカーソルを重
ねた状態でマウスをクリックすると赤目の部分が補正されます。 
赤目補正をやり直す場合は消しゴムボタンをクリックし、元に戻す場所にブラシを
置いてクリックします。 
行った赤目補正を全て取り消す場合はリセットボタンをクリックしてキャンバスに
挿入します。 
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レタッチ - レタッチ
レタッチ 
ツールは画像の一部を別の場所に塗ることが出来る機能です。傷や汚れの除去はもち
ろん、写真に写っている何らかのアイテム全体を除去するといった作業を行うことが
出来ます。 
使い方 
Ctrlを押しながら画像をクリックしてブラシに使うピクセルを選びます。ピクセルの
選択が完了するとブラシを使って書いた部分が選択したピクセルの色で表示されます
。Ctrlを押しながら画像を再度クリックするとピクセルを新しく選択することができ
ます。 
ブラシのプロパティ 

ブラシのサイズ 
サイズ：のスライダを使ってブラシのサイズを調節します。 
ブラシの輪郭 
輪郭：のスライダを使ってブラシの輪郭のシャープさを調節します。値が低いほど
輪郭がぼやけ、値が高いほど輪郭がシャープになります。 
ブラシの強度 
強度：のスライダを使って透明度を調節します。 

129



レタッチ - クローンスタンプ
クローンスタンプ 
ツールは画像の一部を別の場所に塗ることが出来る機能です。傷や汚れの除去はもち
ろん、写真に写っている何らかのアイテム全体を除去するといった作業を行うことが
出来ます。 
使い方 

Ctrlを押しながら画像をクリックしてブラシに使うピクセルを選びます。ピクセル
の選択が完了するとブラシを使って書いた部分が選択したピクセルの色で表示され
ます。Ctrlを押しながら画像を再度クリックするとピクセルを新しく選択すること
ができます。 

ブラシのプロパティ 
ブラシのサイズ 
サイズ：のスライダを使ってブラシのサイズを調節します。 
ブラシの輪郭 
輪郭：のスライダを使ってブラシの輪郭のシャープさを調節します。値が低いほど
輪郭がぼやけ、値が高いほど輪郭がシャープになります。 
ブラシの強度 
強度：のスライダを使って透明度を調節します。 
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レタッチ - 色塗り
色塗りツールはブラシを使って画像に色を塗るツールです。白黒画像に色を塗る際な
どにお使いいただけます。 
ブラシの設定 

ブラシの種類 
色塗りボタンが選択されている状態でマウスを動かすと指定した色が画面上に塗ら
れます。 
消しゴムが選択されている状態でマウスを動かすと、消しゴムを使うのと同じ要領
で色を消すことができます。 
線の色 
カラーパレットをクリックして画面に塗る色を選択します。 
メモ：色塗りツールでは色を塗った部分の色相と彩度のみを変えることで着色を行
います。白や黒などの無彩色を選択した場合は選択した色とは異なる色で着色され
ることがありますのでご注意ください。 
ブラシのサイズ 
サイズ：のスライダを使って線の太さを調節します。 
輪郭 
輪郭：のスライダを使って線の輪郭のシャープさを調節します。値が大きくなるほ
ど輪郭がシャープになり、値が小さくなるほど輪郭がぼやけます。 
ブラシの強さ 
強度：のスライダを使って線の透明度を調節します。値が小さいほど線が透明にな
り、値が大きいほど線がハッキリと表示されます。 

131



レタッチ - スーパーカラー
スーパーカラーツールは、機械学習技術を使ってモノクロ写真に色を挿入するツール
です。
使い方 
強度 
子のスライダを使って写真に挿入する色の強度を調整します。値が小さいほど色が薄
くスムーズになります。
彩度 
エフェクト挿入後の画像の彩度を調節します。
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レタッチ - 焼き込み
焼き込み 
ツールを使うと、ブラシを使って画像の一部を暗くすることができます。露出が高す
ぎる画像や明るすぎる画像などに使う事で、細部が良く見えるようになります。 
使い方 
ブラシボタン 
画像にエフェクトを加える際はこのボタンをクリックします。 
消しゴムボタン 
画像に加えたエフェクトを消す際はこのボタンをクリックします。 
ブラシの設定 

