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サポート > Creative Cloud サポート

Creative Cloud デスクトップによるアプリケーションとサービスの一元
管理
対象アプリケーション Creative Cloud
目次
アプリケーションのダウンロード、ファイルの共有、フォントやストック画像の検索など、これらすべてを Creative Cloud デスクトップアプリ
ケーションから実行します。
このページ

Creative Cloud デスクトップアプリケーションをインストールする

Creative Cloud メンバーシップに含まれる多数のアプリケーションやサービスは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションで一元管理できま
す。また、ファイルの同期や共有、何千というフォントの管理、ストック写真のライブラリへのアクセス、アセットのデザイン、コミュニティで
のクリエイティブ作品の展示や発見を行うこともできます。Creative Cloud デスクトップアプリケーションがこれらすべてを見通す窓になりま
す。
Photoshop などの Creative Cloud アプリケーションを初めてインストールする際に、Creatiev Cloud デスクトップアプリケーションが自動的にイ
ンストールされます。Adobe Application Manager がインストール済みの場合は、自動的に Creative Cloud デスクトップアプリケーションに置き換
えられます。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションがインストールされていない場合は、以下の手順で手動でダウンロードできます。手動インストー
ルするには、次の手順に従います。

1. Creative Cloud デスクトップアプリケーションページに移動します。

2. 「ダウンロード」ボタンをクリックします。

3. 画面に表示される指示に従います。
注意：
Creative Cloud デスクトップアプリケーションのアンインストールは非推奨ですが、アンインストールする必要がある場合は、Creative Cloud デス
クトップアプリケーションのアンインストールを参照してください。
ヒント :

モバイルデバイスにモバイルアプリケーションをダウンロードするには、モバイルアプリケーションカタログにアクセスしてください。

アプリケーションのダウンロードとインストール

Creative Cloud デスクトップアプリケーションを使用して、アプリケーションをダウンロード、インストール、アップデートする方法について説
明します。人気の高い順、カテゴリーまたはバージョン別に表示して、アプリケーションの表示順を変更することもできます。
ヒント :

モバイルデバイスにモバイルアプリケーションをダウンロードするには、モバイルアプリケーションカタログにアクセスしてください。

1. タスクバー（Windows）／メニューバー（Mac OS）に表示されている Creative Cloud アイコンをクリックします。
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ヒント :

初期設定では、コンピューターにログインすると Creative Cloud デスクトップアプリケーションが自動的に起動します。Creative Cloud アイ
コンが表示されていない場合は、アプリケーションが起動していない可能性があります。次の方法で再起動できます。

Windows：スタート／プログラム／Adobe Creative Cloud を選択します。
Mac OS：アプリケーション／Adobe Creative Cloud／Adobe Creative Cloud に進みます。

2. 「Apps」タブを選択します。直近でインストールされたアプリケーションがパネルの上部に表示されます。リストには、以前にインストー
ルしたバージョンが含まれる場合があります。
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3. 下にスクロールして、その他のアプリケーションを確認します。カテゴリーまたはソフトウェアのバージョンでフィルターすることもできま
す。

4. 「インストール」または「アップデート」をクリックして、選択したアプリケーションをインストールします。
注意：
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Creative Cloud デスクトップアプリケーションの右上隅にある歯車アイコンをクリックし、ポップアップメニューで「アプリケーションの
アップデートを確認」を選択して、手動でアップデートを確認できます。Ctrl + Alt + R キー（Windows）または Command + Option + R
キー（Mac OS）を押して、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを最新の状態にしてアップデートを確認することもできます。

5. 以前のバージョンのアプリケーションをダウンロードしてインストールするには、フィルターメニューから「以前のバージョンを表示」を選
択します。下にスクロールして目的のアプリケーションを確認し、アプリケーションの「インストール」をクリックして、インストールメ
ニューからバージョンを選択します。

ヒント :

ネットワーク環境によっては、アプリケーションのダウンロードに時間がかかる場合があります。

アプリケーションの起動方法など、詳しくは、Creative Cloud アプリケーションのダウンロードとインストールを参照してください。
アプリケーションをアンインストールする場合は、Creative Cloud アプリケーションのアンインストールまたは削除を参照してください。
インストールの問題については、Creative Cloud のダウンロードとインストールに関するトラブルシューティングを参照してください。

ファイルの同期と共有

コンピューターから Creative Cloud に同期したファイルは、どこからでもアクセスできます。ネットワークに接続しているすべてのデバイスやコ
ンピューター、および Creative Cloud Files ページから、いつでも簡単に利用できます。ファイルを同期するには、すべてのコンピューターに
Creative Cloud デスクトップアプリケーションをダウンロードしてインストールします。
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ファイルを同期するには、以下のいずれかの操作を行います。
コンピューターの Creative Cloud Files フォルダーに、ファイルをコピー＆ペーストするか、移動します。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションから Creative Cloud Files フォルダーを開くには、「アセット」タブを選択し、ファイルパネル
の「フォルダーを開く」ボタンをクリックします。
Photoshop などの Creative Cloud アプリケーションで、ファイル／保存、またはファイル／名前を付けて保存を選択し、コンピューター上の
Creative Cloud Files ディレクトリまたはフォルダーに移動します。

オリジナルのファイルは常にお使いのコンピューターまたはデバイスに保存されています。ファイルは Creative Cloud を経由して、接続されてい
るすべてのデバイスに同期されます。
ファイルは Creative Cloud Assets ページにオンラインで表示できます。ファイルが同期されれば、以降は常にオンラインにしておく必要はありま
せん。コンピューターの Creative Cloud Files フォルダーからファイルを表示できます。
Creative Cloud にアップロードしたファイルの操作方法については、アセットの参照、同期、管理を参照してください。

Typekit からフォントを追加する

Typekit フォントは、Creative Cloud アプリケーションに限らず、すべてのデスクトップソフトウェアで利用可能です。
Typekit のベンダーパートナーが提供する書体から自由に選択し、Creative Cloud でデスクトップと同期できます。同期したフォントは、どの
Creative Cloud アプリケーションでも、デスクトップソフトウェアでも使用できます。
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デスクトップコンピューターとフォントを同期するには、お支払済みの Creative Cloud メンバーシップまたは有効な Typekit アカウントが必要で
す。
コンピューターに同期されたフォントは、フォントパネルに表示されます。フォントを同期するには、以下の操作を行います。

1. Creative Cloud デスクトップアプリケーションを起動し、「アセット」タブを選択して「フォント」パネルを開きます。

2. 「Typekit からフォントを追加」をクリックします。ブラウザーが起動し、Typekit ページが表示されます。
Typekit を初めて使用する場合は、「I’m new to Typekit」をクリックし、アカウント設定の案内に従います。

3. 入手するフォントにマウスカーソルを乗せ、「+ フォントを使用」をクリックします。

4. 必要に応じて書体を選択し、「選択したフォントを同期」をクリックします。

フォントの同期についてご不明な点がある場合は、Typekit からのフォントの追加を参照してください。

 

Adobe Stock でのアセットを検索する

Creative Cloud デスクトップアプリケーション内から直接 Adobe Stock の画像アセットを検索できます。
Adobe Stock を使用すると、デザイナーや企業は 4,000 万点におよぶロイヤリティフリーの厳選された高品質な画像、イラスト、およびベクター
グラフィックを自身のクリエイティブプロジェクトに取り込むことができます。必要な画像のみを単品で購入することも、またはサブスクリプ
ション購入で一定の枚数を入手することもできます。
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1. 「Stock」タブで、ストック画像検索のキーワードを入力し、「検索」をクリックします。

2. メッセージが表示されたら、生年月日を入力し、「更新」をクリックします。
ブラウザーが起動し、Stock Web サイトが表示されます。検索内容に基づいたストック画像が表示されます。

Adobe Stock と Creative Cloud Libraries
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Adobe Stock Web サイトからライブラリに、透かしの入ったプレビューを追加できます。ライブラリをサポートする Creative Cloud アプリケー
ション（Photoshop、Illustrator、InDesign、Premiere Pro、After Effects）で、透かしの埋め込まれた画像をライブラリからドラッグして使用でき
ます。Creative Cloud デスクトップアプリケーションのライブラリパネル内からストック画像をライセンス認証することもできます。
画像をライセンス認証すると、ライブラリにリンクされたアセットをサポートする Creative Cloud アプリケーション
（Photoshop、Illustrator、InDesign）により、画像のすべてのリンク済みインスタンスがライセンス認証された透かしのない高解像度バージョン
に自動的に更新されます。
詳しくは、Adobe Stock の使用を参照してください。

Market でのデザインアセットの検索

Creative Cloud Market は、専門家によって選ばれた、クリエイターによるクリエイターのための上質なコンテンツのコレクションです。Creative
Cloud メンバーには、このマーケットで、デスクトップとモバイルデバイス（Creative Cloud 連携アプリ利用）のためのアセットが無償で提供され
ます。ベクターグラフィック、アイコン、パターン、UI キットなど多彩な品揃えから選ぶことができます。Creative Cloud メンバーは、ユニーク
なアセットを毎月 500 個まで無償でダウンロードできます。この新しい有力なサービスによって、クリエイターはアセットを簡単に見つけられる
ようになり、アセットを基にして新たに構築したり、そのアセットを加工したり、変更したりすることで、クリエイティブプロセスを活性化でき
ます。
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詳しくは、Creative Cloud Market を参照してください。

Behance で作品を公開、発見

Behance でクリエイティブ作品を披露、発見できます。作品のポートフォリオを作成して、広範囲に効果的に披露できます。また、世界中から集
まった最新のクリエイティブ作品の中から「注目」や「人気」などのカテゴリーを選択して、作品を探すこともできます。

ログインまたは新規登録して、Behance のアクティビティフィード、ポートフォリオ、「新しい作品の公開と発見」にアクセスしてくださ
い。既にアカウントをお持ちの場合は、ログインするよう求められます。アカウントをお持ちでない場合は、簡単にサインアップできます。
Behance のアカウントがなくても、コミュニティパネルを使用して、Creative Cloud デスクトップアプリケーションからプロジェクトや制作
中の作品を見ることができます。
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詳しくは、Creative Cloud から Behance へのパブリッシュ（英語）を参照するか、Adobe Behance コミュニティフォーラムをご覧ください。

ホームとアクティビティフィード

Creative Cloud デスクトップアプリケーションのホームパネルのアクティビティストリームには、Creative Cloud の操作履歴が表示されます。利用
可能な新しいアプリケーション、アップデート、インストールのステータスなどのイベントやアクティビティがここに表示されます。
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ログインによる Creative Cloud の認証

Creative Cloud の認証と認証解除

Creative Cloud を有効にするには、Adobe ID で Creative Cloud にログインします。ログインすると、お客様の Adobe ID に関連付けられている
Creative Cloud ライセンスとすべてのインストール済みアプリケーションおよびサービスが認証されます。その後、アプリケーションとサービス
を使用できます。

タスクバー（Windows）／メニューバー（Mac OS）に表示されている Creative Cloud アイコンをクリックして、Creative Cloud デスク
トップアプリケーションを開きます。
Adobe ID（通常は電子メールアドレス）とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。（Creative Cloud デスクトップアプリ
ケーションが開いた場合、既にログインしています。）
これで、Creative Cloud サービスを使用、Creative Cloud アプリケーションをインストール、以前インストールした Creative Cloud アプリ
ケーションを起動できます。

Creative Cloud の認証を解除するには、Creative Cloud からログアウトします。ログアウトすると、コンピューターの Adobe ID に関連付けられた
すべてのインストール済み Creative Cloud アプリケーションおよびサービスの認証が解除されます。アプリケーションはインストールされたまま
ですが、ライセンスは無効になります。再度ログインすると、ライセンスは有効になり、アプリケーションとサービスを使用できます。

ログアウトするには、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを開いて、画面右上の歯車アイコンをクリックし、「環境設定」を選択
します。「全般」をクリックし、「ログアウト」をクリックします。
これで、そのコンピューターの Adobe ID に関連付けられた Creative Cloud アプリケーションおよびサービスの認証が解除されました。

手順について詳しくは、ログアウトとログインで Creative Cloud アプリケーションを認証するを参照してください。

環境設定

Creative Cloud デスクトップアプリケーションの環境設定を開くには、画面右上の歯車アイコンをクリックし、「環境設定」を選択します。
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環境設定には、Creative Cloud の操作またはカスタマイズのためのオプション（ソフトウェアの言語の変更、Creative Cloud サービス設定、ログア
ウトなど）が用意されています。

Adobe ID に関連付けられたすべての Creative Cloud アプリケーションおよびサービスの認証を解除する場合は、「全般」をクリックし、
「ログアウト」をクリックします。ログアウトすると、Adobe ID に関連付けられたすべてのインストール済み Creative Cloud アプリケー
ションおよびサービスの認証が解除されます。
自動アップデートを有効にするには、「Creative Cloud デスクトップを常に最新に保つ」を選択します。
ソフトウェアのインストール言語またはインストール場所を変更するには、環境設定の「Creative Cloud」タブで「Apps」パネルを開きま
す。詳しくは、Creative Cloud アプリケーションの言語設定を変更するを参照してください。
Adobe Experience Manager（AEM）Assets リポジトリで作品に接続するには、「AEM Assets へログイン」を選択します。詳しくは、AEM
Assets の操作を参照してください。
「ファイル」、「フォント」、「Behance」タブを使用して、それぞれの設定を変更します。
アドビからの通知を表示するには、各タブの「OS 通知領域に表示」設定を選択します。

Was this helpful?
Yes   No 

By clicking Submit, you accept the Adobe Terms of Use.
 
^ ページの先頭へ

その他の関連ヘルプ
Creative Cloud アプリケーションのダウンロードとインストール
Creative Cloud アプリケーションのアップデート
Creative Cloud アプリケーションのアンインストールまたは削除
ログアウトとログインで Creative Cloud アプリケーションを認証する

Creative Cloud サポート
オンラインマニュアル、チュートリアルを参照するか、カスタマーサポートへ問い合わせることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

さらにヘルプが必要ですか？
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コミュニティフォーラムで質問

アドビスタッフも参加するフォーラムをぜひご利用ください。
参照する

サポート

よくあるお問い合わせやチュートリアルを参照できます。
参照する

 地域の変更日本 (変更)
地域を選択してください
地域を選択すると、アドビサイトで使用する言語と内容が変わります。
Americas Brasil Canada - English Canada - Français Latinoamérica México United States Europe, Middle East and Africa Africa -
English België Belgique Belgium - English Česká republika Cyprus - English Danmark Deutschland Eastern Europe -
English Eesti España France Greece - English Hrvatska Ireland Israel - English Italia Latvija Lietuva Luxembourg - Deutsch Luxembourg -
English Luxembourg - Français Magyarország Malta - English Middle East and North Africa - English Moyen-Orient et Afrique du Nord -
Français Nederland Norge Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovenija Slovensko Srbija Suisse Suomi Sverige Svizzera Türkiye
United Kingdom България Россия Україна ישראל - עברית Asia - Pacific Australia Hong Kong S.A.R. of China India - English New
Zealand Southeast Asia (Includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) - English 中国 中國香港特別行政區 台
灣 日本 한국 Commonwealth of Independent States Includes Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova,
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

製品 ダウンロード ラーニングとサポート 会社情報
Copyright © 2015 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
プライバシー 利用条件 Cookie Ad Choices
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アセットの参照、同期、管理

Adobe Creative Cloud アカウントにはオンラインストレージが付属しているた
め、どこにいてもデバイスやコンピューターに関係なくファイルを利用できま
す。 多くの Creative ファイルタイプをコンピューター、タブレット、スマート
フォンの Web ブラウザーで直接プレビューできます。対応するファイルタイプ
は、PSD、AI、INDD、JPG、PDF、GIF、PNG、Photoshop Touch、Ideas な
どです。

Adobe Creative Cloud デスクトップアプリケーションではすべてのファイルが
同期されます。このため、追加、変更、削除を行うと、接続されたすべてのコン
ピューターおよびデバイスに反映されます。例えば、Creative Cloud Assets
ページを使用して .ai ファイルをアップロードした場合、接続されたすべてのコ
ンピューターに自動的にダウンロードされます。

マネージドサービス付
き Creative Cloud エン
タープライズ版をご利
用の場合は、以下をご
覧ください。

アセットの参照、共
有、管理
同期場所の指定

ページの先頭へ

ファイル

モバイル作品

ライブラリ
注意：

アセットの参照
ファイルの同期またはアップロード
ファイルの削除
ストレージプランと容量
トラブルシューティング

アセットの参照

Creative Cloud アセットには、デスクトップと同期されているファイル、Creative Cloud 対応のモバイルアプ
リで作成されたアセット、Creative Cloud の各種ライブラリが含まれます。それらのアセットすべてを
Creative Cloud Assets ページで参照できます。同ページでは、アセットは次のように整理されます。

デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリと同期されているアセット

Creative Cloud 対応のモバイルアプリで作成されたアセット

ユーザーが作成したデザインライブラリ
ファイルでは、デスクトップのアセットに対して名前の変更、共有、ダウンロード、置換、アーカイ

ブといった操作を実行できますが、Creative Cloud Assets ページのモバイル作品およびライブラリでは、ア
セットを表示することしかできません。
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すべて：Creative Cloud Files ディレクトリと同期されているすべてのアセット
共有：他の Creative Cloud ユーザーと共有しているファイル
アーカイブ済み：削除されたファイル

同様に、モバイル作品では、Creative Cloud モバイルアプリで作成されたアセッ
トを参照することができ、アセットは作成元のモバイルアプリに基づいて分類さ
れています。
ライブラリについて詳しくは、Creative Cloud Libraries を参照してください。

ページの先頭へ

アセットのカテゴリーをクリックすると、サブカテゴリーがある場合は展開して表示されます。例えば、Files
のアセットは、すべて、共有およびアーカイブ済みに分類されています。
 

ファイルの同期またはアップロード

次のいずれかの操作を行うと、コンピューターのファイルが同期されます。
デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリに、ファイルをコピー＆ペーストする
か、移動します。
アプリケーションから、ファイル／保存、またはファイル／別名で保存を選択し、コン
ピューターの Creative Cloud Files ディレクトリに移動します。

Creative Cloud デスクトップアプリケーションから Creative Cloud Files ディレクトリを開くには、アセッ
ト／ファイルを選択し、「フォルダーを開く」をクリックします。
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注意：

Creative Cloud のファイルのアップロードと管理
は、Creative Cloud Assets ページのアクションメ
ニューで行います。

アセットをデスクトップから Creative Cloud Assets
ページにドラッグ＆ドロップします。

特殊文字（|、"、?、<、>、/、*、: など）を含むファイル名は同期できません。予約語（AUX や
Com1 など）を使用したファイルも同期できません。エラーが表示された場合、ファイル名を変更して
Creative Cloud と同期させます。詳しくは、ファイルの同期に関する問題を参照してください。

次のいずれかの方法で、直接 Creative Cloud Assets ページにファイルをアップロードすることもできます。

ファイルの置き換え

ファイルをもう一度アップロードすると、ファイルのバージョンが作成され、既存のファイルが新しいファイ
ルで置き換えられます。Creative Cloud には、Photoshop Touch、Adobe Ideas、Creative Cloud デスクトッ
プアプリケーションを介してファイルに行ったすべての変更のコピーと同期も保存されます。
ファイルを置き換えるには、Creative Cloud Assets ページで次の操作を行います。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

1. ファイルがある場所へ移動し、ファイルを開いて表示します。
2. アクション／置き換えを選択するか、ファイルをフォルダーからブラウザーウィンドウに
ドラッグします。

注意：新しいファイルの種類と、置き換えられるファイルの種類が同じである必要があります。例え
ば、.PSD ファイルを .AI ファイルに置き換えることはできません。
 
バージョン管理について詳しくは、バージョン管理に関する FAQ を参照してください。

ファイルの削除

ファイルは、Creative Cloud Web サイトまたは Adobe Touch Apps から削除できます。OS のコマンドを使
用して、デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリからファイルを削除することもできます。ファイ
ルの削除はすべてアカウントと同期され、ファイルは Creative Cloud でアーカイブされます。元のファイル
は常にコンピューターに保持され、Creative Cloud にコピーが作成されるため、どこからでもアクセスできま
す。

アーカイブされたファイルは、引き続きオンラインストレージを消費します。アーカイブフォルダーからファ
イルを完全に削除したり、ファイルを復元したりすることができます。ファイルを完全に削除すると、スト
レージ容量が解放されます。

ファイルの完全な削除または復元

アセットを完全に削除するには、次の手順を実行します。
1. デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリ、Creative Cloud 対応 Touch

Apps、Creative Cloud Assets ページから、ファイルをアーカイブします。アーカイブさ
れたファイルは、マイアセット／ファイルのアーカイブ済みカテゴリーに移動します。

2. アーカイブ済み ページで、完全に削除するファイルを選択し、「完全に削除」をクリッ
クします。

3. 確認ダイアログで、「完全に削除」をクリックします。
アーカイブされたファイルを復元することもできます。

1. アーカイブ済みページで、復元するファイルを選択し、「復元」をクリックします。
2. 確認ダイアログボックスで、「復元」をクリックします。

ストレージプランと容量
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Creative Cloud デスクトップアプリケーションのスト
レージのステータス

設定ページのストレージのステータス

注意：

ページの先頭へ

コミュニティで質問
フォーラムでサポートエキスパートに相談

お問い合わせ
スタッフに問い合わせる

ご利用いただけるストレージ容量は、Creative Cloud メンバーシップにより異なります。

メンバーシッププラン 無料ストレージ容量
無料 2 GB

Creative Cloud（フォトグラフィプラン） 2 GB

Creative Cloud（単体プランおよびコンプリートプラン） 20 GB

Creative Cloud グループ版 100 GB

ストレージのステータスは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションのアセットパネルにある「ファイ
ル」タブ、または Creative Cloud Activity ページの設定ページで確認できます。

容量を超過した場合、Creative Cloud はどのデバイスからでも最大 1 GB までは同期できます。その後は新規
ファイルの同期は行わず、容量を超過したことが通知されます。アップロードできないファイルには、赤字の
大きな「！」マークが付きます。マークが付いたファイルでも、移動、名前の変更、削除はできます。ファイ
ルを同期するには、他のファイルを完全に削除して、空きスペースを確保する必要があります。

ストレージのごく一部が管理用に使用されます。そのため、実際のストレージスペースは割り当てよ
りも若干少なく、ユーザーファイルの数に応じて 100 KB ～ 500 KB となります。

トラブルシューティング

関連項目
Creative Cloud デスクトップによるアプリケーションとサービスの一元管理
Creative Cloud Assets でのコンテンツの保存と共有
ファイルやライブラリなどの共有
フォルダーおよびライブラリでの共同作業
ファイルやフォルダーを同期し、共同作業者と共有する（ビデオ、10 分）
ファイルの同期に関する問題
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

同期場所の指定
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Creative Cloud Libraries
Adobe Creative Cloud 2015 リリースでのアップデート

ページの先頭へ

Libraries でできること
Creative Cloud アプリケーションでの Libraries のサポート
モバイルアプリ
デスクトップアプリケーションとブラウザーアプリケーション
概要：Creative Cloud Libraries の使用
ライブラリへの追加
再利用と作成
共有と共同作業
Adobe Stock と Creative Cloud Libraries

FAQ

Creative Cloud Libraries を使用すれば、Adobe CreativeSync テクノロジーにより、お
気に入りのアセットをどこにいても使用することができます。複数の Creative Cloud
デスクトップアプリケーションやモバイルアプリケーションで画像、カラー、テキスト
スタイルなどを作成して、他のデスクトップアプリケーションやモバイルアプリケー
ションから簡単にアクセスできるので、シームレスなクリエイティブワークフローが実
現します。
概要については、Creative Cloud Libraries 入門をご覧ください。

Libraries でできること
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キャプチャ
Creative Cloud Libraries は、デス
クトップアプリケーションに限ら
ず、様々なアプリケーションから
デザインアセットをキャプチャす
るメカニズムを提供します。ひら
めいたらすぐその場で Creative
Cloud モバイルアプリファミリー
を使用してインスピレーションを
取り込めるだけでなく、Adobe
Stock や Creative Cloud Market か
らアセットをダウンロードするこ
ともできます。

管理
デザインアセットを複数の
Creative Cloud Libraries に整理で
きます。プロジェクトやアセット
の種類だけでなく、自分のお気に
入りごとに整理して、署名のスタ
イルの作成に再利用することも可
能です。

再利用と作成
Creative Cloud Libraries のオブ
ジェクトを使用して、デザインや
アートワークを再利用および作成
できます。

ページの先頭へ

Creative Cloud アプリケーションでの Libraries のサポート

モバイルアプリ

アプリケー
ション

アセットの
Libraries への
保存をサポート

Libraries
のアセット
の使用をサ
ポート

詳細情報を記載したリソース

Capture CC

ベクトルシェイ
プ、カラーテー
マ、ブラシ、パ
ターン、および
外観

該当なし Adobe Capture CC に関する FAQ

Photoshop Fix 該当なし Adobe Photoshop Fix に関する FAQ

Illustrator Draw 該当なし 画像、シェ
イプ Adobe Illustrator Draw に関する FAQ

Photoshop
Sketch 該当なし ブラシ Adobe Photoshop Sketch に関する FAQ

Illustrator Line 該当なし カラーとグ
ラフィック Adobe Illustrator Line CC に関する FAQ

Hue CC 該当なし Adobe Hue CC に関する FAQ

Comp CC 該当なし Adobe Comp CC に関する FAQ

Premiere Clip 該当なし Adobe Premiere Clip に関する FAQ

Photoshop Mix 該当なし Adobe Photoshop Mix に関する FAQ

Creative Cloud
モバイルアプ
リ

該当なし Creative Cloud | よくある質問
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ページの先頭へ

Creative Cloud Libraries は、デスクトップアプリケーションに限らず、様々な
アプリケーションからデザインアセットをキャプチャするメカニズムを提供しま
す。ひらめいたらすぐその場で Creative Cloud モバイルアプリファミリーを使
用してインスピレーションを取り込めるだけでなく、Adobe Stock や Creative
Cloud Market からアセットをダウンロードすることもできます。

マネージドサービス付
き Creative Cloud エン
タープライズ版をご利
用の場合は、以下をご
覧ください。

アセットの参照、共
有、管理
同期場所の指定

デスクトップアプリケーションとブラウザーアプリケーション

アプリまたはサービ
ス

アセット
の
Libraries
への保存
をサポー
ト

Libraries
のアセッ
トの使用
をサポー
ト

詳細情報を記載したリソース

デスクトップアプリケーション

Photoshop Photoshop の Creative Cloud Libraries

Illustrator Illustrator の Creative Cloud Libraries

InDesign InDesign の Creative Cloud Libraries

Premiere Pro Premiere Pro の Creative Cloud Libraries

After Effects After Effects の Creative Cloud Libraries

Dreamweaver Dreamweaver | Libraries との統合

Adobe Muse Adobe Muse の Creative Cloud Libraries

Adobe Animate CC Animate CC の Creative Cloud Libraries

Creative Cloud
Market （Creative
Cloud デスクトップ
アプリケーション経
由）

該当なし Creative Cloud Market

ブラウザー

Creative Cloud
Assets

表示、管理（名前変
更、削除）のみ

Creative Cloud Assets | コンテンツの保存
と共有

概要：Creative Cloud Libraries の使用

ライブラリへの追加
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モバイル
ますます充実していくアドビのモ
バイルアプリファミリーを使用し
て、ライブラリにアセットを追加
できます。その方法について
は、モバイルアプリのラーニング
リソースをご覧ください。

デスクトップ
Creative Cloud デスクトップアプ
リケーションを使用して、コン
ピューター上の Creative Cloud
Libraries にアセットを追加しま
す。デスクトップアプリケーショ
ンの Libraries パネルにアセットを
ドラッグします。Creative Cloud
Assets ページでライブラリを表示
および参照することもできます。
デスクトップアプリケーションで
の Libraries の使用方法について
は、Creative Cloud デスクトップ
アプリケーションのラーニングリ
ソースを参照してください。

Creative Cloud Market

Creative Cloud Market でアセット
を検索してライブラリに追加しま
す。Creative Cloud デスクトップ
アプリケーションを使用し
て、Creative Cloud Market からア
セットを参照して追加しま
す。Creative Cloud モバイルアプ
リケーションを使用してアセット
をライブラリに追加することもで
きます。

デスクトップ
Libraries をサポートするデスク
トップアプリケーションで
Libraries パネル
（Windows／Libraries）を開き、
オブジェクトをキャンバスにド
ラッグします。

モバイルアプリケーション
モバイルアプリケーションを使用
して、ライブラリからオブジェク
トを選択し、プロジェクトに配置
します。

ブラウザー
Creative Cloud Assets ページでラ
イブラリを参照および表示しま
す。ライブラリを削除することも
できます。

デスクトップ 

Creative Cloud Libraries をサポー
トしているデスクトップアプリ
ケーションで Libraries パネル
（Windows／Libraries）を開きま
す。パネルメニューから「リンク
を共有」または「フォルダー共
有」を選択します。

共有者をライブラリに追加すると
きは、共有者に編集レベルの権限
（コンテンツの編集、名前変更、
移動、および削除）を付与するの
か、表示レベルの権限（ライブラ
リのコンテンツの表示とコメント
のみ）を付与するのかを選択でき
ます。

モバイル

Creative Cloud モバイル、Capture
などのモバイルアプリケーション
を使用すると、Creative Cloud
Libraries や特定のライブラリア
セットで共有して共有作業ができ
ます。

ブラウザー

左の Creative Cloud Assets パネ
ルで「Libraries」をクリックしま
す。ライブラリフォルダーメ
ニューから「リンクを送信」また
は「フォルダー共有」を選択しま
す。

共有者をライブラリに追加すると
きは、共有者に編集レベルの権限
（コンテンツの編集、名前変更、
移動、および削除）を付与するの
か、表示レベルの権限（ライブラ
リのコンテンツの表示とコメント
のみ）を付与するのかを選択でき
ます。

再利用と作成

共有と共同作業

Adobe Stock と Creative Cloud Libraries
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

ライブラリにはアイテムをいくつまで追加できますか？
作成できるライブラリの数に制限はありますか？
サポートされているすべてのアプリケーションで、ライブラリに保存されているすべてのアセットを使
用できますか？
どのようなカラー情報がサポートされていますか？
Libraries に格納されているアセットを Creative Cloud デスクトップアプリケーション全体で再利用
できますか？
アセットはどこに保存されますか？
ライブラリは他のユーザーと共有できますか？
Creative Cloud メンバーシップが必要ですか？
Creative Cloud Libraries に関する情報はどこで入手できますか？

Adobe Stock は Creative Cloud Libraries と緊密に連携します。ストック画像の透かしが埋め込まれたプレ
ビューを Adobe Stock Web サイトを使用して直接ライブラリに追加できます。次に、ライブラリがサポート
された Creative Cloud アプリケーション（Photoshop、lllustrator、InDesign、Premiere Pro、After Effects）
で、透かしが埋め込まれた画像を Libraries パネルからクリエイティブプロジェクトにドラッグできます。ス
トックイメージがプロジェクトに合っていることを確認したら、Libraries パネル内から直接ストック画像のラ
イセンス認証を実行できます。
ライブラリにリンクされたアセットをサポートする Creative Cloud アプリケーション
（Photoshop、Illustrator、InDesign）により、この連携がさらに深まります。ストック画像をライセンス認証
すると、開いているドキュメント内のストック画像のすべてのリンクされたインスタンスが、透かしのないラ
イセンス認証された高解像度ストック画像に自動的に更新されます。
詳しくは、Adobe Stock の使用を参照してください。

FAQ
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Typekit からのフォントの追加

Typekit は、デスクトップアプリケーションや Web サイトで
使用可能な、膨大な種類のフォントを提供するサブスクリプ
ションサービスです。

Typekit ポートフォリオプランは、Creative Cloud サブスクリプション
に含まれています。Creative Cloud の体験版メンバーは、Typekit の一
部のフォントを Web やデスクトップで使用できます。

フォントをデスクトップと同期す
るには、Creative Cloud（コンプ
リート、単体または無料版）に登
録するか、または単体の Typekit
プランに登録します。詳しく
は、Typekit 製品ページと Typekit
のプランを参照してください。 

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Creative Cloud デスクトップアプ
リケーションから：
「フォント」タブで、「Typekit

Typekit 統合アプリケーションか
ら：
アプリケーションのフォントメ

Typekit.com Web サイト上で直
接：
Adobe ID およびパスワードを使用

はじめに
Typekit のフォントの参照および追加
同期されたフォントの使用
フォントの同期の管理

はじめに

Typekit のベンダーパートナーが提供する書体から自由に選択し、Creative Cloud でデスクトップと同期する
か、または Web 上で使用できます。同期したフォントは、すべての Creative Cloud アプリケーション
（Photoshop、InDesign など）で使用できるほか、Microsoft Word などのデスクトップアプリケーションでも
使用できます。

フォントを同期するには、コンピューターに Creative Cloud デスクトップアプリケーションがインストール
されている必要があります。まだインストールされていない場合は、ダウンロードしてインストールします。

フォントを同期して、デスクトップアプリケーションで使用できるようにするため、既定では Typekit はオン
になっています。

この時点で、Web ブラウザーで、同期するフォントが既に選択されている場合、そのフォントが自動的にコ
ンピューターに同期されます。

Typekit のフォントの参照および追加

複数の場所から Typekit ライブラリにアクセスできます。次に示す新しいフォントの選択方法のうち、既
存のワークフローに最適な方法を組み合わせて使用してください。
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からフォントを追加」をクリック
します。ブラウザーウィンドウが
開き、Typekit.com にログインし
た状態になります。

ニューで、「Typekit からフォン
トを追加」をクリックします。ア
プリケーション内から直接ブラウ
ザーウィンドウが起動されます。

して Typekit.com にログインしま
す。  

 

フォントを参照し、フィルタリングして目的のフォントに絞り込むことができます。特定のフォントを使
用できるかどうかが、フォントカードに示されます。

フォントカードに示された使用可否情報

A. Web およびデスクトップ B. Web 

各フォントカードをクリックして、書体の詳細を確認します。使用可能なすべての太さとスタイルの書体
のサンプルなどが確認できます。
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「フォントを使用」をクリックします。

このファミリーを使用ウィンドウで、フォントをデスクトップに同期するか、または Web で使用する
キットに追加するかを指定します。

フォントファミリーから必要なスタイルを選択し、「選択したフォントを同期」をクリックします。

Creative Cloud アプリケーションがインストールされたすべてのコンピューターにフォントが同期されます。
フォントを表示するには、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを開き、フォントパネルをクリック
します。
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ページの先頭へ

InDesign CC での
Typekit フォントの使用

Premiere Pro CC 2014
の新機能の概要

Illustrator CC での
Typekit フォントの使用

After Effects CC 2014 の
新機能の概要

Photoshop CC での
Typekit フォントの使用

同期されたフォントの使用

同期したフォントを使用するには、デスクトップアプリケーションを開き、フォントメニューに移動します。
同期されたフォントがオプションリストに表示されます。Microsoft Word などの一部のデスクトップアプリ
ケーションでは、新しいフォントが同期された後で再起動が必要になる場合があります。

Typekit から同期されたフォントが表示された InDesign のフォントメニュー

Creative Cloud アプリケーション内で Typekit のフォントを使用する方法について詳しくは、次を参照してく
ださい。
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ページの先頭へ

フォントの同期の管理

コンピューターの同期されたフォントは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションのフォントパネルま
たは Typekit.com アカウントを使用して参照できます。

同期されたフォントの削除

同期されたフォントをコンピューターから削除するには：
1. Adobe Creative Cloud デスクトップアプリケーションのフォントパネルで、「フォント
を管理」をクリックします。同期されたフォントページがブラウザーウィンドウに開きま
す。Typekit.com にログインして、同期されたフォントページに直接移動することもでき
ます。

2. 使用しなくなったフォントの右側にある「削除」をクリックします。

Typekit をオフにする

フォントの同期を有効または無効にすることができます。フォントの同期を無効にすると、フォントの同期が
停止し、同期されたフォントがコンピューターから削除されます。

1. Creative Cloud デスクトップアプリケーションで、 ／環境設定／Creative Cloud を選
択します。

2. 「フォント」をクリックします。

3. フォントの同期を有効または無効にするには、Typekit のオン／オフ設定から「オン」ま
たは「オフ」を選択します。

オフライン時の Typekit の使用

Creative Cloud デスクトップアプリケーションが実行中でログインの状態のときにオフラインになった場合、
同期されたフォントはすべて引き続き使用できます。Typekit.com でフォント同期の選択内容を変更した場
合、その変更は接続が回復するまで反映されません。
オフライン時に Creative Cloud デスクトップアプリケーションを起動した場合、フォントは通常のフォント
メニューに表示されず、使用できません。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

関連項目
デスクトップへのフォントの同期方法 | Typekit.com
Creative Cloud を介してデスクトップアプリケーションにフォントを追加する
1 つ以上のフォントを同期できない
エラー：「同名のフォントが既にインストール済み」
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ファイルやライブラリなどの共有
Adobe Creative Cloud 2015 リリースでのアップデート

ページの先頭へ

はじめに
ファイルまたはフォルダーの共有
ライブラリ、ライブラリアセット、モバイル作品の共有
共有されたアセットの表示
ファイル、フォルダー、ライブラリまたはアセットを Slack で共有する

はじめに

Creative Cloud Assets では、次のアセットへの公開リンクを共有できます。
ファイル
フォルダー
ライブラリ
ライブラリ要素
モバイル作品

公開リンクを共有すれば、アセットへのフィードバックをすばやく集めたり、他のユーザーとより効率的に共
同作業したりできます。他のユーザーとリンクを共有すると、そのユーザーは Web ブラウザーでアセットの
正確なプレビューを直接表示できます。Creative Cloud アプリケーションをインストールしたり、Web サイ
トにログインしたりする必要はありません。ユーザーはアセットを表示できるだけでなく、コメントの書き込
みや、ファイルのコピーのダウンロードも行うことができます（許可されている場合）。
アセットを公開共有しても、コンテンツは完全に制御できます。共有する相手は、アセットに対する読み取り
専用アクセスが可能です。つまり、アセットのアップロード、更新または削除はできません。共有アセットに
アクセスするには、Adobe.ly という固有の短い URL を使用します。この URL を、電子メールで送信または
コピー＆ペーストして送信します。URL はいつでも無効にしてアクセスを取り消すことができます。
共同作業の方法（様々なレベルのアクセス権でのアセットの共有方法）について詳しくは、他のユーザーとの
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ページの先頭へ

注意：

共同作業を参照してください。

ファイルまたはフォルダーの共有
1. Creative Cloud Assets ページで、共有するファイルまたはフォルダーを選択します。

2. 共有メニューの「リンクを送信」を選択します。

3. ファイルが共有され、短い公開 URL が作成されます。リンクを送信ダイアログで、リン
クを送信する相手の電子メールアドレスを指定します。

4. 「詳細オプション」をクリックします。次のオプションはデフォルトで有効になっていま
す。
ダウンロードを許可：共有する相手にファイルのコピーのダウンロードを許可します
コメントを許可：共有する相手にファイルへのコメントの追加を許可します
Extract の使用を許可：共有する相手に画像の情報とアセットの抽出を許可します

「Extract の使用を許可」は Photoshop（.psd）ファイルを共有する場合にのみ使
用できます。Extract の使い方について詳しくは、Creative Cloud Extract を参照してくだ
さい。

許可しない場合は、オプションはオフにします。
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注意：

ページの先頭へ

5. 「リンクを送信」をクリックします。

共有する相手に、共有ファイルまたはフォルダーにアクセスするためのリンク（短い URL）が記載された電
子メールが送信されます。
この短い URL をクリックすると、Web ブラウザーで共有ファイルまたはフォルダーが開きます。公開共有さ
れたファイルまたはフォルダーの受信者は、Creative Cloud メンバーでなくても表示またはアクセスできま
す。

ブラウザーでの共有ファイルのプレビュー

共有のプライベートフォルダーに対する閲覧専用権限を持つ場合、これに対して公開リンクを作成し
たり、共有したりすることはできません。ただし、パブリックフォルダーへのリンクを配信することはできま
す。後で所有者がフォルダーを非公開にすることを選択した場合、以前に共有したリンクにはアクセスできな
くなります。

ライブラリ、ライブラリアセット、モバイル作品の共有

公開リンクでライブラリを共有する方法は次のとおりです。
1. Creative Cloud Assets ページにログインします。
2. ログインしたら、左パネルで「ライブラリ」をクリックします。
3. 共有するライブラリのコンテキストメニューを展開し、「リンクを送信」をクリックしま
す。読み取り専用のライブラリの公開リンクを作成して共有することを確認するメッセー
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ページの先頭へ

ジが表示されます。

読み取り専用のライブラリの公開リンクを作成

4. 「公開リンクを作成」をクリックします。
5. 共有する相手がライブラリを自分の Creative Cloud Assets アカウントに保存できるよう
にする場合は、「詳細オプション」をクリックし、「ダウンロードを許可」を選択しま
す。

6. 共有する相手をコンマ区切りのリスト形式で入力し、「リンクを送信」をクリックしま
す。

Creative Cloud から公開リンクが送信され、共有する相手にアセットの表示への招待状が電子メールで届きま
す。
個々のライブラリアセットやモバイル作品も、ほぼ同じ方法で共有することができます。例えば、Creative
Cloud ライブラリにアセットとして追加された Adobe Stock の画像は、次のようにして共有できます。

ライブラリアセットとして追加された Adobe Stock の画像を共有

共有されたアセットの表示

共有アセットは Creative Cloud アカウントに保存することができます。他のユーザーからライブラリやモバ
イル作品が共有された場合、そのライブラリやモバイル作品一式を自分のアカウントに保存できます。ライブ
ラリアセットが共有された場合は、自分のライブラリのいずれかに保存できます。
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注意：

ページの先頭へ

アセットを Creative Cloud アカウントに保存

ライブラリアセットをいずれかのライブラリに保存

共有アセットがファイルの場合、共有者によってダウンロードが許可されている場合は、コンピューターに
ファイルを保存できます。また、アカウントにファイルを保存することもできます。

共有のプライベートライブラリに対する閲覧専用権限を持つ場合、これに対して公開リンクを作成し
たり、共有したりすることはできません。ただし、パブリックライブラリへのリンクを配信することはできま
す。後で所有者がライブラリを非公開にすることを選択した場合、以前に共有したリンクにはアクセスできな
くなります。

ファイル、フォルダー、ライブラリまたはアセットを Slack で共有する

Slack はクラウドベースのチームコミュニケーション用のツールで、リアルタイムメッセージ、アーカイブ、
検索などの機能を備えています。Slack では、Creative Cloud ファイル、フォルダー、ライブラリ、アセット
を共有できます。
Slack でコンテンツを共有するには、コンテンツへの公開リンクを事前に作成する必要があります。次の手順
を実行します。

1. Creative Cloud Assets Web サイトで、共有するコンテンツの「Slack で共有」オプショ
ンを選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Slack でアセットを共有する

2. Slack で共有 ダイアログで、「公開リンクを作成」をクリックします。
3. 表示される画面で、「Slack を認証」をクリックします。
4. Slack ログインページで、チームの Slack ドメインを入力します。
5. 画面の指示に従って、処理を完了します。

関連リンク
今日から始める Creative Cloud Assets
他のユーザーとの共同作業
Behance で共有
アセットの参照、共有、管理（マネージドサービス）
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サポート > Creative Cloud サポート

Creative Cloud アプリケーションの起動
対象アプリケーション Creative Cloud
目次

インストール後に Creative Cloud アプリケーションを開く方法について説明します。
このページ

アプリケーションはどこにインストールされますか?

ダウンロードしてインストールした Creative Cloud アプリケーションは、一般的なプログラム用フォルダーにインストールされます。Program Files フォルダー
（Windows）、Applications フォルダー（Mac OS）などです。

Creative Cloud デスクトップアプリケーションでは、すべての Creative Cloud アプリケーションを一覧表示でき、1 クリックで簡単に起動できます。また、アプリケー
ションを通常起動するのと同じ方法で、インストール場所から直接起動することもできます。

Creative Cloud デスクトップアプリケーションを使用してアプリケーションを起動する

1. タスクバー（Windows）／ Apple メニューバー（Mac OS）に表示されている Creative Cloud アイコンをクリックして、Creative Cloud デスクトップアプリケー
ションを開きます。「Apps」タブを選択します。

次の手順に従って、Creative Cloud デスクトップアプリケーションでアプリケーションを起動します。

38



2. アプリケーション名の横に表示されている「開く」ボタンをクリックすると、アプリケーションが起動します。
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注意：

Touch App プラグインや Gaming SDK などの一部のアプリケーションは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションから起動できません。これらのアプリ
ケーションを起動するには、次のセクション（インストール先フォルダーからアプリケーションを起動する）の手順を行います。

ヒント :

初期設定では、コンピューターにログインすると Creative Cloud デスクトップアプリケーションが自動的に起動します。Creative Cloud アイコンが表示されてい
ない場合は、アプリケーションが起動していない可能性があります。次の方法で再起動できます。

Windows のバージョンごと（10、8.x、7）に手順を説明してください。
Finder で以下のフォルダーを開き、Adobe Creative Cloud をダブルクリックします。 Macintosh HD／Applications／Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud デスクトップアプリケーションを手動でダウンロードする方法については、Creative Cloud デスクトップアプリケーションページを参照し
てください。

インストール先フォルダーからアプリケーションを起動する

Mac OS
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Creative Cloud デスクトップアプリケーションの初期設定では、Applications フォルダーがインストール先フォルダーに指定されています。Finder で Applications フォ
ルダーを開き、アプリケーションのアイコンをダブルクリックしてアプリケーションを起動します。

アプリケーションアイコンを Dock にドラッグして追加すると、簡単に起動できるようになります。詳しくは、Apple の Web サイト Mac ハンドブック：Dock を参照
してください。

Windows 8

Creative Cloud デスクトップアプリケーションの初期設定では、Program Files フォルダーがインストール先フォルダーに指定されています。スタート画面またはス
タートメニューにもショートカットが作成されます。

スタート画面から、インストールしたアプリケーションを起動します。キーボードの Windows キーを押すか、またはスタートボタンをクリックしてスタート画面を表
示します。 画面をスクロールして対象のアプリケーションを表示し、クリックして起動します。
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詳しくは、Microsoft の Web サイトスタート画面のチュートリアルを参照してください。

Windows 7

Creative Cloud アプリケーションがインストールされたら、アプリケーションのショートカットが Windows の製品メニューに追加されます。スタート／すべてのプロ
グラムを選択し、アプリケーションをクリックします。
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簡単にアクセスするには、ショートカットをタスクバーにピン留めします。スタート／すべてのプログラムを選択し、アプリケーション名を右クリックして、「タスク

バーに表示する」を選択します。

Was this helpful?
Yes   No 

By clicking Submit, you accept the Adobe Terms of Use.
 
^ ページの先頭へ

その他の関連ヘルプ

Creative Cloud アプリケーションのダウンロードとインストール
Creative Cloud アプリケーションのアップデート
Creative Cloud アプリケーションのアンインストールまたは削除
Creative Cloud アプリケーションのダウンロードエラーまたはアップデートエラー
アプリケーションが開かない | 進行状況を示すホイールが回転し続ける

Creative Cloud サポート
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オンラインマニュアル、チュートリアルを参照するか、カスタマーサポートへ問い合わせることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

さらにヘルプが必要ですか？

コミュニティフォーラムで質問

アドビスタッフも参加するフォーラムをぜひご利用ください。

参照する

サポート

よくあるお問い合わせやチュートリアルを参照できます。

参照する

 地域の変更日本 (変更)
地域を選択してください

地域を選択すると、アドビサイトで使用する言語と内容が変わります。

Americas Brasil Canada - English Canada - Français Latinoamérica México United States Europe, Middle East and Africa Africa -
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ワークスペースの基本

ページの先頭へ

ワークスペースの概要

「開始」ワークスペースと「最近使用したファイル」ワークスペース

ヘルプ検索ボックス

スクリーンモードについて

ステータスバーの使用

パネルやダイアログボックスへの値の入力

コントロールパネルの概要

ワークスペースの概要

ドキュメントとファイルの作成および操作では、パネル、バー、ウィンドウなどの様々な要素を使用します。

これらの要素の構成を、ワークスペースと呼びます。 Creative Cloud の様々なアプリケーションのワークス
ペースは外観が類似しているので、容易にアプリケーションを切り替えて使用できます。プリセットされた

ワークスペースから選択するか、独自のワークスペースを作成することによって、作業方法に合わせて各アプ

リケーションを使用することもできます。

製品によって初期設定のワークスペースは異なりますが、その構成要素の操作方法は同じです。

上部のアプリケーションバーには、ワークスペースの切り替えコントロール、メニュー

（Windows のみ）およびその他のアプリケーションコントロールが表示されます。Mac
OS 版の製品には、ウィンドウメニューを使用して表示 / 非表示を切り替えるものがあり
ます。

ツールパネルには、画像、アートワーク、ページエレメントなどの作成と編集に使用する

ツールが用意されています。関連性のあるツールはグループにまとめられています。

コントロールパネルには、現在選択しているツールで使用できるオプションが表示されま

す。Illustrator のコントロールパネルには、現在選択しているオブジェクトで使用できる
オプションが表示されます（Adobe Photoshop® では、これはオプションバーと呼ばれま
す。Adobe Flash®、Adobe Dreamweaver® および Adobe Fireworks® では、これはプロ
パティインスペクターと呼ばれ、現在選択しているエレメントのプロパティも含みま

す）。

ドキュメントウィンドウには、作業中のファイルが表示されます。ドキュメントウィンド

ウはタブ表示したり、場合によっては、グループ化およびドッキングしたりすることもで

きます。

パネルは、作業中のファイルの変更や確認に使用されます。例えば、Flash のタイムライ
ンパネル、Illustrator のブラシパネル、Adobe Photoshop® のレイヤーパネ
ル、Dreamweaver の CSS スタイルパネルなどがあります。複数のパネルをグループ化、
スタック表示またはドッキングすることもできます。

アプリケーションフレームを使用すると、すべてのワークスペース要素をグループ化し

て、1 つの統合ウィンドウ上に表示し、アプリケーション全体を一体のユニットとして扱
うことができます。アプリケーションフレームやその中の要素を移動またはサイズ変更す

ると、すべての要素がそれに応じて変化し、重なり合うことのないよう調整されます。ア

プリケーションを切り替えたり、誤ってアプリケーションの外をクリックしたりしても、

パネルは表示され続けます。複数のアプリケーションを並行して使用する場合は、同じス

クリーン上や別々のモニター上にアプリケーションを並べて配置できます。

Mac OS で、従来と同じ自由形式のユーザーインターフェイスを使用する場合は、アプリ
ケーションフレームをオフにすることもできます。この切り替えを行うには、例えば
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Adobe Illustrator® でウィンドウ／アプリケーションフレームを選択します（Mac OS の場
合、Flash では常にアプリケーションフレームが表示され、Dreamweaver ではアプリケー
ションフレームは使用されません）。

 

Illustrator の初期設定のワークスペース

A. タブ付きドキュメントウィンドウ B. アプリケーションバー C. ワークスペース切り替えコントロール D. パ
ネルタイトルバー E. コントロールパネル F. ツールパネル G. アイコンパネル化ボタン H. 縦方向にドッキン
グした 4 つのパネルグループ 

「開始」ワークスペースと「最近使用したファイル」ワークスペース

「開始」ワークスペース
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「開始」ワークスペース

「開始」ワークスペースは、次の場合に表示されます。

Illustrator を起動したとき
開くドキュメントがないとき

「開始」ワークスペースを使用して次の操作を行えます。

作業をすばやく開始

「最近使用したファイル」をクリックすると、最近変更したファイルが表示されま

す。環境設定ダイアログ（Illustrator／Ctrl/Command + K／ファイル管理・クリップ
ボード／ファイル領域／「最近使用したファイルの表示数」テキストボックス）で表

示するファイルの数を設定できます。

「ライブラリ」をクリックすると、Creative Cloudアカウントに関連付けられた（所
有および共有された）ライブラリの一覧が表示されます。ライブラリ内のアセット

が、統合された「Libraries」パネルに表示されます。
「プリセット」をクリックすると、新規 Illustrator ドキュメントに利用できるスター
ターテンプレートが表示されます。テンプレートをクリックして、定義済みのカンバ

スサイズを使って新しいドキュメントを開始します。

「モバイル作品」をクリックして、Creative Cloud アカウントで次のいずれかのモバ
イルアプリケーションを使って作成したプロジェクトを表示します。

Adobe Illustrator Draw
Adobe Photoshop Sketch
Adobe Comp CC

アセットの便利な表示

リスト表示 。アセット名の一覧を表示します。
サムネール表示 。アセットのサムネールを表示します。

Libraries の操作
統合された Libraries パネルを使用して、自分のまたは共有 Creative Cloud Libraries
のアセットを簡単に表示、操作、編集できます。

「開始」ワークスペースはデフォルトで表示され、有効になっています。「開始」ワークスペース機能を

無効にするには、環境設定ダイアログで「開いているドキュメントがない場合、「開始」ワークスペース

を表示」チェックボックス（Illustrator／Ctrl/Command + K／「全般」タブ）をオフにします。

次に、以前のキーボードショートカットを使用して、ファイルを開く（Ctrl/Command + O）か、新しいド
キュメントを開始（Ctrl/Command + N）できます。

「最近使用したファイル」ワークスペース
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「最近使用したファイル」ワークスペース

「最近使用したファイル」ワークスペースは、1 つ以上のドキュメントが既に開いている場合
に、Ctrl/Command+ O キーを押すと表示されます。

この機能はデフォルトでは無効になっています。「最近使用したファイル」ワークスペースを有効にする

には、環境設定ダイアログで「ファイルを開くときに「最近使用したファイル」ワークスペースを表示」

チェックボックス（Illustrator／Ctrl/Command + K／「全般」タブ）をオンにします。これまでのキーボー
ドショートカット Ctrl/Command + O および Ctrl/Command + N は引き続き使用できます。

「最近使用したファイル」ワークスペースを使用して、最近操作しているファイルのリスト表示またはサム

ネール表示をレビューします。表示するファイルの数を設定するには、「最近使用したファイルの表示数」テ

キストボックス（Illustrator／Ctrl/Command + K／ファイル管理・クリップボード／ファイル領域）の値を変
更します。

すべてのパネルの非表示または表示

（Illustrator、Adobe InCopy®、Adobe InDesign®、Photoshop、Fireworks）ツールパネル
とコントロールパネルも含め、すべてのパネルの表示と非表示を切り替えるには、Tab
キーを押します。

（Illustrator、InCopy、InDesign、Photoshop）ツールパネルとコントロールパネルを除
く、すべてのパネルの表示と非表示を切り替えるには、Shift+Tab キーを押します。

ヒント：環境設定の「インターフェイス」で「非表示パネルを自動表示」が選択されてい

る場合、非表示のパネルを一時的に表示できます。Illustrator では常に表示されていま
す。ポインターをアプリケーションウィンドウの端（Windows®）またはモニターの端
（Mac OS®）に移動し、表示されるバーにポインターを重ねます。

（Flash、Dreamweaver、Fireworks）パネルの表示と非表示を切り替えるには、F4 キー
を押します。

パネルオプションの表示

パネルの右上にあるパネルメニューアイコン  をクリックします。

ヒント：パネルを最小化した状態でも、パネルメニューを開くことができます。

ヒント：Photoshop では、パネルおよびツールヒントのテキストのフォントサイズを変更
できます。インターフェイス環境設定で、UI のフォントサイズメニューからサイズを選択
します。

（Illustrator）パネルの明るさの調整

ユーザーインターフェイス環境設定で、明るさスライダーを操作します。このスライダー

の操作では、コントロールパネルも含め、すべてのパネルの明るさが変化します。

ツールパネルの再設定

ツールパネルのツール類は、1 列表示または 2 列に並べた表示が可能です（この機能は、Fireworks と Flash
のツールパネルでは使用できません）。

InDesign および InCopy では、インターフェイス環境設定のオプションを設定して 1 列表示から 2 列表示
（または 1 行表示）に切り替えることもできます。
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ツールパネル上端の二重矢印をクリックします。

ヘルプ検索ボックス

アプリケーションバーの右側にあるヘルプ検索ボックスを使用すると、ヘルプトピックとオンラインコンテン

ツを検索できます。インターネット接続がアクティブである場合、Community Help Web サイトのすべてのコ
ンテンツにアクセスできます。インターネット接続がアクティブではない状態でヘルプ検索を行うと、検索結

果は Illustrator に含まれるヘルプコンテンツに限定されます。

1. ヘルプ検索ボックスに検索する項目の名前（機能、アプリケーション、ツールなど）を入
力します。

2. Enter キーを押します。

Community Help センターで利用可能なすべてのトピックが別のブラウザーウィンドウに表示されます。

スクリーンモードについて

ドキュメントウィンドウとメニューバーの表示方法は、ツールパネルの下部にあるモードオプションを使用し

て変更することができます。フルスクリーンモードで作業中にパネルにアクセスするには、画面の左端または

右端にカーソルを移動すると、パネルが表示されます。パネルを初期設定の位置から移動している場合は、

ウィンドウメニューからパネルにアクセスできます。

次のいずれかのモードを選択できます。

標準スクリーンモード  では、アートワークが標準のウィンドウで表示されます。この
モードでは、画面上部にメニューバー、右側と下部にスクロールバーが表示されます。

メニュー付きフルスクリーンモード  では、上部のメニューバーとスクロールバーが付
いたフルスクリーンウィンドウにアートワークが表示されます。

フルスクリーンモード  では、フルスクリーンウィンドウにアートワークが表示されま
すが、タイトルバーもメニューバーもありません。

ステータスバーの使用

ステータスバーはドキュメントウィンドウの左下隅に表示されます。ステータスバーには、次のいずれかが表

示されます。

現在のズームレベル

現在使用中のツール

現在使用中のアートボード

複数のアートボードのナビゲーションコントロール

日付と時刻

取り消しとやり直しが可能な回数

ドキュメントのカラープロファイル

管理対象ファイルの状態

次の操作を実行する場合は、ステータスバーをクリックします。
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表示サブメニューで項目を選択して、ステータスバーに表示される情報の種類を変更する

場合。

「Bridge で表示」を選択して、Adobe Bridge で現在のファイルを表示する場合。

パネルやダイアログボックスへの値の入力

すべてのパネルおよびダイアログボックスには、同じ方法で値を入力できます。 数値を入力できるボックス
では簡単な数値計算を実行することもできます。 例えば、選択したオブジェクトを、現在の単位を使用して
右に 3 単位移動する場合に、新たに水平位置を計算する必要はありません。変形パネルで現在の X 値の後に
+3 と入力するだけです。

パネルまたはダイアログボックスでの値の入力

次のいずれかの操作を行います。

ボックスに値を入力し、Enter キーまたは Return キーを押します。

スライダーをドラッグします。

ダイアルをドラッグします。

パネル内の矢印ボタンをクリックして、値を増減します。

ボックス内をクリックし、キーボードの上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押し

て値を増減します。 Shift キーを押しながら矢印キーをクリックして、増加率または減
少率を大きくします。

ボックスに割り当てられているポップアップメニューから値を選択します。

数値の入力方法

パネルまたはダイアログボックスでの値の計算

1. 数値を入力できるテキストボックスで、次のいずれかの操作を行います。

現在の値全体を数式に置き換えるには、その値全体を選択します。

現在の値を数式の一部として使用するには、その値の前または後をクリックします。

2. +（加算）、-（減算）、*（乗算）、/（除算）、%（百分率）のような算術演算子を使
用して、簡単な数式を入力します。

例えば、0p0 + 3 や 5mm + 4 のように入力します。 同様に、3cm * 50% は 3 センチ
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メートルに 50 ％を掛けることで、1.50 cm に等しく、50pt + 25% は 50 ポイント
に、50 ポイントの 25 ％を足すことで、62.5 ポイントに等しくなります。

3. Enter キーまたは Return キーを押すと、値が計算されます。

コントロールパネルの概要

コントロールパネルでは、選択したオブジェクトに関連するオプションにすばやくアクセスできます。 初期
設定では、コントロールパネルはワークスペースの上部に表示されます。

コントロールパネルに表示される設定値やオプションは、選択するオブジェクトやツールによって異なりま

す。 例えば、テキストオブジェクトを選択すると、コントロールパネルには、オブジェクトのカラー、位
置、寸法を変更するオプションに加えて、テキストの書式オプションが表示されます。選択ツールがアクティ

ブになっている場合は、コントロールパネルから「ドキュメント設定」と「環境設定」にアクセスできます。

コントロールパネル

A. 非表示のオプション B. 別のパネルへのリンク C. パネルメニュー 

コントロールパネルのテキストが青色で下線付きの場合、そのテキストをクリックして関連するパネルまたは

ダイアログボックスを表示できます。 例えば、「線」という単語をクリックすると、線パネルが表示されま
す。

コントロールパネルに表示されるコントロールの種類の変更

コントロールパネルメニューでオプションを選択または選択解除します。

コントロールパネルからパネルまたはダイアログボックスを開く、閉じる

1. 青色の下線付きのテキスト文字をクリックすると、関連するパネルまたはダイアログボッ
クスが開きます。

2. パネルまたはダイアログボックスの外側の任意の場所をクリックすると、パネルまたはダ
イアログボックスが閉じます。

ワークスペースの下部へのコントロールパネルの固定

コントロールパネルメニューから「下部にドッキング」を選択します。

コントロールパネルのフローティングパネルへの変換

パネルの左端にあるグリップバーを現在の場所から別の場所にドラッグします。

コントロールパネルの位置を再び固定するには、アプリケーションウィンドウ

（Windows）またはスクリーン（Mac OS）の上部または下部にグリップバーをドラッグ
します。

関連項目

ワークスペースのカスタマイズ

タッチワークスペース
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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-->

ワークスペースのカスタマイズ

トップへ戻る

ウィンドウとパネルの管理

パネルメニューの使用

ワークスペースの名前の変更または複製

ワークスペースの保存と切り替え

ウィンドウとパネルの管理

ドキュメントウィンドウとパネルを移動および操作することによって、カスタムワークスペースを作成できます。複数のカスタムワークスペース

を保存し、それらを切り替えて使用することもできます。Fireworks でカスタムワークスペースの名前を変更すると、予期しない動作が発生するこ
とがあります。

注意： 次の例は Photoshop の場合です。ワークスペースの動作は、すべての製品で同じです。

ドキュメントウィンドウの並べ替え、ドッキングまたはフローティング

複数のファイルを開くと、ドキュメントウィンドウはタブ付きで表示されます。

タブ付きドキュメントウィンドウの順序を変更するには、ウィンドウのタブをグループ内の新しい位置にドラッグします。

ドキュメントウィンドウをウィンドウのグループからドッキング解除（フローティングまたはタブ解除）するには、ウィンドウ

のタブをグループの外にドラッグします。

注意： Photoshop では、ウィンドウ／アレンジ／ウィンドウを分離を選択して 1 つのドキュメントウィンドウをフローティン
グ表示することも、ウィンドウ／アレンジ／すべてのウィンドウを分離を選択してすべてのドキュメントウィンドウを一度にフ

ローティング表示することもできます。詳しくは、テクニカルノート kb405298 を参照してください。
注意： Dreamweaver では、ドキュメントウィンドウのドッキングとドッキング解除はサポートされていません。ドキュメント
ウィンドウの最小化ボタンを使用してフローティングウィンドウを作成するか（Windows）、ウィンドウ／左右に並べて表示
を選択して、ドキュメントウィンドウを並べて表示します。このトピックについて詳しくは、Dreamweaver ヘルプで「左右に
並べて表示」を検索してください。Macintosh ユーザーの場合は、ワークフローが若干異なります。

ドキュメントウィンドウを別のドキュメントウィンドウのグループにドッキングするには、ウィンドウをグループにドラッグし

ます。

重ねて表示または並べて表示されたドキュメントのグループを作成するには、ウィンドウを別のウィンドウの上下左右にあるド

ロップゾーンのいずれかにウィンドウをドラッグします。アプリケーションバーのドキュメントレイアウトボタンを使用して、

グループのレイアウトを選択することもできます。

注意： 一部の製品では、この機能はサポートされていません。ただし、アプリケーションのウィンドウメニューに「重ねて表
示」コマンドや「並べて表示」コマンドがある場合は、ドキュメントのレイアウトに利用できます。

タブ付きグループ内で選択項目を別のドキュメントに移動する場合は、選択項目を移動先のドキュメントのタブ上にドラッグし

たままにしておきます。しばらくすると、ドキュメントが切り替わります。

注意： 一部の製品では、この機能はサポートされていません。

パネルのドッキングとドッキング解除

ドックとは、複数のパネルまたはパネルグループの集合で、通常は縦方向に並べて表示されます。パネルのドッキングとドッキング解除は、パネ

ルをドックの外側や内側に移動することによって行います。

パネルをドッキングするには、そのタブをドックの上部、下部または他のパネルの間にドラッグします。

パネルグループをドッキングするには、そのタイトルバー（タブの上にある、何も記述されていない単一色のバー）をドックに

ドラッグします。

パネルまたはパネルグループをドックから解除するには、そのタブまたはタイトルバーをドックの外にドラッグします。そのま

ま他のドックにドラッグできるほか、ドッキングせずにフローティング状態にしておくこともできます。

パネルの移動

パネルを移動すると、移動可能な位置に青色でハイライトされたドロップゾーンが表示されます。例えば、ドックの内部でパネルを上下に移動し

て他のパネルの上または下に表示される細い青色のドロップゾーンまでドラッグすることで、ドック内部でのパネル位置を変更できます。ドロッ
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プゾーンではない位置にドラッグすると、パネルはワークスペースの中でフローティング状態になります。

注意： ドロップゾーンを有効にするのは、パネルの位置ではなく、マウスの位置です。ドロップゾーンが表示されない場合は、ドロップゾーンが
表示されるはずの場所にマウスをドラッグしてみてください。

パネルを移動するには、そのタブをドラッグします。

パネルグループを移動するには、タイトルバーをドラッグします。

青色の細いドロップゾーンは、カラーパネルが単独でレイヤーパネルグループの上にドッキングされることを示します。

A.  タイトルバー B.  タブ C.  ドロップゾーン

移動中のパネルがドッキングされないようにするには、移動中に Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押します。操作を
途中でキャンセルするには、Esc キーを押します。

パネルの追加と削除

ドックにあるパネルをすべて削除すると、そのドックはなくなります。ドロップゾーンが表示されるまでパネルをワークスペースの右端に移動す

ると、ドックを作成できます。

パネルを削除するには、パネルのタブを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して
「閉じる」を選択するか、ウィンドウメニューでパネルの選択を解除します。

パネルを追加するには、ウィンドウメニューでそのパネルを選択し、目的の場所にドッキングします。

パネルグループの操作

パネルをグループに移動するには、グループ内のハイライトされたドロップゾーンにそのパネルのタブをドラッグします。

パネルグループへのパネルの追加

グループの中でパネルを並べ替えるには、パネルのタブをグループ内の新しい場所までドラッグします。

パネルをグループから解除してフローティング状態にするには、そのパネルのタブをグループ外部にドラッグします。

グループを移動するには、タイトルバー（タブの上にある部分）をドラッグします。

フローティングパネルのスタック

ドック外部のドロップゾーン以外の場所にパネルをドラッグすると、そのパネルはフローティング状態になります。フローティングパネルはワー

クスペース内のどこにでも配置できます。フローティング状態のパネルまたはパネルグループをまとめてスタックすると、最前面のタイトルバー

をドラッグしたときに全体を 1 つの単位として移動できます。

フローティング状態でスタックしたパネル

フローティングパネルをスタックするには、そのタブを他のパネルの下端にあるドロップゾーンまでドラッグします。

スタック順を変更するには、パネルのタブを前面方向または背面方向にドラッグします。

注意： このとき、タブを置く位置は、タイトルバーにある幅の広いドロップゾーンではなく、パネルとパネルの間にある幅の
狭いドロップゾーンです。
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トップへ戻る

パネルまたはパネルグループをスタックから解除してフローティング状態にするには、そのタブまたはタブ領域（タブの横にあ

る空の領域）あるいはタイトルバーをスタックの外にドラッグします。

パネルのサイズ変更

パネル、パネルグループ、パネルのスタックを最小化または最大化するには、タブをダブルクリックするか、タブ領域（タブの

横にある空の領域）をダブルクリックします。

パネルのサイズを変更するには、パネルのいずれかの側をドラッグします。Photoshop のカラーパネルのように、ドラッグし
てもサイズ変更できないパネルもあります。

パネルのアイコン化と展開

雑然としたワークスペースにならないように、パネルをアイコン化できます（あらかじめ用意されたワークスペースには、パネルが最初からアイ

コン化されているものもあります）。

アイコン化したパネル

アイコンから展開したパネル

列にあるすべてのパネルをアイコン化または展開するには、ドックの上端にある二重矢印をクリックします。

単独のパネルを展開するには、そのアイコンをクリックします。

パネルアイコンのサイズを変更し、ラベルがないアイコンのみの表示にするには、テキストが表示されなくなるまでドックの幅

を調整します。アイコンのテキストを再表示するには、ドックの幅を広くします。

展開したパネルを閉じるには、パネルのタブ、パネルのアイコンまたはパネルのタイトルバーにある二重矢印をクリックしま

す。

一部の製品では、インターフェイス環境設定またはユーザーインターフェイス環境設定で「自動的にアイコンパネル化」を

選択している場合、展開したパネルの外側をクリックすると自動的にパネルが閉じられます。

アイコンのドックにフローティングパネルまたはパネルグループを追加するには、そのパネルのタブまたはパネルグループのタ

イトルバーあるいはタブ領域をドックにドラッグします（アイコンで表示されているドックに追加したパネルは、自動的にアイ

コン化されます）。

パネルアイコンまたはパネルアイコンのグループを移動するには、アイコンをドラッグします。パネルアイコンは、ドック内で

は上下にドラッグできます。他のドックへとドラッグして移動すると、ドラッグ先のドックのパネルスタイルで表示されるよう

になります。また、ドラッグしてドックの外に出すと、アイコンのままフローティング状態になります。

パネルメニューの使用

パネルの右上にあるアイコン  をクリックしてパネルメニューにアクセスします。
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トップへ戻る

トップへ戻る

パネルメニュー（シンボルパネル）

ワークスペースの名前の変更または複製

1. ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースの管理を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行って、「OK」をクリックします。

ワークスペースの名前を変更するには、ワークスペースを選択して、名前を編集します。

ワークスペースを複製するには、ワークスペースを選択して、新規ボタンをクリックします。

様々なワークフローに基づくワークスペースのカスタマイズに関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0032_jp を参照してください。

ワークスペースの保存と切り替え

現在のパネルのサイズと位置を名前の付いたワークスペースとして保存しておくと、パネルを移動したり閉じたりした後でも、そのワークスペー

スを呼び出すことができます。 保存したワークスペースの名前は、アプリケーションバーのワークスペース切り替えコントロールに表示されま
す。

カスタムワークスペースの保存

1. 保存する設定のワークスペースで、以下のいずれかの手順に従います。

（Illustrator）ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースを保存を選択します。

（Photoshop、InDesign、InCopy）ウィンドウ／ワークスペース／新規ワークスペースを選択します。

（Dreamweaver）ウィンドウ／ワークスペースのレイアウト／新規ワークスペースを選択します。

（Flash）アプリケーションバーのワークスペース切り替えコントロールから「新規ワークスペース」を選択します。

（Fireworks）アプリケーションバーのワークスペース切り替えコントロールから「現在のレイアウトを保存」を選択しま
す。

2. ワークスペースの名前を入力します。

3. （Photoshop、InDesign）「キャプチャ」で、以下のオプションを選択します（複数選択可）。

パネルの位置 現在のパネルの位置を保存します（InDesign のみ）。

ショートカットキー 現在のショートカットキーのセットを保存します（Photoshop のみ）。

メニューまたはメニューのカスタマイズ 現在のメニューのセットを保存します。

ワークスペースの表示と切り替え
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 アプリケーションバーのワークスペース切り替えコントロールから、ワークスペースを選択します。

Photoshop では、各ワークスペースにショートカットキーを割り当てて、ワークスペースを容易に切り替えることができます。

カスタムワークスペースの削除

アプリケーションバーのワークスペース切り替えコントロールから「ワークスペースの管理」を選択し、ワークスペースを選択

した後、削除あるいはワークスペースを削除アイコンをクリックします（このオプションは Fireworks では使用できません）。

（Photoshop、InDesign、InCopy）ワークスペース切り替えコントロールから「ワークスペースを削除」を選択し、ワークス
ペースを選択した後、「削除」をクリックします。

（Illustrator）ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースの管理を選択し、ワークスペースを選択した後、削除アイコンを
クリックします。

（Photoshop、InDesign）ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースを削除を選択し、ワークスペースを選択した後、「削
除」をクリックします。

初期設定のワークスペースの復元

1. アプリケーションバーのワークスペース切り替えコントロールから、「初期設定」または「標準」のワークスペースを選択し
ます。Fireworks の場合は、http://www.adobe.com/devnet/fireworks/articles/workspace_manager_panel.html の記事を参照して
ください。

注意： Dreamweaver では、初期設定のワークスペースは「デザイナー」です。
2. Fireworks（Windows）の場合は、次のフォルダーを削除します。

Windows Vista ¥¥Users¥<username>¥AppData¥Roaming¥Adobe¥Fireworks CS4¥

Windows XP ¥¥Documents and Settings¥<username>¥Application Data¥Adobe¥Fireworks CS4

3. （Photoshop、InDesign、InCopy）ウィンドウ／ワークスペース／[ワークスペース名] をリセットを選択します。

（Photoshop）保存されているワークスペースの構成の復元
Photoshop では、ワークスペースは自動的に前回の構成で表示されますが、保存されている最初のパネル構成を復元できます。

個々のワークスペースを復元するには、ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペース名 をリセットを選択します。

Photoshop でインストールされているすべてのワークスペースを復元するには、環境設定の「インターフェイス」で「初期設
定のワークスペースに戻す」をクリックします。

アプリケーションバーのワークスペースの順序を変更するには、そのワークスペースをドラッグします。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ツール

ページの先頭へ

ツールパネルの概要

ツールの選択

ツールポインターの変更

ツールパネルの概要

最初にアプリケーションを起動すると、画面の左側にツールパネルが表示されます。 ツールパネルを移動す
るには、タイトルバーをドラッグします。ウィンドウ／ツールを選択して、ツールパネルの表示と非表示を切

り替えることもできます。

ツールパネルにあるツールを使用して、オブジェクトを作成、選択、操作できます。 一部のツールでは、
ツールをダブルクリックしたときにオプションが表示されます。 このようなツールには、文字を入力した
り、画像を選択、ペイント、描画、サンプル、編集および移動したりするためのツールがあります。

一部のツールを展開すると、その下に非表示になっているツールが表示されます。 ツールアイコンの右下の
小さな三角形は、非表示状態のツールがあることを示します。 ツールの名前を表示するには、ツールの上に
ポインターを合わせます。

ツールパネルを使用して、「標準描画」から「背面描画」または「内側描画」に描画方法を変更することもで

きます。
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ツールパネルの概要

非表示状態のツールの表示

表示可能なツール上でマウスボタンを押し続けます。

ツールオプションの表示

ツールパネルでツールをダブルクリックします。

ツールパネルの移動

タイトルバーをドラッグします。

2 段または 1 列でのツールパネルの表示

タイトルバーの二重の矢印をクリックし、ツールパネルの 2 段表示と 1 列表示を切り替え
ます。

ツールパネルの非表示
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ウィンドウ／ツールを選択します。

非表示状態のツールの独立したパネルへの切り離し

非表示になっているツールパネルの端にある矢印上でポインターをドラッグし、マウスボ

タンを放します。

独立したツールパネルを閉じる

パネルのタイトルバーにある閉じるボタンをクリックします。 ツールはツールパネルに戻
ります。

ツールの選択

次のいずれかの操作を行います。

ツールパネルでツールをクリックします。 ツールの右下隅に小さな三角形がある場合
は、マウスボタンを押したままにすると非表示状態のツールが表示され、クリックし

て必要なツールを選択できます。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらツールをクリック
すると、非表示状態のツールが順に切り替わり、選択できます。

ツールのショートカットキーを押します。 ショートカットキーはツールヒントに表示
されます。 例えば、選択ツールを選択するには、V キーを押します。

ヒント：ツールヒントを表示しないようにするには、編集／環境設定／一般

（Windows）または Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を選択し、「ツールヒン
トを表示」の選択を解除します。

非表示状態のツールの選択

A. ツールパネル B. アクティブなツール C. 非表示状態のツール用の切り離しパネル D. 非
表示状態のツールがあることを示す三角形 E. ツール名とショートカット 

ツールポインターの変更

ほとんどの場合、ツールのマウスポインターの形はツールのアイコンと同じです。 効果やアクションを開始
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するポイントは、ポインターのホットスポットといい、ポインターごとに異なります。 多くのツールでは、
十字の交点がホットスポットになった十字カーソルに切り替えることができ、アートワークで細かい作業をす

るときの精度を向上させることができます。

編集／環境設定／一般（Windows）、または Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を選
択し、「十字カーソルを使う」を選択します。 または、キーボードの CapsLock キーを押
します。

関連項目

ツールギャラリー

62

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


ツールギャラリー

ページの先頭へ

選択ツール

描画ツール

文字ツール

ペイントツール

変形ツール

シンボルツール

グラフツール

移動、ズームツール

Illustrator には、アートワークの作成と操作を行うための各種のツールがあります。ここでは、各ツールにつ
いてイラストを使って簡単に説明します。

選択ツール

Illustrator では、次の選択ツールを使用することができます。

選択ツール（V）は
オブジェクト全体を

選択します。詳しく

は、選択ツールによ

るオブジェクトの選

択を参照してくださ

い。

ダイレクト選択ツール

（A）はオブジェクト
のアンカーポイントや

パスセグメントを選択

します。詳しくは、パ

ス、セグメントおよび

アンカーポイントの選

択を参照してくださ

い。

グループ選択ツール

はグループ内のオブ

ジェクトやグループ

を選択します。詳し

くは、グループ選択

ツールによるオブ

ジェクトとグループ

の選択を参照してく

ださい。

自動選択ツール

（Y）は共通する
属性を持つオブ

ジェクトを選択し

ます。詳しくは、

自動選択ツールに

よるオブジェクト

の選択を参照して

ください。
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なげなわツール

（Q）はオブジェク
トのアンカーポイン

トやパスセグメント

を選択します。詳し

くは、なげなわツー

ルによるオブジェク

トの選択を参照して

ください。

アートボードツールに

よって、プリントまた

は書き出しを行うため

の個別のアートボード

を作成します。詳しく

は、アートボードの作

成を参照してくださ

い。

描画ツール

Illustrator では、次の描画ツールを使用することができます。

ペンツール

（P）は直線や
曲線を描いて

オブジェクト

を作成しま

す。詳しく

は、ペンツー

ルを使用した

描画を参照し

てください。

アンカーポイント

の追加ツール

（+）は、パスに
アンカーポイント

を追加します。詳

しくは、アンカー

ポイントの追加と

削除を参照してく

ださい。

アンカーポイント

の削除ツール（-）
は、パスからアン

カーポイントを削

除します。詳しく

は、アンカーポイ

ントの追加と削

除を参照してくだ

さい。

アンカーポイントの切り換え

ツール（Shift + C）は、スムー
ズポイントをコーナーポイント

にまたはコーナーポイントをス

ムーズポイントに変換します。

詳しくは、スムーズポイントと

コーナーポイントの切り替えを

参照してください。

直線ツール

（¥）は直線セ 円弧ツールは曲線
スパイラルツール
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グメントを描

きます。詳し

くは、直線

ツールを使用

した直線の描

画を参照して

ください。

セグメントを描き

ます。詳しくは、

円弧の描画を参照

してください。

は時計回りまたは

反時計回りのスパ

イラルを描きま

す。詳しくは、ス

パイラルの描画を

参照してくださ

い。

長方形グリッドツールは長方形

のグリッドを描きます。詳しく

は、長方形グリッドの描画を参

照してください。

同心円グリッ

ドツールは同

心円のグリッ

ドを描きま

す。詳しく

は、同心円グ

リッドの描

画を参照して

ください。

長方形ツール

（M）は正方形や
長方形を描きま

す。詳しくは、長

方形と正方形の描

画を参照してくだ

さい。

角丸長方形ツール

は角の丸い正方形

や長方形を描きま

す。詳しくは、長

方形と正方形の描

画を参照してくだ

さい。 楕円形ツール（L）は正円や楕円
を描きます。詳しくは、楕円の

描画を参照してください。

多角形ツール

は正多角形を

描きます。詳

しくは、多角

形の描画を参

照してくださ

い。

スターツールは星

形を描きます。詳

しくは、星形の描

画を参照してくだ

さい。

フレアツールはレ

ンズや太陽の閃光

に似た効果を作成

します。詳しく

は、フレアを使用

した描画を参照し

てください。 鉛筆ツール（N）は自由な線を
描画および編集します。詳しく

は、鉛筆ツールを使用した描

画を参照してください。

65



ページの先頭へ

スムーズツー

ルは、ベジェ

パスを滑らか

にします。詳

しくは、パス

の平滑化を参

照してくださ

い。

パス消しゴムツー

ルは、オブジェク

トのパスやアン

カーポイントを消

去します。詳しく

は、アートワーク

の消去を参照して

ください。

遠近グリッドツー

ルを使用すると、

遠近描画でアート

ワークを作成およ

びレンダリングで

きます。詳しく

は、遠近グリッド

についてを参照し

てください。

遠近図形選択ツールを使用する

と、オブジェクト、テキストお

よびシンボルを遠近描画した

り、遠近描画のオブジェクトを

移動したり、現在の位置に対し

て垂直にオブジェクトを移動し

たりできます。詳しくは、遠近

グリッドについてを参照してく

ださい。

.

文字ツール

Illustrator では、次の文字ツールを使用することができます。

文字ツール（T）は文字
列やテキストエリアを作

成し、テキストを編集し

ます。詳しくは、エリア

内への文字の入力を参照

してください。

エリア内文字ツール

はクローズパスをテ

キストエリアに変換

し、そのエリア内に

テキストを入力、編

集できるようにしま

す。詳しくは、エリ

ア内への文字の入

力を参照してくださ

い。

パス上文字ツールは

パスをテキスト入力

用のパスに変換し、

パスに沿ってテキス

トを入力、編集でき

るようにします。詳

しくは、パステキス

トの作成を参照して

ください。

文字（縦）ツール

は縦書きの文字列

やテキストエリア

を作成し、縦書き

テキストを編集し

ます。詳しくは、

エリア内への文字

の入力を参照して

ください。
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エリア内文字（縦）ツー

ルはクローズパスを縦書

き用のテキストエリアに

変換し、そのエリア内に

縦書きテキストを入力、

編集できるようにしま

す。詳しくは、エリア内

への文字の入力を参照し

てください。

パス上文字（縦）

ツールはパスを縦書

きテキスト入力用に

変換し、パスに沿っ

て縦書きテキストを

入力、編集できるよ

うにします。詳しく

は、パステキストの

作成を参照してくだ

さい。

ペイントツール

Illustrator には、次のペイントツールがあります。

ブラシツール（B）
は、自由な線を描

き、カリグラ

フィ、アート、パ

ターン、絵筆ブラ

シストロークなど

をパスに適用しま

す。詳しくは、ブ

ラシツールでのパ

スの作成を参照し

てください。

メッシュツール

（U）は、メッ
シュやメッシュ

エンベロープを

作成および編集

します。詳しく

は、メッシュオ

ブジェクトの作

成を参照してく

ださい。

グラデーションツール

（G）は、オブジェク
ト内のグラデーション

の開始点、終了点およ

び角度を調整するか、

グラデーションをオブ

ジェクトに適用しま

す。詳しくは、オブ

ジェクトへのグラデー

ションの適用を参照し

てください。

スポイトツール（I）
は、オブジェクトのカ

ラー、文字、アピアラ

ンスの属性を抽出し、

適用します。詳しく

は、スポイトツールを

使用したアピアランス

属性のコピーを参照し

てください。

ライブペイント
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ライブペイント

ツール（K）は、現
在のペイント属性

でライブペイント

グループの面およ

び輪郭線をペイン

トします。詳しく

は、ライブペイン

トツールを使用し

たペイントを参照

してください。

選択ツール

（Shift + L）
は、ライブペイ

ントグループ内

の面および輪郭

線を選択しま

す。詳しくは、

ライブペイント

グループの項目

の選択を参照し

てください。

ものさしツールは 2 点
間の距離を測ります。

詳しくは、オブジェク

ト間の距離の測定を参

照してください。

塗りブラシツール

（Shift + B）は、同じ
カラーを共有し、重な

り順が隣接しているカ

リグラフィブラシパス

を自動的に拡張して結

合するパスを描画しま

す。詳しくは、塗りブ

ラシツールを使用した

パスの描画と結合を参

照してください。

変形ツール

Illustrator では、オブジェクトの変形に次のツールを使用できます。

回転ツール（R）は
固定点を中心にして

オブジェクトを回転

します。詳しくは、

オブジェクトの回

転を参照してくださ

い。

リフレクトツール

（O）は固定軸を基
準にしてオブジェク

トを反転します。詳

しくは、オブジェク

トのリフレクトまた

は反転を参照してく

ださい。

拡大／縮小ツール

（S）は固定点を基
準にしてオブジェク

トのサイズを変更し

ます。詳しくは、オ

ブジェクトの拡大／

縮小を参照してくだ

さい。

シアーツールは固定

点を基準にしてオブ

ジェクトを傾けま

す。詳しくは、シ

アーツールを使用し

たオブジェクトのシ

アーを参照してくだ

さい。

変形ツールは、パス 自由変形ツール ブレンドツール
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のすべての詳細を維

持したまま、選択さ

れたアンカーポイン

トを調整します。詳

しくは、全体の形状

を変形させることな

くパスの一部を伸

縮を参照してくださ

い。

（E）は選択部分の
サイズ変更、回転、

歪み変形を行いま

す。

（W）は複数のオブ
ジェクト間で色と形

状を変化させた一連

のオブジェクトを作

成します。詳しく

は、ブレンドの作

成を参照してくださ

い。

線幅ツール（Shift +
W）は、可変線幅で
線を作成できるよう

にします。詳しく

は、線幅ツールの使

用を参照してくださ

い。

ワープツール（Shift
+ R）はカーソルの
動きに応じて、オブ

ジェクトを粘土のよ

うに伸ばします。詳

しくは、リキッド

ツールを使用したオ

ブジェクトの変形を

参照してください。

うねりツールはオブ

ジェクトを旋回して

変形します。詳しく

は、リキッドツール

を使用したオブジェ

クトの変形を参照し

てください。

収縮ツールはコント

ロールエリアをカー

ソルの方向に移動す

ることで、オブジェ

クトを収縮させま

す。詳しくは、リ

キッドツールを使用

したオブジェクトの

変形を参照してくだ

さい。

膨張ツールはコント

ロールエリアをカー

ソルから離れた位置

に移動することで、

オブジェクトを膨張

させます。詳しく

は、リキッドツール

を使用したオブジェ

クトの変形を参照し

てください。

ひだツールは、オブ

ジェクトのアウトラ

インに細かい滑らか

な曲線をランダムに

追加します。詳しく

は、リキッドツール

を使用したオブジェ

クトの変形を参照し

てください。

クラウンツールは、

先の尖ったディテー

ルを、オブジェクト

のアウトラインにラ

ンダムに追加しま

す。詳しくは、リ

キッドツールを使用

したオブジェクトの

変形を参照してくだ

さい。

リンクルツールは、

オブジェクトのアウ

トラインに細かいし

わのような効果を追

加します。詳しく

は、リキッドツール

を使用したオブジェ

クトの変形を参照し

てください。

シェイプ形成ツール

は、単純なシェイプ

を結合して、複雑な

カスタムシェイプを

作成します。Shaper
ツールやシェイプ形

成ツールを使った

シェイプの新規作

成を参照してくださ

い。

シンボルツール

シンボルツールを使用すると、シンボルインスタンスセットを作成したり、変更したりできます。 シンボル
セットは、シンボルスプレーツールを使用して作成します。 シンボルセットを作成した後、その他のシンボ
ルツールを使用して、セットのインスタンスの密度、カラー、位置、サイズ、回転、透明度およびスタイルを
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変更できます。

シンボルスプレー

ツール（Shift + S）
は、アートボードに

複数のシンボルイン

スタンスをセットと

して配置します。詳

しくは、シンボル

セットの作成を参照

してください。

シンボルシフトツール

では、シンボルインス

タンスを移動したり、

重なり順を変更したり

できます。詳しくは、

セット内のシンボルイ

ンスタンスの重なり順

の変更を参照してくだ

さい。

シンボルスクランチ

ツールは、シンボル

インスタンスを集中

または拡散するよう

に移動します。詳し

くは、シンボルイン

スタンスの収集また

は散布を参照してく

ださい。

シンボルリサイズ

ツールは、シンボル

インスタンスのサイ

ズを変更します。詳

しくは、シンボルイ

ンスタンスのサイズ

変更を参照してくだ

さい。

シンボルスピンツー

ルは、シンボルイン

スタンスを回転しま

す。詳しくは、シン

ボルインスタンスの

回転を参照してくだ

さい。

シンボルステインツー

ルは、シンボルインス

タンスに色を付けま

す。詳しくは、シンボ

ルインスタンスの彩

色を参照してくださ

い。

シンボルスクリーン

ツールは、シンボル

インスタンスに透明

を適用します。詳し

くは、シンボルイン

スタンスの透明度の

調整を参照してくだ

さい。

シンボルスタイル

ツールは、選択した

スタイルをシンボル

インスタンスに適用

します。詳しくは、

シンボルインスタン

スへのグラフィック

スタイルの適用を参

照してください。

グラフツール

Illustrator には 9 種類のグラフツールが用意されており、ツールごとに異なる種類のグラフを作成できます。
選択するグラフの種類は、伝えたい情報によって異なります。詳しくは、グラフの作成を参照してください。
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棒グラフツール（J）
は、垂直の棒を使用し

て値を比較するグラフ

を作成します。

積み上げ棒グラフ

ツールは、棒グラフ

のようなグラフを作

成しますが、それぞ

れの棒は横に並ぶの

ではなく、上に積み

重なります。このグ

ラフは、全体に対す

る割合を示す場合に

便利です。

横向き棒グラフツール

は、棒グラフに似たグラ

フを作成しますが、棒を

垂直方向ではなく水平方

向に配置します。

横向き積み上げ

棒グラフツール

は、積み上げ棒

グラフに似たグ

ラフを作成しま

すが、積み上げ

た棒を垂直方向

ではなく水平方

向に表示しま

す。

折れ線グラフツール

は、点を使用して値の

組を表すグラフを作成

します。値の組ごとに

点を結ぶ線の種類が変

わります。 このグラフ
は、一定期間における

対象項目の傾向を表す

ときによく使用されま

す。

階層グラフツール

は、折れ線グラフに

似たグラフを作成し

ますが、値の変動に

加え、合計を強調し

ます。

散布図ツールは、X 軸と
Y 軸の座標値でデータポ
イントを示すグラフを作

成します。散布図は、

データの傾向や動向を把

握する場合に便利です。

また、変数が影響し合っ

ているかどうかを表すと

きにも使用します。

円グラフツール

は、円形のグラ

フを作成しま

す。円を扇形に

区切り、比較す

る値の相対的な

割合を示しま

す。

レーダーチャートツー

ルは、ある時点または

特定のカテゴリーの値

の組を比較して円形で

表示するグラフを作成

します。 網グラフとも
呼ばれます。
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移動、ズームツール

Illustrator には、アートボード内を移動し、アートボードの表示を制御する次のツールが用意されています。

手のひらツール（H）は
アートワークウィンドウ内

でアートボードを移動しま

す。

プリント分割ツールはページグ

リッドを調整して、プリントペー

ジ上でのアートワークの位置を決

めます。

ズームツール（Z）はド
キュメントウィンドウ内

の表示倍率を調整しま

す。

関連項目

選択時に使用するキー
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ユーザーインターフェイスの強化

トップへ

ユーザーインターフェイスの強化と効率化
ユーザーインターフェイスのカラーと明るさ
パネル
新しいユーザーインターフェイスフレームワークでは、パフォーマンスの向上と 64 ビットネイティブサポートなどのメリットを活用して、よりき
れいなインターフェイスをレンダリングできるようになり、より優れたユーザー体験が可能になりました。また、ユーザーインターフェイスや
ワークフローの機能の追加や変更によって、Illustrator で効率的に作業することができます。 

ユーザーインターフェイスの強化と効率化
効率的で柔軟なユーザーインターフェイス  新しい操作性の強化によって、定型的な作業やよく行う作業を少ないクリック数および手順で実行でき
ます。例えば、文字パネル（Ctrl + T）のフォントリストでは、フォント名がそれぞれのフォントスタイルで表示されます。必要なフォントをリス
トからすばやく選択することができます。

時間を節約する機能強化：フォントリストを視覚的に検索することによってフォントをすばやく選択できる

インライン編集  レイヤー、アクション、スウォッチ、シンボル、その他のパネルでの操作が簡単になりました。パネルで直接、オブジェクトの名
前を編集できます。このような定型的な作業を行うために、別にモーダルダイアログを開く必要がなくなりました。例えば、レイヤーパネルでレ
イヤーの名前をダブルクリックすると、インライン編集モードになります。新しい名前を入力し、Enter キーを押します。

インライン編集：オブジェクト属性の名前をすばやく変更する

オブジェクト属性のクイック編集  ユーザーインターフェイスで、オブジェクト属性の値をドロップダウンリストまたはテキストフィールドから設
定できるようになりました。マウスのポインターをコントロールに重ね、マウスのホイールを回して、これらのフィールドを簡単に編集できま
す。例えば、線の幅を増減するには、マウスポインターを線幅のコントロールに重ねてスクロールします。
ダイアログボックス  アクションまたはイベントを確定するボタンが右下隅に一様に配置されるようになりました。また、ダイアログボックスでは
フルキーボードアクセスが可能です。
ワークスペース  新しいワークスペースはタスクに基づいています。ワークスペースでは最後に使用したときの状態を保存しておくことができ、必
要に応じて初期設定にリセットすることもできます。
新しいアイコン  操作性が向上するように更新された新しいアイコンによって、インターフェイスがわかりやすくなり、より直感的に操作できるよ
うになりました。
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トップへ

トップへ

カーソル  カーソルがより大きく、より正確に操作できるように変更されました。

ユーザーインターフェイスのカラーと明るさ
Illustrator では、初期設定で、Adobe Photoshop などの他のアドビ製品での最新の変更に従ってダーク系テーマが利用できるようになりました。こ
のテーマによって、特に色とデザインを多用する作業において、視覚的により快適な体験を実現できます。

設定可能なユーザーインターフェイスのテーマ

ユーザーインターフェイスの明るさは、環境設定ダイアログ（Ctrl + K）の「ユーザーインターフェイスタブ」で好みのトーンに簡単に変更できま
す。カンバス領域のトーンをインターフェイスの明るさと一致するように設定するには、「ユーザーインターフェイスの明るさに一致させる」オ
プションを有効にします。従来の Illustrator のカンバスカラーが好みである場合は、初期設定を白に設定することもできます。
詳しくは、Lynda.com によるユーザーインターフェイスの機能強化のビデオを参照してください。

パネル
コントロールパネル  使用頻度の高いオブジェクトコントロールがグループ化され、コントロールパネルでまとめて表示されるようになりました。
このようコントロールをグループ化することによって、オブジェクトをすばやく、体系的に操作することができます。 

 

 

 

選択したオブジェクトに基づいてオプションが表示されたコントロールパネル

変形パネル  「線幅と効果も拡大・縮小」オプションが、変形パネルと変形効果ダイアログに追加されました。
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  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー

「線幅と効果も拡大・縮小」オプションが追加された変形パネル

透明パネル  透明パネルでマスク機能が使用できるようになりました。マスク作成/解除のトグルスイッチを使用して、透明マスクを簡単に作成して
使用できるようになりました。
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セーフモード

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Adobe Illustrator を起動すると、必要なプラグイン、フォント、ドライバー、その他の正しく動作するために
必要な他社製の要素がロードされます。これまでは、Illustrator で破損フォントや互換性のないプラグインな
どのエラーが発生した場合、アプリケーションがクラッシュし、問題の原因を診断することは困難でした。
新機能のセーフモードを利用すると、次のことが行えます。
問題のある領域の診断やトラブルシューティングを支援し、問題の修正方法を提示する。
クラッシュの原因を判別し、特定のファイルが Illustrator に読み込まれないようにし
て、Illustrator の再起動時に問題の原因となる要素のリストを提供する。
クラッシュを誘発する致命的なフォント、プラグインなどがあっても、Illustrator を起動
できる。

セーフモードで実行している間、Illustrator は正常に動作しますが、無効化された項目は Illustrator 内で使用で
きなくなります。例えば、フォントの破損が見つかると、Illustrator はそのフォントをテキスト要素に適用可
能なオプションとして表示しなくなります。

セーフモードのワークフロー

クラッシュを誘発する要素が Illustrator 環境で見つかった場合の手順は、次のとおりです。

Illustrator セーフモードのワークフロー
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注意：

セーフモードの使用
この手順では、ステップ 1 の時点まで、Illustrator が正常に動作していたと想定しています。

1. Illustrator を起動します。Illustrator が、破損している、またはエラーの原因となるファイ
ルを検出すると、アプリケーションは終了します。

2. 次のいずれかの操作を実行します。
Windows の場合：Illustrator を再起動します。
Mac の場合：「Reopen」を選択します。

Mac コンピューターにおけるエラーの例

3. Illustrator が再起動すると、次のことを行えます。
エラーをトラブルシューティングするため、「診断を実行」を選択して Illustrator を
セーフモードに切り替えます。
「Launch Illustrator」を選択して、Illustrator の正常な起動を再度試みます。

「診断を実行」をクリックして「セーフモード」に入ります。

4. （この手順は複数回繰り返す場合があります） Illustrator が再起動します。エラーが見つ
かった場合、エラーの原因（フォント、ドライバー、プラグイン）が特定さ
れ、Illustrator の起動を妨げないように無効にされます。
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警告：

セーフモードでの Illustrator の起動画面に、診断テストの進行状況が示されます。

この手順は、Illustrator が検出した、クラッシュを誘発するファイルごとに繰り返
されます。診断テストは中断しないでください。

5. 診断手順によってすべてのエラーの原因となるファイルが分離され、記録される
と、Illustrator がセーフモードで起動します。

6. Illustrator が起動すると、Illustrator がクラッシュする原因となっているすべてのプラグイ
ン、フォント、ドライバーのリストがセーフモードダイアログに表示されます。手順 7
または手順 8 から選択します。

修正済みの問題をマークするセーフモードダイアログ

7. （オプション 1 / 2） エラーを修正するには：
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注意：

1. リスト内の行をクリックします。

2. 「トラブルシューティングのヒント」エリアで情報を確認します。

「トラブルシューティングのヒント」エリアで診断情報を確認

3. 提示されるヒントに従って、必要に応じてフォントの置き換え、プラグインの更新、
エラーの原因となる項目のアンインストールを行います。

4. エラーの修正が完了したら、各行の該当するチェックボックスをオンにします。

5. 「再起動時に有効にする」をクリックして作業を保存し、Illustrator を再起動しま
す。

8. （オプション 2 / 2）引き続きセーフモードで実行するには：引き続きセーフモードで実
行するには、セーフモードダイアログ（手順 6）で「閉じる」をクリックします。エラー
の原因となるすべてのファイルは、引き続き無効になります。

いつでも、アプリケーションバーでセーフモードリンクをクリックすると、セーフモードダイアログ
を表示できます。また、ヘルプ／セーフモードとクリックしてセーフモードダイアログを使用することもでき
ます。

セーフモードダイアログを開いてエラーをトラブルシューティングする
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クラッシュ後にドキュメントデータを復元する
Illustrator CC 2015 で導入

ページの先頭へ

Illustrator がクラッシュし、保存し忘れていた場合でも、作品を復元できます。Illustrator では、クラッシュの
原因を特定したり、問題のアイテムが Illustrator に読み込まれないようにしたり、問題が発生しているアイテ
ムのリストを入手したりして、エラーをトラブルシューティングすることができます。また、データの復元回
数や、復元されたデータの保存場所を指定することもできます。
 

データ復元の環境設定を設定する

次の環境設定を設定します（環境設定／ファイル管理・クリップボード／データの復元領域）。
復帰データを次の間隔で自動保存：データ復元を有効にするにはこのチェックボックスを
オンにします。
間隔：間隔ドロップダウンリストから適切な期間を選択します。Illustrator はこの頻度で
作品のバックアップを分単位で保存します。
ヒント：時間間隔が短すぎると、大規模なファイルや複雑なファイルの作業中に作業フローが中断され
ることがあります。時間間隔が長すぎると、クラッシュが発生した際に失われるデータが多くなる可能
性があります。ご自身の判断で適切な値を設定してください。

フォルダーと選択：バックアップファイルの保存先を選択します。
複雑なドキュメントではデータ復元を無効にする：データ復元を有効にすると、サイズの
大きいファイルや複雑なファイルをバックアップするときに、Illustrator が一時停止する
ことがあります。これにより、ワークフローが遅くなったり、中断される場合は、この
チェックボックスをオンにして、データ復元を無効にします。

Illustrator がデータ復元中にクラッシュした場合、データ復元は自動的に無効になります。データ復元の再有
効化は、環境設定パネル（Ctrl/Cmd+K）で設定できます。

次の環境設定を設定します（環境設定／ファイル管理・クリップボード／データの復元領域）。
復帰データを次の間隔で自動保存：データ復元を有効にするにはこのチェックボックスを
オンにします。
間隔：間隔ドロップダウンリストから適切な期間を選択します。Illustrator はこの頻度で
作品のバックアップを分単位で保存します。
ヒント：時間間隔が短すぎると、大規模なファイルや複雑なファイルの作業中に作業フローが中断され
ることがあります。時間間隔が長すぎると、クラッシュが発生した際に失われるデータが多くなる可能
性があります。ご自身の判断で適切な値を設定してください。

フォルダーと選択：バックアップファイルの保存先を選択します。
複雑なドキュメントではデータ復元を無効にする：データ復元を有効にすると、サイズの
大きいファイルや複雑なファイルをバックアップするときに、Illustrator が一時停止する
ことがあります。これにより、ワークフローが遅くなったり、中断される場合は、この
チェックボックスをオンにして、データ復元を無効にします。

Illustrator がデータ復元中にクラッシュした場合、データ復元は自動的に無効になります。データ復元の再有
効化は、環境設定パネル（Ctrl/Cmd+K）で設定できます。
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データ復元の環境設定