サイズ 
ブラシのサイズをピクセル単位で指定します。スライダを左に動かすほど、ブラシ
のサイズが小さくなります。スライダを右に動かすほど、ブラシのサイズが大きく
なります。 
輪郭 
挿入したエフェクトの輪郭をぼかす場合はスライダを左に動かします。挿入したエ
フェクトの輪郭をシャープに表示する場合はスライダを左に動かします。 
強度 
エフェクトを弱めに挿入する場合はスライダを左に動かします。エフェクトを強め
に挿入する場合はスライダを右に動かします。 
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レタッチ - 覆い焼き
覆い焼きツールを使うと、ブラシを使って画像の一部を明るくすることができます。
露出が低すぎる画像や暗すぎる画像などに使う事で、細部が良く見えるようになりま
す。 
使い方 
ブラシボタン 
画像にエフェクトを加える際はこのボタンをクリックします。 
消しゴムボタン 
画像に加えたエフェクトを消す際はこのボタンをクリックします。 
ブラシの設定 

サイズ 
ブラシのサイズをピクセル単位で指定します。スライダを左に動かすほど、ブラシ
のサイズが小さくなります。スライダを右に動かすほど、ブラシのサイズが大きく
なります。 
輪郭 
挿入したエフェクトの輪郭をぼかす場合はスライダを左に動かします。挿入したエ
フェクトの輪郭をシャープに表示する場合はスライダを左に動かします。 
強度 
エフェクトを弱めに挿入する場合はスライダを左に動かします。エフェクトを強め
に挿入する場合はスライダを右に動かします。 
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一括処理 - 一括編集
一括編集機能を使うと複数の画像に一度にエフェクトを加えることができます。 
使い方 
ステップ 1：ファイルを選択する 

ファイルを追加ボタンをクリックして、一括処理を行う画像を全て選択します。複
数のファイルを一度に選択する場合は、ShiftまたはCtrlーを押しながら必要なファ
イルを選択します。 フォルダを追加ボタンを使うとフォルダとそのサブフォルダ
内の画像を全て選択することができます。 
必要な画像を全て追加した後、「次へ」ボタンをクリックします。 

ステップ 2：エフェクトを選択 
追加ボタンをクリックして、全ての画像に適用するエフェクトを選択します。 
特定のエフェクトの設定を調節する場合は、一覧内でエフェクトを選択し設定ボタ
ンをクリックします。 
エフェクトは一覧内でドラッグアンドドロップすることで並び順を変えることがで
きます。 

ステップ 3：出力フォーマットと出力フォルダを選択する 
デフォルトではオリジナルの画像と同じフォーマットで保存するよう設定されてい
ます。 
オリジナルとは異なるフォーマットで保存する場合は「このファイル形式に変換」
にチェックを入れ、プルダウンメニューから希望のフォーマットを選択します。P
NGやJPEGなど一部のファイルはオプションの設定が可能です。設定を変更する場
合はフォーマットオプションボタンをクリックします。 
ファイルは通常、読み込み元と同じフォルダに保存されます。このため場合によっ
ては保存時に上書きが行われる可能性があります。保存先は読み込み元とは別に設
定することもできます。 
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一括処理 - シンプルなサイズ変更
シンプルなサイズ変更レイヤーは一括編集が使えるバージョンに搭載されている
サイズ変更。これを使うと以下のいずれかのオプションを使って複数の画像のサイズ
を変更できます：
● ピクセル単位でサイズ変更：このラジオボタンにチェックを入れると複数のファイ

ルを1度にまとめて特定の高さと幅に変更できます。
縦横比を保つにチェックを入れると1辺のサイズを指定することで全体のサイズ
を変更できます。
高さを自動設定にチェックが入っていると、画像が指定した幅に変更され、オ
リジナルの縦横比で高さが自動的に変更されます。
幅を自動設定にチェックが入っていると、画像が指定した高さで変更され、オ
リジナルの縦横比で幅が自動的に変更されます。