ステップバイステップのビジュアルチュートリアルについては、Illustrator のバックアップ機能を参照してく
ださい。
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タッチワークスペース
Illustrator CC の 2014 バージョンで導入（2014 年 10 月）

ページの先頭へ

ワークスペースのレイアウトと基本
アプリケーションバー
ツールバー
コントロールパネル
ドキュメントバー
ジェスチャー

ワークスペースのレイアウトと基本

タッチワークスペースは、Windows 8 搭載のタッチ対応デバイスで使用できるように設計された、全面的に刷
新され、直感的で、単純化されたワークスペースです。タッチ操作を簡単ですばやく効率的に行うことができ
るように最適化されています。

Illustrator CC の新しいタッチワークスペース（2014 年 10 月）

A. アプリケーションバー B. ツールバー C. コントロールパネルバー D. ドキュメントバー 

レイアウトについては、インターフェイスが整理され、スタイラスまたは指先を使用してタッチワークスペー
スのツールとコントロールに快適にアクセスできます。タッチワークスペースを使用する際には、次のような
点が重要です。
従来のワークスペースと比較して、パネルが使いやすくするために統合され、再設計され
ています。
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タッチワークスペースへの切り替え
Illustrator CC 2014.1 の従来のワークスペース（初期
設定、テキスト編集など）で作業中に、次のいずれ
かを実行します。
アプリケーションバーで  をタップします。
ワークスペースメニューで「タッチ」を選択しま
す。
ウィンドウ／ワークスペース／タッチをタップし
ます。
デバイスのキーボードが接続されている場合は、
取り外します。

タッチワークスペースの終了
タッチワークスペースを終了すると、直前に使用し
ていたワークスペースがアクティブになります。
タッチワークスペースで、次のいずれかの操作を実
行します。

アプリケーションバーで  をタップします。
ワークスペースメニューから、別のワークスペー
スを選択します。
キーボードが取り外されている場合は、デバイス
に接続します。

ページの先頭へ

精度に関する問題を解決するために、ガイドのサイズが大きくなっています。これによ
り、ウィジェット、コントロールポイントおよびハンドルの操作がしやすくなります。
描画ツールでは、パスの始点と終点を正確に指定できるように、十字カーソルを使用しま
す。
整列パネルなどのパネルは、オブジェクトの描画と再配置を直観的に操作できるように再
設計され、再作成されました。
Illustrator ネイティブのジェスチャーとオペレーティング システムのジェスチャーがサ
ポートされています。

ワークスペースの切り替え

タッチワークスペースと従来のワークスペース間の切り替えは、以前のワークスペース間の切り替えと同様で
す。ただし、インターフェイスにはすばやく切り替えるためのオプションが追加され、特定の状況ではワーク
スペースが自動的に切り替わります。

アプリケーションバー

タッチワークスペースのアプリケーションバー

アプリケーションバーには、アクティブな Illustrator ドキュメントに関連する次のような情報とオプションが
表示されます。
ファイルドロップダウン：ドキュメントを作成する、閉じる、保存するまたは共有する場
合にタップします。
別名で保存／保存ボタン：開いているドキュメントを保存する場合にタップします。
ファイル名：開いているドキュメントのリストを表示するか、現在のドキュメントを閉じ
る場合にタップします。
前のワークスペース：前に使用していたワークスペースに切り替える場合にタップしま
す。
ワークスペースドロップダウン：使用可能なワークスペースのリストを表示する場合に
タップします。ワークスペースを選択すると、そのワークスペースに切り替わります。
ヘルプオーバーレイアイコン：タッチワークスペースの様々な部分と、このワークスペー
スでサポートされているジェスチャーを説明するヘルプオーバーレイを表示する場合に
タップします。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ツールバー

タッチワークスペースのツールバー

ツールバーには、使用できる様々なツールと、基本的な編集操作（取り消し、やり直し、削除）が表示されま
す。使用するツールをタップします。ツールグループをタップすると、ドロワーが開き、グループに属するす
べてのツールが表示されます。グループ内のツールを選択するには、ツールをタップします。

ツールおよびツールグループ

タッチワークスペースで使用できるツールは、タッチ対応ワークフローに最適になるように統合されていま
す。
選択ツール
選択ツールグループ：ダイレクト選択ツール、グループ選択ツール。
ペンツールグループ：曲線ツール、ペンツール、アンカーポイントツール。
文字グループ：文字ツール、タッチ文字ツール。
Shaper ツール：Shaper ツール。詳しくは、Shaper ツールを参照してください。
シェイプグループ：長方形ツール、角丸長方形ツール、楕円形ツール。
描画ツールグループ：ブラシツール、鉛筆ツール、ステンシルツール、連結ツール。
Shape Builder ツール
自由変形ツール
取り消し、やり直し、削除ボタン

コントロールパネル
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

タッチワークスペースのコントロールパネル

コントロールパネルは、選択したツールまたはオブジェクトで使用できるその他のパネルで構成されていま
す。使用可能なパネルは、次のとおりです。
カラーパネル：「RBG」、「CMYK」または「カラーピッカー」タブを使用して、塗り／
線ボックスを変更します。
線パネル：線幅または線のプロファイルを指定します。
透明パネル：描画モードを選択するか、オブジェクトの不透明度を指定します。
変形：オブジェクトのシェイプを変更するか、角丸長方形の角を操作します。
整列パネル：オブジェクトを選択し、この直感的なパネルを使って整列方法を指定しま
す。
コンテキストメニュー：選択したオブジェクトに対して実行できる様々な操作を選択しま
す。
テキストパネル：このパネルで、テキストのフォント、フォントファミリーまたは配置を
指定します。

ドキュメントバー

ドキュメントバーには、現在開いている Illustrator ドキュメントに関する次のような情報とオプションが表示
されます。
アートボード：使用可能なアートボードを表示する場合にタップし、アートボードに切り
替えるにはアートボード名をタップします。
アートボードコントロール：アートボード間を移動するか、アートボードを作成します。
表示コントロール：アートボードをすべて一度に表示するか、画面に合わせて全体表示す
るか、100％の倍率でズームインして表示します。

ジェスチャー
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タッチワークスペースでは、アートボードで描画されたオブジェクトをすばやく操作できるように、以下の
ジェスチャーがサポートされています。
ズームイン（倍率の上昇）：アートボードでズームインするには、外側にピンチします。
ズームアウト（倍率の低下）：アートボードでズームアウトするには、内側にピンチしま
す。
パン：アートボードでパンするには、2 本の指で画面をドラッグします。
コンテキストウィジェット：コンテキストウィジェットを表示するには、オブジェクトを
タップしたままにします。
オブジェクトの選択（選択ツール）：選択するには、オブジェクトをタップするか、アー
トボードをタップし、オブジェクトを横切るようにドラッグします。
選択／描画モードの切り替え：選択モードと描画モードを切り替えるには、2 本の指で
タップします。
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アートボードの概要

アートボードパネルの使用
アートボードの印刷と保存

アートボードは、印刷可能なアートワークを含む領域を表します。アートワークのサイズを変更したり方向を設定したりするには、アートボード
オプションダイアログボックスで設定を選択します（Illustrator CS3 以前では、ドキュメント設定ダイアログボックスを使用してドキュメントのサ
イズおよび方向を変更します）。
アートボードをトリムエリアとして使用してプリントまたは配置することができます。アートボードは、Illustrator CS3 におけるトリムエリアと同
様に使用できます。複数のアートボードを使用して、複数ページの PDF、様々なサイズや要素の印刷ページ、Web サイト用の要素、ビデオストー
リーボード、Adobe Flash や After Effects の動画用アイテムなどを作成できます。
注意：Illustrator CS3 ドキュメントでトリムエリアを作成した場合、そのトリムエリアは CS5 以降でアートボードに変換されます。トリムエリア
の変換方法を指定するプロンプトが表示されます。

ドキュメントのサイズに応じて、ドキュメントあたり 1 ～ 100 個のアートボードを使用できます。ドキュメントのアートボード数はドキュメント
作成時に指定できます。また、ドキュメントでの作業中にいつでもアートボードを追加および削除できます。アートボードツール  を使用して、
アートボードを様々なサイズで作成したり、サイズを変更したりできます。画面上の任意の場所に配置したり、相互に重ねたりすることもできま
す。Illustrator CS5 には、アートボードパネルを使用して、アートボードを並べ替えたり再配置したりするためのオプションもあります。アート
ボードにカスタム名を指定したり、アートボードの基準点を設定したりすることもできます。

アートボードとカンバスの表示

プリント分割を表示すると、アートボードに設定されたページの境界線を確認できます（表示／プリント分割を表示）。プリント分割を表示した
場合、印刷可能範囲と印刷不可能な範囲は、実線および点線で表示されます。
各アートボードは実線で囲まれ、印刷可能な最大範囲を表します。アートボードの境界線を隠すには、表示／アートボードを隠すを選択します。
カンバス範囲は、5588 × 5588 mm のウィンドウの内側で、アートボードの外側の部分です。カンバスでアートワークのオブジェクトの作成、編
集および保存を行ってから、アートボード内に配置することができます。カンバス上に配置したオブジェクトは、画面には表示されますが印刷さ
れません。
指定のアートボードをウィンドウに合わせて全体表示させて中央に表示するには、アプリケーションウィンドウの下部にあるステータスバーの
アートボード番号をクリックします。

アートワークウィンドウ
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注意：

A. 印刷可能な範囲（指定したプリンターによって決まります） B. カンバス C. アートボード 

アートボードの印刷と保存

ドキュメント内のすべてのアートボードは、同じメディアタイプ形式（プリントなど）を共有します。アートボードは、個別に印刷するだけでな
く、複数のページに分割して印刷したり、1 ページに複数を結合して印刷したりすることができます。複数アートボードの Illustrator ドキュメント
を CS3 などの以前のバージョンの Illustrator に保存する場合は、結合されたすべてのアートボードを含むマスターファイルとともに、各アート
ボードを別々のファイルとして保存することができます。
Illustrator CS4 では、下位バージョンに保存した場合のみアートボードを個別のファイルとして保存できましたが、Illustrator CS5 以降では、現在
のバージョンでも個別にアートボードを保存できます。各アートボードを個別の .ai ファイルに保存するオプションは、Illustrator オプションダイ
アログボックスにあります。
印刷する前に、プリントダイアログボックスからアートボードをプレビューできます。選択したプリント設定が、印刷のために選択したすべての
アートボードに適用されます。
初期設定では、すべてのアートワークはアートボードに合わせてトリミングされ、各アートボードは個別のページに印刷されます。プリントダイ
アログボックスの「範囲」オプションを使用してページ範囲を指定して印刷したり、「アートボードを無視」を使用してすべてのアートワークを 1
ページに結合したり、1 つのアートワークを複数のページに分割して印刷したりすることもできます。
Illustrator CS5 以降では、ドキュメント内のアートボードは、プリント時に選択された用紙サイズに合わせて自動的に回転できます。Illustrator ド
キュメントの自動回転を設定するには、プリントダイアログボックスの「自動回転」チェックボックスを選択します。CS5 用のドキュメントで
は、「自動回転」はデフォルトで有効になっています。
例えば、横向き（高さより横幅が大きい）と縦向き（横幅より高さが大きい）の両方の用紙サイズを持ったドキュメントについて考えてみましょ
う。プリントダイアログボックスで「サイズ」から縦向きの用紙サイズを選択した場合、横向きのアートボードは縦向きの用紙に合わせてプリン
ト時に自動的に回転します。

「自動回転」が選択されていると、用紙の方向を変更することはできません。
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定規、グリッド、ガイドおよびトリムマーク

ページの先頭へ

注意：

定規の使用
測定単位の変更
グリッドの使用
ガイドの使用
スマートガイド
オブジェクト間の距離の測定
情報パネルの概要

定規の使用

定規はドキュメントウィンドウまたはアートボードでオブジェクトを正確に配置し測定するのに役立ちます。定規で「0」と表示されている位置を
定規の原点と呼びます。
Illustrator CS5 の定規は、InDesign や Photoshop など、他の Creative Suite アプリケーションの定規に近くなりました。Illustrator には、ドキュメ
ントとアートボード用の定規がそれぞれ用意されています。これらの定規のうちいずれか 1 つを選択することができます。

ウィンドウ定規は、このドキュメントではグローバル定規と呼んでいます。

グローバル定規はドキュメントウィンドウの上側と左側に表示されます。初期設定では、ドキュメントウィンドウの左上隅が定規の原点になりま
す。
アートボード定規はアートボードの上側と左側に表示されます。初期設定では、アートボードの左上隅がアートボード定規の原点になります。
アートボード定規とグローバル定規の違いは、アートボード定規を選択すると、作業アートボードを基準にして原点が変わることです。また、
アートボード定規では、異なる原点を設定できます。ただし、アートボード定規の原点を変更しても、アートボード上のオブジェクトに指定され
たパターンには影響がありません。
グローバル定規の初期設定の原点は最初のアートボードの左上隅にあり、アートボード定規の初期設定の原点は各アートボードの左上隅にありま
す。

定規の表示と非表示を切り替えるには、表示／定規／定規を表示、または表示／定規／定規を隠すを選択します。
アートボード定規とグローバル定規を切り替えるには、表示／定規／ウィンドウ定規に変更、または表示／定規／アートボード
定規に変更を選択します。初期設定ではアートボード定規が表示されているため、定規サブメニューには「ウィンドウ定規に変
更」が表示されています。
ビデオ定規を表示または非表示にするには、表示／定規／ビデオ定規を表示、または表示／定規／ビデオ定規を隠すを選択しま
す。
定規の原点を変更するには、定規が交わっている左上隅にポインターを移動し、新しい定規の原点までポインターをドラッグし
ます。
ドラッグ中は、ウィンドウ内および定規上に、移動中のグローバル定規の原点の位置が十字カーソルで表示されます。
注意：グローバル定規の原点を変更すると、パターンのタイリングに影響があります。
定規の原点を初期設定に戻すには、定規が交わっている左上隅をダブルクリックします。

座標系は、以前は第 1 象限でしたが、第 4 象限に変更されました。Illustrator CS5 では、下に移動するほど y 軸の値は大きくなり、右に移動する
ほど x 軸の値は大きくなります。

以前のバージョンの Illustrator に保存する場合、グローバル定規は以前のドキュメントで設定されていた位置から変わりません。ただし、原点は左
上に移動しませんが、座標系は第 4 象限に変更されます。
座標系と定規の原点の変更は、スクリプトには適用されず、古いスクリプトを維持できるようにしています。ただし、スクリプトを使用してオブ
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ジェクトを変形する場合、Y 座標の値が Illustrator のユーザーインターフェイスから設定した値と異なります。例えば、Y = +10 ポイントの移動操
作を適用すると、この同じ移動操作をスクリプトを使用してエミュレートするには、Y = -10 ポイントの変形を適用する必要があります。

測定単位の変更

Illustrator では、初期設定の測定単位としてポイント（1 ポイント = 0.3528ミリメートル）が使用されます。 一般的な測定、線、文字に使用する単
位を変更できます。 ボックスに値を入力するときに、初期設定とは異なる単位を使用することができます。

測定単位の初期設定を変更するには、編集／環境設定／単位（Windows）または Illustrator／環境設定／単位（Mac OS）を選
択し、「一般」、「線」、「文字」の各オプションの単位を選択します。 「テキスト」環境設定で「日本語オプションを表
示」を選択している場合は、日本語用の単位も選択できます。
注意：「一般」オプションは、定規、ポイント間の距離の測定、オブジェクトの移動と変形、グリッドとガイドの間隔の設定、
形状の作成に影響します。
現在のドキュメントだけを対象として一般の測定単位を設定するには、ファイル／ドキュメント設定を選択し、使用する測定単
位を設定して、「OK」をクリックします。
ボックスで値を入力するときに測定単位を変更するには、値の後ろに、inch、inches、in、millimeters、millimetres、mm、Qs
（1 Q = 0.25 mm）、centimeters、centimetres、cm、points、p、pt、picas、pc、pixel、pixels、px のいずれかの単位を指定
します。
ヒント：パイカとポイントを併用する場合は、XpY と入力します。X と Y はそれぞれパイカとポイントの値を示します（例え
ば、12 パイカ 6 ポイントを表すには 12p6 と入力します）。

グリッドの使用

グリッドはアートワークウィンドウのアートワークの背景に表示されます。グリッドはプリントされません。

グリッドを使用するには、表示／グリッドを表示を選択します。
グリッドを隠すには、表示／グリッドを隠すを選択します。
オブジェクトをグリッド線にスナップするには、表示／グリッドにスナップを選択し、移動するオブジェクトを選択して目的の
場所までドラッグします。
オブジェクトの境界線がグリッド線から 2 ピクセル以内に近付くと、オブジェクトがその位置にスナップされます。
注意：表示／ピクセルプレビューが選択されている場合、「グリッドにスナップ」は「ピクセルにスナップ」に変わります。
グリッド線間の間隔、グリッドスタイル（実線または点線）、グリッドカラー、グリッドをアートワークの前に表示するか後ろ
に表示するかを指定するには、編集／環境設定／ガイド・グリッド（Windows）または Illustrator／環境設定／ガイド・グリッ
ド（Mac OS）を選択します。

ガイドの使用

ガイドはテキストオブジェクトとグラフィックオブジェクトの整列に役立ちます。 定規のガイド（垂直または水平の直線）とガイドオブジェクト
（ガイドに変換するベクトルオブジェクト）を作成できます。 グリッドと同じように、ガイドもプリントされません。
ガイドには点線と実線の 2 種類があり、既定のガイドカラーやカラーピッカーを使用して、ガイドのカラーを変更できます。 初期設定では、ガイ
ドを移動、変更、削除したり、元に戻したりすることができるように、ガイドはロックされていませんが、ガイドをロックすることもできます。

ガイドの表示と非表示を切り替えるには、表示／ガイド／ガイドを表示または表示／ガイド／ガイドを隠すを選択します。
ガイドの設定を変更するには、編集／環境設定／ガイド・グリッド（Windows）または Illustrator／環境設定／ガイド・グリッ
ド（Mac OS）を選択します。
ガイドをロックするには、表示／ガイド／ガイドをロックを選択します。
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ガイドの作成
1. 定規が表示されていない場合は、表示／定規を表示を選択します。

2. 垂直方向のガイドを作成する場合は左側の定規、水平方向のガイドを作成する場合は上部の定規にポインターを置きます。

3. 定規を必要な位置にドラッグします。

ベクトルオブジェクトをガイドに変換することもできます。その場合は、ベクトルオブジェクトを選択して、表示／ガイド／
ガイドを作成を選択します。

ガイドが複数あるときに操作を簡単にするには、ガイドを別のレイヤーに移動します。

4. ガイドをカンバス全体ではなくアートボードに制限する場合は、アートボードツールを選択し、アートボードにガイドをド
ラッグします。

ガイドの移動、削除、解除
1. ガイドがロックされている場合は、表示／ガイド／ガイドをロックを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

ガイドを移動する場合は、ドラッグまたはコピーします。
ガイドを削除する場合は、Backspace キー（Windows）または Delete キー（Mac OS）を押すか、編集／カット、または
編集／消去を選択します。
すべてのガイドを一度に削除する場合は、表示／ガイド／ガイドを消去を選択します。
ガイドを解除して通常のグラフィックオブジェクトに戻すには、表示／ガイド／ガイドを解除を選択します。

アンカーポイントやガイドへのオブジェクトのスナップ
1. 表示／ポイントにスナップを選択します。

2. 移動するオブジェクトを選択し、アンカーポイントおよびガイドの正確な整列位置にポインターを置きます。

ポイントにスナップする場合は、ドラッグしたオブジェクトの端ではなく、ポインターの位置に合わせて整列されま
す。

3. 整列させる位置までオブジェクトをドラッグします。

ポインターがアンカーポイントおよびガイドから 2 ピクセル以内に近付くと、その位置にスナップされます。 スナップされる
と、ポインターが塗りつぶされた矢印から白抜きの矢印に変わります。

スマートガイド

スマートガイドは、オブジェクトやアートボードを作成または操作するときに表示される便利なガイドで、一時的に表示されます。スマートガイ
ドは、オブジェクトやアートボードを他のオブジェクト、アートボードまたはその両方を基準にして作成、整列、編集、変形するときに、スナッ
プしたり、X、Y の位置と移動距離を表示したりして作業をやりやすくします。スマートガイドの環境設定を設定して、表示されるスマートガイド
と表示される内容（計測のヒント表示、オブジェクトのハイライト表示、ラベルなど）を指定できます。
スマートガイドの使用に関するビデオについては、http://www.adobe.com/go/lrvid4020_ai（英語）を参照してください。

スマートガイドの使用

スマートガイドは、初期設定でオンになっています。

1. 表示／スマートガイドを選択して、スマートガイドのオンとオフを切り替えることができます。

2. スマートガイドは、以下のような方法で使用します。

ペンツールや形状作成用のツールでオブジェクトを作成するときにスマートガイドを使用すると、作成中のオブジェクトの
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注意：

カラー

整列ガイド

アンカーとパスのヒント表示

計測のヒント表示

オブジェクトのハイライト表示

変形ツール

コンストラクションガイド

スナップの許容値

ページの先頭へ

アンカーポイントを既存のオブジェクトを基点として相対的に配置できます。または、新しいアートボードを作成するとき
に、スマートガイドを使用して別のアートボードやオブジェクトを基点として相対的に配置できます。
ペンツールや形状作成用のツールを使用してオブジェクトを作成する場合、またはオブジェクトを変換する場合に、スマー
トガイドのコンストラクションガイドを使用してアンカーポイントを特定のプリセット角度（45 度や 90 度など）に合わ
せて配置できます。角度のプリセットは、スマートガイドの環境設定で設定します。
オブジェクトやアートボードを移動する場合、スマートガイドを使用して、選択したオブジェクトやアートボードを他のオ
ブジェクトやアートボードに整列できます。整列は、複数のオブジェクトやアートボードの位置を基準に行われます。ガイ
ドは、オブジェクトが別のオブジェクトの端や中心点に近づくと表示されます。
注意：Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押すと、Illustrator CS3 以前での整列と同じように動作
します。つまり、アクティブなアートボードのオブジェクトやアートボードの中心点または端を基準に整列します。
オブジェクトを変形するときには、スマートガイドは自動的に表示され、変形操作を支援します。

スマートガイドが表示される場合とその表示方法は、スマートガイドの環境設定を行って変更できます

「グリッドにスナップ」または「ピクセルプレビュー」がオンの場合は、「スマートガイド」コマンドを選択しても、
スマートガイドは使用できません。

スマートガイドの環境設定

編集／環境設定／スマートガイド（Windows）または Illustrator／環境設定／スマートガイド（Mac OS）を選択して、以下の環境設定を行いま
す。

ガイドの色を指定します。

幾何学的なオブジェクト、アートボードおよび裁ち落としの中心と端に沿って作成されるガイドラインを表示します。ガイドライン
は、オブジェクトを移動したときや、ペンツールを使用して基本形状の描画などの操作を行ったとき、およびオブジェクトを変形したときに表示
されます。

パスが結合しており、かつアンカーポイントの中央にあるときに、情報を表示します。

多くのツール（描画ツールや文字ツールなど）で、アンカーポイントにポインターを移動したときに、現在の位置に関する情報
を表示します。オブジェクトを作成、選択、移動または変形するときに、オブジェクトの原点からの幅と高さ、または X と Y の移動距離が表示さ
れます。描画ツールを選択して Shift キーを押すと、開始位置が表示されます。

ポインターの下にあるオブジェクトがハイライト表示されます。ハイライト表示のカラーは、オブジェクトのレイ
ヤーカラーと同じです。

変形ツールを使用した拡大・縮小、回転、シアー時に情報が表示されます。

新しいオブジェクトを描画するときにガイド線が表示されます。近くのオブジェクトのアンカーポイントから引くガイ
ド線の角度を指定します。最大 6 個の角度を設定できます。 選択した「角度」ボックスに角度を入力し、角度ポップアップメニューから角度の
セットを選択します。または、ポップアップメニューから角度のセットを選択して、ボックスの値の 1 つを変更して、角度のセットをカスタマイ
ズします。 プレビューに設定が反映されます。

別のオブジェクトにポインターがどれだけ近付くとスマートガイドが機能するかを、ポイント数で指定します。

オブジェクト間の距離の測定

ものさしツールは、任意の 2 点間の距離を計算して、結果を情報パネルに表示します。

1. ものさしツール を選択します （ものさしツールは、ツールパネルのスポイトツールをクリックし、そのまま押し続けると表示
されます）。

2. 次のいずれかの操作を行います。

92



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

距離を測定する 2 点をクリックします。
1 点目をクリックして、2 点目の位置までドラッグします。 Shift キーを押しながらドラッグすると、角度を 45 度単位に
固定できます。
情報パネルには、クリックした点の X 座標値と Y 座標値、2 点間の水平方向および垂直方向の距離、実際の距離、角度の
測定値が表示されます。

情報パネルの概要

情報パネル（ウィンドウ／情報）には、ポインターが指している領域または選択したオブジェクトに関する情報が表示されます。

オブジェクトが選択され、選択ツールがアクティブになっている場合、情報パネルにはそのオブジェクトの X 座標値、Y 座標
値、幅（W）および高さ（H）が表示されます。 幅と高さの値は、環境設定ダイアログボックスの「一般」で「プレビュー境
界を使用」を選択しているかどうかによって異なります。 「プレビュー境界を使用」を選択している場合は、線幅やドロップ
シャドウなどの属性値もオブジェクトの大きさに含まれます。 「プレビュー境界を使用」を選択していない場合は、オブジェ
クトのベクトルのパスにより定義された大きさのみが測定値として表示されます。
ペンツールやグラデーションツールの使用時、または選択範囲の移動時には、ドラッグしたときの X 座標値の変化（W）、Y
座標値の変化（H）、距離（D）および角度  が情報パネルに表示されます。
ズームツールの使用時には、マウスボタンを放した後に、表示倍率、X 座標値および Y 座標値が情報パネルに表示されます。
拡大・縮小ツールの使用時には、サイズを変更した後に、幅の変更率（W）、高さの変更率（H）、新しい幅（W）、新しい高
さ（H）が情報パネルに表示されます。回転ツールやリフレクトツールの使用時には、オブジェクトの中心の座標と、回転 
またはリフレクト  の角度が情報パネルに表示されます。
シアーツールの使用時には、オブジェクトの中心の座標、およびシアーの軸の角度  とシアーの角度   が情報パネルに表示
されます。
ブラシツールの使用時には、X 座標値、Y 座標値および現在のブラシ名が情報パネルに表示されます。
パネルメニューの「オプションを表示」を選択するか、パネルタブの両方向矢印をクリックすると、選択したオブジェクトの塗
りと線のカラーの値、および、選択したオブジェクトに適用されるパターン、グラデーション、濃度の名前が表示されます。
注意：複数のオブジェクトを選択している場合、情報パネルには、選択したすべてのオブジェクトに共通する情報だけが表示さ
れます。
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バージョン 17.1 で導入
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注意：

ツールパネルへのツールの追加と削除
カスタムツールパネルの管理

Illustrator CC のこのバージョンでは、カスタムツールパネルを作成できます。例えば、一定のツールのみを使って作業する場合に、それらのツー
ルのみを表示する独自のツールパネルを作成できます。

ツールパネルへのツールの追加と削除
1. Illustrator で、ウィンドウ／ツール／新規ツールパネルをクリックし、新しいツールパネルの名前を入力して、「OK」をク
リックします。

新しいツールパネルが作成され、表示されます。

A. 新しいツールパネルの名前を入力 B. デフォルトの塗り／線ボックスが表示された新しいツールパネル 

塗り／線ボックスは、デフォルトで追加されます。このボックスをカスタムツールパネルから削除することはできませ
ん。

2. 新しいまたは既存のカスタムツールパネルに、既存のツールパネルからツールをドラッグします。ツールがツールグループの
一部である場合は、最上部に表示されているツールがコピーされます。カーソルの下にプラス記号（ ）が表示されたら、マ
ウスボタンを放します。

3 つのツールグループ（左）から新しいツールパネル（右）にツールを追加した状態
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カーソルの下に操作のキャンセル記号（ ）が表示された状態でツールをドラッグ＆ドロップしても、ツールは追加または
削除されません。

3. ツールグループの最上部に表示されていないツールをコピーするには、次のいずれかの操作を行います。
または

a. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したまま、ツールグループをクリックします。この操作によっ
て、ツールグループ内のすべてのツールが順に表示されます。

b. コピーしたいツールがグループの最上部に表示されたら、そのツールをカスタムツールパネルにドラッグします。カーソ
ルの下にプラス記号（ ）が表示されたら、マウスボタンを放します。

a. ツールグループをワークスペースの空白部分にドラッグして、ツールストリップとして表示します。
b. コピーしたいツールをツールストリップから新しいツールパネルにドラッグします。カーソルの下にプラス記号（ ）が
表示されたら、マウスボタンを放します。

4. ツールを削除するには、削除するツールをカスタムツールパネルからドラッグし、カーソルの下にマイナス記号（ ）が表示
されたらドロップします。

ツールをツールパネルから削除するには、ドキュメントが開いている必要があります。

5. カスタムツールパネル内のツールの位置を換えるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し、位置を
交換するツールの上にツールをドラッグし、カーソルの下に両側矢印記号（ ）が表示されたらドロップします。

カスタムツールパネルは、作成したワークスペース内で保持されます。別のワークスペースを開いてから、またもとのワークスペースに戻る
と、そのワークスペースで作成したすべてのツールパネルが表示されます。

カスタムツールパネルの管理
1. Illustrator で、ウィンドウ／ツール／ツールパネルの管理をクリックします。

ツールパネルの管理ダイアログボックスで実行できる操作

A. カスタムツールパネルのリスト B. 選択したツールパネルを削除 C. 新しいツールパネルを作成、または選択したツールパネ
ルをコピー D. 選択したツールパネルの名前を変更 

2. ツールパネルの管理ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。
名前の変更：リストからツールパネルを選択し、テキストボックスに新しい名前を入力して、「OK」をクリックします。
新規作成／コピー：リストからツールパネルを選択し、新規ツールパネルアイコンをクリックします。必要に応じてツール
パネルの名前を変更し、「OK」をクリックします。ツールパネルを選択していない状態でこのボタンをクリックすると、
新しいツールパネルが作成されます。
削除：リストからツールパネルを選択し、ツールパネルを削除アイコンをクリックします。
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アートワークの表示

トップへ戻る

トップへ戻る

ドキュメント設定オプションの指定
プリント分割について
ズームインまたはズームアウト
表示領域の変更
ナビゲーターパネルの概要
アートワークのアウトライン表示
複数ウィンドウと複数表示の使用
アートワークの最終出力媒体によるプレビュー

ドキュメント設定オプションの指定
ドキュメント設定ダイアログボックスでは、ドキュメントに関する測定単位、透明グリッドの表示、背景色、入力設定（言語、引用符の種類、上
付き文字と下付き文字のサイズ、裁ち落とし、書き出し形式など）の初期設定オプションをいつでも変更できます。「アートボードを編集」ボタ
ンをクリックすると、このダイアログボックスが閉じて、アートボードツールがアクティブになります。

1. ファイル／ドキュメント設定を選択するか、コントロールパネルの「ドキュメント設定」ボタンをクリックします。このボタ
ンは、何も選択されていない場合に使用できます。

2. 必要に応じて、オプションを指定します。
3. アートボードを編集する場合（例えば、方向を縦置きから横置きに変更する場合）、「アートボードを編集」をクリックして
アートボード編集モードに移行します。
ドキュメントを色付きの紙に印刷する場合は、「紙色のシミュレート」オプションが役立ちます。例えば、イエローのアー
トボード背景にブルーのオブジェクトを描画すると、オブジェクトはグリーンに見えます。 このシミュレーションは、透明
グリッドが表示されていないときだけ実行されます。

プリント分割について
作成したアートボードは、初期設定では 1 枚の用紙にプリントされます。ただし、アートワークがプリンターで使用できる用紙サイズより大きい
場合は、複数の用紙に分けて印刷するように設定できます。
プリンターで使用できる用紙サイズに合わせてアートボードを分割することを、タイリングと呼びます。アートボードをタイリングするには、プ
リントダイアログボックスの「一般」セクションでタイルオプションを選択します。アートボードのプリント分割境界を表示するには、表示／プ
リント分割を表示を選択します。

複数のページに分割したアートボード
アートボードを複数のタイルに分割すると、ページには、左から右、上から下に向かって、ページ 1 から始まる番号が付けられます。ページ番号
は画面上に表示されますが、プリントされません。 このページ番号を使用して、ファイル全体や特定のページのみをプリントできます。
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ズームインまたはズームアウト
アートワークをズームインまたはズームアウトする方法はいくつかあります。
ズームツール  を選択します。 ポインターが、中央にプラス（+）記号のある拡大鏡に変わります。 拡大する領域の中央を
クリックするか、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら縮小する領域の中央をクリックします。
クリックするたびに、あらかじめ設定された倍率で表示が拡大または縮小されます。
ズームツールを選択し、マーキーと呼ばれる点線の長方形をドラッグして、拡大する領域を囲みます。 マーキーを移動するに
は、スペースバーを押しながら、新しい位置にマーキーをドラッグします。
表示／ズームインまたは表示／ズームアウトを選択します。クリックするたびに、あらかじめ設定された倍率で表示が拡大また
は縮小されます。
メインウィンドウの左下またはナビゲーターパネルでズームレベルを設定します。
ファイルを 100 ％表示するには、表示／100 ％表示を選択するか、ズームツールをダブルクリックします。
選択されたアートボードをウィンドウに全体表示するには、表示／アートボードを全体表示を選択するか、手のひらツールをダ
ブルクリックします。
ウィンドウにすべてのアートボードを表示するには、表示／すべてのアートボードを全体表示を選択します。

表示領域の変更
次のいずれかの操作を行うと、アートボードの別の領域を表示することができます。
表示／100 ％表示を選択すると、100 ％表示ですべてのアートボードを確認できます。
すべてのアートボードがスクリーンに表示されるようにズームアウトするには、表示／すべてのアートボードを全体表示を選択
します。
作業アートボードにズームインするには、表示／アートボードを全体表示を選択します。
ナビゲーターパネルのサムネール表示で、ドキュメントウィンドウに表示する場所をクリックします。 または、サムネール表
示内のビューボックスを目的の場所までドラッグします。
手のひらツール  を選択し、アートワークを移動する方向にドラッグします。

ナビゲーターパネルの概要
ナビゲーターパネル（ウィンドウ／ナビゲーター）では、サムネール表示を使用してアートワークの表示をすばやく変更できます。 ビューボック
スと呼ばれるナビゲーターパネル内の枠線は、アートワークウィンドウの現在の画面範囲を示します。

ナビゲーターパネル[なびげーたーぱねる]
A. アートワークのサムネール表示 B.  パネルメニューボタン C. ズームボックス D. ズームアウトボタン E. ビューボックス F. ズームスラ
イダー G. ズームインボタン
ナビゲーターパネルは以下のようにしてカスタマイズできます。
ナビゲーターパネルにアートボードの境界外部のアートワークを表示するには、パネルメニューの「アートボード上のみ表示」
の選択を解除します。
ビューボックスのカラーを変更するには、パネルメニューの「パネルオプション」を選択します。 カラーメニューでカラーを
選択するか、カラーボックスをダブルクリックしてカスタムカラーを選択します。
ドキュメントの破線をナビゲーターパネルでは実線で表示するには、パネルメニューの「パネルオプション」を選択し、「破線
を実線として描画」を選択します。

アートワークのアウトライン表示
初期設定では、すべてのアートワークをカラーでプレビューできるように表示が設定されます。 ただし、アートワークのアウトライン（つまりパ
ス）だけを表示することもできます。 ペイント属性を隠してアートワークを表示すると、複雑なアートワークを扱う場合でも再表示が高速に行わ
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れます。
アウトライン画面の初期設定では、リンクファイルは内部に X のあるアウトラインボックスとして表示されます。 リンクファイルの内容を表示す
るには、ファイル／ドキュメント設定を選択し、「アウトライン画面で配置した画像を表示」を選択します。
すべてのアートワークをアウトラインとして表示するには、表示／アウトラインを選択します。 アートワークをカラーでプレ
ビューするには、表示／プレビューを選択します。
レイヤー内のすべてのアートワークをアウトラインとして表示するには、レイヤーパネルで Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらレイヤーの目のアイコンをクリックします。 もう一度 Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらクリックすると、アートワークのカラープレビューに戻ります。 アウトライン表示に
すると目のアイコンが白抜き  になり、プレビュー表示にすると目のアイコンが黒塗り  になります。
選択していないレイヤー内の項目をすべてアウトラインとして表示するには、Alt+Ctrl キー（Windows）または
Option+Command キー（Mac OS）を押しながら、選択したレイヤーの目のアイコンをクリックします。 または、レイヤーパ
ネルメニューの「その他をアウトライン表示」を選択します。
レイヤーパネルメニューの「すべてのレイヤーをプレビュー」を選択すると、レイヤーパネルのすべての項目をプレビュー
表示に戻すことができます。

複数ウィンドウと複数表示の使用
1 つのドキュメントの複数のウィンドウを同時に開くことができます。 各ウィンドウは異なる表示設定を持ちます。 例えば、あるウィンドウでは
表示倍率を高くして特定のオブジェクトを綿密に編集しながら、別のウィンドウでは表示倍率を低くして、ページ全体のオブジェクトの配置を調
整することができます。
（Windows）ウィンドウメニューのオプションを使用して、複数開いたウィンドウの配置を必要に応じて変更することができます。 「重ねて表
示」を選択すると、ウィンドウが画面の左上から右下に積み重ねて表示されます。「並べて表示」を選択すると、ウィンドウが端から端まで並
べて表示されます。「アイコンの整列」を選択すると、プログラムウィンドウ内のウィンドウが最小化されます。

複数ウィンドウを作成するもう一つの方法は、複数表示を作成することです。 1 つのドキュメントにつき、最大 25 種類の表示を作成して保存でき
ます。
複数ウィンドウと複数表示は、次のように異なります。
複数表示はドキュメントと共に保存されますが、複数ウィンドウは保存されません。
複数ウィンドウは同時に表示できます。
複数表示は、複数ウィンドウを開いて表示する場合にのみ同時に表示できます。 表示を変更すると現在のウィンドウが変更さ
れ、新しいウィンドウは開かれません。

新しいウィンドウの作成
  ウィンドウ／新規ウィンドウを選択します。

新規表示の作成
  表示を設定し、表示／新規表示を選択し、新規表示の名前を入力して「OK」をクリックします。

表示の名前変更または削除
  表示／表示の編集を選択します。

表示の切り替え
 表示メニューの下部から表示名を選択します。

アートワークの最終出力媒体によるプレビュー
Illustrator では、アートワークをプリントしたとき、または Web やモバイルデバイスで表示したときに、アートワークの内容がどのように表示さ
れるかを、以下の方法でプレビューすることができます。
オーバープリントプレビューモード（表示／オーバープリントプレビュー） 色分解出力において、ブレンド、透明度、オーバープリントがインキ
としてどのように見えるかを予測できます
分版プレビューモード（ウィンドウ／分版プレビュー） 印刷したときに分解がどのように見えるかをプレビューできます。
ピクセルプレビューモード（表示／ピクセルプレビュー） Web ブラウザーでラスタライズされて表示されたときにアートワークがどのように見え
るかを予測します
分割・統合プレビューパネル（ウィンドウ／分割・統合プレビュー） 保存またはプリントするときに分割・統合の特定の条件を満たすアートワー
クの領域をハイライト表示します
簡易校正 特定の種類のモニターまたは出力デバイスでドキュメントのカラーがどのように見えるかを予測します
アンチエイリアス ベクトルオブジェクトを画面上で滑らかに表示します。これにより、PostScript® プリンターでプリントしたときにベクトル
アートワークがどのように見えるかが示されます。 ベクトルアートワークは高解像度で印刷されるのに対し、ディスプレイの解像度は比較的低い
ので、アンチエイリアスを使用すると便利です。 アンチエイリアスを有効にするには、編集／環境設定／一般（Windows）または Illustrator／環境
設定／一般（Mac OS）を選択し、「アートワークのアンチエイリアス」を選択して「OK」をクリックします。
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Device Central（ファイル／Device Central） ドキュメントが特定の携帯電話やモバイルデバイスでどのように表示されるかをプレビューするこ
とができます。
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-->

環境設定

トップへ戻る

トップへ戻る

環境設定について
Illustrator 環境設定
プラグインモジュールについて

環境設定について
環境設定とは、表示、ツール、定規の単位、情報の書き出しのオプションなど、Illustrator の動作方法などを設定するオプションのことです。 環境
設定は AIPrefs （Windows）または Adobe Illustrator 環境設定（Mac OS）というファイルに保存され、Illustrator を起動するたびに読み込まれま
す。

環境設定ダイアログボックスを開く
1. 次のいずれかの操作を行います。

（Windows）編集／環境設定／[環境設定名] を選択します。
（Mac OS） Illustrator／環境設定／[環境設定名] を選択します。
何も選択せずに、コントロールパネルの「環境設定」ボタンをクリックします。

2. 他の環境設定に切り替えるには、次のいずれかの操作を行います。
環境設定ダイアログボックスの左上のメニューからオプションを選択します。
「次へ」をクリックすると次のオプションが表示され、「前へ」をクリックすると前のオプションが表示されます。

すべての環境設定の初期設定のリセット
環境設定のリセットは、アプリケーションに問題が発生した場合に役立ちます。

 次のいずれかの操作を行います。
Alt + Ctrl + Shift キー（Windows）または Option + Command + Shift キー（Mac OS）を押しながら Illustrator を起動します。
現在の設定が削除されます。
AIPrefs ファイル（Windows）または Adobe Illustrator 環境設定ファイル（Mac OS）を削除するか、名前を変更します。環境
設定のファイルは、次に Illustrator を起動するときに新たに作成されます。
注意： Adobe Illustrator CS5 Settings フォルダーは、フォルダーごと削除してもかまいません。このフォルダーに含まれる
様々な環境設定は再生成されます。

Illustrator 環境設定
環境設定ファイルで、Illustrator のコマンドおよびパネルの設定を管理します。Illustrator を開くと、パネルとコマンドの位置が環境設定ファイルに
保存されます。環境設定を初期設定に戻したり、現在の設定を変更する場合は、環境設定ファイルを削除します。Illustrator を再起動して、ファイ
ルを保存すると、環境設定ファイルが自動的に作成されます。
環境設定ファイルは、使用するオペレーティングシステムごとに以下の場所にあります。
注意： フォルダー名は、インストールされた言語バージョンによって異なることがあります。
Mac OS X

Windows XP

1 <startup drive>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator CS5 Settings/en_US*/Adobe Illustrator 
Prefs

1 <startup drive>\ Documents and Settings\<username>\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator CS5 
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Windows Vista および Windows 7

注意： Windows XP では、デフォルトでアプリケーションデータフォルダーは非表示にされています。Windows Vista および Windows 7 の
AppData フォルダーも同じく非表示です。このフォルダーを表示させるには、コントロールパネルのフォルダーオプションを開き、「表示」タブ
をクリックします。「詳細設定」で、「すべてのファイルとフォルダーを表示する」または「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライ
ブを表示する」オプションを選択します。
環境設定ファイルが見つからない場合は、オペレーティングシステムの「検索」コマンドを使用して、AIPrefs（Windows）または Adobe
Illustrator 環境設定（Mac OS）を検索します。

プラグインモジュールについて
プラグインモジュールは、Adobe Illustrator に機能を追加するソフトウェアです。 Adobe Illustrator には各種の特殊効果用プラグインが付属してお
り、Illustrator フォルダーのプラグインフォルダーに自動的にインストールされます。
サードパーティのプラグインを Photoshop や Illustrator で使用することもできます。ただし、一部のプラグインモジュールは動作しないことがあ
ります。 アドビ システムズ社のプラグインモジュールをインストールするには、プラグイン用のインストーラーがある場合、それを使用します。
インストーラーがない場合は、プラグインモジュールのコピーを Illustrator のアプリケーションフォルダー内にあるプラグインフォルダーにドラッ
グします。 Illustrator を再起動して、プラグインを読み込みます。 サードパーティのプラグインモジュールをインストールする場合は、プラグイ
ンモジュールに付属している説明に従います。
注意： Adobe Illustrator プログラムはオープンアーキテクチャなので、サードパーティが Adobe Illustrator で使用可能な機能を開発することができ
ます。 Adobe Illustrator と互換性のあるプラグインモジュールの開発に関しては、米国アドビ システムズ社の Web サイト（www.adobe.com）を
参照してください。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Settings\en_US*\AIPrefs

1 <startup drive>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS5 Settings\en_US*\AIPrefs.
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スライス、切断ツール

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Illustrator には、オブジェクトをスライスし切断する次のツールが用意されています。

を参照してください。を参照してください。を参照してください。

スライスツール
は、Web 用にアート
ワークを複数の画像に
分割します。スライス
の作成

スライス選択
ツール（Shift +
K）は、Web
スライスを選択
します。詳しく
は、スライスの
選択

消しゴムツール（Shift +
E）は、ドラッグしたオ
ブジェクトの任意の領域
を消去します。詳しく
は、消しゴムツールを使
用したオブジェクトの消
去

はさみツー
ル（C）は、
パスを指定
の位置で切
断します。
詳しく
は、パスの
分割

ナイフツールは、オブ
ジェクトやパスを切断
します。詳しくは、ナ
イフツールを使用した
オブジェクトの切り抜
き を参照してくださ
い。

関連項目
グリッドの描画
オブジェクトの切り抜きと分割
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複数のアートボードの設定

ページの先頭へ

プリセット

幅、高さ

方向

縦横比を固定

X 座標と Y 座標

センターマークを表示

十字線を表示

ビデオセーフエリアを表示

ビデオ定規のピクセル縦横比

アートボードオプション
アートボードパネル
アートボードの作成
アートボードの削除
アートボードの選択および表示
アートボードの編集
アートボードの移動
アートボードの並べ替え
アートボードの再配置
アートボード名のカスタマイズ
アートボードの基準点の設定（9 か所の基準点）
アートボードの定規、センターマーク、十字線またはセーフエリアの表示

アートボードオプション

アートボードツール  をダブルクリックしてアートボードオプションダイアログボックスを開きます。また
は、アートボードツールをクリックし、コントロールパネルのアートボードオプションボタン  をクリック
します。

アートボードの寸法を指定します。これらのプリセットにより、指定された出力に対して適切な
ビデオ定規のピクセル縦横比が設定されます。

アートボードのサイズを指定します。

ページの方向を縦または横に指定します。

アートボードを手動でサイズ変更するときにアートボードの縦横比を固定します。

Illustrator のワークスペースの定規に従ってアートボードの位置を指定します。これらの定
規を表示するには、表示／定規を表示を選択します。

アートボードの中央にポイントを表示します。

アートボードの各辺の中央に十字線を表示します。

ビデオの表示可能エリア内のエリアを表すガイドを表示します。 ユーザーに対し
て表示する必要があるすべてのテキストやアートワークは、ビデオセーフエリア内に配置してください。

ビデオ定規に使用されるピクセル縦横比を指定します。
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アートボードの外側の領域をシェード

ドラッグ時に更新

アートボード

ページの先頭へ

アートボードツールがアクティブなときに、アートボードの外側の領
域をアートボードの内側の領域よりシェードを濃くして表示します。

アートボードをドラッグしてサイズ変更するときに、アートボードの外側の領域が暗くな
るようにします。このオプションを選択しない場合、サイズ変更時にアートボードの外側の領域は内側の領域
と同じ色で表示されます。

現在のアートボード数を示します。

アートボードパネル

アートボードパネルを使用すると、次のようなアートボードの操作を実行できます。

アートボードの追加、並べ替え、再配置および削除
アートボードの並べ替えおよび番号の変更
複数のアートボードの選択および複数のアートボード間の移動
プリセット、アートボードのサイズ、相対的なアートボードの位置などのアートボードオ
プションの指定

アートボードパネル

A. 上向き矢印 B. 下向き矢印 C. 新規アートボードの追加 D. アートボードの削除 

アートボードパネルを表示するには、ウィンドウ／アートボードを選択します。
アートボードを追加するには、次のいずれかの操作を実行します。
アートボードパネルの下部にある新規アートボードアイコンをクリックします。
アートボードパネルメニューから「新規アートボード」を選択します。

1 つまたは複数のアートボードを削除するには次の操作を行います。
削除するアートボードを選択します。複数のアートボードを削除するには、Shift キー
を押しながら、アートボードパネルに表示されているアートボード名をクリックしま
す。
アートボードパネルの下部にあるアートボードを削除アイコンをクリックするか、
アートボードパネルメニューから「削除」を選択します。複数の隣接していないアー
トボードを削除するには、Ctrl キー（Windows）またはCommand キー（Mac OS）を
押しながら、アートボードパネルのアートボード名をクリックします。

アートボードパネルのアートボードを再配置するには、アートボードパネルメニューから
「アートボードを再配置」を選択します。ただし、アートボードを再配置しても、アート
ボードの順番は変更されないことに注意してください。
アートボードを複製するには次の操作を行います。
複製するアートボードを選択します。アートボードをアートボードパネルの新規アー

105



ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

トボードボタンにドラッグしても、アートボードを複製できます。
アートボードパネルメニューから「複製」を選択します。

プリセット、アートボードの位置および表示など、アートボードオプションをリセットす
るには、アートボードパネルメニューから「アートボードオプション」を選択します。

詳しくは、アートボードパネルの使用に関するビデオを参照してください。

アートボードの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。

カスタムアートボードを作成するには、アートボードツール  を選択し、ワークス
ペース内をドラッグしてシェイプ、サイズおよび位置を決定します。
プリセットアートボードを使用するには、アートボードツールをダブルクリックし、
アートボードオプションダイアログボックスでプリセットを選択して「OK」をク
リックします。アートボードをドラッグして目的の位置に配置します。
作業アートボード内にアートボードを作成するには、アートボードツールを使用して
Shift キーを押したままドラッグします。
既存のアートボードを複製するには、アートボードツールを選択し、複製するアート
ボードをクリックして選択し、コントロールパネルの新規アートボードボタン  を
クリックします。その後、複製されたアートボードを配置する位置をクリックしま
す。複数の複製を作成するには、Alt キーを押しながら、必要な回数クリックしま
す。または、アートボードツールを使用し、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながら、複製するアートボードをドラッグします。
コンテンツが含まれたアートボードを複製するには、アートボードツールを選択し、
コントロールパネルのオブジェクトと一緒に移動またはコピーアイコン  をクリッ
クして選択します。その後、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を
押してドラッグします。

アートワークに裁ち落としを設定する場合は、アートボードの長方形の外側に、裁ち落と
しに必要な余白が十分あることを確認してください。

2. アートボードを確定してアートボード編集モードを終了するには、ツールパネルの別の
ツールをクリックするか、Esc キーをクリックします。

詳しくは、複数のアートボードの使用に関するビデオを参照してください。

アートボードの削除
アートボードをクリックして Delete キーを押すか、コントロールパネルのアートボード
を削除ボタン  をクリックするか、アートボードの右上隅の削除アイコン  をクリック
します。アートボードは 1 つを残して他のすべてを削除できます。

アートボードの選択および表示
1. アートボードツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

アートボードをクリックしてアクティブにします（別のツールを使用してアートボー
ド内をクリックまたは描画した場合もアートボードがアクティブになります）。複数
のアートボードが重なり合っている場合は、その左端がクリック位置に最も近いアー
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

トボードがアクティブになります。
アクティブなアートボードを順に切り替えるには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら矢印キーを押します。
アートボードとその内容をアウトラインとして表示するには、右クリック
（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「アウトラ
イン」を選択します。アートワークの表示に戻るには、右クリック（Windows）また
は Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「プレビュー」を選択しま
す。

アートボードの編集

ドキュメントに複数のアートボードを作成することができますが、一度にアクティブにできるアートボードは
1 つのみです。複数のアートボードを定義した場合、アートボードツールを使用してすべてのアートボードを
表示できます。各アートボードには、簡単に参照できるように番号が付けられます。アートボードはいつでも
編集または削除することができ、プリントや書き出しを行うたびに別のアートボードを指定できます。

1. アートボードツール  を選択し、アートボードをクリックして選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

アートボードのサイズを変更するには、アートボードの端または隅にポインターを合
わせて、カーソルが両方向の矢印に変わったらドラッグします。または、コントロー
ルパネルで新しい「幅」と「高さ」の値を指定します。
アートボードの方向を変更するには、コントロールパネルの縦置きボタンまたは横置
きボタンをクリックします。
アクティブなアートボードを順に切り替えるには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら矢印キーを押します。
アートボードとその内容をアウトラインとして表示するには、右クリック
（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「アウトラ
イン」を選択します。アートワークの表示に戻るには、右クリック（Windows）また
は Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「プレビュー」を選択しま
す。

アートボードの移動
1. アートボードツールを選択し、アートボードをクリックして選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

アートボードとその内容を移動するには、コントロールパネルのオブジェクトと一緒
に移動またはコピーアイコン  をクリックして選択し、アートボードにポインター
を置いてドラッグします。または、コントロールパネルで移動先の「X」と「Y」の
値を指定します。
内容を含めずにアートボードだけを移動するには、コントロールパネルのオブジェク
トと一緒に移動またはコピーアイコンをクリックして選択を解除し、アートボードに
ポインターを置いてドラッグします。または、コントロールパネルで移動先の「X」
と「Y」の値を指定します。

アートボードの並べ替え

アートボードパネルで、パネル下部の上向き矢印と下向き矢印を使用すると、アートボードを並べ替えること
ができます。ただし、アートボードパネルのアートボードを並べ替えても、作業エリアのアートボードは並べ
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横に配列

縦に配列

横一列

縦一列

右からの配列に変更、左からの配列に変更

ページの先頭へ

替えられません。

アートボードの再配置

スクリーン内にすべてのアートボードが収まるように、「横に配列」、「縦に配列」、「横一列」および「縦
一列」オプションを使用して、アートボードを再配置できます。
アートボードを再配置するには次の操作を行います。

1. アートボードパネルメニューから「アートボードを再配置」を選択します。

2. アートボードを再配置ダイアログボックスで、目的のレイアウトを選択します。オプショ
ンは次のとおりです。

複数のアートボードを指定された列数で配置します。「横列数」ボックスで横
に配置する数を指定します。初期設定値では、指定されたアートボード数で最も正方形に
近い配置になります。

複数のアートボードを指定された列数に配置します。縦列数メニューから列数
を選択します。初期設定値では、指定されたアートボード数で最も正方形に近い配置にな
ります。

すべてのアートボードが横一列に配置されます。

すべてのアートボードが縦一列に配置されます。

アートボードが左から右へ、または右から左
へ配置されます。デフォルトでは、アートボードは左から右へ配置されます。
注意：「右からの配列に変更」オプションを選択すると、「横に配列」および「縦に配
列」オプションは、「右から横に配列」および「右から縦に配列」に変更されます。

3. アートボードの間隔を指定します。この設定は、縦と横の両方の間隔に適用されます。

4. アートボードの位置が変更された場合に、必ずオブジェクトも移動されるようにするに
は、「オブジェクトと一緒に移動」オプションを選択します。

また、アートボード内に全てが収まって重なっているアートボードは、トリムエリアと同様に扱われ、アート
ボードは重なったまま一緒に移動します。

アートボード名のカスタマイズ

アートボード編集モードである場合、各アートボードにカスタムの名前を指定できます。
アートボードにカスタムの名前を割り当てるには次の操作を行います。

1. アートボードツールを選択して、アートボードを編集します。

2. 目的のアートボードを選択して、アートボードコントロールパネルの「名前」フィールド
にアートボード名を指定します。
または、アートボードオプションダイアログボックスの「名前」フィールドでカスタムの
名前を指定することもできます。このダイアログボックスを開くには、アートボードパネ
ルメニューから「アートボードオプション」を選択します。「OK」をクリックして、選
択したアートボードの新しい名前を確定します。
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新しいアートボード名が、アートボードの左上に表示されます。カスタム名は、ドキュメントのステータス領
域の横にある「アートボードナビゲーション」ドロップダウンメニューにも表示されます。
カスタム名をアートボードに割り当てた場合、「各アートボードを個別のファイルに保存」を選択して保存す
ると、カスタム名がファイル名の最後に追加されます。

コントロールパネルでのアートボードのカスタム名の入力

デフォルトの名前に戻すには、コントロールパネル内の「名前」フィールドからアートボードの名前
を削除します。

アートボードの基準点の設定（9 か所の基準点）

アートボードの基準点を設定するには、アートボードオプションダイアログボックスまたはコントロールパネ
ルのアートボードオプションを使用します。
このオプションを使用すると、アートボードの任意のコーナーまたは中心を基準として、アートボードのサイ
ズを変更できます。

アートボードの定規、センターマーク、十字線またはセーフエリアの表
示

アートボードの周囲にセンターマーク、十字線、ビデオセーフエリアおよび定規を表示できます。定規は、ビ
デオへの書き出し用のアートワークを操作するときに便利です。 定規の数値は、環境設定で指定されている
測定単位に関係なく、デバイス固有のピクセルを反映しています。 Illustrator のデフォルトのビデオ定規のピ
クセル縦横比（VPAR）は 1.0 です（正方形ピクセルの場合）。この値は、アートボードオプションダイアロ
グボックスまたは新規ドキュメントダイアログボックスのどちらかで選択するプリセットに応じて変更されま
す。
非正方形ピクセルを使用している場合は、定規を使用すると、デバイス固有のピクセルの計算が容易になりま
す。例えば、100x100 Illustrator ポイントのアートボードを指定し、NTSC DV ワイドスクリーンで使用する
ためにファイルを書き出す前に、デバイス依存のピクセルの正確なサイズを知る必要がある場合は、ビデオ定
規のピクセル縦横比 1.2（ワイドピクセル用）を使用するように Illustrator のビデオ定規を設定します。これ
により、定規に変更が反映され、アートボードが 83x100 デバイスピクセル（100/1.2 = 83.333）として表示
されます。

アートボードと定規
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注意：

センターマーク、十字線、ビデオセーフエリアの表示

センターマーク、十字線、ビデオセーフエリアは、ビデオの作成を支援するビデオプロパティです。これらの
プロパティを表示するには、次の操作を行います。

1. ツールパネルのアートボードツール  をダブルクリックするか、アートボードツールを
選択した状態でコントロールパネルのアートボードオプションアイコン  をクリックし
ます。

2. 「表示」セクションで、アートボードに表示するオプションを選択します。

コントロールパネルのセンターマークを表示アイコン  をクリックして、中心
点を設定または削除することもできます。

関連項目
ビデオチュートリアル - アートボードの操作
アートボードの概要
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復帰、取り消し、自動処理

 

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

変更の取り消しとやり直し
最後に保存した状態への復帰
自動処理

変更の取り消しとやり直し
「取り消し」コマンドと「やり直し」コマンドを使用すると、操作を取り消したり、やり直したりすることができるので、作業中のミスを修正で
きます。 操作の取り消しややり直しは、「保存」コマンドを選択した後でも実行できます（ドキュメントを閉じてから再び開いた場合は実行でき
ません）。

 編集／取り消し、または編集／やり直しを選択します。
「取り消し」コマンドを繰り返し選択することによって、メモリに依存しますが200回の操作を取り消すことができます。 操作を取り消しできな
い場合、「取り消し」コマンドは薄く表示されます。

最後に保存した状態への復帰
ファイルを最後に保存した状態に復帰することができます（ドキュメントを閉じて再び開いた場合は復帰できません）。 この操作は取り消しでき
ません。

 ファイル／復帰を選択します。

自動処理
グラフィックデザインはクリエイティブな分野の 1 つですが、アートワーク作成の実作業には単純な繰り返し作業もあります。 実際、画像の配置
と移動、間違いの修正、プリントや Web 表示用ファイルの準備などに費やす時間で、クリエイティブな作業の時間が削られることがよくありま
す。
Illustrator では、様々な方法で単純な繰り返し作業を自動化し、クリエイティブな作業に多くの時間をかけることができます。
アクションは、メニューコマンド、ツールオプション、オブジェクト選択など、Illustrator を使用した一連の作業を記録したものです。 アクション
を実行すると、記録したすべての作業が実行されます。
Illustrator には、記録済みのアクションが用意されており、頻繁に行う作業に使用できます。 これらのアクションは、アプリケーションをインス
トールすると、初期設定セットとしてアクションパネルに追加されます。
スクリプトは、ひとまとまりの操作を実行するようコンピューターに命令する一連のコマンドです。 これらの操作は、Illustrator のみを使用する場
合と、ワードプロセッサー、表計算、データベース管理システムなど、他のアプリケーションと連動する場合があります。Illustrator には、初期設
定のスクリプトが用意されており、頻繁に行う作業に使用できます。 これらのスクリプトを使用するには、ファイル／スクリプトを選択します。
データ駆動型グラフィックを使用すれば、大量のデータを扱うパブリッシング環境で、デザイナーと開発者がスムーズに連携して作業を行うこと
ができます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ConnectNow での作業

 

トップへ戻る

ConnectNow での作業

ConnectNow での作業
Adobe® ConnectNow を使用すると、Web 経由で他のユーザーとリアルタイムに会議や共同作業を行うことができる、安全な個人用のオンライン
会議室を実現できます。ConnectNow では、コンピューターの画面の共有や注釈の挿入、チャットメッセージの送信、統合されたオーディオ機能
によるコミュニケーションが可能です。ライブビデオのブロードキャスト、ファイルの共有、会議ノートの取り込み、出席者のコンピューターの
制御を行うこともできます。
ConnectNow には、アプリケーションのインターフェイスから直接アクセスできます。

1. ファイル／スクリーンを共有を選択します。
2. Adobe CS Live にサインインダイアログボックスで、電子メールアドレスとパスワードを入力し、「サインイン」をクリック
します。Adobe ID がない場合「Adobe ID の作成」をクリックします。

3. 画面を共有するには、ConnectNow アプリケーションウィンドウの中央にある「コンピュータースクリーンを共有」ボタンを
クリックします。

ConnectNow の使用方法について詳しくは、Adobe ConnectNow ヘルプを参照してください。
ConnectNow の使用法に関するビデオチュートリアルについては、Using ConnectNow to share your screen（7:12）を参照してください（このデ
モでは Dreamweaver を使用しています）。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ファイルとテンプレート

トップへ戻る

トップへ戻る

新規ドキュメントプロファイルについて
新しいドキュメントの作成
テンプレートについて
新規テンプレートの作成
ドキュメント設定オプションの指定
ファイルを開く
Adobe Bridge を使用したファイルの参照

新規ドキュメントプロファイルについて
ドキュメントは、アートワークを作成するスペースです。 Illustrator では、様々な種類の出力用のドキュメントを作成できます。 ビデオ制作用の
Illustrator ドキュメントの作成については、www.adobe.com/go/learn_ai_video_jp にある「Enhancing Video Production PDF」を参照してくださ
い。
新しいドキュメントを作成するには、まず目的の出力に基づいて新規ドキュメントプロファイルを選択します。 各プロファイルには、サイズ、カ
ラーモード、単位、方向、透明グリッドおよび解像度のプリセット値が含まれています。 デフォルトでは、すべて 1 つのアートボードを使用しま
す。例えば、「ビデオとフィルム」プロファイルでは、ポイントの代わりにピクセルが使用され、「NTSC DV ワイドスクリーン」などのデバイス
固有のトリムエリアを選択することができ、正確に必要な寸法のドキュメントを作成できます。また、ビデオセーフガイドが表示され、表示が最
適化されるようにデザインをレイアウトすることができます。
ファイルをハイエンドプリンターで出力する場合、例えば、ファイルを印刷会社に送る場合は、「プリント」プロファイルを指定して、アート
ワークや効果を適切な解像度に設定することができます。

次のいずれかのプロファイルを選択できます。
プリントドキュメント 初期設定では A4 サイズのアートボードが使用され、他の様々なプリセットプリントサイズも選択できます。 このファイル
を印刷会社に送って、ハイエンドプリンターで出力する場合は、このプロファイルを使用します。
Web ドキュメント Web への出力に最適化されたプリセットオプションが用意されています。
Flash Catalyst デフォルトサイズの 800px × 600px アートボードがある FXG ドキュメントを RGB モードで作成します。「新規オブジェクトを
ピクセルグリッドに整合」は、ドキュメントの新規アートに対して有効になり、「ラスタライズ効果の解像度」は 72ppi に設定されます。ま
た、Flash Catalyst と Flash Professional のワークフローを考慮して設計されたスウォッチ、シンボル、グラフィックスタイルおよびブラシがあり
ます。
モバイルとデバイスドキュメント 特定のモバイルデバイス用にプリセットされたサイズの小さいファイルを作成します。 サイズメニューからデバ
イスを選択できます。 「Device Central」をクリックすると、Adobe Device Central が開き、指定したデバイスのインターフェイスでドキュメン
トのレイアウトが表示されます。
ビデオとフィルムドキュメント ビデオやフィルムに固有のトリムエリアサイズのプリセットが用意されています（このプロファイルでは、アート
ボードサイズがビデオスクリーンサイズに変更されます）。Illustrator では正方形ピクセルのファイルのみが作成されるので、ビデオアプリケー
ションでサイズが正しく解釈されるように、Illustrator で幅と高さの値が調整されます。 例えば、「NTSC DV」を選択した場合、Illustrator では
654 × 480 のピクセルサイズが使用され、ビデオベースのアプリケーションでは 740 × 480 ピクセルで開かれます。
基本 CMYK ドキュメント 初期設定では A4 サイズのアートボードが使用され、他の様々なサイズも選択できます。 ドキュメントを複数のメディ
アに出力する場合は、このプロファイルを使用します。 出力するメディアに商業印刷が含まれる場合は、手動で「ラスタライズ効果」の設定を
「高解像度」にすることができます。
基本 RGB ドキュメント 初期設定では 800 × 600 サイズのアートボードが使用され、他のプリント、ビデオおよび Web 固有の様々なサイズも選
択できます。 ドキュメントを商業印刷に使用する場合や、ハイエンドプリンターで出力する場合は、このオプションを使用しないでください。 ド
キュメントを通常レベルのプリンター、Web または複数のメディアに出力する場合に、このプロファイルを使用します。
新規ドキュメントの設定に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0031_jp を参照してください。
カスタムドキュメントプロファイルの作成方法について詳しくは、www.adobe.com/go/learn_custom_document_profiles_jp を参照してください。
新規ドキュメントの作成
ビデオ制作

新しいドキュメントの作成
Illustrator の新規ドキュメントは、新規ドキュメントプロファイルまたはテンプレートから作成できます。 ドキュメントを新規ドキュメントプロ
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ファイルから作成する場合は、白紙のドキュメントが表示され、塗りおよび線のカラー、グラフィックスタイル、ブラシ、シンボル、アクショ
ン、表示などの設定は選択したプロファイルの初期設定の値が使用されます。 ドキュメントをテンプレートから作成する場合は、デザイン要素や
設定があらかじめ定義された状態でドキュメントが表示されます。トリムマークやガイドなどのコンテンツの設定、パンフレットや CD カバーな
ど特定種類のドキュメント向けの設定も定義済みです。
新規ドキュメントは、スタートアップスクリーンから作成するか、ファイル／新規またはファイル／Device Central（モバイルデバイス用の出力の
場合）を選択して作成します。 スタートアップスクリーンは、ヘルプ／スタートアップスクリーンを選択して表示できます。
新規ドキュメントの設定に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0031_jp を参照してください。

新規ドキュメントの作成
スタートアップスクリーンまたはファイルメニューから新規ドキュメントを開始できます。

1. 次のいずれかの操作を行います。
Illustrator が既に開いている場合、ファイル／新規を選択し、新規ドキュメントプロファイルメニューからドキュメントプ
ロファイルを選択します。
スタートアップスクリーンが開いている場合は、「新規作成」リストからドキュメントプロファイルを選択します。
Illustrator が開いていない場合、Illustrator を開き、スタートアップスクリーンの「新規作成」リストからドキュメントプロ
ファイルを選択します。
注意： スタートアップスクリーンで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックする
と、新規ドキュメントが直接開き、新規ドキュメントダイアログボックスをスキップできます。

2. ドキュメント名を入力します。
3. ドキュメントのアートボード数と、画面に配置する順序を指定します。
横に配列 複数のアートボードを指定された行数に配置します。横列数メニューから数値を選択します。初期設定値では、指定
されたアートボード数で最も正方形に近い配置になります。
縦に配列 複数のアートボードを指定された列数に配置します。縦列数メニューから列数を選択します。初期設定値では、指定
されたアートボード数で最も正方形に近い配置になります。
横一列 アートボードを横一列に配置します。
縦一列 アートボードを縦一列に配置します。
右からの配列に変更 指定された行または列の形式で複数のアートボードを右から左に配置します。

4. アートボード間の初期設定間隔を指定します。この設定は、縦と横の両方の間隔に適用されます。
5. すべてのアートボードの初期設定サイズ、測定単位、方向を指定します。
注意： これらの設定は、ドキュメントを作成した後でも、必要に応じてアートボードを移動およびサイズ変更してカスタマイ
ズできます。

6. アートボードの各側辺に沿って裁ち落としの位置を指定します。各側辺に別の値を指定するには、ロックアイコン  をクリッ
クします。

7. 「詳細」をクリックして、次の追加オプションを指定します。
注意： これらの設定は、ドキュメントを作成した後で、ファイル／ドキュメント設定を選択し、新しい設定を指定し変更でき
ます。
カラーモード 新規ドキュメントのカラーモードを指定します。 カラーモードを変更すると、選択した新規ドキュメントプロ
ファイルの初期設定の内容（スウォッチ、ブラシ、シンボル、グラフィックスタイル）が新しいカラーモードに変更されま
す。 設定を変更するときには、警告アイコンに注意してください。
ラスタライズ効果 ドキュメントのラスタライズ効果の解像度を指定します。 高解像度のハイエンドプリンターで出力する場合
は、このオプションを「高解像度」に設定することが特に重要です。 「プリント」プロファイルでは、初期設定でこのオプ
ションが「高解像度」に設定されます。
透明グリッド ビデオとフィルムプロファイルを使用しているドキュメントの透明グリッドのオプションを指定します。
プレビューモード ドキュメントの初期設定のプレビューモードを設定します（表示メニューでいつでも変更できます）。
「デフォルト」では、ドキュメントで作成されたアートワークを、フルカラーのベクトルで表示します。 ズームインまた
はズームアウトしても、曲線の滑らかさは保持されます。
「ピクセル」では、アートワークをラスタライズ（ピクセル化）されたアピアランスで表示します。内容が実際にラスタラ
イズされるわけではなく、内容をラスタライズした場合をシミュレートしてプレビューを表示します。
「オーバープリント」では、色分解出力において、ブレンド、透明度、オーバープリントがどのように印刷されるかをシ
ミュレートします（オーバープリントについてを参照してください）。

Device Central ドキュメントを「モバイルとデバイス」プロファイルを使用して作成した場合は、「Device Central」をク
リックしてモバイルデバイスのインターフェイスで新規ドキュメントをプレビューできます。
新規オブジェクトをピクセルグリッドに整合 このオプションを選択した場合、すべての新規オブジェクトがピクセルグリッド
に整合されます。このオプションは、Web などの表示デバイス向けのデザインにおいて重要であるため、Web ドキュメントな
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どのドキュメントではデフォルトで有効になっています。詳しくは、Web ワークフローのピクセル整合パスの描画を参照して
ください。

テンプレートからの新規ドキュメントの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／テンプレートから新規を選択します。
ファイル／新規を選択します。新規ドキュメントダイアログボックスで、「テンプレート」をクリックします。
スタートアップスクリーンで、新規作成リストの「テンプレートから作成」をクリックします。

2. テンプレートから新規ダイアログボックスで、テンプレートを見つけて選択し、「新規」をクリックします。

テンプレートについて
テンプレートを使用すると、設定とデザイン要素が共通の新規ドキュメントを作成できます。 例えば、見かけが似た名刺を数種類デザインする場
合は、必要なアートボードサイズ、ガイドなどの表示設定とプリントオプションを設定したテンプレートを作成します。 テンプレートには、ロゴ
などの共通のデザイン要素を設定したシンボルや、特定のカラースウォッチ、ブラシ、グラフィックスタイルを含めることもできます。
Illustrator には、レターヘッド、名刺、封筒、パンフレット、ラベル、証明書、はがき、挨拶状、Web サイトなど様々なテンプレートが用意されて
います。
「テンプレートから新規」コマンドでテンプレートを選択すると、元のテンプレートファイルには変更を加えずに、そのテンプレートと同じコン
テンツとドキュメント設定で新規ドキュメントを作成できます。

新規テンプレートの作成
1. 新規ドキュメントまたは既存のドキュメントを開きます。
2. 必要に応じて、次のいずれかの方法でドキュメントをカスタマイズします。

テンプレートから新規ドキュメントを作成したときに表示するとおりに、ドキュメントウィンドウを設定します。 ウィン
ドウ設定には、表示倍率、スクロール位置、定規の原点、ガイド、グリッド、トリムエリア、表示メニューのオプションな
どがあります。
テンプレートから新規ドキュメントを作成したときに表示するアートワークを描画、または読み込みます。
既存のスウォッチ、スタイル、ブラシ、シンボルから不要なものを削除します。
各パネルに含める新規のスウォッチ、スタイル、ブラシ、シンボルを作成します。 スウォッチ、グラフィックスタイル、
ブラシ、シンボル、アクションは Illustrator 付属のライブラリから読み込むこともできます。
グラフのデザインダイアログボックスに追加するグラフデザインを作成します。 既定のグラフデザインを読み込むことも
できます。
ドキュメント設定ダイアログボックスおよびプリントダイアログボックスで必要なオプションを設定します。

3. ファイル／テンプレートとして保存を選択します。
4. 別名で保存ダイアログボックスでファイルの保存場所を入力し、ファイル名を入力して、「保存」をクリックします。
ファイルは、Adobe Illustrator Template（AIT）形式で保存されます。

ドキュメント設定オプションの指定
ドキュメント設定ダイアログボックスでは、ドキュメントに関する測定単位、透明グリッドの表示、背景色、入力設定（言語、引用符の種類、上
付き文字と下付き文字のサイズ、書き出し形式など）の初期設定オプションをいつでも変更できます。「アートボードを編集」ボタンをクリック
すると、このダイアログボックスが閉じて、アートボードツールがアクティブになります。アートボードを変更するには、このボタンを使用しま
す。

1. ファイル／ドキュメント設定を選択するか、コントロールパネルの「ドキュメント設定」ボタンをクリックします（このボタ
ンは何も選択されていないときに表示されます）。

2. 必要に応じて、オプションを指定します。
注意： ドキュメントを色付きの紙に印刷する場合は、「紙色のシミュレート」オプションが役立ちます。例えば、イエローのアートボード背景に
ブルーのオブジェクトを描画すると、オブジェクトはグリーンに見えます。 このシミュレーションは、透明グリッドが表示されていないときだけ
実行されます。
各オプションについて詳しくは、関連トピックを参照してください。

ファイルを開く
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Illustrator は、Illustrator で作成したファイルに加えて、他のアプリケーションで作成した互換性のあるファイルも開くことができます。
既存のファイルを開くには、ファイル／開くを選択します。 ファイルを見つけて、「開く」をクリックします。
最近保存したファイルを開くには、スタートアップスクリーンで「最近使用した項目を開く」リストからファイルを選択する
か、ファイル／最近使用したファイルを開くを選択してリストからファイルを選択します。
Adobe Bridge を使用してファイルを開いてプレビューするには、ファイル／Bridge で参照を選択して Adobe Bridge を開きま
す。 ファイルを探して、ファイル／アプリケーションを指定して開く／Adobe Illustrator CS5 を選択します。

Adobe Bridge を使用したファイルの参照
Adobe® Bridge は、Adobe® Creative Suite® コンポーネントに含まれるクロスプラットフォームのアプリケーションで、プリント、Web、ビデオ
およびオーディオコンテンツを作成するために必要なアセットを検索、整理および参照することができます。Bridge は Creative Suite のコンポー
ネントから起動することができ、Bridge を使用してアドビのアセットとアドビ以外のアセットの両方にアクセスすることができます。

 Illustrator から次のいずれかの操作を行って、Adobe Bridge を開きます。
ファイル／Bridge で参照を選択します。
コントロールパネルの Adobe Bridge アイコン  をクリックします。
ステータスバーから「Bridge で表示」を選択します。

Adobe Bridge から、次の操作を実行できます。
画像、フッテージおよびオーディオファイルを管理します。個々のアプリケーションを開かずに、Brdige でファイルをプレ
ビュー、検索、ソートおよび処理することができます。 ファイルのメタデータを編集したり、Bridge を使用してファイルをド
キュメント、プロジェクトまたはコンポジションに配置したりすることもできます。
写真を管理します。デジタルカメラのメモリカードから写真を読み込んで編集したり、関連する写真をグループ化した
り、Photoshop® Camera Raw ファイルを開いて読み込んだり、Photoshop を起動せずに写真の設定を編集したりすることが
できます。
バッチコマンドなどの自動処理を実行します。
カラーマネジメントされた Creative Suite コンポーネント間でカラー設定を同期します。
リアルタイムの Web 会議を開始して、デスクトップを共有したり、ドキュメントをレビューしたりします。

関連項目
  Adobe Bridge

  CS Live に接続

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

116

http://help.adobe.com/ja_JP/CreativeSuite/CS5/Using/WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-7371a.html
http://help.adobe.com/ja_JP/CreativeSuite/CS5/Using/WSa6e955a7f13ff621-75d05ec126f9ddcb7a-8000.html
http://help.adobe.com/ja_JP/CreativeSuite/CS5/Using/WSa6e955a7f13ff621-75d05ec126f9ddcb7a-8000.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


Illustrator CC の設定の読み込みと書き出し
バージョン 17.1 で導入

重要：

設定の読み込みと書き出し

Illustrator の設定は、設定パッケージを使って書き出しおよび読み込みすることができます。パッケージの保存場所を指定するだけで、お使いのコ
ンピューターの Illustrator の設定を簡単に書き出すことができます。パッケージを別のコンピューターにコピーし、そのコンピューターの
Illustrator CC でパッケージから設定を読み込みます。

書き出し設定

1. Illustrator で、編集／個別の設定／設定の書き出しをクリックします。

2. 表示されたダイアログボックスで、設定パッケージの保存場所を指定します。

設定パッケージには、AI17設定_日付_時刻という形式の名前が付けられます。

3. 「OK」をクリックすると、指定した場所に設定パッケージが作成されます。

作成したパッケージを別のコンピューターにコピーすると、そのコンピューターに Illustrator の設定を読み込むことができま
す。

設定の読み込み

設定を読み込むと、設定を適用するために Illustrator が再起動されます。このため、設定を読み込む前に、必ず作業中のアートワークを
保存してください。

1. Illustrator で、編集／個別の設定／設定の読み込みをクリックします。

2. 表示された設定の読み込みダイアログボックスで、設定パッケージファイルを選択します。

設定パッケージには、AI17設定_日付_時刻という形式の名前が付けられています。

3. 「OK」をクリックすると、設定の読み込みが開始されます。

4. 「設定を適用するため、Illustrator を再起動します」という内容のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックして再起動
します。

設定の読み込みに関する注意事項：
ローカル設定の異なる Illustrator 間で設定を書き出しまたは読み込みすることはできません。
異なるオペレーティングシステム（Windows と Mac OS）間で設定をコピーすると、ショートカットキーは読み込まれませ
ん。
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  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー
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ファイル情報ダイアログ

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ファイル情報ダイアログ（ファイル／ファイル情報）は、新しいフレームワークになりました。以下のスクリーンショットは新しいレイアウト
のファイル情報ダイアログです。

新しいファイル情報ダイアログ

既知の問題

HiDPI コンピューターでは、ファイル情報ダイアログは途切れて表示されます。
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描画
Illustrator での矢印とその始点・終点の作成（英語）
Michael Jarrott  (2012/10/31)
チュートリアル
様々な矢印を作成する 5 つの方法
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描画の基本

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ベクトルグラフィックについて
パスの概要
方向線と方向点
方向線と方向点のアピアランスの指定
アンカーポイントのサイズに関する環境設定の指定
描画方法

iPhone や iPad で起動し、加工や仕上げはデスクトップで行います。

デザインのワークフローの始めに、iPad や iPhone 上でイメージを膨らませたり、トレースしたり、プロトタイピングしたりしていますか？
iPad や iPhone で利用可能な Adobe Illustrator Draw をお試しください。Draw にお気に入りのベクトル描画ツールや機能を取り込んで、合理化さ
れた最新のインターフェイスに組み入れることができます。線やシェイプ、フリーフォームのイラストレーションを描画できるほか、10 の描画レ
イヤーと 1 つの写真レイヤーを使用できます。デスクに戻ったら、Creative Cloud の接続性を利用して、Illustrator CC や Photoshop CC で簡単に
仕上げを加えることができます。
Adobe Illustrator Draw アプリについて詳しくは、こちらを参照してください。
魅力満載の Adobe Illustrator Draw アプリは iTunes App ストアからダウンロードできます（iPhone と iPad に対応）。

ベクトルグラフィックについて

ベクトルグラフィック（ベクトルシェイプまたはベクトル画像とも呼ばれる）は、幾何学的特性によって画像を記述するベクトルと呼ばれる数学
的オブジェクトで定義された直線と曲線で構成されます。
ベクトル画像は解像度に依存しないので、細部を損なうことなく自由に移動したり変更したりできます。サイズの変更、PostScript プリンターで
の印刷、PDF ファイルでの保存、ベクトルベースのグラフィックアプリケーションへの読み込みなどを、エッジの鮮明さを維持したままで行うこ
とができます。そのため、様々なサイズや出力メディアで使用されるロゴなどのアートワークに最適です。
Adobe Creative Suite の描画ツールや図形ツールを使用して作成するオブジェクトは、ベクトルグラフィックの一例です。コピー＆ペーストコマ
ンドを使用すると、Creative Suite コンポーネント間でベクトルグラフィックをコピーできます。

パスの概要

描画すると、パスと呼ばれる線が作成されます。パスは、直線または曲線のセグメントで構成されます。各セグメントの始点と終点はアンカーポ
イントで示され、ワイヤーを固定するピンのような働きをします。パスには、クローズパス（例えば、円）と離れた端点をもつオープンパス（例
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注意：

ページの先頭へ

えば、波形線）とがあります。
パスの形状を変更するには、パスのアンカーポイント、アンカーポイントに表示される方向線の先端にある方向点、またはパスセグメント自体を
ドラッグします。

パスの構成要素

A. 選択されている（黒い正方形）端点 B. 選択されているアンカーポイント C. 選択されていないアンカーポイント D. 曲線のパスセグメント E. 方
向線 F. 方向点 

パスには、コーナーポイントとスムーズポイントという 2 種類のアンカーポイントが作成されます。コーナーポイントでは、パスの方向が大きく
変わります。スムーズポイントでは、パスセグメントは連続する曲線として連結されます。コーナーポイントとスムーズポイントを自由に組み合
わせてパスを作成できます。不適切な種類のポイントを作成した場合は、いつでも変更できます。

パス上のポイント

A. 4 つのコーナーポイント B. 4 つのスムーズポイント C. コーナーポイントとスムーズポイントの組み合わせ 

コーナーポイントでは、2 つの直線セグメントまたは曲線セグメントを連結できますが、スムーズポイントでは 2 つの曲線セグメントだけを連結
できます。

コーナーポイントでは、直線セグメントと曲線セグメントの両方を連結できます。

コーナーポイント、スムーズポイントを直線セグメント、曲線セグメントと混同しないように注意してください。

線は、パスのアウトラインを指します。塗りはオープンパスまたはクローズパスの内側の領域に適用されるカラーまたはグラデーションを指しま
す。線には、太さ、色および破線パターン（Illustrator および InDesign）、または定型化された線のパターン（InDesign）を指定できます。線と塗
りの属性は、パスやシェイプを作成した後でも変更できます。
InDesign では、各パスにセンターポイントも表示されます。これは、シェイプの中央を示しますが、パスの一部ではありません。センターポイン
トを使用してパスをドラッグしたり、パスを他の要素に整列させたり、パス上のすべてのアンカーポイントを選択したりすることができます。セ
ンターポイントは常に表示され、非表示にしたり削除したりすることはできません。

方向線と方向点

曲線セグメントを連結するアンカーポイントを選択すると（またはセグメント自体を選択すると）、セグメントを連結するアンカーポイントに方
向ハンドルが表示されます。方向ハンドルは、方向線で構成され、その先端には方向ポイントがあります。方向線の角度と長さによって、曲線セ
グメントの形状とサイズが決まります。方向点を移動すると、曲線の形状が変化します。方向線は、最終出力には表示されません。
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ページの先頭へ

スムーズポイントには、常に同時に動く一直線上の 2 本の方向線があります。スムーズポイント上の方向線を移動すると、そのアンカーポイント
で連結されたセグメントは連続する曲線を維持したまま、両側の曲線セグメントが同時に調整されます。
これに対して、コーナーポイントには、結合されている曲線セグメントの数（2 つ、1 つまたはなし）と同じ数の方向線（2 本、1 本またはなし）
があります。コーナーポイントの方向線の角度はそれぞれ異なります。コーナーポイント上の方向線を移動すると、そのポイントに対して方向線
と同じ側の曲線だけが調整されます。

アンカーポイントを選択した状態（左）と、アンカーポイントで連結されている曲線セグメント上に方向線が表示された状態（右）

スムーズポイント上（左）とコーナーポイント上（右）の方向線の調整

方向線は、アンカーポイントの位置で、曲線の半径に対して常に垂直に接しています。各方向線の角度によって曲線の弧が決定され、長さによっ
て曲線の高さと深さが決定されます。

方向線を移動したり、長さを変更したりすると、曲線の弧が変わります。

Illustrator では、表示／境界線を表示を選択するか、表示／境界線を隠すを選択することにより、アンカーポイント、方向線および方向点
を表示するか、非表示にするかを指定できます。

方向線と方向点のアピアランスの指定

方向線（ハンドル）を表示すると、操作の邪魔になることがありますが、ポイントとパスを操作する際は、この方向線を表示する必要が生じる場
合があります。方向線は、選択した複数のアンカーポイントに対して表示したり、非表示にしたりできます。アンカーポイントが 1 つの場合、方
向線は常に表示されます。
方向線の表示と非表示は、個別に指定することも、環境設定で指定することもできます。
方向線と方向点の設定に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0037_jp を参照してください。

関連項目
選択の環境設定の指定

選択したアンカーポイントに対する方向線の表示または非表示
1. ダイレクト選択ツールを使用して、目的のアンカーポイントを選択します。
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ハンドル

複数アンカーを選択時にハンドルを表示

ページの先頭へ

アンカー

カーソルを合わせたときにアンカーを強調表示

ページの先頭へ

2. コントロールパネルで、「選択した複数のアンカーポイントのハンドルを表示」  > または「選択した複数のアンカーポイン
トのハンドルを隠す」  をクリックします。

複数のアンカーポイントを選択した場合にハンドルを常に表示するか隠すかを、環境設定で指定することもできます。

方向点と方向線の表示に関する環境設定の指定
1. 編集／環境設定／選択範囲・アンカー表示（Windows）または Illustrator／環境設定／選択範囲・アンカー表示（Mac OS）を
選択します。

2. 「アンカーポイントとハンドルの表示」エリアで、以下のいずれかを指定します。

ハンドルの端点（方向点）の表示を以下のように指定します。

 方向点を小さな塗りつぶし円として表示します。

 方向点を大きな塗りつぶし円として表示します。

 方向点をオープンクロスとして表示します。

ダイレクト選択ツールまたはグループ選択ツールを使用してオブジェクトを選択する
場合に、選択したすべてのアンカーポイント上で方向線を表示します。このオプションを選択しない場合、アンカーポイント
の方向線が表示されるのは、アンカーポイントがそのパスで選択されている唯一のアンカーポイントであるとき、または方向
線の曲線セグメントが選択され、その始点であるアンカーポイントが選択されていないときです。

アンカーポイントのサイズに関する環境設定の指定
1. 編集／環境設定／選択範囲・アンカー表示（Windows）または Illustrator／環境設定／選択範囲・アンカー表示（Mac OS）を
選択します。

2. 「アンカーポイントとハンドルの表示」エリアで、以下のいずれかを指定します。

アンカーポイントの表示を以下のように指定します。

 選択されたアンカーポイントと選択されていないアンカーポイントの両方を小さなポイントとして表示しま
す。

 選択されたアンカーポイントを四角い大きなポイントとして表示し、選択されていないアンカーポイントを
四角い小さなポイントとして表示します。

 選択されたアンカーポイントと選択されていないアンカーポイントの両方を四角い大きなポイントとして表
示します。

マウスのカーソルのすぐ下にあるアンカーポイントを強調表示します。

描画方法

Illustrator CS5 には、次の描画方法があります。

標準描画（ ））
背面描画（ ）
内側描画（ ）
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注意：

内側描画モードが有効なオブジェクトには、開いた破線の長方形が表示される（図 C）

デフォルトの描画方法は標準描画です。描画方法は、ツールパネル下部の描画方法パネルから選択できます。

描画方法パネル

描画方法を切り替えるには、ツールパネルの描画方法パネルをクリックして、描画方法を選択します。描画方法は、ショートカットキーの Shift +
D キーを使用して切り替えることもできます。

「ペースト」、「同じ位置にペースト」および「すべてのアートボードにペースト」オプションは、描画方法の違いを認識します。ただ
し、「前面へペースト」と「背面へペースト」コマンドは、描画方法による影響を受けません。

様々な描画モードの使用方法に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid5209_ai_jp を参照してください。

背面描画モード

背面描画モードでは、アートワークを選択していない場合、選択されているレイヤーのすべてのアートワークの背面に描画できます。アートワー
クを選択している場合、新しいオブジェクトは選択したオブジェクトの真下に描画されます。
背面描画モードは、次の場合に便利です。

新しいレイヤーを作成する場合
シンボルを配置する場合
ファイルメニューからファイルを配置する場合
Alt キーを押しながらドラッグしてオブジェクトを複製する場合
「同じ位置にペースト」および「すべてのアートボードにペースト」オプションを使用する場合

内側描画モード

内側描画モードを使用すると、選択したオブジェクトの内側に描画できます。内側描画では、描画、スタック順序の変更、選択、クリッピングマ
スクなどの多くのタスクを行う必要がありません。
内側描画モードは、オブジェクト（パス、複合パス、テキストなど）を 1 つだけ選択しているときにのみ有効です。
内側描画モードを使用してクリッピングマスクを作成するには、内側での描画を行うパスを選択し、描画方法を内側描画に切り替えます。以降の
パスは、標準描画に切り替えるまで、内側描画に切り替えたとき（Shift + D キーまたはダブルクリック）に選択したパスにクリップされます。

内側描画を使用して作成されたクリッピングマスクでは、オブジェクト／クリッピングマスク／作成のメニューコマンドを使用する場合と
異なり、クリッピングパスのアピアランスが維持されます。

関連項目
ビットマップ画像について
単純な線とシェイプの描画
ペンツールまたは鉛筆ツールを使用した描画
パスの編集
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ライブトレースまたはテンプレートレイヤーによるアートワークのトレース
シンボル
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ペンツール、鉛筆ツール、またはフレアツールを使用した描画

ページの先頭へ

注意：

ペンツールによる描画
鉛筆ツールを使用した描画
フレアの描画

ペンツールによる描画

ペンツールによる直線セグメントの描画

ペンツールを使用して作成できる最も単純なパスは直線です。ペンツールをクリックして 2 つのアンカーポイ
ントを作成すると、それらのアンカーポイントを結ぶ直線が作成されます。クリックを続けると、コーナーポ
イントで連結された直線セグメントから成るパスが作成されます。

ペンツールをクリックして直線セグメントを作成

1. ペンツールを選択します。

2. ペンツールのポインターを直線セグメントの描画を開始する地点に移動し、クリックして
最初のアンカーポイントを定義します（ドラッグはしません）。

最初のセグメントは、2 番目のアンカーポイントをクリックするまで表示されま
せん（Photoshop では、「ラバーバンド」オプションを選択するとパスセグメントをプレ
ビューできます）。また、方向線が表示される場合は、ペンツールを誤ってドラッグして
います。編集／取り消しを選択して、クリックし直してください。

3. 次に、書き始めのセグメントを終了させる地点でクリックします（セグメントの角度を
45° 単位に固定するには、Shift キーを押しながらクリックします）。●

4. ペンツールのクリックを続けて、残りの直線セグメントのアンカーポイントを設定しま
す。

直前に追加したアンカーポイントは常に塗りつぶしの四角いポイントで表示され、このポ
イントが選択されていることを表します。新しいアンカーポイントを追加すると、それま
でに定義したアンカーポイントは白抜きの四角いポイントで表示され、選択が解除されま
す。

5. 次のいずれかの操作を行って、パスを完成します。

クローズパスにする場合は、最初に作成した（白抜きの）アンカーポイントの上にペ
ンツールを置きます。ペンツールを正しい位置に置くと、ペンツールポインターの横
に小さい円  が表示されます。クリックするか、ドラッグしてパスを閉じます。
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注意：InDesign では、オブジェクトを選択し、オブジェクト／パス／パスを閉じるを
選択してクローズパスにすることもできます。
オープンパスにする場合は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながら、すべてのオブジェクトから離れた任意の場所をクリックしま
す。
ツールパネルで別のツールを選択するか、選択／選択を解除（Illustrator）または編集
／すべてを選択解除（InDesign）を選択しても、オープンパスにすることができま
す。また、InDesign または Illustrator では、単に Enter キー（Windows）または
Return キー（Mac OS）を押すとパスがオープンパスのままになります。

ペンツールによる曲線の描画

曲線が方向を変える位置にアンカーポイントを追加し、曲線を形成する方向線をドラッグすることで、曲線を
作成することができます。方向線の長さと弧により、曲線の形状が決定されます。
アンカーポイントの数を少なくすると、曲線を編集しやすくなり、曲線の表示やプリントがより快適になりま
す。ポイント数が多すぎると、曲線がでこぼこになることがあります。アンカーポイントの間隔を広く取り、
方向線の長さと角度を調整して曲線を描くようにします。

1. ペンツールを選択します。

2. ペンツールを曲線の開始点に移動し、マウスボタンを押したままにしてドラッグします。

始点のアンカーポイントが表示され、ペンツールのポインターが矢印に変わります
（Photoshop では、ドラッグを開始するまでポインターの形は変わりません）。

3. 次にドラッグして、作成中の曲線セグメントの弧を設定し、マウスボタンを放します。

一般に、次に作成するアンカーポイントに向けて約 1/3 の距離まで方向線を引きます
（方向線の一辺または二辺を後で調整できます）。
Shift キーを押しながらドラッグすると、ペンツールの動きを 45°単位に固定できます。

最初のポイントの描画

A. ペンツールを置く B. ドラッグを開始（マウスボタンを押したまま） C. ドラッグして
方向線を伸ばす 

4. 曲線セグメントの終点にペンツールを置いてから、次のいずれかの操作を行います。

C 字曲線を作成する場合は、前の方向線とは逆の方向にドラッグします。その後マウ
スボタンを放します。

2 番目のポイントの描画
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S 字曲線を作成する場合は、前の方向線と同じ方向にドラッグします。その後マウス
ボタンを放します。

S 字曲線の作成

（Photoshop のみ）次の曲線を描く方向を鋭角にするには、マウスボタンを放し、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら方向点を曲線の方向に
ドラッグします。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）とマウスボタ
ンを放し、セグメントの終了点にポインターを移動し、反対方向にドラッグして曲線
セグメントを完成させます。

5. 引き続き、別の場所からペンツールをドラッグして、一連の滑らかな曲線を作成します。
アンカーポイントは、各曲線の頂点ではなく開始点と終点に配置されます。

アンカーポイントの方向線を分割するには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながら方向線をドラッグします。

6. 次のいずれかの操作を行って、パスを完成します。

クローズパスにする場合は、最初に作成した（白抜きの）アンカーポイントの上にペ
ンツールを置きます。ペンツールを正しい位置に置くと、ペンツールポインターの横
に小さい円  が表示されます。クリックするか、ドラッグしてパスを閉じます。
注意：InDesign では、オブジェクトを選択し、オブジェクト／パス／パスを閉じるを
選択してクローズパスにすることもできます。
オープンパスにする場合は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながら、すべてのオブジェクトから離れた任意の場所をクリックしま
す。
ツールパネルで別のツールを選択するか、選択／選択を解除（Illustrator）または編集
／すべてを選択解除（InDesign）を選択しても、オープンパスにすることができま
す。

描画中のアンカーポイントの移動
クリックしてアンカーポイントを作成した後に、マウスボタンを押したままでスペース
バーを押しながらドラッグすると、アンカーポイントを別の場所に移動させることができ
ます。

パスの描画の終了
次のいずれかの方法でパスを完成します。

クローズパスにする場合は、最初に作成した（白抜きの）アンカーポイントの上にペ
ンツールを置きます。ペンツールを正しい位置に置くと、ペンツールポインターの横
に小さい円  が表示されます。クリックするか、ドラッグしてパスを閉じます。
注意：InDesign では、オブジェクトを選択し、オブジェクト／パス／パスを閉じるを
選択してクローズパスにすることもできます。
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オープンパスにする場合は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながら、すべてのオブジェクトから離れた任意の場所をクリックします。

ツールパネルで別のツールを選択するか、選択／選択を解除（Illustrator）または編集／すべてを選択解
除（InDesign）を選択しても、オープンパスにすることができます。また、InDesign では、単に Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押すとパスがオープンパスのままになります。

直線に続く曲線の描画
1. ペンツールで 2 つの場所をクリックしてコーナーポイントを設定し、直線セグメントを
作成します。

2. 選択されている端点上にペンツールを置きます。ペンツールを正しい位置に置く
と、Illustrator および InDesign ではペンツールの横にアンカーポイントの変換アイコンが
表示され、Photoshop ではペンツールの横に小さい斜線（スラッシュ）が表示されます。
次に作成する曲線セグメントの弧を設定するには、アンカーポイントをドラッグして方向
線を作成し、その後マウスボタンを放します。

直線セグメントに続く曲線セグメントの描画（その 1）

A. 完成した直線セグメント B. 端点上にペンツールを置く（アンカーポイントの変換アイ
コンは Illustrator および InDesign でのみ表示） C. 方向点をドラッグ 

3. 次のアンカーポイントを追加する位置にペンツールを置き、新しいアンカーポイントをク
リック（必要に応じてドラッグ）して、曲線を完成させます。

直線セグメントに続く曲線セグメントの描画（その 2）

A. ペンツールを置く B. 方向線をドラッグ C. 新しい曲線セグメントが完成 

曲線に続く直線の描画
1. ペンツールをドラッグして曲線セグメントの最初のスムーズポイントを作成し、マウスボ
タンを放します。

2. 曲線セグメントの終点となる位置にペンツールを移動し、ドラッグして曲線を完成させ、
マウスボタンを放します。
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ページの先頭へ

曲線セグメントに続く直線セグメントの描画（その 1）

A. 曲線セグメントの最初のスムーズポイントと、終点となる点にペンツールを置いた状
態 B. ドラッグして曲線を作成 

3. 選択されている端点上にペンツールを置きます。ペンツールを正しい位置に置くと、ペン
ツールの横にアンカーポイントの変換アイコンが表示されます。アンカーポイントをク
リックして、スムーズポイントをコーナーポイントに変換します。

4. 直線セグメントの終点となる位置にペンツールを移動し、クリックして直線を完成させま
す.