● 割合を指定してサイズ変更にチェックを入れると元の画像と比較した割合を使って
サイズの変更を行います。 

● 電子メール（ファイルサイズ：小）にチェックを入れると全ての画像の高さと幅が
それぞれ640ピクセルｘ480ピクセルに一括変換されます。注：縦横比を保持する
ため、変換後の画像サイズは必ずしも640ｘ480にはならない場合があります。

超解像度を使う（最高品質）にチェックが入っていると、アップスケールを行う全て
の画像が超解像度のアルゴリズムを使ってサイズ変更され、最高の画質をキープしま
す。
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一括処理 - 回転
以下の3つのボタンのいずれかをクリックするか、回転の値を指定することで画像を
回転させることができます。 

左ボタンをクリックすると反時計回りに90度回転します。 
中央ボタンをクリックすると180度回転します。 
右ボタンをクリックすると時計回りに90度回転します。 
回転（角度）の領域に角度を数字で入力することで、特定の角度で回転することも
できます。 
角を切り取りにチェックを入れると、紙面の外側にはみ出る形で回転が行われ、回
転後の画像に余分なスペースが含まれません。 
画像を1つだけ回転させる場合は以下のレイヤーを使って画像自体をクリックして

ドラッグします：回転レイヤー。 
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一括処理 - 切り抜き
切り抜きを行う事でも画像のサイズを変更することができます。 

縦横比 
プルダウンメニューを使って、切り抜く領域の縦横比を選択します。 オリジナル

1つの画像を切り抜く場合は以下を使うことができます：切り抜きレイヤー。 
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一括処理 - 透かし
画像に透かしを挿入します。透かしのサイズや位置は変換することができます。

透かし画像に使う画像を選択後は以下の作業を行います：
拡大縮小（%）を調整し透かし画像のサイズをメインの画像の高さを基準にした割
合で変更します。
透明度スライダを使って透かし画像の透明度を調整します。
配置ボタンをクリックして透かしを挿入する位置を変更します。
画像を変更ボタンをクリックすると透かし画像に使う画像ファイルを変更できます
。
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シェア - 電子メール
加工した写真を電子メールに添付して送信することができます。このツールを使う
には、電子メールアイコンをシェアタブでクリックします。 

使い方 
電子メール送信用ダイアログには送信先、件名、本文などの入力項目があります。

ボタンを使い、PhotoPadを使って電子メールを送信するための設
定を行います。 
本文を入力し、電子メール送信設定が正しく行われていることを確認した後、画面
下部の「ファイルオプション」で画像ファイルのフォーマットと、画質の指定を行
います。送信ボタンをクリックするとメールが送信されます。 

追加ガイド 
メールの送信に問題がありますか？こちらから詳細をご覧ください：
電子メールの送信時の問題。 
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シェア - Twitter
このツールを使うとPhotoPadで加工した画像をTwitterでツイートすることができ
ます。ツイートを作成するには Twitterアイコンをシェアタブでクリックします。 

使い方 
● Twitterアイコンを初めてクリックした際はログインが必要です。 
● その後、ツイートの編集画面が表示されます（任意）。 
● 最後に以下をクリックします：ツイート 

ボタンをクリックするとTwitterへのツイートが行われます。画像がアップロー
ドされ投稿が完了するとTwitter画面が開き、ツイートの内容を確認することが
できます。 

ツイッター投稿のヒント 
● Twitter 言及は許可されていません (@username)。これはTwitterによってスパ

ムとして検出される可能性があり、Twitterの使用を制限する可能性があります
。

● 重複したツイートを投稿しないようにします。各プロジェクトが最後にアップ
ロードされてから編集されていることを確認します。 

● スパム扱いされるのを防ぐため、投稿の間隔を短くし過ぎないようにします。
● 問題が発生した場合は、PhotoPadのカスタマーサポートにお問い合わせくださ

い。
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シェア - DropBox
PhotoPadで加工した写真をDropboxにアップロードするにはDropBox 
アイコンを「シェア」タブでクリックします。 