曲線セグメントに続く直線セグメントの描画（その 2）

A. 既存の端点上にペンツールを合わせる B. 端点をクリック C. 次のコーナーポイントを
クリック 

コーナーで連結された 2 つの曲線セグメントの描画
1. ペンツールを使用して、曲線セグメントの最初のスムーズポイントをドラッグして作成し
ます。

2. ペンツールの位置を変えて、2 番目のスムーズポイントを追加して曲線を作成します。次
に、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、方向線を反対方
向にドラッグして、次の曲線の弧を設定します。Alt キーまたは Option キーとマウスボタ
ンを放します。

この操作によって方向線が分割され、スムーズポイントがコーナーポイントに変換されま
す。

3. 2 番目の曲線セグメントを終了する位置にペンツールを置き、新しいスムーズポイントを
ドラッグして 2 番目の曲線セグメントが完成します。

2 つの曲線の描画

A. 新しいスムーズポイントのドラッグを開始 B. Alt キーまたは Option キーを押しながらドラッグして方向線
を分割し、方向線を上方にドラッグ C. ペンツールの位置を変えながらドラッグを 3 回行った後の状態 

関連項目
ビデオチュートリアル - ペンツールのプレビュー

鉛筆ツールを使用した描画
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鉛筆ツールの機能は、Adobe Illustrator でも InDesign でも基本的には同じです。鉛筆ツールを使用すると、用
紙の上に鉛筆で描くように、自由な形のオープンパスやクローズパスを作成できます。鉛筆ツールは、すばや
くスケッチしたり、素描効果を出したりする場合に便利です。作成したパスは、必要に応じて変更することが
できます。
鉛筆ツールでパスを作成すると、アンカーポイントが自動的に設定されます。ただし、アンカーポイントの場
所を指定することはできません。これらのアンカーポイントは、パスを作成した後で調整できます。設定され
るアンカーポイントの数は、パスの長さや複雑さ、鉛筆ツールの環境設定ダイアログボックスで設定した許容
値で決まります。鉛筆ツールの環境設定では、マウスの動きやグラフィックタブレットの筆圧に対する鉛筆
ツールの感度を設定します。

鉛筆ツールによる自由なパスの描画
1. 鉛筆ツール  を選択します。

2. 鉛筆ツールをパスの始点となる位置に置き、ドラッグしてパスを作成します。自由なパス
の作成中は、鉛筆ツール  のポインターの横に小さい x 印が表示されます。

ツールをドラッグすると、ツールの軌跡が点線で表示されます。マウスボタンを放すと、
パスの両端とパス上にアンカーポイントが表示され、 現在の線および塗りの属性が適用
されます。初期設定では、書き終えてもパスは選択されたままになります。

鉛筆ツールによるクローズパスの描画
1. 鉛筆ツールを選択します。

2. 鉛筆ツールをパスの始点となる位置に置き、ドラッグしてパスを作成します。

3. ドラッグを開始してから、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押した
ままにします。鉛筆ツールに、クローズパスの作成を示す小さな丸が表示されます
（InDesign では消しゴムも表示されます）。

4. パスを終了する位置で、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したま
まマウスボタンを放します。マウスを放した位置とパスの始点が接続されてクローズパス
が作成されます。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を放します。

クローズパスを作成するときに、パスの始点にカーソルを置く必要はありません。別の場
所でマウスボタンを放すと、鉛筆ツールはその場所からパスの始点までの最短の線を作成
してパスを閉じます。

鉛筆ツールによるパスの編集

鉛筆ツールを使用すると、あらゆる種類のパスを編集したり、あらゆる種類の形状に自由な線や形状を追加し
たりできます。

鉛筆ツールによるパスの追加

1. 既存のパスを選択します。

2. 鉛筆ツールを選択します。

3. パスの端点に鉛筆ツールのポインターを置きます。

端点に近づくと、鉛筆ツールのポインターの横の小さい x 印が消えます。

4. ドラッグして、パスを追加します。
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注意：

精度

滑らかさ

鉛筆の線に塗りを適用

鉛筆ツールによる 2 つのパスの連結

1. 両方のパスを選択します（選択ツールを使用して、Shift キーを押しながらパスをクリッ
クするか、2 つのパスを囲むようにドラッグします）。

2. 鉛筆ツールを選択します。

3. 鉛筆ツールのポインターを一方のパスの始点となる位置に置き、もう一方のパスに向かっ
てドラッグします。

4. ドラッグを開始してから、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
したままにします。鉛筆ツールに、既存のパスへの結合を示す小さいアイコンが表示され
ます。

5. もう一方のパスの端点までドラッグしたらマウスボタンを放し、次に Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を放します。

パスを、パスが作成された方向に延長するようにして、一方のパスからもう一方
のパスまでドラッグすると、パスをうまく連結できます。

鉛筆ツールによるパスのリシェイプ

1. 変更するパスを選択します。

2. 変更するパスの上または近くに鉛筆ツールを置きます。

パスに近づくと小さい x 印が消えます。

3. パスが目的の形状になるまで、ツールをドラッグします。

鉛筆ツールによるクローズパスの編集

鉛筆ツールでパスを編集する場合、クリックする位置とドラッグする方向によっ
ては思いどおりのパスが作成できないことがあります。例えば、クローズパスがオープン
パスに変更されたり、オープンパスがクローズパスに変更されたり、パスの一部が失われ
たりすることがあります。

鉛筆ツールのオプション

鉛筆ツールをダブルクリックして、次のオプションを設定します。

マウスまたはペンを移動するときに、どれだけの距離を移動すると新しいアンカーポイントがパスに追
加されるかを指定します。値が大きいほど、滑らかで単純なパスになります。値が小さいほど、ポインターの
動きにより近くなり、でこぼこしたパスになります。精度は 0.5 ～ 20 ピクセルの範囲で入力します。

ツールの使用時に適用される滑らかさを指定します。「平滑度」には 0 ～ 100％までの値を指定で
きます。大きい値を指定するほど、滑らかで単純なパスになります。値が小さいほど、作成されるアンカーポ
イントの数が多くなり、でこぼこしたパスになります。

（Illustrator のみ）このオプションの選択後に、鉛筆ツールを使って作成した線に対し
塗りを適用します。ただし、オプション選択前に存在していた線には適用されません。鉛筆ツールで線を作成
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選択を解除しない

選択したパスを編集

範囲：_ pixel

ページの先頭へ

注意：

する前に、必ず塗りを選択してください。

パスの作成後にパスを選択したままにするかどうかを指定します。このオプションはデ
フォルトで選択されています。

選択したパスに一定の距離（次のオプションで指定）まで近づいたときにそのパスを変
更したり結合したりできるかどうかを指定します。

既存のパスにマウスまたはペンをどの程度近づけると鉛筆ツールでパスを編集できるかを指定
します。このオプションは、「選択したパスを編集」オプションを選択した場合のみ有効です。

関連項目
ビデオチュートリアル - 新しい鉛筆ツール
ビデオチュートリアル - より使いやすくなった鉛筆ツール

フレアの描画

フレアツールを使用すると、明度の中心、光輪、光線およびリングを持つフレアオブジェクトを作成できま
す。写真のレンズフレアと同様の効果を与えるときに、このツールを使用します。
フレアには、中心ハンドルと終点ハンドルがあります。これらのハンドルを使用して、フレアとそのリングを
配置します。中心ハンドルはフレアの明度の中心であり、この位置がフレアパスの開始点となります。

フレアの構成要素

A. 中心ハンドル B. 終点ハンドル C. 光線（わかりやすくするために黒で表示） D. 光輪 E. リング 

フレアの作成および編集について詳しくは、Web ヘルプのこのトピックを参照してください。

Web 上にはすべての内容が収録された最新版のヘルプがあります。アプリケーションはインターネッ
トに接続していませんので、このトピックに関するヘルプを参照するには、以下のリンクをクリックする
か、community.adobe.com/help にある最新版のヘルプで検索してください。

フレアの作成

フレアツールを使用すると、明度の中心、光輪、光線およびリングを持つフレアオブジェクトを作成できま
す。写真のレンズフレアと同様の効果を与えるときに、このツールを使用します。
フレアには、中心ハンドルと終点ハンドルがあります。これらのハンドルを使用して、フレアとそのリングを
配置します。中心ハンドルはフレアの明度の中心であり、この位置がフレアパスの開始点となります。
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フレアの構成要素

A. 中心ハンドル B. 終点ハンドル C. 光線（わかりやすくするために黒で表示） D. 光輪 E. リング 

初期設定のフレアの作成

1. フレアツール  を選択します。

2. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、フレアの中心ハンド
ルを配置する場所をクリックします。

通常、フレアは既存のオブジェクトの上に作成します。

フレアの描画

1. フレアツールを選択します。

2. マウスボタンを押してフレアの中心ハンドルを配置し、続けてドラッグして中心のサイズ
と光輪のサイズを設定し、光線を回転します。
マウスボタンを放す前に Shift キーを押すと、光線が設定されている角度に固定されま
す。光線を追加する場合には上向き矢印キーを、光線を減少させる場合には下向き矢印
キーを押します。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら
ドラッグすると、フレアの中心を固定できます。

3. 中心、光輪および光線が希望の形に変形されたら、マウスボタンを放します。

4. もう一度マウスボタンを押してドラッグし、フレアにリングを追加して、終点ハンドルを
配置します。
マウスボタンを放す前に上向き矢印キーを押すとリングが追加し、下向き矢印キーを押す
とリングが減少します。@ キーを押すと、リングがランダムに配置されます。

5. 終点ハンドルを希望の位置に配置したら、マウスボタンを放します。
フレアの各要素（中心、光輪、リングおよび光線）は、不透明度がそれぞれ異なる同じカ
ラーで塗りつぶされています。

フレアツールオプションダイアログボックスを使用したフレアの作成

1. フレアツールを選択して、フレアの中心ハンドルを配置する位置をクリックします。

2. フレアツールオプションダイアログボックスで、必要に応じて次のオプションを設定し、
「OK」をクリックします。

フレアの中心の直径、不透明度および明るさを指定します。
光輪の増加を全体のサイズに対する割合で指定し、光輪のぼかしを 0（鮮明）～
100（ぼやけ）の範囲で指定します。
フレアに光線を設定する場合は、「光線」を選択し、光線の数、最長の長さ、ぼかし
を指定します。光線のぼかしを、0（鮮明）～ 100（ぼやけ）の範囲で指定します。
フレアにリングを設定する場合は、「リング」を選択し、光輪の中心点（中心ハンド
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ル）と、最も離れた位置にあるリングの中心点（終点ハンドル）間のパスの距離を指
定し、リングの数、最大リングの大きさ（平均リングに対する割合）、およびリング
の方向または角度を指定します。

フレアの編集

次のいずれかの操作を行います。

フレアを選択し、フレアツールのアイコンをダブルクリックして、フレアツールオプショ
ンダイアログボックスを表示します。ダイアログボックスの設定を変更します。
ヒント：フレアを初期設定値に戻すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac
OS）を押しながら、「リセット」をクリックします。
フレアとフレアツールを選択します。中心ハンドルまたは終点ハンドルをドラッグして、
フレアの長さまたは向きを変更します。
フレアを選択し、オブジェクト／分割・拡張を選択します。ブレンドの要素のように、フ
レアの構成要素を編集できるようになります。

関連項目
描画ツール
オブジェクトのグループ化と分割・拡張
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単純な線とシェイプの描画

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

直線ツールを使用した直線の描画

長方形と正方形の描画

角丸長方形の角丸の半径の指定

楕円の描画

多角形の描画

星形の描画

円弧の描画

スパイラルの描画

グリッドの描画

直線ツールを使用した直線の描画

一度に 1 つの直線セグメントを描画する場合、直線ツールを使用します。直線ツールの使い方を学べる学習
ゲームについて詳しくは、直線ツールの使い方を参照してください。

1. 直線ツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

ポインターを直線の始点に置き、終点までドラッグします。

直線の始点をクリックし、直線の長さと角度を指定します。現在の塗りのカラーで直

線を塗りつぶす場合は、「線の塗り」を選択します。「OK」をクリックします。

長方形と正方形の描画

1. 長方形ツール  または角丸長方形ツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

長方形を描画するには、長方形が希望のサイズになるまで、斜めにドラッグします。

正方形を描画するには、正方形が希望のサイズになるまで、Shift キーを押しながら斜
めにドラッグします。

値を指定して正方形または長方形を作成するには、正方形または長方形の左上角を配

置する場所をクリックします。幅と高さを指定して、「OK」をクリックします。角
丸長方形の場合は角丸の半径も指定します。

シェイプツールの使用に関するビデオについては、基本的なシェイプを描画する方法を参照してください。

角丸長方形の角丸の半径の指定
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ページの先頭へ

角丸長方形の角の丸みは、角丸の半径によって決まります。新規に作成する角丸長方形の初期設定の半径を変

更したり、描画する際に角丸長方形の半径を個別に変更したりすることもできます。

角丸の半径の初期設定値を変更するには、編集／環境設定／一般（Windows）または
Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を選択し、「角丸の半径」に新しい値を入力しま
す。または角丸長方形ツールを選択し、ドキュメントウィンドウ内をクリックして、角丸

長方形ダイアログの「角丸の半径」に新しい値を入力します。初期設定の半径は、新しい

角丸長方形を作成した場合にのみ適用されます。既存の角丸長方形には適用されません。

角丸長方形ツールを使ってドラッグしているときに角丸の半径を変更するには、上向き矢

印キーまたは下向き矢印キーを押します。角が目的の丸みになったら、キーを放します。

角丸長方形ツールを使ってドラッグしているときに左向き矢印キーを押すと、角丸の半径

が 0 になります。

角丸長方形ツールを使ってドラッグしているときに右向き矢印キーを押すと、角丸の半径

が最も大きくなります。

角丸長方形を描画した後で角丸の半径を変更することはできません。角丸の半径を変更する必要があ

る場合は、通常の長方形を描画し、効果／形状に変換／角丸長方形を選択して、角丸長方形のパラメーターを

指定します。角丸の半径やその他のパラメーターを変更するには、アピアランスパネルで効果のパラメーター

を変更します。

楕円の描画

1. 楕円形ツール  を選択します。楕円形ツールは、長方形ツールをクリックし、そのまま
押し続けると表示されます。ツールの選択について詳しくは、ツールの選択を参照してく

ださい。

2. 次のいずれかの操作を行います。

作成する位置にポインターを置き、目的のサイズになるまで斜めにドラッグして楕円

を描画します。

楕円のバウンディングボックスの左上隅となる位置をクリックします。楕円の幅と高

さを指定して、「OK」をクリックします。

注意：正円を作成するには、Shift キーを押しながらドラッグします。特定の大きさの
円を作成する場合には、「幅」に値を入力した後、「高さ」をクリックして「高さ」

ボックスにその値をコピーします。

シェイプツールの使用に関するビデオについては、基本的なシェイプを描画する方法を参照してください。

多角形の描画

1. 多角形ツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

作成する位置にポインターを置き、目的のサイズになるまでドラッグして多角形を描

画します。弧を描くようにポインターをドラッグすると、多角形を回転できます。多

角形に角を追加するには上向き矢印を、多角形の角を削除するには下向き矢印を押し

ます。

作成する多角形の中心をクリックします。多角形の角の半径および数を指定して、

「OK」をクリックします。

三角形も多角形です。三角形も、他の多角形と同じように描画できます。

シェイプツールの使用に関するビデオについては、基本的なシェイプを描画する方法を参照してください。
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ページの先頭へ

星形の描画

1. スターツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

作成する位置にポインターを置き、目的のサイズになるまでドラッグして星形を描画

します。弧を描くようにポインターをドラッグすると、星形オブジェクトを回転でき

ます。星形に頂点を追加するには上向き矢印キーを、星形の頂点を削除するには下向

き矢印キーを押します。

作成する星形の中心をクリックします。「第 1 半径」に、星形の中心から内側のアン
カーポイントまでの距離を指定します。「第 2 半径」に、星形の中心から外側のアン
カーポイントまでの距離を指定します。「点の数」に、星形に設定する頂点の数を指

定します。「OK」をクリックします。星形の頂点の数は、星形の描画中に上下矢印
キーを使用して増減することもできます。

シェイプツールの使用に関するビデオについては、基本的なシェイプを描画する方法を参照してください。

円弧の描画

1. 円弧ツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

ポインターを円弧の始点に置き、終点までドラッグします。

円弧を配置したい場所をクリックします。ダイアログボックスで、基準点の位置を示

すアイコン  上の正方形をクリックして、円弧を描画する始点を決定します。次の
オプションを設定して、「OK」をクリックします。

X 軸の長さ

円弧の幅を指定します。

 

Y 軸の長さ

円弧の高さを指定します。

 

タイプ

オブジェクトをオープンパスにするかクローズパスにするかを指定します。

 

基準

円弧の方向を指定します。円弧を横（x）軸と縦（y）軸のいずれに沿って描くかに応
じて、X 軸または Y 軸を選択します。

 

勾配

円弧の勾配の方向を指定します。凹形にするには、負の値を入力します。凸形にする

には、正の値を入力します。勾配が 0 の場合は直線になります。

 

円弧の塗り

現在の塗りのカラーで円弧を塗りつぶします。

 

注意：オプションを設定するときに、その円弧のプレビューを動的に表示するには、
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ページの先頭へ

ツールパネルの円弧ツールをダブルクリックします。

 

シェイプツールの使用に関するビデオについては、基本的なシェイプを描画する方法を参照してください。

スパイラルの描画

1. スパイラルツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

作成する位置にポインターを置き、目的のサイズになるまでドラッグしてスパイラル

を描画します。弧を描くようにポインターをドラッグすると、スパイラルを回転でき

ます。

スパイラルを配置したい場所をクリックします。ダイアログボックスで次のオプショ

ンを設定し、「OK」をクリックします。

半径

中心からスパイラルオブジェクトの外側のアンカーポイントまでの距離を指定しま

す。

円周に近づく比率

1 つ前のスパイラルに近づく比率を指定します。

セグメント数

スパイラルに設定するセグメント数を指定します。4 つのセグメントでスパイラルが
1 周します。

スタイル

スパイラルの方向を指定します。

シェイプツールの使用に関するビデオについては、基本的なシェイプを描画する方法を参照してください。

グリッドの描画

長方形グリッドと同心円グリッドをすばやく描画するには、グリッドツールを使用します。長方形グリッド

ツールでは、指定したサイズと分割線を持つ長方形グリッドが作成されます。同心円グリッドツールでは、指

定したサイズと分割線を持つ同心円が作成されます。

長方形グリッドの描画

1. 長方形グリッドツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

作成する位置にポインターを置き、目的のサイズになるまでドラッグしてグリッドを

描画します。

グリッドの基準点を設定するためにクリックします。ダイアログボックスで、基準点

の位置を示すアイコン  上の正方形をクリックして、グリッドを描画する始点を決
定します。次のオプションを設定して、「OK」をクリックします。

サイズ

グリッド全体の幅と高さを指定します。

140



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

水平方向の分割

グリッドの上端と下端の間に表示する水平分割線の数を指定します。「分布」の値

は、水平分割線の上方向または下方向への分布度を指定します。

垂直方向の分割

グリッドの左端と右端の間に表示する垂直分割線の数を指定します。「分布」の値

は、垂直分割線の左方向または右方向への分布度を指定します。

外枠に長方形を使用

グリッドの外側の上下、左右の線分が 1 つの長方形オブジェクトになります。

グリッドの塗り

現在の塗りのカラーでグリッドを塗りつぶします（これ以外の場合、塗りは「なし」

に設定されます）。

同心円グリッドの描画

1. 同心円グリッドツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

作成する位置にポインターを置き、目的のサイズになるまでドラッグしてグリッドを

描画します。

グリッドの基準点を設定するためにクリックします。ダイアログボックスで、基準点

の位置を示すアイコン  上の正方形をクリックして、グリッドを描画する始点を決
定します。次のオプションを設定して、「OK」をクリックします。

サイズ

グリッド全体の幅と高さを指定します。

同心円の分割

グリッドに表示する同心円の分割線の数を指定します。「分布」の値により、同心円

の分割線の内側または外側への分布度を指定します。

円弧の分割

グリッドの中心と円周の間に表示する放射状の分割線数を指定します。「分布」の値

により、同心円の円弧の分割線がグリッドで時計回りまたは、反時計回りの分布度を

指定します。

楕円形から複合パスを作成

同心円を個別の複合パスに変換し、1 つおきに円が塗りつぶされます。

グリッドの塗り

現在の塗りのカラーでグリッドを塗りつぶします（これ以外の場合、塗りは「なし」

に設定されます）。

関連項目

描画ツール

描画に使用するキー

描画の基本

ペンツール、鉛筆ツール、またはフレアツールを使用した描画

ツールパネルの概要
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パスの編集

ページの先頭へ

パス、セグメントおよびアンカーポイントの選択

アンカーポイントの追加および削除

パスのスムーズ処理と単純化

スムーズポイントとコーナーポイントの切り換え

アートワークの消去

パスの分割

パス、セグメントおよびアンカーポイントの選択

Illustrator および InDesign で、パスをリシェイプしたり編集したりするには、パスのアンカーポイント、セグ
メント、またはその両方をあらかじめ選択しておく必要があります。

アンカーポイントの選択

次のいずれかの操作を行います。

アンカーポイントが表示されている場合は、アンカーポイントをダイレクト選択ツール 
でクリックして選択します。複数のアンカーポイントを選択するには、Shift キーを押しな
がらアンカーポイントをクリックします。

ダイレクト選択ツールを選択し、アンカーポイントを囲むようにドラッグします。他のア

ンカーポイントを選択するには、Shift キーを押しながら囲むようにドラッグします。
アンカーポイントは選択されているパスからだけでなく、選択されていないパスからも選

択できます。ダイレクト選択ツールをアンカーポイントに置くと、パスが未選択の場合は

矢印の横に白抜きのボックス、パスが選択されている場合は塗りつぶされたボックスが表

示されるので、そのアンカーポイントをクリックします。他のアンカーポイントを選択す

るには、Shift キーを押しながらアンカーポイントをクリックします。
（Illustrator のみ）なげなわツールを選択して、アンカーポイントを囲むようドラッグし
ます。他のアンカーポイントを選択するには、Shift キーを押しながら囲むようにドラッグ
します。

パスセグメントの選択

次のいずれかの操作を行います。

ダイレクト選択ツール  を選択してから、セグメントの周囲 2 ピクセル以内をクリック
するか、セグメントの一部を囲むようにドラッグします。他のパスセグメントを選択する

には、Shift キーを押しながらパスセグメントをクリックするか、Shift キーを押しながら
パスセグメントを囲むようにドラッグします。

（Illustrator のみ）なげなわツール  を選択して、パスセグメントの一部を囲むようにド
ラッグします。他のパスセグメントを選択するには、Shift キーを押しながら囲むようにド
ラッグします。
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注意：

パス内のすべてのアンカーポイントおよびセグメントの選択

1. ダイレクト選択ツール  またはなげなわツール（Illustrator）を選択します。

2. パス全体を囲むようドラッグします。

パスに塗りが適用されている場合は、ダイレクト選択ツールでパスの内側をクリックして

すべてのアンカーポイントを選択することもできます。

パスのコピー

選択ツールまたはダイレクト選択ツールを使用してパスまたはセグメントを選択し、次のいずれかの操作を行

います。

通常のメニュー機能を使用して、アプリケーション内またはアプリケーション間でパスを

コピー＆ペーストします。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらパスを目的の位置まで
ドラッグし、Alt キーまたは Option キーとマウスボタンを放します。
 

アンカーポイントの追加および削除

アンカーポイントを追加すると、パスを細かく調整したり、オープンパスを延長したりできます。ただし、必

要以上にアンカーポイントを追加することはお勧めしません。パスのアンカーポイントが少なければ少ないほ

ど、編集、表示および印刷が容易になります。不要なアンカーポイントを削除することで、パスを簡素化する

ことができます。アンカーポイントの追加と削除は、他のアドビアプリケーションと同様に行うことができま

す。

ツールパネルには、ペンツール 、アンカーポイントの追加ツール  およびアンカーポイントの削除ツール
 という、アンカーポイントの追加や削除を行うための 3 つのツールが用意されています。また、コント

ロールパネルで、選択したアンカーポイントを削除ボタン  を使用できます。

初期設定で、ペンツールは、選択したパスの上に置くとアンカーポイントの追加ツールに変わり、アンカーポ

イントの上に置くとアンカーポイントの削除ツールに変わります。

アンカーポイントを削除するために、Delete キーおよび Backspace キーや、編集／カットまたは編
集／消去の各コマンドを使用しないでください。これらのキーやコマンドを使用すると、アンカーポイントだ

けでなく、アンカーポイントに接続する直線セグメントも削除されます。

アンカーポイントの追加または削除

1. 変更するパスを選択します。

2. アンカーポイントを追加するには、ペンツールまたはアンカーポイントの追加ツールを選
択し、ポインターをパスセグメント上に置いてクリックします。

3. アンカーポイントを削除するには、次のいずれかの操作を行います。

ダイレクト選択ツールを使用してアンカーポイントを選択し、コントロールパネルで

選択したアンカーポイントを削除ボタン  をクリックします。

ペンツールまたはアンカーポイントの削除ツールを選択し、ポインターをアンカーポ

イント上に置いてクリックします。
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精度

余分なアンカーポイントの検索と削除

余分なアンカーポイントとは、他のアンカーポイントに接続されていない孤立したアンカーポイントです。余

分なアンカーポイントは、検索して削除することをお勧めします。

1. すべてのオブジェクトの選択を解除します。

2. 選択／オブジェクト／余分なポイントを選択します。

3. 編集／カットまたは編集／消去を選択するか、キーボードの Delete キーまたは
Backspace キーを押します。

ペンツールの自動切り替え機能の無効化または一時的な無効

アンカーポイントの追加ツールまたはアンカーポイントの削除ツールへの自動切り替え機能は、完全に無効化

することも、一時的に無効にすることもできます。

切り替えを一時的に無効にするには、Shift キーを押しながら、選択されているパスまたは
アンカーポイントにペンツールを置きます。この機能は、既存のパスの上から新しいパス

を開始するときに便利です。ペンツールの角度が 45 度単位で固定されないようにするに
は、Shift キーを放してからマウスボタンを放します。

切り替えを無効化するには、編集／環境設定／一般（Windows）または Illustrator／環境
設定／一般（Mac OS）を選択し、「自動追加 / 削除しない」を選択します。

パスのスムーズ処理と単純化

余分なアンカーポイントを削除すると、パスのアピアランスを平滑化できるほか、パスを単純化できます。

パスの平滑化

1. オブジェクトを選択します。

2. スムーズツール  を選択します。

3. 滑らかにするパスのセグメントに沿ってツールをドラッグします。

4. 線やパスが目的の形になるまで、スムーズ処理を続けます。

スムーズツールの使用

A. オリジナルのパス B. スムースツールをパスに沿ってドラッグ C. 効果 

5. 滑らかさを変更するには、スムーズツールをダブルクリックして、次のオプションを設定
します。

マウスまたはペンを移動したとき、新しいアンカーポイントをパスに追加する距離
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滑らかさ

曲線の精度

角度のしきい値

直線

オリジナルを表示

ページの先頭へ

を指定します。例えば、「精度」を 2.5 にすると、ツールの移動距離が 2.5 ピクセル未満
の場合は新しいアンカーポイントは追加されません。「精度」には 0.5 ～ 20 ピクセルま
での値を指定できます。大きい値を指定するほど、パスが滑らかで単純になります。

ツールの使用時に適用される滑らかさを指定します。「平滑度」には 0 ～ 100
％までの値を指定できます。大きい値を指定するほど、滑らかで単純なパスになります。

パスの単純化

パスの単純化を実行すると、パスの形状を変更させることなく余分なアンカーポイントを削除できます。余分

なアンカーポイントを削除するとアートワークが単純化され、ファイルサイズが小さくなるので、表示および

プリントが快適になります。

1. オブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／パス／単純化を選択します。

3. 「曲線の精度」で、単純化したパスとオリジナルのパスの近似度を設定します。

「プレビュー」を選択すると、単純化されたパスのプレビューおよび、オリジナルパ

スと単純化されたパスのポイント数が表示されます。

4. 以下に示すその他のオプションを選択して「OK」をクリックします。

0 ～ 100 ％の値を入力して、単純化したパスとオリジナルのパスの近似度を
設定します。値が大きいほどポイント数は多くなり、近似度も高くなります。既存のアン

カーポイントは、曲線の端点とコーナーポイントを除いて無視されます（「角度のしきい

値」に値を入力していない場合）。

0 ～ 180° の範囲で値を入力し、角の滑らかさを設定します。コーナーポ
イントの角度が「角度のしきい値」の値より小さい場合、コーナーポイントは変化しませ

ん。このオプションを使用すると、「曲線の精度」が低い場合でも角を鋭角的に保つこと

ができます。

オブジェクトのオリジナルのアンカーポイント間に直線を作成します。コーナーポ

イントの角度が「角度のしきい値」で設定した値より大きい場合、コーナーポイントは削

除されます。

単純化されたパスの背面にオリジナルのパスを表示します。

アンカーポイントの位置の平均化

1. 同一パスまたは異なるパス上の 2 つ以上のアンカーポイントを選択します。

2. オブジェクト／パス／平均を選択します。

3. 「水平軸」（X 軸）、「垂直軸」（Y 軸）または「2 軸とも」を選択し、「OK」をク
リックします。

スムーズポイントとコーナーポイントの切り換え

パス上にあるアンカーポイントは、コーナーポイントとスムーズポイントに切り換えることができます。コン

トロールパネルのオプションを使用すると、複数のアンカーポイントをすばやく切り換えることができます。

145



アンカーポイントの切り換えツールを使用すると、アンカーポイントの変換方法によって、アンカーポイント

の片側のセグメントのみを曲線にしたり、両側のセグメントをそれぞれ個別に調整したりして、様々な形状の

曲線に変更できます。

コントロールパネルを使用したアンカーポイントの切り換え

コントロールパネルのアンカーポイント切り換えオプションを使用するには、オブジェクト全体ではなく、目

的のアンカーポイントのみを選択します。複数のオブジェクトのアンカーポイントを切り換える場合も同様で

す。オブジェクト全体を選択すると、コントロールパネルのオプションは、オブジェクト全体に影響を与える

オプションに切り替わります。

1. コーナーポイントをスムーズポイントに切り換えるには、ポイントを選択して、コント
ロールパネルの「選択したアンカーをスムーズポイントに切り換え」  をクリックしま
す。

2. スムーズポイントをコーナーポイントに切り換えるには、ポイントを選択して、コント
ロールパネルの「選択したアンカーをコーナーポイントに切り換え」  をクリックしま
す。

アンカーポイントの切り換えツールを使用したアンカーポイントの正確な切り換

え

1. 変更するパス全体を選択して、パスのアンカーポイントを表示します。

2. アンカーポイントの切り換えツール  を選択します。

3. 変換するアンカーポイント上にアンカーポイントの切り換えツールを置き、次のいずれか
の操作を行います。

コーナーポイントをスムーズポイントに変換する場合は、方向点をコーナーポイント

の外にドラッグします。

方向点をコーナーポイントの外にドラッグしてスムーズポイントを作成

スムーズポイントを方向線のないコーナーポイントに変換する場合は、スムーズポイ

ントをクリックします。

スムーズポイントをクリックしてコーナーポイントを作成
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スムーズポイントを独立した方向線を持つコーナーポイントに変換する場合は、いず

れかの方向点をドラッグします。

スムーズポイントからコーナーポイントへの変換

方向線のないコーナーポイントを、独立した方向線を持つコーナーポイントに変換す

る場合は、まず方向点をコーナーポイントの外にドラッグします（方向線のあるス

ムーズポイントに変わります）。マウスボタンだけを放します（アンカーポイントの

切り換えツールを有効にするために押したキーはそのまま押し続けます）。次に、い

ずれかの方向点をドラッグします。

アートワークの消去

パス消しゴムツール、消しゴムツールまたは Wacom スタイラスペンの消しゴムを使用すると、アートワーク
の一部を消去できます。パス消しゴムツール  を使用すると、パスに沿って描画することによってパスの一
部を消去できます。このツールは、消去対象を制限して、三角形の一辺のパスセグメントだけを消去する場合

などに便利です。消しゴムツール  と Wacom スタイラスペンの消しゴムを使用すると、アートワークの構
造にかかわらず、その任意の領域を消去できます。消しゴムツールは、パス、複合パス、ライブペイントグ

ループ内部のパスおよびクリッピングパスで使用できます。

パス消しゴムツールを使用してパスの一部を消去（左）、消しゴムツールを使用してグループオブジェクトの

一部を消去（右）

パス消しゴムツールを使用したパスの一部の消去

1. オブジェクトを選択します。

2. パス消しゴムツール  を選択します。

3. 消去するパスセグメントに沿ってドラッグします。消しゴムツールでパスを消去するとき
は、1 回でスムーズにドラッグしてください。
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角度

真円率

消しゴムツールを使用したオブジェクトの消去

1. 次のいずれかの操作を行います。

特定のオブジェクトを消去するには、オブジェクトを選択するか、編集モードでオブ

ジェクトを開きます。

アートボード上のいずれかのオブジェクトを消去するには、すべてのオブジェクトを

未選択のままにします。

何も選択しないでおくと、選択されているレイヤーに関係なく、すべてのレイヤーのオブ

ジェクトが消去の対象になります。

2. 消しゴムツール  を選択します。

3. （オプション）消しゴムツールをダブルクリックし、オプションを指定します。

4. 消去する領域上をドラッグします。消しゴムツールは次の方法で制御できます。

消しゴムツールの移動方向を垂直方向、水平方向または 45 度方向に制限するに
は、Shift キーを押しながらドラッグします。

特定の領域を囲み、その領域内のすべてのオブジェクトを消去するには、Alt キーを
押しながらドラッグするか（Windows）、Option キーを押しながらドラッグします
（Mac OS）。選択領域を正方形に制限するには、Alt+Shift キーを押しながらドラッ
グするか（Windows）、Option+Shift キーを押しながらドラッグします（Mac
OS）。

Wacom スタイラスペンの消しゴムを使用したオブジェクトの消去

ペンをひっくり返すと、消しゴムツールが自動的にアクティブになります。ペンをもう一度ひっくり返すと、

最後に使用したツールが再びアクティブになります。

1. 手順のテキスト

2. 手順のテキスト

3. 手順のテキスト

4. 手順のテキスト

5. 手順のテキスト

ペンをひっくり返して、消去する領域内をドラッグします。消去するパスの幅を広げるには、ペンを強く押し

ます（最初に消しゴムツールオプションダイアログボックスの「圧縮」オプションを選択してください）。

消しゴムツールのオプション

ツールパネルのツールをダブルクリックすると、消しゴムツールのオプションを変更できます。

直径はいつでも変更できます。直径を大きくするには ] キーを押し、小さくするには [ キーを押しま
す。

ツールの回転角度を設定します。プレビューボックス内の矢印をドラッグするか、「角度」テキスト

ボックスに値を入力します。

ツールの丸みを設定します。プレビューボックス内で黒い点を外側または内側にドラッグするか、

「真円率」テキストボックスに値を入力します。この値を大きくするほど、ペン先が丸くなります。
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固定

ランダム

筆圧

スタイラスホイール

傾き

方位

回転
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ツールの直径を設定します。直径スライダーを使用するか、値を「直径」テキストボックスに入力しま

す。

各オプションの右側にあるポップアップメニューで、ツールの形状の変位を調整します。次のいずれかのオプ

ションを選択します。

決められた角度、丸みまたは直径を使用します。

角度、丸みまたは直径がランダムに変位します。ブラシの特性の変化する範囲を指定する値を「変

位」テキストボックスに入力します。例えば、「直径」を 15 に設定して、変位を 5 に設定した場合、ブラシ
の直径は 10 ～ 20 の範囲で変化します。

描画するペンの筆圧に基づいて、角度、丸みまたは直径が変化します。このオプションは、直径とあわ

せて使用すると便利です。グラフィックタブレットが利用できる場合にのみ使用可能です。オリジナルの値に

対してブラシの特性がどのように変化するかを指定する値を「変位」テキストボックスに入力します。例え

ば、「真円率」を 75 ％に設定して、「変位」を 25 ％に設定した場合、最低筆圧で 50 ％、最高筆圧で 100
％の真円率が適用されます。筆圧が低いほど、ブラシストロークが鋭くなります。

スタイラスホイールの操作に基づいて直径が変化します。

描画するペンの傾きに基づいて、角度、丸みまたは直径が変化します。このオプションは、真円率とあ

わせて使用すると便利です。ペンの傾きの方向を検出できるグラフィックタブレットがある場合にのみ使用で

きます。

描画するペンの筆圧に基づいて、角度、丸みまたは直径が変化します。このオプションは、カリグラ

フィブラシの角度を制御するために使用すると便利です。特にペイントブラシに類似したブラシを使用してい

る場合に便利です。ペンの垂直に対する近さを検出できるグラフィックタブレットがある場合にのみ使用でき

ます。

描画するペンの先端の回転方法に基づいて、角度、丸みまたは直径が変化します。このオプションは、

カリグラフィブラシの角度を制御するために使用すると便利です。特にフラットペンに類似したブラシを使用

している場合に便利です。このタイプの回転を検出できるグラフィックタブレットがある場合にのみ使用でき

ます。

パスの分割

任意のアンカーポイントで、または任意のセグメントに沿ってパスを分割できます。パスを分割する際は、以

下を考慮に入れてください。

クローズパスを 2 つのオープンパスに分割するには、パス上の 2 箇所で切断する必要があ
ります。クローズパスを 1 箇所だけ切断すると、1 つのオープンパスになります。

分割した後にできたパスは、線幅や塗りのカラーなど、元のパスの設定をそのまま引き継

ぎます。線の整列は、自動的に中央にリセットされます。

1. （オプション）パスを選択して、現在のアンカーポイントを表示します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

はさみツールを選択して、パスを分割する場所でクリックします。セグメントの途中

でパスを切断すると、2 つの新しい端点が重なって表示され、その一方が選択されま
す。

パスを分割する場所でアンカーポイントを選択し、コントロールパネルの選択したア

ンカーポイントでパスを切断ボタン  をクリックします。アンカーポイント上でパ
スを切断すると、新しいアンカーポイントがオリジナルのアンカーポイントの上に作

成され、その一方が選択されます。
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注意：

3. ダイレクト選択ツール を使用して、作成されたアンカーポイントやパスセグメントを調
整します。

ナイフツールを使用すると、オブジェクトを別々のオブジェクト（パスセグメントで囲まれた領域）

に分割できます。

関連項目

パスの概要

曲線ツール

ビデオチュートリアル - パスセグメントの変形
パスの編集時に使用するキー

ナイフツールを使用したオブジェクトの切り抜き

ビデオチュートリアル - パスの理解
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Web ワークフローのピクセル整合パスの描画

トップへ戻る

新規オブジェクトをピクセルグリッドに整合

既存オブジェクトのピクセルグリッドへの整合

ピクセルグリッドへのシンボルの整合

ピクセルグリッドの表示

選択されたスライスの保存

アンチエイリアスオプション

ピクセル整合は、オブジェクトの垂直方向のパスと水平方向のパスをピクセルのグリッドに整合するオブジェクトレベルのプロパティです。この

プロパティは、オブジェクトを変更した場合も変化しません。ピクセル整合を設定している限り、オブジェクトのすべての垂直方向のパスと水平

方向のパスはピクセルのグリッドに整合します。

ピクセルに整合したオブジェクトと整合していないオブジェクトの図

A. ピクセルグリッドに整合していないオブジェクト B.  ピクセルグリッドに整合したオブジェクト

Web ワークフローでの、ピクセルグリッドに整合したパスの描画に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_jp を参照してくだ
さい。

新規オブジェクトをピクセルグリッドに整合

「新規オブジェクトをピクセルグリッドに整合」オプションは、新規ドキュメントダイアログボックスの詳細セクションで設定できます。

このオプションは、変形パネルメニューからも利用できます。

変形パネルメニューの「新規オブジェクトをピクセルグリッドに整合」オプション
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

このオプションを有効にすると、描画するすべての新しいオブジェクトはデフォルトでピクセル整合になります。Web ドキュメントプロファイル
を使用して作成した新しいドキュメントの場合、このオプションはデフォルトで有効になっています。

ピクセル整合ストロークの正確なアピアランスは解像度が 72 ポイントのときのラスタライズ出力にのみ維持されます。他の解像度の場合、スト
ロークはアンチエイリアスが適用された結果を生成する可能性が高くなります。

ピクセル整合したオブジェクトでも、垂直方向または水平方向のセグメントがない場合は、ピクセルグリッドに整合されません。例えば、回転し

た長方形には垂直方向または水平方向のセグメントがないため、ピクセル整合プロパティを設定しても、鮮明なパスを生成するように調整されま

せん。

注意： 各オブジェクトのドキュメントレベルのプロパティおよびピクセル整合のステータスは、.ai ファイルに保存されます。
ピクセルグリッドへのシンボルの整合について詳しくは、ピクセルグリッドへのシンボルの整合を参照してください。

既存オブジェクトのピクセルグリッドへの整合

「ピクセルグリッドに整合」オプションを選択したオブジェクトは、変更すると必ずピクセルグリッドに整合するように調整されます。例えば、

ピクセル整合オブジェクトを移動または変形した場合、オブジェクトは新しい座標系に合わせてピクセルグリッドに再整合されます。

ピクセルグリッドに既存のオブジェクトを整合するには、オブジェクトを選択し、変形パネルの下部に表示される「ピクセルグリッドに整合」

チェックボックスにチェックします。

変形パネルの「ピクセルグリッドに整合」オプション

このオプションを選択すると、オブジェクトのパスの垂直方向と水平方向のセグメントが調整されます。その結果、常に、このセグメントのアピ

アランスはすべての線幅およびあらゆる場所で鮮明になります。このオプションを選択したオブジェクトは、常に完全な整数値の線幅になりま

す。

整合されていないオブジェクトを「新規オブジェクトをピクセルグリッドに整合」オプションが有効なドキュメントに追加しても、そのオブジェ

クトは自動的にピクセル整合しません。このようなオブジェクトをピクセル整合するには、オブジェクトを選択して、変形パネルから「ピクセル

グリッドに整合」オプションを選択します。ラスタライズ、ラスタライズ効果、テキストオブジェクトなどのオブジェクトは、実際のパスがない

ため、ピクセル整合できません。

ピクセルグリッドに整合していないオブジェクトの選択

選択／オブジェクト／ピクセルグリッドに未整合をクリックして、オブジェクトを選択します。

ピクセルグリッドへのシンボルの整合

ピクセル整合のシンボルを作成するには、シンボルオプションダイアログボックスの「ピクセルグリッドに整合」オプションを選択します。ピク

セルグリッドに整合したシンボルは、アートボードのすべての位置で実際のサイズのままピクセルグリッドに整合します。

注意： 拡大および縮小したシンボルは、プロパティでピクセル整合していても鮮明なパスになりません。
ピクセルグリッドへの整合について詳しくは、Web ワークフローのピクセル整合パスの描画を参照してください。

コントロールパネルの「リセット」ボタンが有効な場合、シンボルは変形されて実際のサイズではないことを意味します。

ピクセルグリッドの表示

ピクセルグリッドを表示するには、ピクセルプレビューモードで 600 ％以上に拡大します。

ピクセルグリッド表示の環境設定を行うには、環境設定／ガイド・グリッドを選択します。「ピクセルグリッドを表示（600 ％ズーム以上）」オ
プションが選択されていない場合は、このオプションを選択します。

選択されたスライスの保存

アートワークから選択したスライスのみを保存するには、ファイル／選択したスライスを保存を選択します。

アンチエイリアスオプション
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テキストアンチエイリアス

Illustrator の文字パネルには、次のテキストアンチエイリアスオプションがあります。

なし

シャープ

鮮明

強く

文字パネルのテキストアンチエイリアスオプション

テキストフレームごとにアンチエイリアスオプションを設定できます。これらのテキストのアンチエイリアスの属性は、ドキュメントに含めて保

存できます。また、これらのオプションは、PDF、AIT および EPS 形式でもサポートされます。テキストアンチエイリアスオプションは、PSD に
書き出したり PSD から読み込むことができます。

BMP、PNG、Targa、JPEG または TIFF 形式で書き出す場合、「なし」、「アートに最適」および「文字に最適」オプションをアンチエイリアス
のドロップダウンリストから利用できます。

「アートに最適」オプションでは、以前のバージョンで使用されていたものと同じ方法で、それぞれの形式に合うようにラスタ

ライズされます。ただし、この場合、テキストアンチエイリアスオプションはアートワークをラスタライズ中には適用されませ

ん。

「文字に最適」オプションでは、テキストフレーム用に新たに導入されたアンチエイリアスオプションを利用し、ラスタライズ

されます。

これらのオプションも、Web 用に保存ダイアログボックスから利用できます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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パスセグメントの調整

トップへ

トップへ

トップへ

直線セグメントの移動

直線セグメントの長さまたは角度の調整

曲線セグメントの位置または形状の調整

セグメントの削除

オープンパスの拡張

2 つのオープンパスの連結
2 つの端点の連結
複数のパスの連結

キーボードを使用したアンカーポイントまたはセグメントの移動

全体の形状を変形させることなくパスの一部を伸縮

パスセグメントの編集は、他のアドビアプリケーションと同様に行うことができます。パスセグメントはいつでも編集できますが、既存のセグメ

ントを編集する操作は、新規のセグメントを描画する操作と多少異なります。セグメントを編集する際は、以下のヒントを考慮に入れてくださ

い。

2つのセグメントを連結しているアンカーポイントを移動すると、両方のセグメントが変更されます。

ペンツールでの描画中、ダイレクト選択ツール（Photoshop ではパス選択ツール）を一時的に有効にして、既に描画したセグ
メントを調整することができます。Photoshop および InDesign では、描画中に Ctrl キー（Windows）または Command キー
（Mac OS）を押します。Illustrator では、描画中に Ctrl キーまたは Command キーを押すと、最後に使用した選択ツールが有
効になります。

ペンツールでの描画中にスムーズポイントを作成する場合は、方向点をドラッグすると、ポイントの両側の方向線の長さが変化

します。ダイレクト選択ツールを使用して既存のスムースポイントを編集する場合は、ドラッグしている側の方向線の長さだけ

が変化します。

直線セグメントの移動

1. ダイレクト選択ツール  を使用して、調整するセグメントを選択します。
2. セグメントを新しい位置にドラッグします。

直線セグメントの長さまたは角度の調整

1. ダイレクト選択ツール  を使用して、調整するセグメントのアンカーポイントを選択します。
2. アンカーポイントを目的の位置までドラッグします。Shift キーを押しながらドラッグすると、移動時の角度が 45°単位に固定
されます。

Illustrator または InDesign で長方形の幅を調整するだけの場合は、選択ツールで長方形を選択し、バウンディングボックス
の側面にあるハンドルを使用すると、簡単にサイズを変更できます。

曲線セグメントの位置または形状の調整

1. ダイレクト選択ツール（Illustrator および InDesign）またはパス選択ツール（Photoshop）を使用して、曲線セグメントを選択
するか、曲線セグメントのいずれかの端のアンカーポイントを選択します。方向線があれば表示されます （方向線が 1 つしか
ない曲線セグメントもあります）。

2. 次のいずれかの操作を行います。
セグメントの位置を調整するには、セグメントをドラッグします。Shift キーを押しながらドラッグすると、アンカーポイ
ントの移動時の角度が 45°単位に固定されます。
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注意：

トップへ

トップへ

注意：

トップへ

トップへ

クリックして曲線セグメントを選択し、ドラッグして調整する。

選択したアンカーポイントの片側のセグメントシェイプを調整するには、アンカーポイントまたは方向点をドラッグしま

す。Shift キーを押しながらドラッグすると、移動時の角度が 45°単位に固定されます。

アンカーポイントをドラッグするか、方向点をドラッグする。

1 つのパスコンポーネントの中の一部のポイントやセグメントを選択して、その選択部分だけに変形を適用できます。

セグメントの削除

1. ダイレクト選択ツール  を選択して、削除するセグメントを選択します。
2. Backspace キー（Windows）または Delete キー（Mac OS）を押して、選択したセグメントを削除します。Backspace キーま
たは Delete キーをもう一度押すと、パスの残りの部分が消去されます。

オープンパスの拡張

1. ペンツールを使用して、拡張するオープンパスの端点にポインターを置きます。ポインターを端点の上に正しく置くと、ポイ
ンターの形が変わります。

2. 端点をクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行います。

コーナーポイントを作成するには、新しいセグメントを終了する位置にペンツールを置き、クリックします。スムーズポイ

ントで終了したパスを拡張した場合は、新しいセグメントは既存の方向線によって曲線になります。

Illustrator では、スムーズポイントで終了したパスを拡張した場合、新しいセグメントは直線になります。

スムーズポイントを作成するには、新しい曲線セグメントを終了する位置にペンツールを置き、ドラッグします。

2 つのオープンパスの連結
1. ペンツールを使用して、別のパスに連結するオープンパスの端点上にポインターを置きます。ポインターを端点の上に正しく
置くと、ポインターの形が変わります。

2. 端点をクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行います。

パスを他のオープンパスに連結するには、他のパスの端点をクリックします。ペンツールを他のパスの端点の上に正しく置

くと、パスを結合することを示す小さいアイコン  がペンツールポインターの横に表示されます。

既存のパスとそのパスの近くに描画した新しいパスとを連結するには、既存のパスの近くに新しいパスを描画し、既存のパ

スの（選択されていない）端点上にペンツールを移動します。パスを結合することを示す小さいアイコンがペンツールポイ

ンターの横に表示されたとき、その端点上でクリックします。

InDesign では、パスファインダーパネルを使ってパスを結合することもできます。 オープンパスのパスを閉じるには、選択ツールを使用して
パスを選択してから、パスファインダーパネルの「パスを閉じる」をクリックします。2 つのパスの間の終点を閉じるには、パスを選択してか
ら「パスの結合」をクリックします。「パスの結合」を 2 回クリックすると、2 つ目の終点を結合します。

2 つの端点の連結

1. 端点を選択します。

2 つの端点が重なり合って同じ位置にある場合は、ダイレクト選択ツールでその位置を囲むようにドラッグして選択します。
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注意：

トップへ

注意：

トップへ

注意：

注意：

トップへ

2. コントロールパネルで「選択した終点を連結」ボタン  をクリックします。

端点の連結 
A. 重なり合う端点を選択して連結 B. 異なる位置にある端点を選択して連結 

Illustrator CS6 では、オープンパスの連結にはコーナーの連結のみが使用されます。

複数のパスの連結

Illustrator CS6 には複数のオープンパスを連結するためのオプションがあります。1 つまたは複数のオープンパスを連結するには、選択ツールを使
用してオープンパスを選択し、オブジェクト／パス／連結を選択します。また、ショートカットキーの Ctrl + J キー（Windows）または Command
+ J キー（Mac OS）を使用することもできます。

アンカーポイントが重なっていない場合は、Illustrator によって直線が追加されて、連結するパスがつながれます。3 つ以上のパスを連結する場
合、まず終点間の距離が最も近いパスが検索されて、連結されます。この処理が、すべてのパスが連結されるまで繰り返されます。連結するパス

を 1 つしか選択していない場合はクローズパスに変換されます。

この処理中に、グラフィックスタイルの複雑な表現が失われる可能性があります。

連結結果のパスには、選択されたパスのうち最も上のパスのアピアランスが適用されます。

連結するアンカーポイントを選択したかパス全体を選択したかにかかわらず、連結オプションはコーナーの連結になります。ただし、重なったア

ンカーポイントに対して、スムーズまたはコーナーの連結を選択するオプションが必要な場合には、Ctrl + Shift + Alt + J キー（Windows）また
はCommand + Shift + Alt + J キー（Mac OS）を使用します。

キーボードを使用したアンカーポイントまたはセグメントの移動

1. アンカーポイントまたはパスセグメントを選択します。

Photoshop でキーボードを使用して移動できるのはアンカーポイントのみです。

2. キーボードのいずれかの矢印キーを 1 回ずつ押すか、押したままにすると、初期設定では、矢印の方向に 1 ピクセルずつ移動
します。

Shift キーを押しながら矢印キーを押すと、10 ピクセルずつ移動できます。

Illustrator および InDesign では、環境設定の「キー入力」（Illustrator）または「キーボード増分値」（InDesign）の設定を変更することに
よって、1 回に移動できる距離を変更できます。この初期設定を変更した場合に Shift キーを押しながら矢印キーを押すと、指定した値の 10 倍の
距離を移動できます。

全体の形状を変形させることなくパスの一部を伸縮

1. パス全体を選択します。

2. 拡大・縮小ツール  の下にあるリシェイプツール  を選択します。

3. 移動ポイント（選択されたパスセグメントを引っ張るポイント）として設定するアンカーポイントまたはパスセグメントの上
にカーソルを置き、クリックします。

パスセグメントをクリックすると、四角で囲まれたアンカーポイントがパスに追加されます。

4. Shift キーを押しながらクリックすると、複数のアンカーポイントまたはパスセグメントを移動ポイントとして設定できます。
選択可能なアンカーポイントまたはパスセグメントの数に制限はありません。

5. 四角で囲まれたアンカーポイントをドラッグしてパスを調整します。
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アンカーポイントの機能強化
Illustrator CC 2014 で導入

いくつかの機能強化により、アンカーポイントとハンドルを操作する際に、より柔軟かつ精密な調整を行うことができるようになりました。機能
強化のほとんどは既存のワークフローや手法に影響しないように実装されています。

長さの異なるハンドルのドラッグ（ペンツール）
独立したハンドルのペア化（アンカーポイントツール）
ハンドルのスナップの無効化
パスを閉じる際の制御の向上
終了アンカーポイントの位置変更
アンカーポイントツールの警告の削除

長さの異なるハンドルのドラッグ（ペンツール）

（左） 向かい合ったハンドルが同じ長さのペアになっている
（右） Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、ハンドルの長さを別々に指定できる

Illustrator CC の以前のリリースでは、ペンツールでスムーズポイントを描画した際、反対側のハンドルの長さは常に同じになり、ペアになってい
ました。
機能強化：Illustrator CC 2014 では、スムーズポイントを作成している時に、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しなが
らドラッグすると、ハンドルの長さを別々に指定できます（ペアはそのまま維持されます）。この機能強化には、次に作成する曲線セグメントを
より精密に制御できるというメリットがあります。

独立したハンドルのペア化（アンカーポイントツール）

（左） コーナーポイントのハンドルがペアになっていない
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（右） アンカーポイントツールを選択して Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと、向かい合ったハンドルがペアになり、
滑らかな曲線ができる

アンカーポイントのハンドルのペアを解除してコーナーポイントを作成することは従来より可能です。そのコーナーポイントをスムーズポイント
にする場合、これまでは 2 種類の方法がありました。
（コントロールパネルで）「選択したアンカーポイントをスムーズポイントに切り換え」をクリックします。または、
アンカーポイントツールを使用してハンドルを再度ドラッグします。

どちらの方法でも実行はできますが、元の曲線が必ず影響を受けます。再び同じようにはならない場合があります。
機能強化：Illustrator CC 2014 では、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、アンカーポイントツールでいずれかのハ
ンドルをクリックすると、向かい合ったハンドルがペアになり、ポイントがスムーズポイントになります。この機能強化により、もう一方の曲線
は保持したまま、滑らかな曲線を作ることができます。

ハンドルのスナップの無効化

（左） アンカーポイントとハンドルはどちらも基準ポイントにスナップする
（右） アンカーポイントはスナップするが、ハンドルは制約を受けない

これはどのスナップ（ピクセル、グリッドまたはポイント）が有効になっている場合でも当てはまります。例えば、ピクセルプレビューモードで
は、ピクセルにスナップ機能が有効になります。これにより、アンカーポイントとハンドルの両方がピクセルにスナップするので、パスの描写が
制限されることになります。
機能強化：Illustrator CC 2014 では、アンカーポイントは引き続きスナップルールに従いますが、ハンドルにはその制限がありません。ピクセル、
グリッド、またはポイントへのスナップがオンになっている場合でも、より正確に曲線を制御できるようになりました。

パスを閉じる際の制御の向上

（左） パスの開始ポイントがスムーズポイントの場合は、パスを閉じる際に制約を受ける
（右） Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し、終了アンカーポイントのハンドルのペアを解除して、自由に調整できる

Illustrator の以前のバージョンでは、開始ポイントがスムーズポイントのパスでは、パスを閉じる際に終了曲線を調整する方法がありませんでし
た。曲線の調整は、パスの開始ポイントがコーナーポイントであれば行うことができました。しかし、スタイラスを使用しているデザイナーは、
通常、デバイスの感度が原因でクリーンクリックが難しく、すべてのアンカーポイントがスムーズポイントになります。
機能強化：Illustrator CC 2014 では、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと、終了アンカーポイントのハンドルのペアが解
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除されます。終了曲線をより細かく調整できるようになりました。

終了アンカーポイントの位置変更

（左） スペースバーを使用した位置変更はできない
（右） パスを閉じる際にスペースバーを押すと、終了アンカーポイントの位置を変更できる

アプリケーションでは、スペースバーを押すことでアンカーポイントの位置を変更できる場面がたくさんあります。シェイプのドラッグ、ズーム
のドラッグ、ペンツールのクリックなどの操作がこれに当てはまります。ただし、この機能はパスを閉じる場合には使用できません。
機能強化：Illustrator CC 2014 では、パスを閉じる際にスペースバーを押すと、終了アンカーポイントの位置を変更でき ます。この機能強化によ
り、パスの開始曲線と終了曲線をより正確に制御できます。

アンカーポイントツールの警告の削除

警告が表示されなくなり、操作の流れの中断が減少する

アンカーポイントツールを使用する場合、目標を正確に定めてハンドル（またはアンカーポイント）をクリックすることは非常に重要です。他の
場所をクリックすると、これまでは警告（上図）が表示されていました。
機能強化：Illustrator CC 2014では、この警告を削除しました。間違ってクリックした場合、選択したパスやアンカーポイントは変更されません。
これは警告を閉じるための 1 クリックを確実に減らし、デザイナーのストレスを軽減します。
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ペンツールのラバーバンドのプレビュー
Illustrator CC の 2014 リリースで導入
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注意：

ペンツールを使用している時に、カンバス上にアンカーポイントを置かない限り、描画されるパスを予測することは困難でした。Illustrator CC の
2014 リリース以降、ペンツールで、前のアンカーポイントから、ポインターの現在位置まで描画されるパスをプレビュー表示できます。

1. ペンツールを使用して、アートボードを一度クリックしてスムーズポイントを描画し、必要に応じてマウスをドラッグしてハ
ンドルを作成します。

ペンツールを使用してスムーズポイントを作成すると、向かい合ったハンドルは常に同じ長さのペアになります。スムーズ
ポイントのハンドルをドラッグする際に Command キー（Mac OS）またはCtrl キー（Windows）キーを押して、長さが等
しくないハンドルを作成します（ペアは変更されません）。

2. マウスボタンを放します。マウスのポインターをアートボードにかざすと、マウスポインターの位置にアンカーポイントをド
ロップした場合に描画されるパスが表示されます。 

A. 最初のアンカーポイントとハンドル B. 最初のアンカーポイントとマウスポインター間のパスのラバーバンドのプレビュー 

3. 表示されるプレビューが描画したいパスであれば、その場所をクリックします。Illustrator はプレビューのとおりにパスを描画
します。

プレビューがオンの状態で Esc キーを押すと、プレビュー表示が停止し、パスが終了します。ペンツールの操作中に（プレビュー機能をオ
フにした状態で）キーボードショートカット P を押しても同じ操作を行えます。

プレビュー機能をオンまたはオフにする：
1. 環境設定 ダイアログを開きます（Ctrl+K キー）。
2. 「選択範囲とアンカー表示」 タブを表示します。
3. 「ペンツールのラバーバンドを有効にする」 チェックボックスをオンまたはオフにします。

161

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


鉛筆ツールの機能強化
Illustrator CC の 2014 リリースの更新内容

ページの先頭へ

鉛筆ツール
スムーズツール

鉛筆ツールが強化され、曲線の調整、パスの自動クローズ、固定された直線セグメントと自由な直線セグメントの描画機能が向上しました。

鉛筆ツール

プリセット
ツールパネルで鉛筆ツールアイコンをダブルクリックして、鉛筆ツールオプションダイアログを開きます。精度スライダーでは 5 つのプリセット
から選択できます。スライダーの一番左のプリセット（精細）は、最も精細なパスを描画します。スライダーの一番右のプリセット（滑らか）
は、最も滑らかなパスを作成します。描画の用途に適したプリセットを選択します。

（左） Illustrator CC（v17.x）
（右） Illustrator CC 2014（追加された「精度」設定、「Option キー（Mac OS）または Alt キー（Windows）でスムーズツールを使用」チェック
ボックス）

追加の精度プリセット（Illustrator CC の 2014 リリースで導入）
Illustrator CC 2014から、精度 スライダーは 5 つのプリセットになりました。新しいスライダープリセット（最大限精細なプリセット）が追加さ
れました。これは、できる限り正確なパスを描画するのに役立ちます。追加のプリセットを持つ別のダイアログボックスは、スムーズツール、ブ
ラシツール、および塗りブラシツールのダイアログボックスです。

Alt キーでスムーズツールを使用オプション（Illustrator CC の 2014 リリースで導入）
このチェックボックスにチェックマークが付いている場合、鉛筆ツールまたはブラシツールを使用している際に Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押すと、スムーズツールに切り替わります。

パスの自動クローズ

描画中のパスが終点に近づき、他のパスとの距離が定義されたピクセル数の範囲内になると、パスを閉じるカーソル（ ）が表示されます。マウ
スボタンを放すと、そのパスが自動的に閉じます。
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固定の直線セグメント

自由な直線セグメント

ページの先頭へ

注意：

ピクセル数の定義は、鉛筆ツールオプションダイアログボックスの範囲フィールドで設定します。

固定または自由な直線セグメントの描画

鉛筆ツールを使用して、固定または自由な直線セグメントを描画できます。直線セグメントの描画中は、直線セグメントカーソル（ ）が表示
されます。

Shift キーを押しながら鉛筆ツールで直線セグメントを描画すると、0°、45°、90°に固定できます。

自由な直線セグメントは Alt キー（Windows）または Option キー（Mac）を押しながら描画します。多角形の線の
パスは次のように描画します。

1. 線セグメントを描画します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

a. Shift キーまたは Alt キー（Windows）か Option キー（Mac OS）を押しながら、線の終点にカーソルを置きま
す。パスを続けるカーソル（ ）が表示されたら、マウスボタンをクリックして別の線を描画します。

b. マウスボタンを押しながら Shift キーまたは Alt キー（Windows）か Option キー（Mac）を離して押し、次のセグ
メントを描画します。

パスの継続

マウスポインターが、終点の位置から定義済みのピクセル数の範囲内に入ると、パスを続けるカーソル（ ）が表示されます。
ピクセル数の定義は、鉛筆ツールオプションダイアログボックスの範囲フィールドで設定します。

パスの結合
次の方法で 2 つのパスを結合します。

1. 結合するパスを選択します。
2. 一方のパスを延長してもう一方のパスに近づけます。

3. パスを結合するカーソル（ ）が表示されたら、マウスボタンを放してパスを結合します。

スムーズツール

プリセット
ツールパネルでスムーズツールアイコンをダブルクリックして、スムーズツールオプションダイアログを開きます。プリセットに基づくスムー
ズツールの精度スライダーを使用できます。

（左） Illustrator CC（v17.x）
（右） Illustrator CC 2014（追加された「精度」設定）

鉛筆ツールの使用中に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したままスムーズツールを使用する方法は使えなくなりま
した。

ブラシツールと塗りブラシツール
4 つのプリセットスライダーは、ブラシツールと塗りブラシツールオプションダイアログでも使用できます。
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画像トレースを使用したアートワークの編集
iPhone や iPad で Adobe Shape CC を使用して、オブジェクト、デザインまたはシェ
イプを写真に撮り、簡単な少しの操作でベクトルシェイプに変換できます。生成された
ベクトルを Creative Cloud Libraries に保存すれば、Illustrator や Photoshop でそれら
のベクトルにアクセスしたり、仕上げを行ったりすることができます。
詳しくは、Adobe Shape CC アプリを参照してください。
魅力満載の Adobe Shape CC アプリは iTunes App ストアからダウンロードできます
（iPhone および iPad に対応）。

画像のトレース
トレースオプション
トレースオブジェクトの解除

既存のアートワークの一部を基にして新規のアートワークを描画するには、既存のアートワークをトレースし
ます。例えば、紙に鉛筆で描いたスケッチに基づいて、グラフィックを作成できます。別のグラフィックプロ
グラムで保存したラスタライズ画像を読み込んで、トレースすることもできます。
アートワークをトレースする最も簡単な方法は、Illustrator でファイルを開くか読み込んで、画像トレースコ
マンドを使用してアートワークを自動的にトレースする方法です。
一部のトレースプリセットには、特定の種類のアートワークを対象とした、あらかじめ設定されたトレースオ
プションが用意されています。例えば、図面として使用する画像をトレースする場合は、図面用のプリセット
を選択します。これにより、すべてのトレースオプションが図面のトレースを最適化するように切り替わりま
す。
詳細のレベルを設定したり、トレースがどのように塗られるかをコントロールすることもできます。後で使用
できるように、設定をカスタムプリセットとして保存することもできます。

トレースに関するビデオについては、Illustrator CS6 の画像トレース（英語）をご覧ください。

Illustrator CS5 以前のバージョンを使用している場合：ライブトレース機能を使用して画像をベクトルアート
ワークにトレースしてください。詳しくは、ライブトレースの使用を参照してください。

画像トレースコマンドでビットマップ画像をトレースする前と後
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

プリセット

注意：

表示

カラーモード

パレット

カラー設定

カラー

画像のトレース
1. トレース用の画像として使用するビットマップ画像を開く、または読み込みます。

2. その画像を選択した状態で、次のいずれかの操作を行います。

初期設定のパラメーターを使用してトレースするには、オブジェクト／画像トレース
／作成を選択します。
初期設定のプリセットのいずれかを使用してトレースするには、ウィンドウ／画像ト
レースを選択してから、パネルの上部にあるアイコンをクリックして、目的のプリ
セットを選択します。
トレースオプションを設定してトレースするには、ウィンドウ／画像トレースを選択
してから、既存のプリセットを選択するか、トレースオプションを指定します。画像
トレースパネルで「プレビュー」を有効にして、オプションの変更結果を表示しま
す。

 

コントロールパネルの画像トレースボタンをクリックしても、トレースを開始できま
す。また、トレースプリセットボタン  からも、プリセットを選択できます。

3. （オプション）画像トレースパネル（ウィンドウ／画像トレース）でトレース結果を調整
します。

4. ベクトルアートワークを手動で編集するには、オブジェクト／画像トレース／拡張を選択
し、トレースオブジェクトをパスに変換します。

トレースオプション

トレースプリセットを指定します。プリセットの管理アイコンをクリックして、現在の設定を新
しいプリセットとして保存、既存のプリセットを削除、既存のプリセットの名前を変更します。

初期設定のプリセットを編集または削除することはできません（初期設定のプリセットは角括弧 [ ] で
囲んで表示されます）。ただし、プリセットを選択して、「新規プリセットとして保存」をクリックすると、
初期設定プリセットの編集可能なコピーを作成できます。

トレースしたオブジェクトの表示を指定します。トレースオブジェクトは、元画像とトレース結果（ベ
クトルアートワーク）の 2 つの構成要素で構成されます。表示は「トレース結果」、「元の画像」、「アウト
ライン」などのオプションから選択できます。目のアイコンをクリックすると、選択した表示が元の画像に
オーバーレイされます。

トレース結果のカラーモードを指定します。

元の画像からカラーまたはグレースケールのトレースを生成するためのパレットを指定します （こ
のオプションは、「カラーモード」を「カラー」または「グレースケール」に設定した場合にのみ利用するこ
とができます）。
トレース結果のカラーが自動的に決定されるようにするには、「自動」を選択します。ドキュメントのス
ウォッチをトレース結果のパレットとして使用するには、「ドキュメントライブラリ」を選択します。

カラー設定が「カラーモード」と「パレット」のオプションの設定に基づいて表示されます。

カラーのトレース結果で使用するカラー数を指定します。ドキュメントライブラリをパレット
として選択した場合は、スウォッチを選択できます（このオプションは、「カラーモード」を「カ
ラー」に設定した場合にのみ使用できます）。
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グレー

しきい値

パス

コーナー

ノイズ

方式

塗り

線

線

曲線を直線にスナップ

ホワイトを無視

ページの先頭へ

グレースケールのトレース結果で使用するグレー数を指定します（このオプションは、「カ
ラーモード」を「グレースケール」に設定した場合にのみ使用できます）。

元の画像から白黒のトレース結果を生成するための値を指定します。「しきい値」の値より
明るいピクセルはすべて白に、しきい値より暗いピクセルはすべて黒に変換されます（このオプショ
ンは、「カラーモード」を「白黒」に設定した場合にのみ利用できます）。

トレースされた形状とオリジナルのピクセル形状との間の距離を設定します。小さな値を設定すると低
精度になります。大きな値を設定すると高精度となります。

コーナーの強調を指定します。大きい値を指定するほど、コーナーが多くなります。

トレース中に無視する領域をピクセル単位で指定します。大きい値を指定するほど、ノイズが少なく
なります。

トレース方式を指定します。「隣接」を選択すると、切り抜かれたパスが作成されます。「重なり」を
選択すると、重なり合ったパスが作成されます。

塗りが適用された領域をトレース結果に作成します。

トレース結果に線幅のあるパスを作成します。

元の画像に含まれているなぞることができる線の最大幅を指定します。なぞった線が最大幅より大
きい場合は、トレース結果ではアウトライン化された領域となります。

わずかに曲がった線を直線に置き換えるかどうかを指定します。

白で塗りつぶされた領域を塗りつぶしなしの領域に置き換えるかどうかを指定します。
現在の設定の結果をプレビューするには、画像トレースパネルで「プレビュー」を有効にします。

トレースオブジェクトの解除

トレースは破棄するが、元の画像はそのまま保持する場合は、トレースオブジェクトを解除します。

1. トレースオブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／画像トレース／解除を選択します。

関連項目
ビデオチュートリアル - 自動トレースと解像度
アートワークファイルの読み込み
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遠近グリッドの定義
ドキュメントでデフォルトの二点遠近グリッドを表示するには、次のいずれかの操作を行います。

表示／遠近グリッド／グリッドを表示をクリックします。
Ctrl + Shift + I キー（Windows）または Command + Shift + I キー（Mac OS）を押し
て、遠近グリッドを表示します。表示されたグリッドを隠す場合も同じショートカット
キーを使用できます。
ツールパネルで遠近グリッドツールをクリックします。

遠近グリッド

A. 選択面ウィジェット B. 左消点 C. 垂直方向のグリッド範囲 D. 遠近グリッドの定規 E. 右消点 F. 水平線 G.
水平方向の高さ H. 地表レベル I. 水平線レベル J. 右面グリッドの範囲 K. グリッドセルのサイズ L. 地表レベ
ル M. 右面グリッドの範囲 N. 右面グリッドのコントロール O. 水平面グリッドのコントロール P. 左面グリッ
ドのコントロール Q. 原点 

遠近グリッドツールグループは、遠近グリッドツール  および遠近図形選択ツール  から構成されます。
ツールパネルから遠近グリッドツールを選択するか、Shift + P キーを押します。遠近グリッドツールを選択
すると、次のものが表示されます。

面を調整するための左右のグリッドコントロール
水平方向の高さ
左右の垂直面の位置
グリッドセルの表示および範囲
グリッドセルのサイズ
原点
グリッドの移動に使用される左右の地表レベルウィジェット
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選択面ウィジェットを表示

ウィジェットの位置

さらに、遠近グリッドを選択すると、選択面ウィジェットも表示されます。このウィジェットを使用すると、
選択面グリッドを切り替えることができます。遠近グリッドにおいて、選択面はオブジェクトを描画してその
部分のシーンの観測者の視界に投影する面です。

選択面ウィジェット

A. 左面グリッド B. グリッドに依存しない C. 右面グリッド D. 水平面グリッド 

遠近グリッドの定義のビデオを参照してください。
画面の四隅のいずれかにウィジェットを配置して、遠近グリッドが表示されている場合にウィジェットを表示
するようにオプションを設定できます。これらのオプションを設定するには、ツールパネルの遠近グリッドア
イコンをダブルクリックします。遠近グリッドオプションダイアログボックスでは、次のオプションを設定で
きます。

このオプションはデフォルトで選択されています。このチェックボックスの選択
を解除した場合、遠近グリッドにウィジェットは表示されません。

ウィジェットを表示する位置をドキュメントウィンドウの左上、右上、左下または右下
の隅から選択できます。

遠近図形選択ツールを選択した場合、左右および水平のグリッドコントロールが表示されます。遠近図形選択
ツールに切り替えるには、Shift + V キーを押すか、ツールパネルから選択します。遠近図形選択ツールでは
次の操作を行えます。

オブジェクト、テキストおよびシンボルの遠近描画
ショートカットキーを使用した選択面の切り替え
遠近描画のオブジェクトの移動、拡大・縮小および複製
遠近面の現在の位置に対して垂直なオブジェクトの移動と複製

遠近図形選択ツールでは、遠近グリッドの選択面は次のポインターで示されます。

選択面 ポインター

左面グリッド

右面グリッド

水平面グリッド

遠近図形選択ツールは、オブジェクトの拡大・縮小、複製および遠近描画を行いながら、選択面のグリッドに
オブジェクトをスナップします。オブジェクトは、セルサイズの 1/4 の距離内で交点にスナップします。
スナップの有効化または無効化は、表示／遠近グリッド／グリッドにスナップから行います。
このオプションはデフォルトで有効になっています。

関連項目
遠近描画
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ライブトレースの使用 | CS5 以前

ページの先頭へ

アートワークのトレース
トレースオプション
トレースオブジェクトの表示の変更
トレースしたオブジェクトの結果の調整
トレースで使用するカラーの指定
トレースプリセットの使用
ライブペイントオブジェクトへのトレースオブジェクトの変換
トレースオブジェクトの解除
テンプレートレイヤーを使用したアートワークの手動トレース

アートワークのトレース

既存のアートワークの一部を基にして新規のアートワークを描画するには、既存のアートワークをトレースし
ます。例えば、紙に鉛筆で描いたスケッチや別のグラフィックプログラムで保存したラスタライズ画像などを
Illustrator に取り込んでトレースすると、これらのグラフィックに基づいて新規のグラフィックを作成できま
す。
アートワークをトレースする最も簡単な方法は、ファイルを Illustrator で開く、または読み込んで、ライブト
レースコマンドを使用してアートワークを自動的にトレースする方法です。詳細のレベルを設定したり、ト
レースがどのように塗られるかをコントロールすることができます。トレースの結果に満足した場合は、その
トレースをベクトルパスまたはライブペイントオブジェクトに変換することができます。

Illustrator CS6 を使用している場合：画像トレース機能を使用して画像をベクトルアートワークにトレースし
てください。Illustrator CS6 の記事、画像トレースの使用を参照してください。

ライブトレースコマンドでビットマップ画像をトレースする前と後

ライブトレースを使用したアートワークの自動トレース
1. トレース用の画像として使用するファイルを開く、または取り込みます。

2. 画像を選択した状態で、次のいずれかの操作を行います。

トレースプリセットを使用して画像をトレースするには、コントロールパネルのト
レースプリセットとオプションボタン  をクリックして、プリセットを選択します。
初期設定のトレースオプションを使って画像をトレースするには、コントロールパネ
ルの「ライブトレース」をクリックするか、オブジェクト／ライブトレース／作成を
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ページの先頭へ

プリセット

モード

しきい値

パレット

最大カラー数

スウォッチに出力

ぼかし

再サンプル

塗り

線

最大線幅

最小線幅

選択します。
画像をトレースする前にトレースオプションを設定するには、コントロールパネルの
トレースプリセットとオプションボタン  をクリックして、「トレースオプション」
を選択します。または、オブジェクト／ライブトレース／トレースオプションを選択
して表示することもできます。トレースオプションを設定して、「トレース」をク
リックします。

3. （オプション）トレース結果を調整します。

4. （オプション）トレースをパスやライブペイントオブジェクトに変換します。

トレースオプション

トレースプリセットを指定します。

トレース結果のカラーモードを指定します。

元の画像から白黒のトレース結果を生成するための値を指定します。「しきい値」の値より明るい
ピクセルはすべて白に、しきい値より暗いピクセルはすべて黒に変換されます （このオプションは、「カ
ラーモード」を「白黒」に設定した場合にのみ利用できます）。

元の画像からカラーまたはグレースケールのトレースを生成するためのパレットを指定します （こ
のオプションは、「カラーモード」を「カラー」または「グレースケール」に設定した場合にのみ利用するこ
とができます）。
トレース結果のカラーが自動的に決定されるようにするには、「自動」を選択します。トレース用のカスタム
カラーライブラリを使用するには、スウォッチライブラリ名を選択します （スウォッチライブラリをパレッ
トポップアップメニューに表示するには、スウォッチライブラリを開いている必要があります）。

カラーまたはグレースケールのトレース結果で使用する最大カラー数を指定します （このオプ
ションは、「カラーモード」が「カラー」または「グレースケール」に設定されており、「パレット」が「自
動」に設定されている場合にのみ利用することができます）。

トレース結果の各カラー用に、新しいスウォッチをスウォッチパネルに作成します。

トレース結果を生成する前に元の画像をぼかします。縮小して、トレース結果で輪郭線がキザキザに
なるのを防ぐ場合にこのオプションを使用します。

トレース結果を生成する前に、指定した解像度で元の画像の再サンプルを実行します。このオプ
ションは、大きな画像のトレースプロセスを短縮するのに役立ちますが、トレース結果の画質が劣化する場合
があります。
注意：プリセットの作成時に、再サンプルの解像度が保存されることはありません。

塗りが適用された領域をトレース結果に作成します。

トレース結果に線幅のあるパスを作成します。

元の画像に含まれているなぞることができる線の最大幅を指定します。なぞった線が最大幅より大
きい場合は、トレース結果ではアウトライン化された領域となります。

元の画像に含まれているなぞることができる線の最小幅を指定します。なぞった線が最小幅よりも
小さい場合、トレース結果には反映されません。
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誤差の許容値

最小エリア

コーナー角度

ラスタライズ

ベクトル

ページの先頭へ
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トレースされた形状とオリジナルのピクセル形状との間の距離を設定します。小さな値を設定
すると低精度になります。大きな値を設定すると高精度となります。

元の画像でトレースの対象となる最小エリアを指定します。例えば、値として「4」を指定する
と、幅 2 ピクセル、高さ 2 ピクセルよりも小さなエリアは、トレース結果に反映されません。

トレース結果でコーナーアンカーポイントとなると想定される、元の画像の角の角度を指定し
ます。コーナーアンカーポイントとスムーズアンカーポイントの違いの詳細については、パスの概要を参照し
てください。

トレースオブジェクトのビットマップ構成要素の表示方法を指定します。この表示設定は、ト
レースプリセットには保存されません。

トレース結果の表示方法を指定します。この表示設定は、トレースプリセットには保存されませ
ん。
現在の設定の結果をプレビューするには、トレースオプションダイアログボックスの「プレビュー」を選
択します。トレースオプションの初期設定値を設定するには、すべてのオブジェクトの選択を解除してか
ら、トレースオプションダイアログボックスを開きます。オプションの設定を完了したら、「初期設定
値」をクリックします。

ライブトレースの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0043_jpを参照してください。ライ
ブトレースオプションの調整に関するチュートリアルについて
は、www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_jpを参照してください。

トレースオブジェクトの表示の変更

トレースオブジェクトは、元画像とトレース結果（ベクトルアートワーク）の 2 つの構成要素で構成されま
す。初期設定では、トレース結果のみが表示されます。ただし、元の画像とトレース結果の両方の表示は、そ
れぞれユーザーのニーズに合致するよう変更することができます。

1. トレースオブジェクトを選択します。

初期設定では、すべてのトレースオブジェクトが、レイヤーパネルで「トレース」と
いう名前で表示されます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

トレース結果の表示方法を変更するには、コントロールパネルの異なるベクトル表示
でプレビューボタン  をクリックするか、オブジェクト／ライブトレースを選択し
て表示オプションを選択します。「なし」、「トレース結果」、「アウトライン」ま
たは「アウトラインとトレース」の中から選択します。
ソース画像の表示方法を変更するには、コントロールパネルの異なる画像表示でプレ
ビューボタン  をクリックするか、オブジェクト／ライブトレースを選択して表示
オプションを選択します。「画像なし」、「元の画像」、「調整された画像」（ト
レース中に行われた調整を適用した状態で画像を表示）、「透明画像」の中から選択
します。
注意：元の画像を表示するには、まずベクトル表示を「なし」または「アウトライ
ン」に変更する必要があります。

トレースしたオブジェクトの結果の調整
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注意：

トレースオブジェクトの作成後、いつでも結果を調整することができます。

1. トレースオブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

コントロールパネルで基本オプションを設定します。
コントロールパネルのトレースオプションダイアログボタン  をクリックすると、
すべてのトレースオプションが表示されます。または、オブジェクト／ライブトレー
ス／トレースオプションを選択して表示することもできます。オプションを調整して
「トレース」をクリックします。

トレースの結果をすぐに変更するには、トレースプリセットを使用します。

トレースで使用するカラーの指定
1. トレースで使用したいカラーを含むスウォッチライブラリを作成します。

2. スウォッチライブラリが開いていることを確認した後、コントロールパネルのトレースオ
プションダイアログボタン  をクリックします。または、オブジェクト／ライブトレー
ス／トレースオプションを選択して表示することもできます。

3. パレットオプションのポップアップメニューからスウォッチライブラリ名を選択し、「ト
レース」をクリックします。

関連項目
スウォッチライブラリの作成

トレースプリセットの使用

トレースプリセットには、特定の種類のアートワークを対象にして事前に指定されたトレースオプションが用
意されています。例えば、図面として使用する画像をトレースする場合は、図面用のプリセットを選択しま
す。これにより、すべてのトレースオプションが図面のトレースを最適化するように切り替わります。例え
ば、カラーは白黒に設定され、ぼかしは 0 ピクセルに設定されて、線幅は 3 ピクセルに制限されます。

プリセットの指定

オブジェクト／ライブトレース／トレースオプションを選択します （または、トレースオ
ブジェクトを選択し、コントロールパネルのトレースオプションダイアログボタン  を
クリックします）。プリセット用のトレースオプションを設定し、「プリセットを保存」
をクリックします。プリセットの名前を入力して、「OK」をクリックします。
編集／トレースプリセットを選択します。「新規」をクリックし、プリセット用のトレー
スオプションを設定したら、「完了」をクリックします。
ヒント：既存のプリセットをベースに新しいプリセットを作成するには、ベースにするプ
リセットを選択してから、「新規」をクリックします。

プリセットの編集または削除
1. 編集／トレースプリセットを選択します。

2. プリセットを選択して、「編集」または「削除」をクリックします。

初期設定のプリセットを編集または削除することはできません（初期設定のプリ
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セットは角括弧 [ ] で囲んで表示されます）。ただし、プリセットを選択して、「新規プ
リセットとして保存」をクリックすると、初期設定プリセットの編集可能なコピーを作成
できます。

他のユーザーとのプリセットの共有
1. 編集／トレースプリセットを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

「書き出し」をクリックして、プリセットをファイルに保存します。
「読み込み」をクリックして、ファイルからプリセットを読み込みます。

ライブペイントオブジェクトへのトレースオブジェクトの変換

トレース結果の調整を終了したら、そのトレースオブジェクトをパスやライブペイントオブジェクトに変換す
ることができます。この最後の手順を実行すると、トレース結果を他のベクトルアートワークと同じように使
用することができます。トレースオブジェクトを変換すると、トレースオプションは調整できなくなります。

1. トレースオブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

トレースをパスに変換するには、コントロールパネルの「拡張」をクリックするか、
オブジェクト／ライブトレース／拡張を選択します。トレースされたアートワークの
構成要素を個別のオブジェクトとして使用する場合はこの方法を使用します。このよ
うにして生成されるパスはグループ化されます。
現在の表示オプションを保持したまま、トレースをパスに変換するには、オブジェク
ト／ライブトレース／表示どおりに拡張を選択します。例えば、トレース結果の表示
オプションが「アウトライン」に設定されている場合、拡張されたパスは、塗りや線
ではなくアウトラインのみとなります。さらに、現在の表示オプションを設定した状
態でトレースのスナップショットが保持され、拡張されたパスを使ってグループ化さ
れます。この方法は、拡張されたパスのガイドとしてトレース画像を保持したい場合
に使用します。
トレースをライブペイントオブジェクトに変換するには、コントロールパネルの「ラ
イブペイント」をクリックするか、オブジェクト／ライブトレース／ライブペイント
に変換を選択します。トレースされたアートワークに、ライブペイントツールを使っ
て塗りと線を適用する場合はこの方法を使用します。

1 回の操作でトレースを作成して、トレースオブジェクトを変換するには、オブジェクト／ライブトレー
ス／作成して拡張を選択するか、オブジェクト／ライブトレース／作成してライブペイントに変換を選択
します。

トレースに関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0043_jpを参照してください。

関連項目
描画の基本
ライブペイントについて

トレースオブジェクトの解除

トレースは破棄するが、元の画像はそのまま保持する場合、トレースオブジェクトを解除することができま
す。
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1. トレースオブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／ライブトレース／解除を選択します。

テンプレートレイヤーを使用したアートワークの手動トレース

テンプレートレイヤーは、ロックされたプリントされないレイヤーであり、このレイヤーを使って手作業で画
像をトレースすることができます。レイヤーの上に描画したパスを簡単に確認できるように、テンプレートレ
イヤーは 50 ％の濃度で薄く表示されます。テンプレートレイヤーは、画像を配置するときに作成すること
も、既存のレイヤーから作成することもできます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

トレース用のテンプレートレイヤーとして画像を配置するには、ファイル／配置を選
択して、トレースする EPS ファイル、PDF ファイルまたはラスタライズ画像ファイ
ルを指定します。次に、「テンプレート」を選択して、「配置」をクリックします。
新しいテンプレートレイヤーがパネル上の現在のレイヤーの下に作成されます。
既存の画像をトレースするには、画像が含まれているレイヤーを確認し、レイヤーパ
ネルでそのレイヤーをダブルクリックします。次に、「テンプレート」を選択して
「OK」をクリックします。または、レイヤーを選択してから、レイヤーパネルメ
ニューの「テンプレート」を選択することもできます。

目のアイコン  がテンプレートアイコン  に変わり、レイヤーはロックされます。

2. ペンツールまたは鉛筆ツールを使用して、ファイル上をトレースします。

3. テンプレートレイヤーを非表示にするには、表示／テンプレートを隠すを選択します。テ
ンプレートレイヤーを再表示するには、表示／テンプレートを表示を選択します。

4. テンプレートレイヤーを標準レイヤーに変換するには、レイヤーパネルでそのテンプレー
トレイヤーをダブルクリックし、「テンプレート」の選択を解除して「OK」をクリック
します。
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遠近描画

トップへ戻る

トップへ戻る

遠近描画の紹介
遠近グリッドプリセット
新規オブジェクトの遠近描画
遠近グリッドへのオブジェクトの配置
遠近グリッドからのオブジェクトの解除
オブジェクトの遠近描画
遠近描画のオブジェクト選択
オブジェクトの変形
遠近描画へのテキストとシンボルの追加
遠近グリッド設定

遠近描画の紹介
Illustrator CS5 では、遠近描画の確立された慣習に基づいた機能セットを使用して、遠近描画のアートワークを容易に描画またはレンダリングでき
ます。
遠近グリッドを使用すると、平らな表面上のシーンが（人間の目に）自然に見えるように近似的に表すことができます。例えば、道や線路は視線
の先で交わるように見えたり、見えなくなったりします。
Illustrator の次の機能を使用すると、遠近描画が容易に作成できます。
ドキュメントで一点遠近法、二点遠近法および三点遠近法を定義または編集するためのユーティリティ。
異なる遠近描画定義パラメーターのインタラクティブな制御。
遠近描画のオブジェクトの直接作成。
既存のオブジェクトの遠近描画。
遠近描画のオブジェクトの変形（オブジェクトの移動および拡大・縮小）。
垂直面に対するオブジェクトの移動または複製（垂直移動）。
実際のオブジェクトの定義と、指定された実寸の遠近描画のオブジェクトの作成。

遠近描画に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid5205_ai_jp を参照してください。

遠近グリッドプリセット
Illustrator には、一点遠近法、二点遠近法および三点遠近法のプリセットが用意されています。
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遠近グリッドプリセット
A. 一点遠近法 B.  二点遠近法（デフォルト） C. 三点遠近法
デフォルトの遠近グリッドプリセットのいずれかを選択するには、表示／遠近グリッドから使用するプリセットを選択します。

グリッドプリセットの定義
グリッドの設定を定義するには、表示／遠近グリッド／グリッドを定義を選択します。遠近グリッドを定義ダイアログボックスでは、プリセット
の次の属性を設定できます。
名前 新規のプリセットを保存するには、名前ドロップダウンリストから「カスタム」オプションを選択します。
間隔を プリセットの種類に「一点遠近法」、「二点遠近法」または「三点遠近法」を選択します。
単位 グリッドサイズを計測する単位を選択します。センチメートル、インチ、ピクセルおよびポイントを選択できます。
拡大・縮小  グリッドの相対比を選択して、アートボードと実寸の計測方法を表示または設定します。相対比をカスタマイズするには、「カスタ
ム」オプションを選択します。カスタム比率ダイアログボックスで、アートボードと実寸の比率を指定します。
グリッドの間隔 グリッドセルのサイズを設定します。
表示角度 画面（この場合はコンピューターの画面）に平行な面がないような方向を向いた立方体を考えてください。表示角度は、今考えている立
方体の右の面と画面とが作る角度です。そのため、観測者から見た左右の消点の位置は表示角度によって決まります。表示角度が 45 度の場合、2
つの消点は観測者の視線から見て等距離だということを意味します。表示角度が 45 度を超えている場合、観測者の視線から見て右の消点は近く、
左の消点は遠くなります。逆も同様です。
表示距離 観測者とシーンの間の距離です。
水平方向の高さ プリセットの水平方向の高さ（観測者の目の高さ）を指定します。地表レベルから水平方向の高さがスマートガイドに表示されま
す。
3 番目消点 三点遠近法を選択する場合にこのオプションを有効にします。「X」および「Y」のボックスでプリセットの x 座標と y 座標を指定でき
ます。
左右および水平のグリッドのカラーを変更するには、左面グリッド、右面グリッドおよび水平面グリッドの各ドロップダウンリストからカラーを
選択します。カラーボックスを使用してカスタムカラーを選択することもできます。
グリッドの不透明度を変更するには、不透明度スライダーを使用します。
グリッドをプリセットとして保存するには、「プリセットを保存」ボタンをクリックします。

グリッドプリセットの編集、削除、読み込みおよび書き出し
グリッドプリセットを編集するには、編集／遠近グリッドプリセットを選択します。遠近グリッドプリセットダイアログボックスで、編集するプ
リセットを選択して「編集」をクリックします。

178



遠近グリッドプリセットダイアログボックス
遠近グリッドプリセットオプションダイアログボックスが編集モードで開きます。グリッド設定を編集し、「OK」をクリックして新規のグリッド
設定を保存します。
初期設定のプリセットは削除できません。ユーザー定義のプリセットを削除するには、遠近グリッドプリセットダイアログボックスで「削除」を
クリックします。
Illustrator では、ユーザー定義のプリセットの読み込みおよび書き出しを行うこともできます。特定のプリセットを書き出すには、遠近グリッドプ
リセットダイアログボックスで「書き出し」をクリックします。プリセットを読み込むには、「読み込み」をクリックします。

遠近グリッドの移動
Illustrator ドキュメントにはグリッドを 1 つしか作成できません。遠近グリッドツールを選択しながら地表レベルウィジェットを使用して、アート
ボード間でグリッドを移動し、必要な位置に配置できます。
注意： 遠近グリッドツールを選択していない場合は地表レベルウィジェットが表示されないため、グリッドを移動するには遠近グリッドツールを
選択する必要があります。
遠近グリッドを移動するには次の操作を行います。

1. ツールパネルで遠近グリッドツールを選択するか、Shift + P キーを押します。
2. グリッド上の左または右の地表レベルウィジェットをドラッグ＆ドロップします。ポインターを地表レベルポイントの上に移
動すると、ポインターは  に変わります。

消点、グリッド面、水平方向の高さ、グリッドセルのサイズおよびグリッド範囲の調整
各ウィジェットを使用して、消点、グリッド面のコントロール、水平方向の高さおよびセルのサイズを手動で調整できます。ただし、これらの
ウィジェットが表示されるのは遠近グリッドツールを選択した場合のみです。左右の消点を調整するには、左右の消点ウィジェットを使用しま
す。ポインターを消点の上に移動すると、ポインターが両側矢印ポインター（ ）に変わることに注意してください。
注意： 三点遠近法で 3 番目の消点を調整する際に、Shift キーを押したままにすると、垂直軸の動きに制限できます。
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二点遠近法グリッドの右消点の移動
注意： 表示／遠近グリッド／測点をロックを使用して測点をロックした場合、両方の消点が同時に移動します。

測点をロックした場合の両側の消点の移動
それぞれのグリッド面のコントロールウィジェットを使用して、左右および水平のグリッド面を調整することもできます。ポインターをグリッド
面のコントロールの上に移動すると、ポインターは両側矢印（ 、 ）に変わります。 グリッド面を移動する際に Shift キーを押したままにする
と、動きをセルサイズの範囲に制限できます。

二点遠近法の左右のグリッド面の調整
原点を移動すると、水平面の x 座標および y 座標と垂直面の x 座標が影響を受けます。グリッドが表示されているときに遠近描画のオブジェクト
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を選択すると、変形パネルおよび情報パネルに表示されている x 座標および y 座標は原点の移動と共に変化します。また、対応するグリッド面が
アクティブなときに、長方形または直線のグループツールを使用してオブジェクトを描画して Shift キーを押すと、座標の計測も変化します。マウ
スを原点の上に移動すると、ポインターは  に変わります。
注意： 定規の原点を移動すると、測点が表示されます。

定規の原点の変更と測点の表示
A. 測点 B.  定規の原点の変更
観測者の目の高さを微調整するには、水平方向の高さを調整します。ポインターを水平線の上に移動すると、ポインターは垂直方向の両側矢印（
）に変わります。

二点遠近法グリッドの水平方向の高さの調整
グリッドの範囲を変更して、面上のグリッドの範囲を定義できます。ポインターをグリッド範囲ウィジェットの上に移動すると、ポインターは 
に変わります。
注意： グリッドに 1 ピクセルの間隔がある場合は、グリッドが画面上に表示されるように設定されています。プログレッシブズームインによっ
て、消点に近いグリッドがより多く表示されます。
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二点遠近法グリッドの右消点から離れる右面グリッド範囲
グリッド範囲を調整して、垂直方向のグリッド範囲を増減することもできます。

垂直方向のグリッド範囲を減少させるグリッド範囲の調整
グリッドセルのサイズを増減するには、グリッドセルサイズウィジェットを使用します。マウスをグリッドセルサイズウィジェットの上に移動す
ると、ポインターは  に変わります。
注意： グリッドセルのサイズを増加させると、グリッドセルの数は減少します。

グリッドセルサイズウィジェットをドラッグするとグリッドセルのサイズが増加します。

新規オブジェクトの遠近描画
オブジェクトを遠近描画するには、グリッドを表示して長方形または直線のグループツールを使用します。長方形または直線のグループツールを
使用しているときに遠近図形選択ツールに切り替えるには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押します。
遠近グリッドツールまたは遠近図形選択ツールを選択した状態で、1（左面）、2（水平面）または 3（右面）のショートカットキーを使用する
と、選択面を切り替えることができます。
注意： フレアツールは遠近グリッドでサポートされていません。
オブジェクトを遠近描画するときは、スマートガイドを使用してオブジェクトを他のオブジェクトに整合します。整合はオブジェクトの遠近形状
に基づいて行われます。ガイドは、オブジェクトが他のオブジェクトの端またはアンカーポイントに近づくと表示されます。
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（フレアツール以外の）いずれかの長方形または直線のグループツールに数値を使用することができます。標準モードで描画するのと同様にオブ
ジェクトの高さと幅の値を指定できますが、この場合のオブジェクトは遠近描画されます。また、値はオブジェクトの実寸を表します。
注意： 遠近描画では、Shift キー、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグするなど、オブジェクトの描画に使
用できる標準のショートカットを使用できます。
遠近描画では、オブジェクトは選択面の交点にスナップできます。オブジェクトは、セルサイズの 1/4 の距離内で交点にスナップします。
スナップの有効化または無効化は、表示／遠近グリッド／グリッドにスナップから行います。このオプションはデフォルトで有効になっていま
す。
遠近法を使用したアートワーク描画に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid5211_ai_jp を参照してください。

遠近グリッドへのオブジェクトの配置
オブジェクトを作成済みの場合、Illustrator には遠近グリッドの選択面にオブジェクトを配置するためのオプションがあります。
左面グリッド、右面グリッドまたは水平面グリッドにオブジェクトを追加するには、次の操作を行います。

1. オブジェクトを配置する選択面を選択します。選択面を選択するには、1、2 または 3 のショートカットキーを使用するか、選
択面ウィジェットの立方体のいずれかの面をクリックします。

2. オブジェクト／遠近／選択面の図形にするを選択します。
注意： 「選択面の図形にする」コマンドを使用しても、オブジェクトのアピアランスは影響を受けません。
アートワークを遠近にマッピングする方法に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid5212_ai_jp を参照してください。

遠近グリッドからのオブジェクトの解除
オブジェクトの遠近描画を解除する場合は、オブジェクト／遠近／遠近グリッド上から解除を選択します。選択したオブジェクトが関連付けられ
た遠近面から解除され、通常のアートワークとして使用できるようになります。
注意： 「遠近グリッド上から解除」コマンドを使用しても、オブジェクトのアピアランスは影響を受けません。

オブジェクトの遠近描画
既存のオブジェクトまたはアートワークを遠近描画した場合、選択したオブジェクトのアピアランスおよび相対比が変わります。標準のオブジェ
クトを遠近描画するには次の操作を行います。

1. 遠近図形選択ツールを使用してオブジェクトを選択します。
2. 選択面ウィジェットを使用するか、1（左面）、2（水平面）または 3（右面）のショートカットキーを使用して、オブジェク
トを配置する選択面を選択します。

3. 必要な位置にオブジェクトをドラッグ＆ドロップします。

遠近描画のオブジェクト選択
遠近図形選択ツールを使用して、遠近描画のオブジェクトを選択します。遠近図形選択ツールでは、選択面の設定に基づいてオブジェクトを範囲
選択できます。
遠近図形選択ツールを使用してドラッグしてから、通常の選択範囲または遠近描画の選択範囲を選択し、1、2、3 または 4 のキーを使用してグ
リッドの別の面に切り替えることができます。

オブジェクトの変形

オブジェクトの移動
遠近描画のオブジェクトを移動するには、遠近図形選択ツールに切り替え（Shift + V）、矢印キーを使用するか、マウスでオブジェクトをドラッ
グ＆ドロップします。
注意： ドラッグしてオブジェクトを移動しているときにそれぞれのショートカットキーを使用して面を変更すると、オブジェクトの面が変わりま
す。
また、現在のオブジェクトの位置に対して垂直方向にオブジェクトを移動することもできます。このテクニックは、部屋の壁のような平行なオブ
ジェクトを作成する場合に便利です。オブジェクトを垂直方向に移動するには、次の操作を行います。

1. 遠近図形選択ツールを使用してオブジェクトを選択します。
2. 5 キーを押しながら、オブジェクトを必要な位置にドラッグします。この操作により、オブジェクトは現在の位置に対して平
行に移動します。移動時に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）と 5 キーを使用すると、元のオブジェクトは
変更されずに、新しい位置にオブジェクトが複製されます。背面描画モードでは、この操作によって元のオブジェクトの背面
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にオブジェクトが作成されます。

元の位置に対して垂直な長方形の移動
注意： オブジェクトを垂直に移動する場合、矢印キーは使用できません。

オブジェクトをコピーするには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。遠近描画の移動を制限するに
は、Shift キーを押しながらドラッグします。垂直移動時にオブジェクトを移動する位置を正確に指定するには、正確な垂直移動を参照してくださ
い。
また、「変形の繰り返し」コマンド（オブジェクト／変形／変形の繰り返し）か、ショートカットキーの Ctrl + D キー（Windows）または
Command + D キー（Mac OS）を使用して、遠近描画のオブジェクトを移動することもできます。このオプションは、オブジェクトを垂直方向に
移動する場合にも使用できます。
注意： 垂直移動のショートカットキー 5、オブジェクトの描画または移動中の面切り替えのショートカットキー 1、2 および 3 が機能するのは、
キーボード本体からのみであり、拡張テンキーパッドからは機能しません。

正確な垂直移動
オブジェクトを正確に垂直移動するには、遠近図形選択ツールで必要な面のウィジェットをダブルクリックします。例えば、右消点面のオプショ
ンを設定するには、右面のウィジェットをダブルクリックします。

選択されているグリッド面上のすべてのオブジェクトの垂直移動のオプション設定
正確な垂直移動を行うには、すべてのオブジェクトについて次の操作を行います。

1. 「位置」ボックスで、オブジェクトを移動する位置を指定します。デフォルトでは、オブジェクトの現在の位置がダイアログ
ボックスに表示されます。

2. オブジェクトに対して次の移動オプションを選択します。
移動しない このオプションを選択した場合、グリッドを再配置してもオブジェクトは移動しません。
すべてのオブジェクトを移動 このオプションを選択した場合、グリッドを移動すると面上のすべてのオブジェクトが移動しま
す。
すべてのオブジェクトをコピー このオプションを選択した場合、面上のすべてのオブジェクトが面上にコピーされます。
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選択したオブジェクトを正確に垂直移動するには、オブジェクトを選択して、必要な面のウィジェットをダブルクリックしま
す。この場合、次のダイアログボックスが表示されます。

グリッド面のドラッグによる垂直移動
グリッド面のコントロールを使用してグリッド面をドラッグし、垂直方向にオブジェクトを移動することもできます。垂直方向にオブジェクトを
移動すると、オブジェクトは既存の位置または現在の位置に対して平行に配置されます。
オブジェクトを現在の位置に対して平行に移動するには、次の操作を行います。

1. ツールパネルで遠近図形選択ツールを選択するか、Shift + V キーを押します。
2. Shift キーを押しながら、オブジェクトが配置されたグリッド面のコントロールをドラッグします。

右グリッド面のドラッグによる長方形の垂直移動

現在の位置に対して平行なオブジェクトのコピーを作成するには、次の操作を行います。
1. ツールパネルで遠近図形選択ツールを選択するか、Shift + V キーを押します。
2. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、オブジェクトが配置されたグリッド面のコントロールを
ドラッグします。

面の自動配置
面の自動配置機能を使用すると、オブジェクトの高さまたは奥行きを推定してオブジェクトを作成することができます。例えば、立方体を描画す
るには、立方体の上面の高さがわかっている必要があります。面の自動配置を使用すると、立方体の上面の高さに合わせて水平グリッド面が自動
的に調整されます。
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立方体の 2 つの面

水平面グリッドが選択された状態で、遠近図形選択ツールを使用してアンカーポイントの上にポインターを置き Shift キーを押すと、水平面グリッ
ドは立方体の左面の高さに調整されます。その他のグリッド面は一時的に非表示になります。
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長方形ツールを使用して立方体の上面を作成すると、グリッドは元の状態に戻ります。
オブジェクトを描画または配置する前に、オブジェクトの高さを次のように推定できます。
いずれかのアンカーポイントに移動（アンカーラベルを取得）して Shift キーを押し、その他のオブジェクトから推定する（そ
の他の面は一時的に非表示になります）。
交点に移動して Shift キーを押し、グリッドから推定する。この状態で面を変更すると、その面は選択したオフセットに移動し
ます。

オブジェクトを描画または配置すると、推定モードはリセットされ、すべての面が通常の表示に戻ります。
面の自動配置オプションを使用して、アンカーポイントまたはグリッドの交点の上にマウスを移動して Shift キーを押すと、一時的に選択面を移動
できます。
面の自動配置オプションは遠近グリッドオプションダイアログボックスで使用できます。遠近グリッドオプションダイアログボックスを表示する
には、ツールパネルの遠近グリッドツールアイコンをダブルクリックします。

オブジェクトに合わせた面の移動
既存のオブジェクトと同じ奥行きまたは高さでオブジェクトを遠近描画する場合は、既存の遠近描画のオブジェクトを選択し、オブジェクト／遠
近／オブジェクトに合わせて面を移動を選択し、対応するグリッドを希望する高さまたは奥行きにします。これで、新規の遠近描画のオブジェク
トを作成できます。

遠近描画のオブジェクトの拡大・縮小
遠近図形選択ツールを使用して、遠近描画のオブジェクトを拡大・縮小できます。遠近描画のオブジェクトを拡大・縮小する場合は、次のルール
が適用されます。
拡大・縮小はオブジェクトの面で実行されます。オブジェクトを拡大・縮小すると、高さまたは距離はオブジェクトの面に基づ
いて拡大・縮小されます（現在の面でも選択面でもありません）。
複数のオブジェクトの場合、拡大・縮小は同じ面上のオブジェクトについて実行されます。例えば、左右の面上で複数のオブ
ジェクトを選択した場合は、バウンディングボックスを拡大・縮小に使用されたオブジェクトと同じ面上のすべてのオブジェク
トが拡大・縮小されます。
垂直に移動されたオブジェクトは、それぞれの面で拡大・縮小されます（現在の面でも選択面でもありません）。

遠近描画へのテキストとシンボルの追加
グリッドが表示されている場合、テキストおよびシンボルを遠近面に直接追加することはできません。ただし、標準モードでテキストまたはシン
ボルを作成してから、遠近面に移動することはできます。
テキストまたはシンボルを遠近描画に移動するには次の操作を行います。
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1. 遠近図形選択ツールを使用して既存のテキストまたはシンボルを選択し、グリッドが表示されている選択面上の必要な位置に
ドラッグします。