使い方 
この機能を使うと写真やPhotoPadで作った作品をDropboxアカウントに簡単に素
早くアップロードすることができます。DropboxアカウントがPhotoPadとまだリ
ンクしていない場合はまずDropboxのサイトがブラウザを使って開くので、ここで
ログイン情報を入力してDropboxアカウントにログインします。アップロードを完
了するにはPhotoPadがDropboxアカウントにリンクする承認を行う必要がありま
す。
承認を行った後は以下のいずれかのオプションを選択して写真のアップロードを行
うことができます：

● 現在の写真をアップロード
● プロジェクト内の全ての写真をアップロード
● アップロードする写真をハードドライブから参照
アップロード設定 

Dropboxには画像のアップロードを行う際に使える設定がいくつかあります。こう
した設定は以下のコントロールを使って調整できます：

フォルダ：画像をアップロードするフォルダを指定します。フォルダがまだ存在
しない場合、Dropbox は自動的にフォルダを作成します。 
ログイン情報を消去：PhotoPadがDropboxにアクセスできないようにするため
に使えます。
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シェア - Googleドライブ
PhotoPadで加工した写真をGoogleドライブにアップロードするには、Googleド
ライブ アイコンを「シェア」タブでクリックします。 

使い方 
この機能を使うと写真やPhotoPadで作った作品をGoogleドライブのアカウントに
簡単に素早くアップロードすることができます。GoogleドライブのアカウントがP
hotoPadとまだリンクしていない場合はまずGoogleドライブがブラウザを使って
開くので、ここでログイン情報を入力してGoogleドライブのアカウントにログイ
ンします。アップロードを完了するにはPhotoPadがGoogleドライブのアカウント
にリンクする承認を行う必要があります。
承認を行った後は以下のいずれかのオプションを選択して写真のアップロードを行
うことができます：

● 現在の写真をアップロード
● プロジェクト内の全ての写真をアップロード
● アップロードする写真をハードドライブから参照
アップロード設定 

Googleドライブには画像のアップロードを行う際に使える設定がいくつかありま
す。こうした設定は以下のコントロールを使って調整できます：

フォルダ：画像をアップロードするフォルダを指定します。フォルダがまだ存在
しない場合、Googleドライブは自動的にフォルダを作成します。 
フォルダを共有：指定したフォルダを特定のメールアドレスに共有します。
ログイン情報を消去：PhotoPadがGoogleドライブにアクセスできないようにす
るために使えます。
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シェア - OneDrive
PhotoPadで作成した画像をOneDriveにアップロードします。このツールを使うに
は以下をクリックします：[OneDrive 
アイコンを「シェア」タブでクリックします。 

使い方 
この機能を使うと写真やPhotoPadで作った作品をOneDriveアカウントに簡単に素
早くアップロードすることができます。OneDriveアカウントがPhotoPadとまだリ
ンクしていない場合はまずOneDriveがブラウザを使って開くので、ここでログイ
ン情報を入力してOneDriveアカウントにログインします。アップロードを完了す
るにはPhotoPadがOneDriveアカウントにリンクする承認を行う必要があります。
承認を行った後は以下のいずれかのオプションを選択して写真のアップロードを行
うことができます：

● 現在の写真をアップロード
● プロジェクト内の全ての写真をアップロード
● アップロードする写真をハードドライブから参照
アップロード設定 

OneDriveには画像のアップロードを行う際に使える設定がいくつかあります。こ
うした設定は以下のコントロールを使って調整できます：

フォルダ：画像をアップロードするフォルダを指定します。フォルダがまだ存在
しない場合、OneDriveは自動的にフォルダを作成します。 
フォルダを共有：指定したフォルダを特定のメールアドレスに共有します。
ログイン情報を消去：PhotoPadがOneDriveにアクセスできないようにするた
めに使えます。
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シェア - Flickr
PhotoPadで加工した写真を直接Flickrにアップすることができます。このツール
を使うにはFlickrアイコンをシェアタブでクリックします。 

使い方 
この機能を使うと写真やPhotoPadで作った作品をFlickrアカウントに簡単に素早
くアップロードすることができます。FlickrアカウントがPhotoPadとまだリンク
していない場合はまずFlickrがブラウザを使って開くので、ここでログイン情報を
入力してFlickrアカウントにログインします。アップロードを完了するにはPhotoP
adがFlickrアカウントにリンクする承認を行う必要があります。
承認を行った後は以下のいずれかのオプションを選択して写真のアップロードを行
うことができます：