2. コントロールパネルおよびオブジェクト／遠近サブメニューの「テキストを編集」オプションが使用できるようになります。
また、編集モードでテキストを編集するか、テキストオブジェクトをダブルクリックして編集することもできます。

「テキストを編集」オプションが表示されたコントロールパネル
A. テキストを編集 B.  遠近図形を編集 C. 選択オブジェクト編集モード

コントロールパネルおよびオブジェクト／遠近サブメニューの「シンボルを編集」オプションも使用できるようになります。
また、編集モードでシンボルを編集するか、オブジェクトをダブルクリックして編集することもできます。
編集しているのがシンボルかテキストかに応じて、コントロールパネルのオプションは「シンボルを編集」または「テキス
トを編集」に変わります。

遠近描画のシンボルインスタンスは、分割・拡張したシンボルインスタンスと同じです。シンボルの定義は、通常のシンボルインスタンスのシン
ボル定義と同じように編集できます。ただし、シンボル定義には、ラスタライズ画像、その他の画像、エンベロープオブジェクト、レガシーテキ
ストまたはグラデーションメッシュなど、遠近描画でサポートされないオブジェクトを含むことはできません。
注意： シンボルの置き換え、シンボルインスタンスの分割・拡張時のリンク解除、変形のリセットなどの機能は、遠近描画のシンボルでは動作し
ません。
シンボルインスタンスを置き換えるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、遠近描画のシンボルをシンボルパネ
ルのシンボルの上にドラッグします。シンボルインスタンスをドラッグすると元のシンボルインスタンスがドキュメントから完全に消去されるた
め、シンボルのコピーを作成してからシンボルインスタンスを置き換えてください。
標準モードと同様にテキストを編集または変更することができます。詳しくは、テキストの作成を参照してください。

遠近グリッド設定
表示／遠近グリッドを使用して、遠近グリッドを設定できます。次のオプションを指定できます。
定規を表示 このオプションは、実際の高さの線に沿った定規の間隔のみを表示します。「グリッド」によって定規の間隔が決まります。
グリッドにスナップ このオプションを使用すると、遠近描画への移行、移動、拡大・縮小および描画を行うときにグリッドにスナップできま
す。
グリッドをロック このオプションは、遠近グリッドツールを使用したグリッドの移動およびその他のグリッドの編集を制限します。表示および面
の位置のみ変更できます。
測点をロック 「測点をロック」オプションを選択していずれかの消点を移動すると、その他の消点も同時に移動します。選択しない場合は、消点
は個別に移動され、測点も移動します。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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シンボルツールとシンボルセット
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シンボルセットの概要
シンボルセットの作成
シンボルセット内のシンボルインスタンスの編集
シンボルツールオプション

シンボルセットの概要
シンボルセットとは、シンボルスプレーツールで作成したシンボルインスタンスの集まりです。1 つのシンボルを指定してシンボルスプレーツール
を使用し、次に別のシンボルを指定して再びシンボルスプレーツールを使用すると、シンボルインスタンスの混合セットを作成できます。

シンボルツールを使用して作成したアートワーク
シンボルツールを使用してシンボルセットを操作する場合は、シンボルパネルで選択したシンボルのみが操作対象となることに注意してくださ
い。例えば、草と花を表すシンボルインスタンスの混合セットを作成した場合は、シンボルパネルで草のシンボルを選択して、シンボルスピン
ツールを使用すると、草の方向だけを変更できます。草と花の両方のサイズを変更するには、シンボルパネルで両方のシンボルを選択し、シンボ
ルリサイズツールを使用します。
注意： アートボード上で混合シンボルセットを選択すると、シンボルパネルでは、セットに最後に追加したシンボルインスタンスが自動的に選択
されます。

シンボルセットの作成
シンボルスプレーは、一度に多数の同一オブジェクトをアートボードに追加できるという点で、実際のスプレーのように動作します。例えば、何
百もの草、花、蜂、雪片などを追加するには、シンボルスプレーを使用します。

アートワーク上へのシンボルインスタンスセットのスプレー
1. シンボルパネルのシンボルを選択し、シンボルスプレーツール  を選択します。
2. シンボルインスタンスを表示する位置をクリックまたはドラッグします。

既存のシンボルセットに対するシンボルインスタンスの追加または削除
1. 既存のシンボルセットを選択します。
2. シンボルスプレーツール  およびシンボルパネルのシンボルを選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。
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シンボルインスタンスを追加するには、新しいインスタンスを表示する場所をクリックするかドラッグします。
シンボルインスタンスを削除するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、インスタンス
を削除する位置をクリックまたはドラッグします。

シンボルセット内のシンボルインスタンスの編集
シンボルツールを使用すると、セット内の複数のシンボルインスタンスを編集できます。シンボルスクランチツールを使用し、広範囲にインスタ
ンスを分散させたり、インスタンスのカラー濃度を徐々に変更して現実感を高めることができます。
シンボルツールは、個々のシンボルインスタンスに対しても使用できますが、シンボルセットで使用した場合に最も効果的です。個々のシンボル
インスタンスを操作する場合、これらの操作の大半は、通常のオブジェクトに対して使用するツールやコマンドを使って簡単に行うことができま
す。

セット内のシンボルインスタンスの重なり順の変更
1. シンボルシフトツール  を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

シンボルインスタンスを移動するには、移動する方向にシンボルインスタンスをドラッグします。
シンボルインスタンスを前面に移動する場合は、Shift キーを押しながらシンボルインスタンスをクリックします。
シンボルインスタンスを背面へ移動する場合は、Shift+Alt キー（Windows）または Shift+Option キー（Mac OS）を押しな
がらシンボルインスタンスをクリックします。

シンボルインスタンスの収集または散布
1. シンボルスクランチツール  を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

シンボルインスタンスを互いに引き寄せるエリアをクリックまたはドラッグします。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、シンボルインスタンスを互いに引き離すエリアをク
リックまたはドラッグします。

シンボルインスタンスのサイズ変更
1. シンボルリサイズツール  を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

シンボルインスタンスのサイズを拡大するセットをクリックまたはドラッグします。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、シンボルインスタンスのサイズを縮小するセットをク
リックまたはドラッグします。
Shift キーを押しながらクリックまたはドラッグすると、シンボルインスタンスの密度を維持したままサイズを変更できま
す。

シンボルインスタンスの回転
1. シンボルスピンツール  を選択します。
2. シンボルインスタンスを回転する方向にクリックまたはドラッグします。

シンボルインスタンスの彩色
シンボルインスタンスに彩色すると、輝度は変わらずに色相がカラー濃度に変化します （これは、ブラシで色合いを付けるときの「色合いと陰
影」と同じ方法です）。この方法では、元のカラーの輝度と彩色するカラーの色相を使用して、最終的なカラーが作成されます。したがって、輝
度が極端に高かったり低かったりする場合はあまり変化せず、ブラックやホワイトのオブジェクトはまったく変化しません。
ブラックとホワイトのオブジェクトに彩色する場合は、必要な塗りのカラーを使用するグラフィックスタイルが設定されたシンボルスタイル
ツールを使用します。

1. カラーパネルで、彩色に使用する塗りのカラーを選択します。

2. シンボルステインツール  を選択し、次のいずれかの操作を行います。
選択したカラーで彩色するシンボルインスタンスをクリックまたはドラッグします。シンボルインスタンスのカラーが少し
ずつ変化します。

190



トップへ戻る

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックまたはドラッグすると、彩色に設定したカラー
が減少し、元のシンボルのカラーの割合が増えます。
Shift キーを押しながらクリックまたはドラッグすると、彩色の適用量が一定に保たれたまま、シンボルインスタンスのカ
ラーが少しずつ彩色に使用されたカラーに変化します。
注意： シンボルステインツールを使用すると、ファイルサイズが大きくなり、パフォーマンスが低下します。消費メモリ
または Flash ファイルや SVG ファイルを書き出すときのファイルサイズを制限する必要がある場合は、このツールを使用
しないでください。

シンボルインスタンスの透明度の調整
1. シンボルスクリーンツール  を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

シンボルの透明度を増やす部分をクリックまたはドラッグします。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、シンボルの透明度を減らす部分をクリックまたはド
ラッグします。

シンボルインスタンスへのグラフィックスタイルの適用
シンボルスタイルツールを使用すると、シンボルインスタンスに対してグラフィックスタイルを適用したり削除したりでき、また、適用する量と
位置を調整できます。例えば、スタイルを徐々に適用して、あるシンボルインスタンスにはそのスタイルを最高レベルで適用し、別のシンボルイ
ンスタンスには中レベルで適用することができます。

最高レベルで適用されたグラフィックスタイル（上）と様々なレベルで適用されたグラフィックスタイル（下）
他のシンボルツールを使用しているとき、グラフィックスタイルパネルのスタイルをクリックすると、シンボルスタイルツールに切り替わりま
す。

1. シンボルスタイルツール  を選択します。
2. グラフィックスタイルパネルのスタイルを選択し、次のいずれかの操作を行います。

スタイルをシンボルセットに適用する部分をクリックまたはドラッグします。スタイルが少しずつシンボルインスタンスに
適用され、シンボルインスタンスのスタイルが徐々に変化します。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックまたはドラッグすると、スタイルの適用量が減
少し、スタイルが適用されていない元のシンボルの割合が増えます。
Shift キーを押しながらクリックまたはドラッグすると、スタイルの適用量が一定に保たれたまま、シンボルインスタンス
のスタイルが選択したスタイルに少しずつ変化します。
注意： 手順 1 と手順 2 の操作は必ず指定された順序で行ってください。シンボルツール以外のツールが選択されていると
きにスタイルを選択すると、選択されているシンボルインスタンスセット全体にそのスタイルが即座に適用されます。

シンボルツールオプション
シンボルツールオプションにアクセスするには、ツールパネルのシンボルツールをダブルクリックします。
「直径」、「強さ」および「密度」などの共通オプションが、ダイアログボックスの上部に表示されます。ツール固有のオプションは、ダイアロ
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グボックスの下部に表示されます。他のツールのオプションに切り替えるには、ダイアログボックスのツールアイコンをクリックします。
共通オプション どのシンボルツールが選択されているかにかかわらず、共通オプションは、シンボルツールオプションダイアログボックスの上部
に表示されます。
直径  ツールのブラシのサイズを指定します。
シンボルツールを使用しているときは、[ キーを押すと直径が小さくなり、] キーを押すと直径が大きくなります。

強さ  変化の度合いを指定します（値が大きいと変化が大きくなります）。または、「筆圧ペンを使用」を選択して、強さの値を入力する代わり
に、タブレットまたはペンを使用して入力できるように指定します。
シンボルセットの密度  シンボルセットの密度の値を指定します（大きな値を指定するほど、シンボルインスタンスが密集します）。この設定は、
シンボルセット全体に適用されます。シンボルセットが選択されている場合、密度の変更は、新しく作成されるインスタンスだけでなく、セット
内のすべてのシンボルインスタンスに影響します。
方式  シンボルスクランチ、サイズ、スピン、ステイン、スクリーン、スタイルの各ツールによる、シンボルインスタンスの調整方法を指定しま
す。
「ユーザー定義」を選択すると、カーソルの位置を基準にしてシンボルを少しずつ調整できます。「ランダム」を選択すると、カーソルが置かれ
ているエリア内のシンボルがランダムに変更されます。「平均」を選択すると、シンボルの値が少しずつ均等化されます。
ブラシのサイズと強さを表示  ツールを使用する際のサイズを表示します。
シンボルスプレーのオプション シンボルスプレーのオプション（「スクランチ」、「サイズ」、「スピン」、「スクリーン」、「ステイン」およ
び「スタイル」）は、シンボルスプレーツールが選択された場合にのみ、シンボルツールオプションダイアログボックスの共通オプションの下に
表示されます。これらのオプションを使って、どのようにしてシンボルセットに新しいシンボルインスタンスを追加するのかを指定します。各オ
プションでは、次に示す 2 つの項目のいずれかを選択できます。
平均  新しいシンボルの追加時に、ブラシ範囲内の既存のシンボルインスタンスの平均値を使用します。例えば、既存のシンボルインスタンスの透
明部分が平均 50 ％のエリアにインスタンスを追加すると、そのインスタンスの透明部分も 50 ％になります。また、インスタンスがないエリアに
インスタンスを追加すると、そのインスタンスは不透明になります。
注意： 「平均」の設定では、「直径」オプションで設定したシンボルスプレーツールのブラシ範囲内にある他のインスタンスのみが考慮対象とな
ります。半径を表示しながら作業するには、「ブラシのサイズと強さを表示」を選択します。
ユーザー定義  各パラメーターに対して固有のプリセット値を適用します。「スクランチ」（密度）では、元のシンボルのサイズを基準にした値が
使用されます。「サイズ」では、元のシンボルのサイズが使用されます。「スピン」では、マウスの方向に基づいて回転方向が決定されます。マ
ウスを移動しない場合は、方向が変わりません。「スクリーン」では、100 ％の不透明度が使用されます。「ステイン」では、現在の塗りのカ
ラーと 100 ％の濃度が使用されます。「スタイル」では、現在のスタイルが使用されます。
シンボルリサイズのオプション シンボルリサイズのオプションは、シンボルリサイズツールを選択した場合にのみ、シンボルツールオプションダ
イアログボックスの「共通オプション」の下に表示されます。
縦横比を固定してサイズ変更  サイズを変更する場合、各シンボルインスタンスシェイプの縦横比が維持されます。
サイズ変更が密度に影響する  シンボルインスタンスを拡大した場合は、各シンボルインスタンスが離れ、縮小した場合は接近します。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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シンボル
Illustrator CC 2015 のダイナミックシンボルの機能強化

ページの先頭へ

ページの先頭へ

シンボルについて
ダイナミックシンボルについて
シンボルの配置または作成
シンボルのサブレイヤーの追加
9 スライスの拡大・縮小機能の使用
シンボルインスタンスの操作
シンボルの編集または再定義
シンボルライブラリ
シンボルパネルの概要
シンボル基準点

シンボルについて

シンボルは、ドキュメントの中で何度でも使用できるアートオブジェクトです。例えば、花のシンボルを作成
すると、作成したシンボルのインスタンス（コピー）をアートワークに何度でも追加できます。複雑なオブ
ジェクトを何回も作成する必要はありません。各シンボルインスタンスは、シンボルパネルまたはシンボルラ
イブラリ内のシンボルにリンクしています。シンボルを使用すると時間の節約になるだけでなく、ファイルサ
イズを大幅に削減できます。
ダイナミックシンボルではマスターシェイプを共有できますが、シンボルの各インスタンスの外観を動的に変
更できます。マスターシェイプが変更されると、シンボルのインスタンスは新しい変更を受け取る一方で、
個々の変更も維持されます。
シンボルは、SWF および SVG の書き出しにも対応しています。Flash に書き出す場合は、シンボルの種類を
ムービークリップに設定できます。Flash ファイルに変更した後で、必要に応じて別の種類を選択することも
できます。Illustrator で 9 スライスの拡大・縮小機能を有効にしておくと、ユーザーインターフェイス要素と
して使用するシンボルを正しく拡大または縮小できるようになります。

ダイナミックシンボルについて

ここでは、プロジェクトまたはアートワーク全体でシンボルが一貫して表示される必要がありますが、一部の
シンボルは異なる属性または外観を表す必要がある場合があります。
例：アパレルデザイナーは、様々な配色で、または複数の色を組み合わせる必要のある新しいシャツをデザイ
ンするとします。このシャツをダイナミックシンボルとして定義し、配色を表すのに必要なカラーを適用しま
した。シャツの襟の形状を変えるなど、シャツのデザインを更新する必要がある場合、シャツのシンボルを編
集すると、シャツのすべてのインスタンスは自動的に更新される一方で、個別に適用された独自の配色はその
まま維持されます。
ダイナミックシンボル機能は、マスターシンボルとの関連付けを維持しつつ、インスタンスで外観のオーバー
ライドを使用できるようにすることで、シンボルをより強化することを目的としています。外観の編集には、
カラー、グラデーション、パターンが含まれます。
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ダイナミックシンボルを使用する利点
ダイナミックシンボルのインスタンスは、ダイレクト選択ツールを使用して変更できま
す。
インスタンスの外観が変更されても、その変更はマスターシンボルとの関係に影響しませ
ん。
マスターシンボルの外観に対する変更は、すべてのインスタンスに反映されます。ただ
し、インスタンスに対する個々の編集も維持されます。
ダイナミックシンボル内のネストされたシンボルを別のシンボルに置き換えることができ
ます。このため、より柔軟にシンボルをカスタマイズできます。
選択／共通コマンドを使って、ドキュメントで使用できるすべてのダイナミックシンボル
を選択することができます。

ダイナミックシンボルを以前のバージョンの Illustrator で開くと、シンボルが分割・拡張されます。

シンボルを配置した後、アートボード上で配置したシンボルのインスタンスを編集することができます。必要
であれば、編集したインスタンスを使用して元のシンボルを再定義することもできます。シンボルツールを使
用すると、複数のシンボルインスタンスを一度に追加したり操作したりできます。

シンボルインスタンスを使用したアートワーク

シンボルの配置または作成

シンボルの配置
1. シンボルパネルまたはシンボルライブラリでシンボルを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

シンボルパネルのシンボルインスタンスを配置ボタン  をクリックして、ドキュメ
ントウィンドウの現在の表示可能領域の中央にインスタンスを配置します。
アートボード上の目的の位置にシンボルをドラッグします。
シンボルパネルメニューの「シンボルインスタンスを配置」を選択します。
注意：アートワークに配置された 1 つのシンボルのことをインスタンスと呼びます
（パネルにのみ存在するシンボルはインスタンスと呼びません）。

シンボルの作成
1. シンボルとして使用するアートワークを選択します。
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ダイナミックシンボルを作成するとき、テキスト、配置された画像、メッシュオ
ブジェクトは含めないでください。

2. 次のいずれかの操作を実行します。

シンボルパネルの新規シンボルボタンをクリックします。
選択したアートワークをシンボルパネルにドラッグします。
パネルメニューの「新規シンボル」を選択します。

初期設定では、選択されたアートワークが新規シンボルのインスタンスになりま
す。アートワークをインスタンスにしない場合は、Shift キーを押しながら新規シンボル
を作成します。また、新規シンボルの作成時に新規シンボルダイアログボックスを表示し
ない場合は、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら新規シン
ボルを作成します。これにより、Illustrator では、「新規シンボル 1」などが初期設定の
シンボル名として使用されます。

3. シンボルオプションダイアログボックスで、シンボル名を入力します。

4. シンボルの種類に「ムービークリップ」または「グラフィック」を選択します。

5. 作成するシンボルの種類（ダイナミックまたはスタティック）を選択します。デフォルト
値はダイナミックです。

6. （オプション）シンボルを Flash に書き出す場合は、次の操作を行います。

「ムービークリップ」を種類として選択します。ムービークリップは、Flash および
Illustrator のデフォルトのシンボルの種類です。
シンボルのアンカーポイントを設定する基準点の場所を指定します。基準点の場所
は、スクリーン座標におけるシンボルの位置に影響を与えます。
Flash で 9 スライスの拡大・縮小機能を利用するには、「9 スライスの拡大・縮小用
ガイドを有効にする」を選択します。

7. シンボルにピクセル整合プロパティを適用するには、「ピクセルグリッドに整合」オプ
ションを選択します。詳しくは、ピクセルグリッドへのシンボルの整合を参照してくださ
い。

シンボルパネルで、ダイナミックシンボルは、アイコンの右下隅に小さいプラス記号が表示されます。

シンボルは、パス、複合パス、テキストオブジェクト、ラスタライズ画像、メッシュオブジェクト、グループ
化されたオブジェクトなど、Illustrator のほとんどのオブジェクトから作成できます。ただし、リンクされた
アートや一部のオブジェクトグループ（グラフのグループなど）からシンボルを作成することはできません。

Illustrator と Flash の間でシンボルを効果的に使用する方法に関するビデオについて
は、www.adobe.com/go/vid0198_jp を参照してください。

シンボルのサブレイヤーの追加

シンボルにシンボル固有のレイヤー階層構造が使用されるようになりました。この階層構造はシンボルを拡張
しても維持されます。シンボルの編集モードでシンボルのサブレイヤーを作成できます。

編集モードでシンボルのサブレイヤーを作成する機能
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注意：

シンボルの編集モードでコンテンツをペーストするときは、「コピー元のレイヤーにペースト」オプションが
適用されます。

9 スライスの拡大・縮小機能の使用

9 スライスの拡大・縮小（Scale9）機能を使用して、グラフィックスタイルシンボルおよびムービークリップ
シンボルのコンポーネントスタイルの拡大・縮小を指定できます。このタイプの拡大や縮小は、グラフィック
やデザイン要素に一般的に適用される拡大・縮小機能と異なり、ユーザーインターフェイス要素として使用す
るのに適したムービークリップシンボルを作成できます。
シンボルは、グリッド状のオーバーレイで 9 つのセクションに分割され、各領域が個別に拡大または縮小され
ます。画像内のコーナー以外の領域は必要に応じて拡大または縮小（伸縮ではない）されますが、シンボルの
視覚的な整合性を損なわないように、コーナーの領域は拡大や縮小はされません。
9 スライスの拡大・縮小用グリッドは、編集モードでのみ表示されます。初期設定では、グリッドのガイド
は、シンボルの幅と高さそれぞれの両端から 25 ％（つまり 4 分の 1）の箇所に配置され、シンボルに自動的
に添付された点線として表示されます。

Flash で 9 スライスの拡大・縮小を使用する方法の詳細については、Flash のヘルプを参照してくだ
さい。Illustrator で 9 スライスの拡大・縮小を使用する方法に関するビデオについて
は、www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_jp をご覧ください。

Illustrator では、回転、シアーおよび複雑な変形が適用されたシンボルに 9 スライスのグリッドを作成できま
す。シンボルを拡大または縮小する場合、シンボルの 9 つの領域はすべて個別に拡大・縮小できます。

9 スライスの拡大・縮小機能の有効化
1. アートボードまたはシンボルパネルでシンボルを選択して、パネルメニューの「シンボル
オプション」を選択します。

2. シンボルオプションダイアログボックスで、種類として「ムービークリップ」または「グ
ラフィック」を選択し、「9 スライスの拡大・縮小用ガイドを有効にする」を選択しま
す。

このオプションは、新規シンボルの作成時にシンボルオプションダイアログボックスで有効にするこ
ともできます。

シンボルの 9 スライスの拡大・縮小用グリッドの編集
1. シンボルの拡大・縮小用グリッドを編集するには、次のいずれかの操作を行って、シンボ
ルを編集モードで開きます。

シンボルパネルでシンボルをダブルクリックします。
シンボルパネルでシンボルを選択して、パネルメニューの「シンボルを編集」を選択
します。

2. シンボルインスタンスの拡大・縮小用グリッドを編集するには、次のいずれかの操作を
行って、インスタンスを編集モードで開きます。

アートボード上のシンボルインスタンスをダブルクリックします。
アートボード上のシンボルインスタンスを選択して、コントロールパネルの「シンボ
ルを編集」をクリックします。

3. 4 つのガイドのうちいずれかのガイド上にポインターを移動します。ポインターが移動ポ
インターに変わったら、ガイドをドラッグします。
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注意：

警告：

ガイドをシンボルの境界線から遠ざけると（結果、シンボルが 8 個以下のスライ
スに分割され）、拡大や縮小が行われます。シンボルの拡大や縮小は、そのシンボルが含
まれているスライスに基づいて行われます。

4. アートボードの左上隅またはコントロールパネル  にある編集モードを解除ボタン 
をクリックして、編集モードを終了します。

シンボルインスタンスの操作

他のオブジェクトと同じように、シンボルインスタンスに対しても移動、拡大や縮小、回転、シアー（歪み）
を適用できます。また、透明やアピアランス、およびグラフィックスタイルの各パネルからの操作の実行や、
効果メニューのどんな効果も適用することができます。ただし、シンボルインスタンスの個々のコンポーネン
トを編集する場合は、先にシンボルインスタンスを分割・拡張する必要があります。分割・拡張を行うと、シ
ンボルとシンボルインスタンス間のリンクが切断され、インスタンスが通常のアートワークに切り替わりま
す。
シンボルを含む、オブジェクトの選択、整列に関するビデオについて、www.adobe.com/go/vid0034_jp および
www.adobe.com/go/vid0035_jp をご覧ください。

シンボルパネルで、ダイナミックシンボルは、アイコンの右下隅に小さいプラス記号が表示されます。

別のシンボルによるシンボルインスタンスの置き換え、シンボルインスタンスの分割・拡張時のリン
ク解除、および変形のリセットのオプションは、遠近描画のシンボルでは動作しません。

関連項目
オブジェクトの分割・拡張

シンボルインスタンスの編集

インスタンスを編集した後で、シンボルパネルにある元のシンボルを再定義できます。シンボルを再定義する
と、既存のすべてのシンボルインスタンスに新しい定義が反映されます。

1. シンボルのインスタンスを選択します。

2. シンボルパネルまたはコントロールパネルのシンボルへのリンクを解除ボタン  をク
リックします。

3. アートワークを編集します。

ダイナミックシンボルを編集するとき、テキスト、配置された画像、メッシュオ
ブジェクトは含めないでください。

4. （オプション）次のいずれかの操作を行います。

親シンボルを編集後のシンボルで置き換えるには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら、編集後のシンボルをシンボルパネルの古いシ
ンボルの上にドラッグします。シンボルパネルのシンボルが置き換えられ、現在の
ファイルのシンボルが更新されます。
編集後のシンボルを使用して新規のシンボルを作成するには、編集したシンボルをシ
ンボルパネルにドラッグするか、シンボルパネルの新規シンボル  をクリックしま
す。

シンボルインスタンスの分割・拡張
1. 1 つまたは複数のシンボルインスタンスを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。
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シンボルパネルのシンボルへのリンクを解除ボタン  をクリックするか、パネルメ
ニューの「シンボルへのリンクを解除」を選択します。
オブジェクト／分割・拡張を選択し、分割・拡張ダイアログボックスで「OK」をク
リックします。

シンボルインスタンスが拡張され、それぞれの構成要素がグループ化された状態になり、
分割・拡張したアートワークを編集できます。

ダイナミックシンボルを以前のバージョンの Illustrator で開くと、シンボルが分割・拡張されます。

アートボード上のシンボルインスタンスの複製

シンボルインスタンスに対して拡大や縮小、回転、シアー（歪み）またはリフレクトを行った後で、それと同
じ編集を加えたインスタンスを追加する場合は、編集後のインスタンスを複製します。

1. シンボルインスタンスを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、アートボード上
の別の位置までシンボルインスタンスをドラッグします。
シンボルインスタンスをコピー＆ペーストします。

シンボルパネルでシンボルを複製する場合、例えば既存のシンボルに基づいて新規シンボルを作成す
る場合は、インスタンスでなくシンボルを複製します （シンボルパネルの概要を参照してください）。

別のシンボルによるシンボルインスタンスの置き換え
1. アートボード上のシンボルインスタンスを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

コントロールパネルの置換メニューから新規シンボルを選択します。
シンボルパネルで新規シンボルを選択して、シンボルパネルメニューの「シンボルを
置換」を選択します。

このオプションは遠近描画のシンボルでは動作しません。詳しくは、遠近描画へのテキストとシンボ
ルの追加を参照してください。

ドキュメント内のシンボルのすべてのインスタンスの選択

シンボルパネルでシンボルを選択し、パネルメニューの「すべてのインスタンスを選択」を選択します。

変形のリセット

変形をシンボルにリセットするには、シンボルを選択してコントロールパネルの「リセット」ボタンをクリッ
クします。シンボルパネルメニューから「変形をリセット」オプションを選択することもできます。
 

シンボルの編集または再定義
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シンボルのアートワークを変更してシンボルを編集するか、シンボルを新しいアートワークで置き換えてシン
ボルを再定義できます。シンボルの編集と再定義を行うと、シンボルパネルのシンボルだけでなく、アート
ボード上のシンボルの全てのインスタンスに変更が適用されます。

シンボルの編集
1. 次のいずれかの操作を行って、シンボルを編集モードで開きます。

シンボルのインスタンスを選択し、コントロールパネルの「シンボルを編集」をク
リックします。警告ボックスが表示されたら、「OK」をクリックします。
シンボルのインスタンスをダブルクリックします。警告ボックスが表示されたら、
「OK」をクリックします。
シンボルパネルでシンボルをダブルクリックします。アートボードの中央にシンボル
の一時的なインスタンスが表示されます。

2. アートワークを編集します。

3. アートボードの左上隅またはコントロールパネル  にある編集モードを解除ボタン 
をクリックするか、Esc キーを押して、編集モードを終了します。
シンボルにピクセル整合プロパティを適用することもできます。詳しくは、ピクセルグ
リッドへのシンボルの整合を参照してください。

別のアートワークを使用したシンボルの再定義
1. 既存のシンボルの再定義に使用するアートワークを選択します。シンボルインスタンスで
はなく元になるアートワークを選択します。

2. シンボルパネルで、再定義するシンボルをクリックし、パネルメニューの「シンボルを再
定義」を選択します。

選択したアートワークが自動的にシンボルのインスタンスになります。選択したアートワークをシン
ボルインスタンスにしないようにするには、Shift キーを押しながら、パネルメニューの「シンボルを再定
義」を選択します。

パネルメニューについて詳しくは、パネルメニューの使用を参照してください。

シンボルライブラリ

シンボルライブラリは、プリセットシンボルの集まりです。シンボルライブラリを開くと、シンボルパネルと
は別の新しいパネルが表示されます。
シンボルライブラリでは、シンボルパネルと同じようにシンボルを選択、並べ替え、表示することができま
す。ただし、シンボルライブラリでは、シンボルの追加、編集、削除を行えません。

シンボルライブラリを開く
次のいずれかの操作を行います。

ウィンドウ／シンボルライブラリ／[シンボル名] を選択します。
シンボルパネルメニューで「シンボルライブラリを開く」を選択し、表示された一覧
からライブラリを選択します。
シンボルパネルのシンボルライブラリメニューボタンをクリックし、表示された一覧
からライブラリを選択します。

Illustrator を起動したときライブラリを自動的に開くには、ライブラリのパネルメ
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ニューで「固定」を選択します。

ライブラリからシンボルパネルへのシンボルの移動

ドキュメント内でシンボルを使用すると、そのシンボルがシンボルパネルに自動的に追加されます。

ライブラリでシンボルをクリックします。

シンボルライブラリの作成
1. ライブラリからすべてのシンボルを追加するには、Shift キーを押してすべてのシンボル
を選択して、シンボルライブラリオプションメニューから「シンボルに追加」を選択しま
す。ライブラリ内の必要なシンボルをシンボルパネルに追加し、不要なシンボルを削除し
ます。

ドキュメントで使用されていないシンボルをすべて選択するには、シンボルパネルメ
ニューの「未使用項目を選択」を選択します。

2. 次に、シンボルパネルメニューの「シンボルライブラリを保存」を選択します。

3. 新しいライブラリを初期設定のシンボルフォルダーに保存します。シンボルライブラリメ
ニューおよびシンボルライブラリを開くメニューのユーザー定義サブメニューにライブラ
リ名が自動的に表示されます。
ライブラリを初期設定のシンボルフォルダー以外のフォルダーに保存した場合は、シンボ
ルパネルメニューのシンボルライブラリを開く／その他のライブラリを選択して、ライブ
ラリを開くことができます。この方法で開いたライブラリは、他のライブラリとともにシ
ンボルライブラリサブメニューに表示されます。

別のドキュメントからのシンボルライブラリの読み込み
1. ウィンドウ／シンボルライブラリ／その他のライブラリを選択するか、シンボルパネルメ
ニューのシンボルライブラリを開く／その他のライブラリを選択します。

2. 読み込むシンボルを含んだファイルを選択し、「開く」をクリックします。
シンボルが、シンボルパネルではなくシンボルライブラリパネルに表示されます。

シンボルパネルの概要

シンボルパネル（ウィンドウ／シンボル）またはコントロールパネルを使用すると、ドキュメントのシンボル
を管理できます。シンボルパネルには、様々なプリセットシンボルが用意されています。シンボルライブラリ
からシンボルを追加することも、作成したライブラリを追加することもできます。プリセットシンボルの使用
について詳しくは、シンボルライブラリを参照してください。

パネルでのシンボル表示の変更
1. パネルメニューから表示オプションを選択します。「サムネール表示」を選択するとサム
ネールが表示されます。「リスト（小）を表示」を選択すると小さなサムネールとシンボ
ル名の一覧が表示され、「リスト（大）を表示」を選択すると大きなサムネールとシンボ
ル名の一覧が表示されます。

2. シンボルを別の場所にドラッグします。黒の線が目的の位置に表示されたら、マウスボタ
ンを放します。
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3. パネルメニューの「名前順」を選択すると、シンボルがアルファベット順に表示されま
す。

パネルでのシンボルの複製

シンボルパネルでシンボルを複製、つまりコピーすると、既存のシンボルインスタンスを使用して新規のシン
ボルを簡単に作成できます。
シンボルのコピーを作成するには、シンボルパネルのシンボルを選択して、パネルメニューから「シンボルを
複製」を選択するか、シンボルを新規シンボルボタンにドラッグします。

アートボード上のシンボルインスタンスを複製する場合、例えばシンボルを拡大や縮小、回転した後
で、同じ変更を加えたインスタンスを追加する場合は、この編集したインスタンスを複製します（シンボルイ
ンスタンスの操作を参照してください）。

シンボルの名前変更
1. シンボルの名前を変更するには、シンボルパネルでシンボルを選択し、パネルメニューの
「シンボルオプション」を選択します。次に、シンボルオプションダイアログボックスで
新しい名前を入力します。

2. シンボルインスタンスの名前を変更するには、アートワーク内のシンボルインスタンスを
選択し、コントロールパネルの「インスタンス名」テキストボックスに新しい名前を入力
します。

シンボル基準点

Illustrator のシンボル基準点は、Adobe Flash Professional のものと似ています。基準点は、シンボルアート
の原点です。この機能により、Illustrator と Flash 間の相互運用性が向上しました。
シンボルを作成するときに、シンボルバウンディングボックスの境界上の 8 つの点または中心のいずれかから
基準点を選択できます。シンボルの編集モードと標準モードでは、シンボルインスタンスが選択されている
と、基準点が十字の図形で表示されます。編集モードでは、アートワークを基準点のマークにスナップできま
す。
変形パネルメニューの「シンボル基準点を使用」オプションはデフォルトで選択されています。シンボルイン
スタンスが選択されていると、変形パネルでは基準点の座標系が表示されます。シンボルインスタンスの変形
操作はすべて、シンボルアートの基準点を基準にします。
シンボルインスタンスに適用された変形は、「変形をリセット」オプションを使用してリセットできます。詳
しくは、変形のリセットを参照してください。

関連項目
シンボルツールとシンボルセット
シンボルツールとシンボルセット
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コーナーの自動生成 | Illustrator CC

トップへ

自動中央揃え
自動折り返し
自動スライス
自動重なり

トップへ

概要
コーナーの自動生成

概要
パターンブラシでは、異なるタイルによってパターン全体が形成されます。サイド、内角、外角、最初、最後用に異なるタイルが必要になりま
す。Illustrator CC では、パターンブラシでコーナータイルを作成する際の操作性が改善されました。
この改善された方法では、最初に、サイドタイルとして使用する画像を定義します。パターンブラシ作成のために、サイドタイルをブラシパネル
（F5）にドラッグすると、そのタイルを使用して残りの 4 つのタイルが生成されます。自動生成される 4 種類のタイルは、コーナーにぴったりと
フィットします。
パターンブラシオプションダイアログで、サンプルパスを使用してブラシをプレビューできます。タイルを修正（自動／オリジナル／パターンス
ウォッチ）して、ブラシストロークの外観にどのように影響するかを確認できます。このダイアログには、オリジナルアートタイルまたは自動生
成されたコーナータイルをパターンスウォッチとして保存するオプションもあります。
自動生成される 4 種類のコーナーは以下のとおりです。

サイドタイルをコーナーまで延長し、タイルの中央を角に揃えます。
サイドタイルのコピーが 1 つずつ角の両サイドに配置されるように延長します。角の重なる部分は削除されます。
サイドタイルが斜めにスライスされ、その部分が結合されます。木製の額縁の留め継ぎと同様の方法です。
タイルのコピーがコーナーで重なります。

コーナーの自動生成
1. Illustrator で、サイドタイルとして使用するアートワークを作成、または埋め込みます。

2. アートワークをブラシパネル（F5）にドラッグします。

3. 作成するブラシ（パターンブラシ）を選択します。

4. パターンブラシオプションダイアログで、外角、サイド、内角、最初、最後の各タイルを選択できます。

 
A. 赤線で示された領域に、自動的に生成されたコーナーが表示されます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー
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カラーについて

トップへ戻る

トップへ戻る

デジタルグラフィックのカラーについて
RGB、CMYK、HSB、Lab カラーモデル
グレースケール
カラースペースと色域
オブジェクトにカラーを適用する作業は、Adobe Illustrator ではよく行われる作業で、ある程度のカラーモデルとカラーモードに関する知識を必要
とします。オブジェクトにカラーを適用するときは、最終的に出力する媒体に合わせて、適切なカラーモデルとカラー設定を使用する必要があり
ます。Illustrator では、スウォッチパネル、カラーガイドパネル、カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスを使用して、簡単にカ
ラーを試作したり適用したりすることができます。
カラーモデルとは、デジタルグラフィックでカラーを表現する際の表記法です。カラーモデルには RGB、CMYK、HSB などがあり、それぞれ異な
る方法でカラーの定義と分類が行われます。カラーモデルでは、カラーの可視範囲を表すために数値を使用します。カラースペースはカラーモデ
ルの一種で、特定の色域（範囲）を持ちます。例えば、RGB カラーモデルには、Adobe® RGB、sRGB、Apple® RGB など、数種のカラースペー
スが存在します。これらのカラースペースは、同じ 3つの軸（R、G、B）を使用してカラーを定義しますが、色域がそれぞれ異なります。

デジタルグラフィックのカラーについて
デジタルグラフィックで表現されるカラーについて記述するときはカラーモデルが使用されます。カラーモデルには RGB、CMYK、HSB などがあ
り、それぞれ異なる方法でカラーの定義と分類が行われます。カラーモデルでは、カラーの可視範囲を表すために数値を使用します。カラース
ペースはカラーモデルの一種で、特定の色域（範囲）を持ちます。例えば、RGB カラーモデルには、Adobe® RGB、sRGB、Apple® RGB など、
数種のカラースペースが存在します。これらのカラースペースは、同じ 3つの軸（R、G、B）を使用してカラーを定義しますが、色域がそれぞれ
異なります。
グラフィックのカラーを操作するときは、実際は、ファイル内の数値を調整しています。数値をカラーと見なすことは簡単ですが、このような数
値自体は絶対的なカラーを示しているわけではなく、カラーを再現するデバイスのカラースペース内だけで、カラーとしての意味を持ちます。
各デバイスは独自のカラースペースを持ち、その色域内のカラーだけを再現できます。画像を別のデバイスに移動すると、RGB 値または CMYK
値は、デバイス独自のカラースペースに基づいて解釈されるので、画像のカラーが変化する場合があります。例えば、モニターに表示されるすべ
てのカラーと、デスクトッププリンターの出力を、正確に一致させることはできません。プリンターでは CMYK カラースペースが使用され、モニ
ターでは RGB カラースペースが使用されます。これらは色域が異なります。インクでは再現できても、モニターには表示できないカラーや、モニ
ターでは表示できても、インクを使用して用紙の上には再現できないカラーがあります。
様々なデバイスで、すべてのカラーを完全に一致させることはできなくても、カラーマネジメントを使用することで、カラーが一貫して見えるよ
うに、ほとんどのカラーを同じか、または近いカラーに再現することができます。

RGB、CMYK、HSB、Lab カラーモデル

RGB
可視スペクトルの大部分は、レッド、グリーン、ブルー（RGB）の光を様々な割合と濃度で混合して再現できます。これらのカラーを 2 つずつ重
ねると、それぞれシアン、マゼンタおよびイエローが生成されます。
RGB カラーは、R、G、B の光をすべて重ねるとホワイトに見えることから、加法混色と呼ばれます。加法混色は、照明器具、テレビ、コン
ピューター用モニターなどで使用されています。例えばモニターでは、レッド、グリーンおよびブルーの蛍光体から光を出してカラーを合成しま
す。
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加法混色（RGB）
R.  レッド G. グリーン B.  ブルー
RGB カラーモードを使用する場合は、RGB カラーモデルに基づいてカラー値を指定します。RGB モードでは、RGB の各構成要素に 0（ブラッ
ク）～ 255（ホワイト）の範囲で値を指定します。例えば、鮮明なレッドを示す RGB の値は、それぞれ 246、20、50 になります。この 3 つの要
素の値が等しいと、グレースケールのカラーになります。各構成要素の値が 255 のときは純粋なホワイトに、0 のときは純粋なブラックになりま
す。
Illustrator には、Web セーフ RGB と呼ばれる Web 用の RGB カラーモデルも用意されています。このモデルでは、Web での使用に適した RGB
カラーだけを使用できます。

CMYK
RGB モデルでは光源を基にカラーが生成されるのに対し、CMYK モデルでは、用紙にプリントされるインキの光の吸収性を基にカラーが生成され
ます。白色光が半透明のインキを照らすと、スペクトルの一部が吸収されます。吸収されずに反射した部分が目に見えるカラーになります。
純粋なシアン（C）、マゼンタ（M）およびイエロー（Y）の色素を重ねると、すべてのカラーが吸収（減算）されてブラックになります。こうし
て合成されるカラーは減法混色と呼ばれます。ブラック（K）インキは、影の濃度を調整するために追加されます （ブラックは、カラーをレジス
トレーションする際の基本色（key color）であること、また B がブルーを表すことから、混乱を避けるために K という文字で表されます）。これ
らのインキを混合してカラーを再現する方法を、4 色分解処理と呼びます。

減法混色（CMYK）
C. シアン M.  マゼンタ Y.  イエロー K.  ブラック
CMYK カラーモードを使用する場合は、CMYK カラーモデルに基づいてカラー値を指定できます。CMYK モードでは、各 CMYK プロセスインキ
の値に、0 ～ 100 ％までの範囲で値を指定できます。プロセスインキカラーの割合を低くするとカラーは明るくなり、高くするとカラーは暗くな
ります。例えば、鮮明なレッドはシアン 2 ％、マゼンタ 93 ％、イエロー 90 ％、ブラック 0 ％で生成されます。CMYK カラーのオブジェクト
は、インキのパーセント値が低いとホワイトに、パーセント値が高いとブラックに近くなります。
CMYK カラーは、プロセスインキでプリントされるドキュメントを作成する場合に使用します。

HSB
HSB モデルでは、人間のカラーの知覚に基づいて、カラーを次の 3 つの基本特性で表現します。
色相 オブジェクトから反射したカラーまたはオブジェクトを透過したカラーです。 色相は、標準カラーホイール上の 0 ～ 360 度の角度で表され
ます。通常、色相はレッド、オレンジ、グリーンなどのカラー名で区別されます。
彩度 カラーの強度または純度です（色度と呼ばれることもあります）。彩度は色相に含まれるグレーの量に応じて、0 ％（グレー）～ 100 ％（純
色）の範囲で表されます。標準カラーホイールでは、中心から輪郭線に向かって彩度が高くなります。
明度 カラーの相対的な明暗の度合いを示し、通常 0 ％（ブラック）～ 100 ％（ホワイト）の範囲で表されます。

HSB カラーモデル[HSB からーもでる]
H.  色相 S.  彩度 B.  明度

Lab
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CIE Lab カラーモデルは、人が色を認識する仕組みを利用してカラーを再現します。これは、光のすべての側面の標準化を専門的に扱う
Commission Internationale d' Eclairage（CIE）によって開発されたカラーモデルの 1 つです。
Lab は、通常の視力を持つ人が認識できるすべてのカラーを数値で表します。Lab では、（モニター、デスクトッププリンター、デジタルカメラ
などの）デバイスに、特定の色素がどの程度必要であるかを考慮するのではなく、カラーの見え方を定義してカラーを再現するので、デバイスに
影響されないカラーモデルであると言えます。カラーマネジメントシステムでは、Lab をカラー基準として使用して、予測できる方法で、あるカ
ラースペースから別のカラースペースにカラーを変換します。
Illustrator では、Lab モデルを使用して、特色スウォッチの作成、表示、出力を行うことができます。ただし、Lab モードでドキュメントを作成す
ることはできません。

グレースケール
グレースケールでは、ブラックの濃度の違いでオブジェクトが表現されます。グレースケールオブジェクトには、0 ％（ホワイト）～ 100 ％（ブ
ラック）の範囲で明度の値が指定されます。モノクロまたはグレースケールでスキャンした画像は、通常グレースケールで表示されます。
カラーのオブジェクトにグレースケールを適用して、高画質のモノクロオブジェクトに変換することもできます。この場合、元のオブジェクトに
含まれるカラー情報はすべて破棄され、変換後のオブジェクトでは、元のオブジェクトの明度がグレーの階調（濃度）で表現されます。
グレースケールのオブジェクトを RGB モデルに変換すると、オブジェクトのカラー値には元のグレー値が割り当てられます。また、グレースケー
ルのオブジェクトを CMYK オブジェクトに変換することもできます。

カラースペースと色域
カラースペースは、可視スペクトル内のカラーの範囲です。カラースペースには、カラーモデルから派生したものもあります。Adobe
RGB、Apple RGB、sRGB などは、同じカラーモデルを基にした異なるカラースペースです。

異なるカラースペースの色域
A. 可視光線の色域 B.  RGB カラースペース C. CMYK カラースペース
カラースペースに含まれるカラーの範囲は、色域と呼ばれます。作業工程で使用される各デバイス（コンピューターモニター、デスクトッププリ
ンター、印刷機、デジタルカメラ）は、色域がそれぞれ異なるカラースペースで処理を行います。コンピューターモニターの色域には存在して
も、インクジェットプリンターの色域には存在しないカラーや、その逆が当てはまるカラーもあります。デバイスでカラーを再現できない場合、
そのカラーは、特定のデバイスのカラースペース外にあると見なされます。つまり、そのカラーは、色域外カラーです。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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カラーの選択
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カラーの選択について
カラーピッカーの概要
カラーピッカーを使用したカラーの選択
カラーパネルの概要
カラーパネルを使用したカラーの選択

カラーの選択について
オブジェクトに適用するカラーは、Illustrator の様々なツール、パネルおよびダイアログボックスを使用して選択できます。カラーを選択する方法
は、オブジェクトの要件によって決まります。例えば、企業が承認した特定のカラーを使用する場合は、その企業が承認したスウォッチライブラ
リからカラーを選択します。現在のオブジェクトのカラーと他のオブジェクトのカラーを一致させる必要がある場合は、スポイトツールまたはカ
ラーピッカーを使用して正確なカラー値を入力できます。
次のいずれかの機能を使用してカラーを選択できます。
スウォッチパネルとスウォッチライブラリパネル 個々のカラーおよびカラーグループを選択できます。既存のスウォッチおよびスウォッチライブ
ラリを使用できるだけではなく、独自のスウォッチおよびスウォッチライブラリを作成することもできます。また、スウォッチライブラリを読み
込むこともできます。
カラーピッカー カラーを視覚的に選択するためのカラースペクトル、手作業でカラーを設定するためのカラー値テキストボックスおよびカラース
ウォッチを使用できます。
スポイトツール クリックしてオブジェクトからカラーを抽出できます。
カラーパネル カラースペクトル、個々のカラー値スライダー（シアンスライダーなど）、カラー値テキストボックスを使用できます。塗りのカ
ラーと線のカラーはカラーパネルで指定できます。また、カラーパネルメニューを使用して、現在の塗りのカラーまたは線のカラーの反転色や補
色を作成したり、選択したカラーからスウォッチを作成したりできます。
カラーガイドパネル 特定のベースカラーに基づいてカラーグループを作成するときに使用するハーモニールールを選択できます。色合いと陰影、
暖色と寒色またはビビッドとソフトといったバリエーション効果を適用してカラーバリエーションを作成できます。カラーガイドパネルでは、カ
ラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックス内のカラーグループを開くことができます。
カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックス カラーグループやオブジェクトのカラーを正確に設定または調整することができます。
カラーグループのカラーを使用したオブジェクトの再配色や、出力に合わせたカラーの削減や変換を行うこともできます。
「選択したカラーを追加」コマンドまたは「新規カラーグループ」ボタン 選択したオブジェクトのカラーから成るカラーグループを作成します。
このコマンドおよびボタンは、どちらもスウォッチパネルにあります。

カラーピッカーの概要
カラーピッカーでは、カラーフィールドまたはカラースペクトルから選ぶか、カラー値を指定するか、スウォッチをクリックして、オブジェクト
の塗りまたは線のカラーを選択できます。
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カラーピッカー
A. カラーフィールド B.  HSB カラー値 C. 新しいカラー D. 元のカラー E. カラースライダー F. カラースペクトル G. RGB カラー値 H.
16 進カラー値 I.  CMYK カラー値

カラーピッカーの表示
 ツールパネルまたはカラーパネルで、塗りのカラーまたは線のカラーを選択するためのボックスをダブルクリックします。

カラーピッカーに表示されるカラースペクトルの変更
 「H」（色相）、「S」（彩度）、「B」（明度）、「R」（レッド）、「G」（グリーン）または「B」（ブルー）をクリックします。

Web セーフカラーのみの表示
Web セーフカラーは、プラットフォームに関係なくすべてのブラウザーで再現されるカラーです。

 「Web セーフカラーのみに制限」をオンにします。

カラースペクトルからカラースウォッチへの切り替え
 「スウォッチ」をクリックします。カラースペクトルに戻すには、「カラーモデル」をクリックします。

カラーピッカーを使用したカラーの選択
次のいずれかの操作を行います。

1. カラースペクトルの内側をクリックまたはドラッグします。円形のマーカーはスペクトル内のカラーの位置を示します。
2. カラースライダーの三角形のマークをドラッグするか、カラースライダー内をクリックします。
3. テキストボックスに値を入力します。
4. 「スウォッチ」をクリックして、スウォッチを選択し、「OK」をクリックします。

カラーパネルの概要
カラーパネル（ウィンドウ／カラー）を使用して、オブジェクトの塗りと線にカラーを適用したり、カラーの編集および混合を行います。カラー
パネルでは、異なるカラーモデルのカラー値を表示できます。初期設定では、カラーパネルにはよく使用されるオプションだけが表示されていま
す。
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カラーパネル
A. 塗りのカラー B.  線のカラー C. パネルメニュー D. なしボックス E. カラースペクトルバー F. カラースライダー G. カラー構成要素の
テキストボックス

カラーモデルの変更
 パネルメニューから「グレースケール」、「RGB」、「HSB」、「CMYK」または「Web セーフ RGB」を選択します。

パネルのすべてのオプションの表示
 パネルメニューから「オプションを表示」を選択します。パネルのタブの上下の三角形をクリックして、オプション表示を順番に切り替えるこ
ともできます。

カラーパネルを使用したカラーの選択
1. パネルメニューで使用するカラーモードを選択します。カラーモードの選択は、カラーパネル上の表示だけに影響します。ド
キュメントのカラーモードは変更されません。