● 現在の写真をアップロード
● プロジェクト内の全ての写真をアップロード
● アップロードする写真をハードドライブから参照
アップロード設定 

Flickrには画像のアップロードを行う際に使える設定がいくつかあります。こうし
た設定は以下のコントロールを使って調整できます：

写真を一般公開：アップロードした写真は非公開になるようデフォルト設定され
ていますが、ここにチェックを入れると一般公開するよう設定を変更できます。
ログイン情報を消去：PhotoPadがFlickrにアクセスできないようにするために
使えます。
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関連ソフト - 
PhotoStageスライドショー作成ソフト

PhotoPadで加工した写真を使ってスライドショーを作成できます。このツールを
使うには、PhotoStageスライドショー作成ソフトアイコンを関連ソフトタブでク
リックします。 

使い方 
誰でも簡単にプロ並みのスライドショーを作ることができます。 

・写真を生き生きと映し出します
・思い出を手軽にまた楽しく共有できます
・写真の他に、動画や音楽、ナレーションなども挿入できます 

マルチメディアを使ったエンターテイメント性の高いスライドショーを作って、お
友達やご家族と思い出を楽しく共有してください。写真や動画に様々なエフェクト
や切替え効果を加えて、プロ並みの作品を簡単に作ることができます。 
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関連ソフト - Pixillion画像ファイル変換ソフト
Pixillion画像ファイル変換ソフトを使うと、PhotoPadで作成した画像ファイルの
フォーマットを簡単に変換することができます。このプログラムを使うにはPixillio
n画像ファイル変換ソフトアイコンを関連ソフトタブでクリックします。 

使い方 
Pixillion画像ファイル変換ソフトを使うと画像ファイルのフォーマットを自在に変
換することができます。PixillionはGifやJpg、Png,、Pdfなど多彩なフォーマット
に対応しています。変換後の画像は変換前にプレビューできる他、フォーマットや
サイズなど現在のファイルのパラメータを確認することもできます。 
お気に入りの写真を色々な方法で使うことができます。 
ワンクリックで簡単に写真のフォーマットを変換できるPixillionを使えば、ブログ
やホームページに写真をアップロードしたり、お友達に写真をメール送信したり、
携帯電話で写真を表示したりと、写真の使い道が広がります。 
パワフルな機能をたくさん搭載し、数千枚のファイルの一括変換や、高度な画像サ
イズ変更、PDFへの変換など、便利な機能をたくさん搭載しています。右クリック
のショートカットを使った高速変換で、作業効率を更にアップできます。 

Pixillionについての詳細や、無料版のダウンロードはこちらのページをご覧ください
：nchsoftware.com/imageconverter/jp/index.html。 
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関連ソフト - DrawPad画像編集ソフト
DrawPad画像編集ソフトを使うと、画像の加工や作成を簡単に行うことができま
す。このツールを使うには、DrawPad画像編集ソフトアイコンを関連ソフトタブ
でクリックします。 
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関連ソフト - VideoPad動画編集ソフト
VideoPadを使うとPhotoPadで加工した写真を動画と一緒に編集することができま
す。このツールを使うには、VideoPad動画編集ソフトアイコンを関連ソフトタブ
でクリックします。 
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関連ソフト - 
ClickChartフローチャート作成ソフト

Click 
Chartを使うと様々なフローチャートやマインドマップなどを簡単に美しく作成す
ることができます。このツールを使うには、ClickChartフローチャート作成ソフト

関連ソフトタブでクリックします。 
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関連ソフト - Express 
Burnディスク書き込みソフト

Express 
Burnを使うとPhotoPadで加工した写真をCDやDVD、ブルーレイディスクなどに
書き込むことができます。このツールを使うには、Express 
Burnディスク書き込みソフトアイコンを関連ソフトタブでクリックします。 

使い方 
写真を超高速でディスクに書き込むことができます。 

・世界最速の書き込みソフトで作業時間を大幅短縮
・音声や動画など様々なファイルをCDやDVD、ブルーレイに書き込み
・各種ファイルはドラッグアンドドロップで簡単挿入 

データCDやDVD、ブルーレイにも書き込み
バックアップファイルの作成などにも最適 

・データCD書き込みはJoliet方式のISOに完全対応
・ISO対応のデータDVD（4.5GB+ 
DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW）の書き込み
・ブルーレイディスク（25GB/50GB BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE 
DL）の書き込みに対応 

優れたディスク書き込み機能 
・マルチセッション録音での音声CDやDVD書き込みに対応
・書き込み可能ディスク（CD、CDRW、DVD-R、DVD-RW、BD-R、BD-REな
ど）に対応
・コマンドラインを使った作業や他のプログラムとの完全統合などで更に使いや
すく 
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関連ソフト - 
Disketchディスクラベル作成ソフト

Disketchを使うとPhotoPadで加工した写真を使ってディスクラベルを作成するこ
とができます。このツールを使うには、Disketchディスクラベル作成ソフトアイコ
ンを関連ソフトタブでクリックします。 

152



関連ソフト - ExpressPointsプレゼン作成ソフト
Express 
Pointsを使うとPhotoPadで加工した写真を使ってプレゼンを作成することができ
ます。このツールを使うには、ExpressPointsプレゼン作成ソフトアイコンを関連
ソフトタブでクリックします。 
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画像設定 - GIF圧縮設定
デフォルトでは高速GIF変換が選択されており最小サイズの 
GIFで保存を行いますが、この場合は透過の保存を行うことができません。 
高速GIF変換からチェックを外すと保存したファイルのサイズは大きめになりますが
、 画像に透過処理が施されていた場合は透過の保存が行われます。 
画像の色をよりスムーズにブレンドするためには、ディザリングを使います。 
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画像設定 - TIFFエンコード設定
このフォーマットには詳細設定はありません。通常、高画質でサイズが大きい画像フ
ァイルの保存に使われます。 画像の保存時に透過の保存も行われます。 
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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
画質 

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 - 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 
SPDF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。 
無損失圧縮 

画質を落とさず画像を保存しますが、ファイルサイズが非加逆圧縮より大きくなり
ます。 
非加逆圧縮 
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 - HEIF圧縮設定
HEIF（High Efficiency Image File 
Format）ファイル形式は個々の画像や画像シーケンスを格納するためのコンテナフォ
ーマットです。
HEVCを使っているHEIF画像は同等の画質のJPEG画像に比べて少ない容量を必要と
します。HEIFは2017年にiOS 
11と共にアップル社により採用され、他のプラットフォームへの対応も増えて来てい
ます。
無損失圧縮 

画質を落とさず画像を保存しますが、ファイルサイズが非加逆圧縮より大きくなり
ます。 
非加逆圧縮 
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。 
画質 

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。 

164



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：
色を目で見ながら調節する 

画面の上半分の欄には、ボックス内の特定の位置をクリックすることで色を選択す
るためのボックスと、スライドを上下させて色を選択するためのボックスの2種類
の色選択ボックスがあります。これら2つのボックスにどの色が表示されるかは、
画面の下半分にあるラジオボタンを使ってどの項目を選択するかによります。また
、右側のボックスのスライドを上下することで左側のボックスに表示される色も変
わります。左側のボックスをクリックして選択した場所の色が新しい色として選択
されます。 

RGBまたはHSVで調節する 
画面下半分の左側には色相、彩度、明度、赤、緑、青を調節するための6つのオプ
ションがあり、各オプションにはオプションを選択するためのラジオボタンと、選
択したオプションを微調節するためのスライダ、数値を入力するためのボックスが
あります。色相、彩度、明度のいずれかのオプションを選択すると、選択したオプ
ションの値が右側のスライダ付きボックス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 
6つのオプションの右側にある四角形に選択された色が表示されます。四角形は斜
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値が表示されます。また、こ
のHex値を入力する形で色を選択することもできます。選択した色の右横にあるス
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 
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PhotoPad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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