2. 次のいずれかの操作を行います。
スライダーをドラッグまたはクリックします。
Shift キーを押しながらカラースライダーをドラッグすると、他のスライダーも比例して移動されます（ただし、HSB スラ
イダーの場合は無効です）。この機能を使用すれば、基本の色を変えずに、濃度や輝度だけを変更することができます。
テキストボックスに値を入力します。
パネル下部にあるカラースペクトルバーをクリックします。カラーを何も適用しない場合は、カラーバーの左にあるカラー
なしボックスをクリックします。ホワイトを選択するには、カラーバーの右上隅にあるホワイトのスウォッチをクリックし
ます。ブラックを選択するには、カラーバーの右下隅にあるブラックのスウォッチをクリックします。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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スウォッチの使用と作成

ページの先頭へ

プロセスカラー

グローバルプロセスカラー

特色

グラデーション

パターン

なし

スウォッチについて
スウォッチパネルの概要
スウォッチライブラリの使用
オブジェクトからスウォッチパネルへのカラーの追加
アプリケーション間でのスウォッチの共有
別のドキュメントからのスウォッチの読み込み
カラースウォッチの作成
スウォッチの管理

スウォッチについて

スウォッチとは、カラーや濃度（色合い）、グラデーション、パターンに名前を付けたものです。ドキュメン
トに関連付けられたスウォッチはスウォッチパネルに表示されます。スウォッチの表示方法には個別表示とグ
ループ表示があります。
別の Illustrator ドキュメントや各種カラーシステムのスウォッチライブラリを開くこともできます。スウォッ
チライブラリは別のパネルに表示され、ドキュメントと一緒には保存されません。
スウォッチパネルおよびスウォッチライブラリパネルには、次の種類のスウォッチが表示されます。

プロセスカラーは、シアン、マゼンタ、イエローおよびブラックの 4 色の標準プロセスイン
キを混合してプリントされます。初期設定では、新規スウォッチはプロセスカラーとして定義されます。

グローバルカラーを編集すると、オブジェクト全体で該当するカラーが自動的に
更新されます。特色はすべてグローバルカラーですが、プロセスカラーにはグローバルカラーと非グローバル
カラーがあります。グローバルカラースウォッチには、パネルがリスト表示の場合はグローバルカラーアイコ
ン  が表示され、サムネール表示の場合は右下に三角形が表示されます。

特色とは、あらかじめ混合された特殊なインキのことで、CMYK プロセスインキの代わりとして、また
は CMYK プロセスインキに追加して使用されます。特色スウォッチには、パネルがリスト表示の場合は特色
アイコン  が表示され、サムネール表示の場合は右下に点が表示されます。

グラデーションとは、1 つのカラーから他のカラーに徐々に変化させもの、または 1 つのカ
ラーや複数のカラーの濃度を徐々に変化させたものです。グラデーションカラーには、CMYK プロセスカ
ラー、RGB カラーまたは特色を割り当てることができます。グラデーション分岐点に適用された透明は、グ
ラデーションをグラデーションスウォッチとして保存したときに保持されます。円形のグラデーションの縦横
比と角度を調整して作成した楕円形のグラデーションの縦横比と角度の値は、保存されません。

パターンの種類には、繰り返し（タイルされた）パス、複合パス、単色の塗りが適用されたテキス
ト、塗りが適用されていないテキストがあります。

なしスウォッチを選択すると、オブジェクトから線や塗りが削除されます。このスウォッチを編集また
は削除することはできません。

211



レジストレーション

カラーグループ

ページの先頭へ

レジストレーションスウォッチ  は組み込みのスウォッチです。レジストレーションの
塗りや線が適用されたオブジェクトは、PostScript プリンターから各色版にプリントされます。例えば、レジ
ストレーションマークにレジストレーションカラーを使用すると、プリントプレート（刷版）を印刷機に正確
に配置することができます。このスウォッチは削除できません。
注意：文字にレジストレーションカラーを設定してからファイルを色分解してプリントすると、文字が正常に
出力されない場合や、ブラックインキがくすんだ色になる場合があります。これを回避するため、文字にはブ
ラックインキを使用してください。

カラーグループには、プロセスカラー、特色およびグローバルプロセスカラーを含めること
ができます。パターン、グラデーション、なしスウォッチ、レジストレーションスウォッチを含めることはで
きません。カラーグループは、カラーガイドパネルまたはカラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログ
ボックスを使用して、カラーハーモニーに基づいて作成します。既存のスウォッチをカラーグループに統合す
るには、スウォッチを選択し、スウォッチパネルの新規カラーグループアイコン  をクリックします。カ
ラーグループには、フォルダーアイコン  が表示されます。

スウォッチパネルでは、濃度を作成することもできます。濃度とは、輝度が変更されたグローバルプロセスカ
ラーまたは特色です。各カラーの濃度はすべて関連付けられているため、1 つの濃度スウォッチのカラーを編
集すると、関連付けられているすべての濃度スウォッチ（およびこれらのスウォッチでペイントされているオ
ブジェクト）のカラーが変更されます。ただし、濃度値は変更されません。濃度は、スウォッチパネルがリス
ト表示の場合は、パーセント値で示されます。

スウォッチパネルの概要

スウォッチパネル（ウィンドウ／スウォッチ）を使用して、ドキュメントのすべてのカラー、グラデーション
およびパターンを設定します。これらの項目に名前を付けてスウォッチパネルに保存しておくと、後から簡単
に使用できます。選択したオブジェクトの塗りや線に、スウォッチパネルから適用したカラー、グラデーショ
ン、パターンまたは濃度が含まれている場合は、スウォッチパネル上で該当するスウォッチが強調表示されま
す。

リスト（小）表示のスウォッチパネル

A. 特色 B. グローバルカラー C. 塗りまたは線なし D. レジストレーションスウォッチ（すべての版にプリン
ト） E. CMYK アイコン（ドキュメントを CMYK モードで開いている場合） F. RGB アイコン（ドキュメン
トを RGB モードで開いている場合） G. スウォッチライブラリメニューボタン H. スウォッチの種類メニュー
を表示ボタン I. スウォッチオプションボタン J. 新規カラーグループボタン K. 新規スウォッチボタン 

スウォッチの表示の変更
スウォッチパネルメニューから「サムネール（小）を表示」、「サムネール（中）を表
示」、サムネール（大）を表示」、「リスト（小）を表示」または「リスト（大）を表
示」のいずれかの表示オプションを選択します。

特定の種類のスウォッチの表示とその他すべてのスウォッチの非表示
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スウォッチの種類メニューを表示ボタン  をクリックし、「すべてのスウォッチを表
示」、「カラースウォッチを表示」、「グラデーションスウォッチを表示」、「パターン
スウォッチを表示」または「カラーグループを表示」のいずれかを選択します。

オブジェクトで使用されていないスウォッチの選択

ドキュメントで使用されているカラーのみをスウォッチパネルに表示するには、使用されていないスウォッチ
をすべて選択し、削除します。

スウォッチパネルメニューから「未使用項目を選択」を選択します。

カラーグループの選択

カラーグループ全体を選択するには、カラーグループアイコン  をクリックします。
カラーグループ内のスウォッチを選択するには、個々のスウォッチをクリックします。

カラーグループを編集するには、選択されているオブジェクトがないことを確認して、カラーグルー
プを編集ボタン  をクリックするか、カラーグループフォルダーをダブルクリックします。選択したカラー
グループを編集し、その編集内容を選択したオブジェクトに適用するには、カラーを編集または適用ボタン 

 をクリックするか、カラーグループフォルダーをダブルクリックします。詳しくは、カラーを編集ダイア
ログボックスでのカラーの編集を参照してください。

スウォッチの名前による選択
スウォッチパネルメニューから「「検索」フィールドを表示」を選択します。スウォッチ
名の先頭の 1 文字または数文字をパネル上部の「検索」テキストボックスに入力します。

この手順では、2 バイト文字は使用できません。

この方法を使用して、PANTONE 番号を入力して PANTONE® スウォッチを選択すること
もできます。

スウォッチのカラーグループへの移動
1. 個々のカラースウォッチを既存のカラーグループフォルダーにドラッグします。

2. 新規カラーグループに含めるカラーを選択し、新規カラーグループボタン  をクリック
します。

スウォッチの順序の変更

個々のスウォッチとカラーグループ内のスウォッチの順序を変更できます。

次のいずれかの操作を行います。

スウォッチパネルメニューから「名前順」または「種類別」を選択します。これらの
コマンドは、個々のスウォッチに使用します。カラーグループ内のスウォッチには使
用できません。
スウォッチを新しい位置にドラッグします。

213



注意：

スウォッチライブラリの使用

スウォッチライブラリとは、プリセットカラーの集合体
で、PANTONE、HKS、TRUMATCH、FOCOLTONE、DIC、TOYO などのインクライブラリやカモフラー
ジュトーン、自然トーン、ギリシャトーン、宝石トーンなどのテーマライブラリもこれに含まれます。
スウォッチライブラリを開くと、スウォッチパネルとは別の新しいパネルが現れます。スウォッチライブラリ
のスウォッチは、スウォッチパネルのスウォッチと同じように選択したり、並べ替えたり、表示したりできま
す。ただし、スウォッチライブラリパネルでは、スウォッチの追加、編集、削除は行えません。

Illustrator を起動するたびにスウォッチライブラリを表示するには、スウォッチライブラリのパネルメ
ニューで「固定」を選択します。

スウォッチライブラリを開く
次のいずれかの操作を行います。

ウィンドウ／スウォッチライブラリ／[ライブラリ名] を選択します。
スウォッチパネルメニューで、スウォッチライブラリを開く／[ライブラリ名] を選択
します。
スウォッチパネルで、スウォッチライブラリメニューボタン  をクリックし、リス
トからライブラリを選択します。

PANTONE カラーライブラリは、Color Books サブフォルダー（Swatch Libraries¥Color Books
¥PANTONE...）に格納されています。

スウォッチライブラリの作成

現在のドキュメントをスウォッチライブラリとして保存することによってスウォッチライブラリを作成できま
す。

1. スウォッチライブラリに必要なスウォッチのみがスウォッチパネルに表示されるようにス
ウォッチパネルのスウォッチを編集します。

2. スウォッチパネルメニューの「スウォッチライブラリを保存」を選択します。

ドキュメントで使用されていないスウォッチをすべて削除するには、スウォッチパネ
ルメニューの「未使用項目を選択」を選択し、スウォッチを削除ボタン  をクリック
します。

スウォッチライブラリの編集
1. ファイル／開くを選択し、ライブラリファイルを開きます。初期設定では、スウォッチラ
イブラリファイルは Illustrator¥Presets¥Swatches フォルダーに格納されています。

2. スウォッチパネルでカラーを編集し、変更を保存します。

スウォッチのスウォッチライブラリからスウォッチパネルへの移動

次のいずれかの操作を行います。

スウォッチライブラリパネルからスウォッチパネルに、1 つ以上のスウォッチをドラッグ
します。
スウォッチライブラリパネルから追加するスウォッチを選択して、ライブラリのパネルメ
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ニューの「スウォッチに追加」を選択します。
スウォッチライブラリパネルのスウォッチをドキュメント内のオブジェクトに適用しま
す。そのスウォッチは、グローバルカラースウォッチまたは特色スウォッチである場合
は、自動的にスウォッチパネルに追加されます。

オブジェクトからスウォッチパネルへのカラーの追加

選択されているオブジェクトまたはドキュメントのすべてのカラーを自動的にスウォッチパネルに追加できま
す。Illustrator により、スウォッチパネルにないカラーが検索され、プロセスカラーはグローバルカラーに変
換されて、パネルに新しいスウォッチとして追加されます。
ドキュメントのカラーを自動的にスウォッチパネルに追加するとき、次のカラーは除外されます。

不透明マスク内のカラー（不透明マスク編集モードではないとき）
ブレンドの補間カラー
画像ピクセルのカラー
ガイドカラー
複合シェイプ内にあり、表示されないオブジェクトのカラー

グラデーションの塗り、パターンの塗りまたはシンボルインスタンスを新しいグローバルカラーに変更した場
合、そのカラーは新規スウォッチとして追加され、元のカラースウォッチは保持されます。

ドキュメントのすべてのカラーの追加
何も選択されていないことを確認し、スウォッチパネルメニューから「使用したカラーを
追加」を選択します。

選択されているオブジェクトのカラーの追加
スウォッチパネルに追加するカラーを含むオブジェクトを選択し、次のいずれかの操作を
行います。

スウォッチパネルメニューから「選択したカラーを追加」を選択します。
スウォッチパネルの新規カラーグループボタン  をクリックします。表示されたダ
イアログボックスでオプションを指定します。
カラーは、色相優先の規則に従って配置および保存されます。

アプリケーション間でのスウォッチの共有

交換用のスウォッチライブラリを保存することによって、Photoshop、Illustrator および InDesign で作成した
単色のスウォッチを共有できます。カラー設定を同期している限り、これらのアプリケーション間ではカラー
が同じように表示されます。

Color テーマパネル（以前の Kuler パネル）を使用して、カラーグループスウォッチを作成して共有す
ることもできますColor テーマパネルを参照してください。

1. スウォッチパネルでは、共有するプロセスカラーや特色を作成したり、共有する必要がな
いスウォッチを削除したりすることができます。

アプリケーション間で共有できない種類のスウォッチもあります。このようなス
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ウォッチとしては、パターン、グラデーション、Illustrator または InDesign のレジスト
レーションスウォッチ、Photoshop のカラーブック参照、HSB、XYZ、ダブルトーン、
モニター RGB、不透明度、インキの総使用量、および webRGB スウォッチがありま
す。このような種類のスウォッチは、交換用のスウォッチを保存するときに自動的に除外
されます。

2. スウォッチパネルメニューから「交換用にスウォッチを保存」を選択し、容易にアクセス
できる場所にスウォッチライブラリを保存します。

同じ名前のスウォッチを含むライブラリを読み込むと、同じ名前のスウォッチの
定義が上書きされます。スウォッチ名は一意になるようにしてください。

3. Photoshop、Illustrator または InDesign のスウォッチパネルにスウォッチライブラリを読
み込みます。

別のドキュメントからのスウォッチの読み込み

別のドキュメントからすべてのスウォッチまたは個々のスウォッチを読み込むことができます。

別のドキュメントからスウォッチをすべて読み込むには、ウィンドウ／スウォッチライブ
ラリ／その他のライブラリを選択するか、スウォッチパネルメニューでスウォッチライブ
ラリを開く／その他のライブラリを選択します。読み込むスウォッチを含むファイルを選
択し、「開く」をクリックします。読み込んだスウォッチはスウォッチライブラリパネル
に表示されます。
別のドキュメントから個々のスウォッチを読み込むには、そのスウォッチを使用している
オブジェクトをコピー＆ペーストします。読み込んだスウォッチはスウォッチパネルに表
示されます。

読み込んだ特色またはグローバルプロセスカラーのスウォッチがドキュメント内の既存のスウォッチ
と同じ名前で異なるカラー値を持つ場合、スウォッチの競合が発生します。特色同士が競合する場合、既存の
スウォッチのカラー値が保持され、読み込んだスウォッチは自動的に既存のスウォッチに結合されます。プロ
セスカラーが競合した場合は、スウォッチのコンフリクトダイアログボックスが表示され、既存のスウォッチ
のカラー値は自動的に保持されます。「スウォッチを追加」を選択すると、競合しているスウォッチ名に数字
が追加されたスウォッチが追加され、「スウォッチを結合」を選択すると、既存のスウォッチのカラー値に結
合されます。

カラースウォッチの作成

プロセスカラー、特色またはグラデーションカラーのスウォッチを作成できます。

関連項目
特色とプロセスカラー
グラデーション

プロセスカラースウォッチの作成
1. カラーピッカーまたはカラーパネルを使用してカラーを選択するか、目的のカラーを含む
オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

ツールパネルまたはカラーパネルからスウォッチパネルにカラーをドラッグします。
スウォッチパネルで、新規スウォッチボタンをクリックするか、パネルメニューから
「新規スウォッチ」を選択します。スウォッチをグローバルカラーにする場合は、表
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示されたダイアログボックスで「グローバル」を選択します。その他のスウォッチオ
プションを設定して「OK」をクリックします （スウォッチオプションを参照してく
ださい）。

グラデーションスウォッチの作成
1. グラデーションパネルを使用してグラデーションを作成するか、目的のグラデーションを
含むオブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

ツールパネルまたはカラーパネルの塗りボックスからスウォッチパネルにグラデー
ションの塗りをドラッグします。
グラデーションパネルで、グラデーションボックスの横のグラデーションメニューを
クリックし、スウォッチライブラリに保存ボタン  をクリックします。
スウォッチパネルの新規スウォッチボタンをクリックするか、スウォッチパネルメ
ニューから「新規スウォッチ」を選択します。表示されたダイアログボックスでス
ウォッチ名を入力し、「OK」をクリックします （スウォッチオプションを参照して
ください）。

特色スウォッチの作成
1. カラーピッカーまたはカラーパネルを使用してカラーを選択するか、目的のカラーを含む
オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらツールパネル
またはカラーパネルからスウォッチパネルにカラーをドラッグします。
スウォッチパネルで、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
しながら新規スウォッチボタンをクリックするか、パネルメニューから「新規ス
ウォッチ」を選択します。表示されたダイアログボックスでカラータイプから「特
色」を選択します。その他のスウォッチオプションを設定して「OK」をクリックし
ます （スウォッチオプションを参照してください）。

カラーガイドパネルからのスウォッチの作成
1. カラーガイドパネルのハーモニールールメニューからハーモニールールを選択します。

2. カラーガイドパネルの下部にあるカラーグループをスウォッチパネルに保存ボタン  を
クリックします。

スウォッチの管理

スウォッチパネルでは、スウォッチの複製、グループ化、置換、統合、削除などの管理を行うことができま
す。スウォッチ名、カラータイプ、カラーモード、プレビューなどのスウォッチオプションを指定することも
できます。

関連項目
カラーを編集ダイアログボックスでのカラーグループの作成

スウォッチの複製
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スウォッチの名前

カラータイプ

グローバル

1. 複製するスウォッチを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

スウォッチパネルメニューの「スウォッチを複製」を選択します。
スウォッチパネルの新規スウォッチボタンにスウォッチをドラッグします。

スウォッチのグループ化

スウォッチパネルで複数のカラーをまとめておくには、カラーグループを作成します。例えば、カラーガイド
パネルで選択したカラーのカラーグループを作成することができます。カラーを編集ダイアログボックスでカ
ラーグループを保存すると、そのカラーグループは自動的にスウォッチパネルに保存されます。複数の単色の
スウォッチを手作業でグループ化することもできます。

1. スウォッチパネルで少なくとも 1 つのスウォッチを選択します。

2. 新規カラーグループボタンをクリックするか、パネルメニューから「新規カラーグルー
プ」を選択します。

スウォッチの置換、結合または削除

スウォッチを置き換えるには、カラーパネル、グラデーションパネル、オブジェクトまた
はツールパネルから、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しなが
ら、カラーまたはグラデーションをスウォッチパネルにドラッグします。置き換えるス
ウォッチが強調表示されたらドロップします。
スウォッチパネル内の既存のカラー、グラデーションまたはパターンを置き換えると、そ
のスウォッチが適用されているファイル内のすべてのオブジェクトが、新しいカラー、グ
ラデーションまたはパターンに置き換えられます。ただし、スウォッチオプションダイア
ログボックスで「グローバル」オプションが選択されていないプロセスカラーは変化しま
せん。
複数のスウォッチを結合するには、スウォッチを複数選択し、スウォッチパネルメニュー
の「スウォッチを結合」を選択します。選択したすべてのスウォッチが、最初に選択した
スウォッチの名前とカラー値に置き換えられます。
スウォッチを削除するには、スウォッチを選択します。パネルメニューで「スウォッチを
削除」を選択、スウォッチを削除ボタンをクリック、または選択したスウォッチをス
ウォッチを削除ボタンにドラッグします。
特色やグローバルプロセスカラーのスウォッチ（またはこれらを含むパターンやグラデー
ション）を削除すると、そのカラーでペイントされているオブジェクトには、対応する非
グローバルプロセスカラーが適用されます。

スウォッチオプション

スウォッチオプションを設定するには、既存のスウォッチをダブルクリックするか、スウォッチパネルメ
ニューの「新規スウォッチ」を選択します。

スウォッチパネルに表示されるスウォッチの名前を指定します。

スウォッチがプロセスカラーか特色かを指定します。

グローバルプロセスカラースウォッチを作成します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

カラーモード

プレビュー

スウォッチのカラーモードを指定します。
カラーモードを選択したあと、カラースライダーを使用してカラーを調整します。Web セーフでないカラー
を選択した場合は、警告の立方体マーク  が表示されます。この立方体マークをクリックすると、選択した
カラーがそれに最も近い Web セーフカラーに変換されます（このカラーは立方体の右側に表示されます）。
色域外カラーを選択した場合は、警告の三角形マーク  が表示されます。この三角形マークをクリックする
と、選択したカラーがそれに最も近い CMYK カラーに変換されます（このカラーは三角形の右側に表示され
ます）。

スウォッチを適用しているオブジェクトが、調整されたカラーで表示されます。

関連項目
カラーについて
カラーの選択
カラーグループ（カラーハーモニー）
カラー調整
ビデオチュートリアル - スウォッチの保存と読み込み
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カラーグループ（カラーハーモニー）

トップへ戻る

トップへ戻る

カラーグループについて
カラーガイドパネルの概要
カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスの概要
カラーグループの作成
カラーを編集ダイアログボックスでのカラーの編集
オブジェクトへのカラーの指定
オブジェクトのカラーの削減

カラーグループについて
カラーグループとはカラーを管理する機能の 1 つで、関連する複数のカラースウォッチをスウォッチパネルのグループにまとめます。また、カ
ラーグループは、カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスまたはカラーガイドパネルで作成するカラーハーモニーのコンテナとし
ても使用できます。カラーグループに含めることができるのは、特色、プロセスカラー、グローバルカラーなどの単色のみです。グラデーション
とパターンはグループ化できません。
カラーガイドパネルまたはカラーを編集／オブジェクトを再配色ダイアログボックスでカラーの調和が取れたカラーグループを作成できます。カ
ラーガイドパネルまたはカラーを編集／オブジェクトを再配色ダイアログボックスのどちらでも、ハーモニールールを選択することで、任意のカ
ラーに基づいたカラースキームを即座に生成することができます。例えば、モノクロマティックハーモニールールを選択すると、色相は同じで彩
度レベルが異なるカラーグループが作成されます。また、ハイコントラストハーモニールールまたはペンタードハーモニールールを選択すると、
対照的なカラーで構成され、より強い視覚的インパクトを与えるカラーグループが作成されます。
カラーハーモニーを共有したり、Illustrator 外でカラーグループを作成するには、ウィンドウ／エクステンション／Kuler を選択し、様々なカラー
ハーモニーをクリックして表示し、参考にしてください。
詳しくは、Kuler の Web サイト（http://kuler.adobe.com/）を参照してください。

カラーガイドパネルの概要
カラーガイドパネルは、オブジェクトの作成中にカラーを選択する際に参考にできるツールです。カラーガイドパネルは、ツールパネルの現在の
カラーと調和するカラーを提案します。これらのカラーを使用して、カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスでオブジェクトへの
カラーの適用や編集をしたり、スウォッチやスウォッチグループとしてスウォッチパネルに保存したりすることができます。
カラーガイドパネルで生成されるカラーは様々な方法で操作できます。例えば、ハーモニールールを変更したり、バリエーション効果の種類（色
合いと陰影、ビビッドとソフトなど）や表示するカラーバリエーションの数を調整したりすることができます。
重要： オブジェクトを選択し、カラーバリエーションをクリックすると、スウォッチパネルでスウォッチをクリックするのと同様に、選択したオ
ブジェクトのカラーが変更されます。
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A. ハーモニールールメニューとアクティブなカラーグループ B.  現
在のカラーをベースカラーに設定 C. 選択中のカラー D. カラーバリエーション E. カラーグループをスウォッチライブラリのカラーに制限 F.
選択内容に応じて「カラーを編集」または「カラーを編集または適用」（カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスでカラーを表
示） G. カラーグループをスウォッチパネルに保存
注意： 選択したカラーグループを編集するには、アートワークを何も選択していないことを確認し、カラーを編集ボタン  をクリックします。
選択したカラーグループを編集し、編集した内容を選択したオブジェクトに適用するには、カラーを編集または適用ボタン  をクリックします。
詳しくは、カラーを編集ダイアログボックスでのカラーの編集を参照してください。
カラーガイドパネルを使用してカラーを検索および作成する方法については、www.adobe.com/go/vid0058_jp のビデオを参照してください。

パネルに表示するカラーバリエーションの種類を指定します。
 カラーガイドパネルメニューから次のいずれかのバリエーション効果を選択します。
色合い・陰影を表示 左側のカラーバリエーションにブラックを追加し、右側のカラーバリエーションにホワイトを追加します。
暖色・寒色を表示 左側のカラーバリエーションにレッドを追加し、右側のカラーバリエーションにブルーを追加します。
ビビッド・ソフトを表示 左側のカラーバリエーションの彩度を減らしてグレーに近づけ、右側のカラーバリエーションの彩度を増やして純色に近
づけます。
注意： 特色を使用している場合、バリエーション効果は「色合い・陰影を表示」のみを使用し、バリエーショングリッドの色合い側（右側）から
カラーを選択してください。「暖色・寒色を表示」または「ビビッド・ソフトを表示」を使用すると、特色はプロセスカラーに変換されます。

パネルに表示されるカラーバリエーションの数と範囲の指定
1. カラーガイドパネルメニューから「バリエーションオプション」を選択します。
2. 生成されたカラーグループの各カラーの左側と右側に表示するカラーバリエーションの数を指定します。例えば、6 と指定す
ると、各カラーの 6 段階暗いカラーバリエーションと 6 段階明るいカラーバリエーションが表示されます。
元のカラーは常にパネルの中央の列に表示され、その上に三角の印が付きます。カラーバリエーションは元のカラーの左側と
右側に表示されます。

3. カラーバリエーションの範囲を小さくするには範囲スライダーを左にドラッグし、大きくするには右にドラッグします。
カラーバリエーションの範囲を小さくすると、元のカラーにより近いカラーバリエーションが生成されます。
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カラーバリエーションの範囲の調整

カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスの概要
このダイアログボックスの名前は、状況に応じて変わります。
オブジェクトを選択してコントロールパネル、スウォッチパネルまたはカラーガイドパネルの  ボタンをクリックするか、または編集／カラーを
編集／オブジェクトを再配色を選択すると、オブジェクトを再配色ダイアログボックスが開き、「指定」タブと「編集」タブが表示されます。
オブジェクトを選択しないでコントロールパネル、スウォッチパネルまたはカラーガイドパネルの  ボタンをクリックした場合は、カラーを編集
ダイアログボックスが開き、「編集」タブのみが表示されます。
いずれのダイアログボックス名が表示された場合でも、ダイアログボックスの右側には現在のドキュメントに含まれているカラーグループと 2 つ
の初期設定カラーグループ（「プリントカラー」と「グレースケール」）が表示されます。これらのカラーグループは、いつでも選択して使用で
きます。

カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスでのカラーグループの作成または編集およびカラーの指定
A. 編集タブでカラーグループを作成および編集 B.  指定タブでカラーを指定 C. カラーグループリストからカラーグループを選択
ダイアログボックスの下部にある「オブジェクトを再配色」オプションでは、選択したオブジェクトのカラーをプレビューし、ダイアログボック
スを閉じるときにオブジェクトの再配色を行うかどうかを指定できます。
このダイアログボックスは、次の主要な領域で構成されています。
編集 「編集」タブでは、新規カラーグループの作成や既存のカラーグループの編集を行うことができます。ハーモニールールメニューとカラーホ
イールを使用して、カラーハーモニーを試作することができます。カラーホイールではカラーハーモニーのカラーの相関関係を確認でき、カラー
バーでは個々のカラー値を確認および操作できます。さらに、明度の調整、カラーの追加と削除、カラーグループの保存および選択されているオ
ブジェクトのカラーのプレビューを行うこともできます。
指定 「指定」タブでは、カラーグループのカラーがオブジェクトの元のカラーにどのように置き換わるかを確認および制御できます。カラーを指
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定するには、ドキュメントでオブジェクトが選択されている必要があります。現在のどのカラーをどの新規カラーに置き換えるか、特色を保持す
るかどうかおよびどのようにカラーを置き換えるか（例えば、カラーを完全に置き換える、明度は保持したまま色相だけを置き換えるなど）を指
定できます。「指定」タブを使用して、現在のカラーグループでどのようにオブジェクトの再配色を行うかを指定したり、現在のオブジェクトの
カラーの数を減らしたりします。
カラーグループ 開かれているドキュメント用として保存されているすべてのカラーグループを一覧表示します（スウォッチパネルにも同じカラー
グループが表示されます）。ダイアログボックスで作業しながら、カラーグループリストでカラーグループの編集、削除および新規作成を行うこ
とができます。変更はすべてスウォッチパネルにも反映されます。選択されているカラーグループが、現在編集されているカラーグループを示し
ます。任意のカラーグループを選択して、編集したり、選択されているオブジェクトの再配色を行ったりできます。カラーグループを保存する
と、そのカラーグループはこのリストに追加されます。
カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスでカラーグループを作成、編集または試用する方法について
は、www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_jp のビデオを参照してください。カラーハーモニーと Photoshop および InDesign のスマートオブジェクト
を統合する方法については、www.adobe.com/go/vid0191_jp（英語）のビデオを参照してください。カラーのイラストレーションをグレースケー
ルに変換する例については、www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_jpを参照してください。

カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスを開く
 カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスは、次のいずれかの方法で開くことができます。
編集／カラーを編集／オブジェクトを再配色またはプリセットで再配色コマンド これらのコマンドは、選択したオブジェクトのカラーを編集する
ときに使用します。
コントロールパネルのオブジェクトを再配色ボタン このボタンは、選択されているカラーを、オブジェクトを再配色ダイアログボックスで編集
するときに使用します。このボタンは、選択されているオブジェクトに 2 つ以上のカラーが含まれている場合にのみ使用できます。
注意： このボタンを使用して編集する方法は、オブジェクトの作成においてグローバルカラーが使用されなかった場合にオブジェクトのカラーを
一括調整するのに便利です。
カラーガイドパネルのカラーを編集または適用ボタン このボタンは、カラーガイドパネルでカラーを編集するとき、またはカラーを編集してそ
のカラーを選択されているオブジェクトに適用するときに使用します。
スウォッチパネルのカラーグループを編集または適用ボタン このボタンは、選択したカラーグループのカラーを編集するとき、またはカラーを
編集してそのカラーを選択したオブジェクトに適用するときに使用します。スウォッチパネルでカラーグループをダブルクリックしてダイアログ
ボックスを開くこともできます。

カラーグループリストの操作
カラーグループリストの表示と非表示を切り替えるには、カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスの右側にあ

るカラーグループリストを隠すアイコン  をクリックします。リストを再表示するには、このアイコンをもう一度クリックし
ます。
新規カラーグループをこのリストに追加するには、カラーグループを作成または編集し、新規カラーグループボタン  をク
リックします。新規カラーグループがリストに表示されます。
カラーグループを編集するには、編集するカラーグループをリストでクリックして選択します。「編集」タブでカラーグループ
に変更を加えてから、カラーグループの変更を保存ボタン  をクリックします。
カラーグループを削除するには、削除するカラーグループを選択し、カラーグループを削除ボタン  をクリックします。

カラーグループの作成
カラーグループは、カラーガイドパネルまたはカラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスを使用して作成できます。カラーグループ
を作成して Adobe Kuler Web サイト（www.Kuler.adobe.com）で共有することもできます。
カラーガイドパネルを使用してカラーを検索および作成する方法については、www.adobe.com/go/vid0058_jp のビデオを参照してください。ライ
ブカラーダイアログボックスでカラーグループを作成、編集または試用する方法については、www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_jp のビデオを参照
してください。

カラーガイドパネルでのカラーグループの作成
ベースカラーを設定する前に、オブジェクトを何も選択していないことを確認します。選択されているオブジェクトがあると、そのオブジェクト
のカラーがベースカラーに変わってしまいます。

1. カラーガイドパネルを開き、次のいずれかの操作を行って、カラーハーモニーのベースカラーを設定します。
スウォッチパネルでカラースウォッチをクリックします。
カラーパネルでカラーをクリックします。カラーパネルとカラーガイドパネルはいっしょに使用できるように並べて配置す
ることをお勧めします。
ツールパネルの塗りボックスをダブルクリックし、カラーピッカーでカラーを選択します。
スポイトツールを使用して、目的のカラーを含むオブジェクトをクリックします。

目的のカラーを含むオブジェクトを選択し、現在のカラーをベースカラーに設定ボタン  をクリックします。

223

http://www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_jp
http://www.adobe.com/go/vid0191_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_jp
http://www.adobe.com/go/vid0058_jp


トップへ戻る

カラーガイドパネルでカラーバリエーションをクリックし、現在のカラーをベースカラーに設定ボタン  をクリックしま
す。

2. ハーモニールールメニューからハーモニールールを選択します。
注意： カラーを特定のスウォッチライブラリのカラーに制限するには、カラーグループをスウォッチライブラリのカラーに制
限ボタン  をクリックし、リストからライブラリを選択します。

3. スウォッチパネルにカラーグループまたは個々のカラーを保存するには、次のいずれかの操作を行います。
カラーガイドパネルの現在のカラーグループを保存するには、カラーグループをスウォッチパネルに保存ボタン  をク
リックします。
1 つまたは複数のカラーバリエーションを個別のスウォッチとして保存するには、カラーガイドパネルからスウォッチパネ
ルにカラーバリエーションをドラッグします。
複数のカラーバリエーションをグループとして保存するには、カラーガイドパネルでカラーバリエーションを選択し、カ
ラーグループをスウォッチパネルに保存ボタン  をクリックします。

新規カラーグループに名前を付けるには、スウォッチパネルでカラーグループを選択し、パネルメニューから「カラーグルー
プオプション」を選択します。
注意： カラーグループスウォッチを Kuler Web サイトにアップロードするには、そのスウォッチを選択してウィンドウ／エク
ステンション／Kuler を選択します。Kuler パネルで、スウォッチパネルから Kuler コミュニティにアップロードボタン  を
クリックします。スウォッチをアップロードする前に、Kuler で登録する必要があります。

4. カラーグループのカラーでオブジェクトを彩色するには、そのオブジェクトを選択してカラーガイドパネルのカラーをクリッ
クします。
注意： グループ化したオブジェクト内のすべてのオブジェクトを彩色するには、まずオブジェクトを選択します。次に、編集
／オブジェクトを再配色を選択し、オブジェクトを再配色ダイアログボックスでオプションを指定します（オブジェクトへの
カラーの指定を参照してください）。

カラーを編集ダイアログボックスでのカラーグループの作成
カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスでカラーグループを作成するには、ベースカラーとハーモニールールを選択します。カ
ラーグループのカラーは、選択したハーモニールールにより、選択したベースカラーに基づいて生成されます。例えば、ブルーのベースカラーと
補色ハーモニールールを選択すると、ベースカラーであるブルーとブルーの補色であるレッドでカラーグループが作成されます。
選択したハーモニールールは、カラーホイールでカラーを操作する間も適用され、それに基づいてカラーグループのカラーが生成されます。ハー
モニールールを無視してカラーを自由に編集するには、ハーモニーカラーのリンクを解除ボタン  をクリックします。

1. 必要に応じて、カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスを開き、ハーモニールールメニューからカラーハー
モニーを選択します。
注意： カラーを特定のスウォッチライブラリのカラーに制限するには、カラーグループをスウォッチライブラリのカラーに制
限ボタン  をクリックし、リストからライブラリを選択します。

2. カラーバーが表示されている場合にカラーホイールを表示するには、カラーホイールアイコンをクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行って、ベースカラーを設定します。

カラーホイールでベースカラーマーカー（最も大きい二重の輪のカラーマーカー）をドラッグして目的のベースカラーを設
定します。
ダイアログボックスの下部にあるカラースライダーを調整します。

4. 必要に応じて、新しいハーモニールールを選択したり、カラーマーカーを移動したりします。
5. 選択されているオブジェクトで新規カラーをプレビューするには、「オブジェクトを再配色」をオンにします。
注意： 「オブジェクトを再配色」をオンにし、「OK」をクリックしてダイアログボックスを閉じると、選択されているオブ
ジェクトの再配色が行われます。選択されているオブジェクトの再配色を行わない場合は、「OK」をクリックする前に、この
オプションがオフになっていることを確認します。

6. ハーモニールールメニューの右側にある「名前」ボックスに名前を入力し、新規カラーグループボタン  をクリックしま
す。

注意： 新規カラーグループボタンが表示されていない場合は、カラーグループリストを表示アイコン  をクリックします。
7. 新規カラーグループをスウォッチパネルに保存するには、「OK」をクリックしてカラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイア
ログボックスを閉じます。

注意： カラーガイドパネルを使用してカラーグループを作成することもできます（カラーガイドパネルでのカラーグループの作成を参照してくだ
さい）。
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カラーを編集ダイアログボックスでのカラーの編集
カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスでカラーを編集する方法は、選択されているオブジェクトのカラーを一括調整する場合に
便利です。特に、アートワークの作成でグローバルカラーが使用されなかった場合に便利です。カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログ
ボックスを使用して、カラーおよびカラーグループを編集して選択されているオブジェクトに適用したり、編集したカラーを後で他の目的に使用
するために保存したりできます。
カラーは、スムーズカラーホイール、色相分割カラーホイールまたはカラーバーを使用して編集します。

スムーズカラーホイールでカラーマーカーを移動してカラーを編集

スムーズカラーホイール スムーズな、ひと続きの円に色相、彩度および明度を表示します。カラーホイール上のカラーマーカーの中心が現在の
カラーグループのカラーの位置を示します。このカラーホイールでは、多くのカラーをきわめて正確に選択できますが、1 ピクセルごとにカラーが
異なるため、個々のカラーを識別することが難しい場合があります。
色相分割カラーホイール カラーを色相別に分割して表示します。このカラーホイールでは、個々のカラーを識別することは簡単ですが、スムー
ズカラーホイールほど多くのカラーを選択できません。
カラーバー カラーグループに含まれるカラーのみを表示します。個別に選択して編集できる単色のバーです。カラーバーを左右にドラッグ＆ド
ロップして、表示されたカラーを再編成することができます。カラーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）して選択し、カラーの削除、ベースカラーとしての設定、陰影の変更、またはカラー自体の変更をカラーピッカーで行うことができます。
カラーグループを作成、編集または試用する方法については、http://www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_jp のビデオを参照してください。カラーのイ
ラストレーションをグレースケールに変換する例については、www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_jpを参照してください。
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A. ハーモニールールメニューに表示されるベースカラー B.  カラーホ
イールに表示されるベースカラー C. カラー表示オプション D. 選択したカラーマーカーまたはカラーバーのカラー E. 彩度と色相をカラーホ
イールに表示 F. カラーの追加または削除 G. ハーモニーカラーのリンクを解除

カラーグループへの変更の保存
お気に入りのカラーグループを誤って上書きしないように、カラーグループの編集を開始する前に、編集したカラーグループを保存する方法につ
いて必ず確認しておいてください。カラーグループへの変更を保存するには 2 つの方法があります。 1 つは元のカラーグループを、変更したカ
ラーグループで上書きする方法です。もう 1 つは、変更したカラーグループを新しいカラーグループとして保存し、元のカラーグループをそのま
ま残す方法です。

 次のいずれかの操作を行います。
元のカラーグループをそのまま残して編集後のカラーグループを新しいカラーグループとして保存するには、カラーを編集 / オ
ブジェクトを再配色ダイアログボックスの上部にある新規カラーグループボタン  をクリックします。
元のカラーグループに変更を保存する（編集後のカラーグループで上書きする）には、カラーグループへの変更を保存ボタン 

 をクリックします。

カラーホイールを使用したカラーグループの編集
1. 必要に応じて、カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、カラーグループリストから目的のカラーグルー
プを選択します。

2. アートボード上のオブジェクトを選択した場合は、「オブジェクトを再配色」をオンにしてオブジェクト上のカラーをプレ
ビューします。オブジェクトへの再配色を行わない場合は、ダイアログボックスを閉じる前に「オブジェクトを再配色」をオ
フにするか、「キャンセル」をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
注意： 選択されているオブジェクトのカラーを編集するには、選択したオブジェクトからカラーを取得ボタン  をクリックし
ます。

3. カラーを特定のスウォッチライブラリのカラーに制限するには、カラーグループをスウォッチライブラリのカラーに制限ボタ
ン  をクリックし、リストからスウォッチライブラリを選択します。

4. ベースカラーを現在のグループ内の異なるカラーに変更するには、カラーホイール上のカラーマーカーまたはカラーバーのカ
ラーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「ベースカラーとして設定」を選択
します。または、「選択中のカラー」ボックスでカラーをクリックし、このボックスの左にある現在のカラーをベースカラー
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に設定ボタン  をクリックします。
5. カラーホイール上でカラーマーカーをドラッグしてそのカラーを変更します。ハーモニーカラーがリンクされている場合、カ
ラーマーカーをドラッグすると、その他すべてのカラーマーカーもハーモニールールに基づいて移動します。ハーモニーカ
ラーのリンクが解除されている場合は、ドラッグするカラーマーカーだけが移動します。
編集中、次の操作を行うことができます。

a. 色相を変更するには、カラーホイールを回すようにカラーマーカーを移動します。彩度または明度を変更するには、カ
ラーホイールの中心または外側に向けてカラーマーカーを移動します。

b. カラーを追加するには、カラーホイールでカラーの追加先を右クリックし、「新規カラーを追加」を選択します。
c. カラーを削除するには、カラーホイールでカラーマーカー（またはカラーマーカーの線）を右クリックし、「カラーを削
除」を選択します。

d. カラーピッカーを使用してカラーを変更するには、そのカラーピッカーを右クリック（Windows）または Control キーを
押しながらクリック（Mac OS）して「カラーピッカー」を選択します.

e. カラーマーカーが移動する方向を 1 つに制限するには、Shift キーを押しながらドラッグします。
f. カラーホイールに色相と明度ではなく色相と彩度を表示するには、カラーホイールの真下にある彩度と色相をホイールに
表示ボタン  をクリックして 2 つのビューを切り替えます。

g. カラー値を手動で変更するには、カラーマーカーをクリックするか、「選択中のカラー」ボックスでカラーをクリックし
ます。カラーホイールの下にあるスライダーまたはカラー値を入力するテキストボックスを使用してカラー値を編集しま
す。

h. カラーホイール上でカラーの彩度と明度を変更するには、カラーマーカーを右クリック（Windows）または Control キー
を押しながらクリック（Mac OS）して「濃淡を選択」を選択し、表示されたボックスで目的のカラーをクリックします。

6. 変更を保存するには、新規カラーグループボタン  をクリックし、元のカラーグループをそのまま残して編集後のカラーグ
ループを新しいカラーグループとして保存します。または、カラーグループへの変更を保存ボタン  をクリックし、元のカ
ラーグループを編集後のカラーグループで上書きします。

注意： カラーを色域内または Web セーフカラーに補正するには、各カラーマーカーを選択し、色域外警告  または Web カラー範囲外警告  を
クリックします。

カラーグループ内のカラーの並べ替え
 次のいずれかの操作を行います。
「選択中のカラー」のボックスで、カラーを左または右にドラッグします。
カラーバービューで、カラーバーを左または右にドラッグします。

カラーグループのカラーの個別編集
初期設定では、ハーモニールールを使用してカラーグループを作成すると、自動的にカラーがリンクされます。カラーグループのカラーがリンク
されているときに 1 つのカラーを編集すると、他のカラーもハーモニールールに基づいて変更されます。他のカラーを変更することなく 1 つのカ
ラーを編集するには、カラーマーカーのハーモニールールとのリンクを解除します。
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A. カラーホイールでのリンクされているカラーの表
示 B.  カラーホイールでのリンクが解除されているカラーの表示 C. カラーバーでのリンクされているカラーの表示 D. カラーバーでのリンク
が解除されているカラーの表示 E. カラーがリンクされていることを示すアイコン（リンクを解除するにはこのアイコンをクリック） F. カラー
のリンクが解除されていることを示すアイコン（再リンクするにはこのアイコンをクリック）

1. カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、編集するカラーグループを選択し、「編集」タブをクリックし
ます。

2. ハーモニーカラーのリンクを解除ボタン  をクリックします。
3. カラーホイールビューまたはカラーバービューで、次のいずれかの操作を行います。

編集するカラーマーカーをドラッグして新規カラーを設定します。
変更するカラーバーまたはカラーマーカーをクリックして、カラー値を手動で編集します。
カラーバーまたはカラーマーカーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、カ
ラーピッカーで新規カラーを選択します。
カラーマーカーまたはカラーバーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、新
規カラーを選択します。

4. 新しく定義したハーモニールールに基づいて再びすべてのカラーマーカーが連動するようにカラーのリンクを再設定するに
は、ハーモニーカラーをリンクボタンをクリックします。

カラーピッカーを使用したカラーグループ内のカラーの編集
カラーピッカーを使用してカラーグループのカラーを変更できます。

1. カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。
ホイールマーカーをダブルクリックするか、ホイールマーカーを右クリックしてカラーピッカーを選択します。
カラーバーをダブルクリックします。
カラースライダーの左側にあるカラースウォッチをクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行って、編集したカラーを保存します。
編集したカラーを新規カラーグループとして保存するには、ダイアログボックスの上部にある「名前」ボックスに名前を入
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力し、新規カラーグループボタン  をクリックします。
編集したカラーを元のカラーグループに保存するには、カラーグループへの変更を保存ボタン  をクリックします。

カラー配列または彩度と明度のランダムな変更
カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、彩度と明度をランダムに変更ボタンとカラー配列をランダムに変更ボタンを使用し
て、現在のカラーグループのカラーをランダムに変更することができます。

1. カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、カラーグループを選択します。
2. 「編集」をクリックしてから「カラーバーを表示」をクリックするか、「指定」をクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行います。

現在のカラーグループの順序をランダムに変更するには、カラー配列をランダムに変更ボタン  をクリックします。オブ
ジェクトの再配色を行うときにこのボタンを使用すると、他にどのような方法で現在のカラーグループを使用してオブジェ
クトの再配色を行うことができるかをすばやく確認できます。
現在のカラーグループの色相は保持したまま明度と彩度をランダムに変更するには、彩度と明度をランダムに変更ボタン 

 をクリックします。

彩度、明度、色温度または輝度の一括編集
1. カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、「編集」をクリックします。
2. 調整スライダーのカラーモードを指定ボタン  をクリックし、「色調調整」を選択します。
3. 「彩度」、「明るさ」、「色温度」および「輝度」の値を変更します。
注意： カラーが特定のスウォッチライブラリのカラーに制限されている場合、変更はスウォッチライブラリのカラーにのみ適
用されます。

カラーグループのカラーの追加または削除
1. カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、「編集」をクリックします。
2. 次のいずれかの操作を行います。

カラーグループにカラーを追加するには、カラーホイールでカラーの追加先を右クリック（Windows）または Control キー
を押しながらクリック（Mac OS）し、「新規カラーを追加」を選択します。既存のカラーマーカーの線をクリックする
と、そのカラーマーカーと一緒に新しいカラーマーカーが移動します。
カラーを削除するには、カラーマーカーまたはカラーバーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらク
リック（Mac OS）し、「カラーを削除」を選択します。ベースカラーマーカーは削除できません。
注意： カラーホイールで、カラー追加ツールボタン  またはカラー削除ツールボタン  を使用し、カラーホイールで追
加または削除するカラーをクリックすることもできます。
カラーグループリストでカラーグループからカラーを削除するには、カラーグループを展開し、削除するカラースウォッチ
を右クリックして「カラーを削除」を選択します。

カラーグループの削除
 カラーグループリストでカラーグループを選択し、カラーグループを削除ボタン  をクリックします。または、右クリック（Windows）または

Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「カラーグループを削除」を選択します。

オブジェクトへのカラーの指定
カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスの「指定」タブでは、カラーグループのカラーをオブジェクトに指定することができま
す。カラーは、次の方法で指定することができます。
カラーグループリストに表示されているカラーグループを使用して新規カラーをオブジェクトに指定します。
ハーモニールールメニューから選択した新規カラーグループを使用して新規カラーをオブジェクトに指定します。
現在のオブジェクトのカラーを再指定します。オブジェクトが元のカラーで表示されるようにカラーを編集 / オブジェクトを再
配色ダイアログボックスをリセットするには、選択したオブジェクトからカラーを取得ボタン  をクリックします。

229



オブジェクトの元のカラー（上）、カラーグループリストのカラーグループを選択して新規カラーを指定（中）、ハーモニールールメニューで新
規カラーグループを作成して新規カラーを指定（下）
「現在のカラー」列と「新規」列を使用して、カラーがどのように割り当てられるかを制御します。「再配色プレビュー」をオンにすると、「現
在のカラー」列と「新規」列の割り当てに基づいて、有効なカラーグループを使用して、選択されているオブジェクトの再配色が行われます。

A. アクティブなカラーグループ B.  選択したオブ
ジェクトからカラーを取得 C. 選択されているオブジェクトのカラー D. アクティブなカラーグループから生成された新規カラー E. 列全体を
操作するオプション F. 再配色プレビュー
カラーの指定についてのビデオを www.adobe.com/go/vid0061_jp でご覧ください。
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選択されているオブジェクトへの新規カラーの指定
1. 再配色を行うオブジェクトを選択します。
2. 編集／カラーを編集／オブジェクトを再配色を選択します。
オブジェクトを再配色ダイアログボックスが開き、「指定」タブの「現在のカラー」列に元のオブジェクトのカラーが表示さ
れます。

3. カラーグループからカラーを割り当てる場合は、次のいずれかの操作を行います。
a. カラーグループリストからカラーグループを選択します。
b. ハーモニールールメニューからハーモニールールを選択して新規カラーグループを作成します。
注意： カラーグループを作成する場合は、「指定」タブをクリックする前に「編集」タブをクリックしてカラーを微調整
できます。選択されているオブジェクトの一部のカラーを調整するには、調整するカラーを選択し、カラースライダーで
編集します。.

4. オブジェクトのカラーの変更をプレビューするには、「オブジェクトを再配色」をオンにします。
5. カラーの再配色を行うには、次のいずれかの操作を行います。

現在のカラーを別の新規カラーに割り当てるには、現在のカラーを「現在のカラー」列で目的の新規カラーに隣接するまで
上下にドラッグします。

1 つの行に複数のカラーが含まれており、それらをすべて移動するには、行の左側にあるセレクターバー  をクリック
し、上下にドラッグします。

新規カラーを別の現在のカラーに割り当てるには、新規カラーを「新規」列で上下にドラッグします。「新規」列に対して
新しいカラーの追加またはカラーの削除を行うには、リスト内を右クリック（Windows）または Control キーを押しながら
クリック（Mac OS）し、「新規カラーを追加」または「カラーを削除」を選択します。
「新規」列のカラーを変更するには、そのカラーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）し、「カラーピッカー」を選択して新しいカラーを設定します。
「現在のカラー」列の 1 つの行を再配色の対象から除外するには、列の間にある矢印  をクリックします。その行をもう
一度含めるには、ハイフンをクリックします。
現在のカラーを 1 つだけ再配色の対象から除外するには、そのカラーを右クリック（Windows）または Control キーを押
しながらクリック（Mac OS）して「カラーを除外」を選択するか、  ボタンをクリックします。
カラーをランダムに再配色するには、カラー配列をランダムに変更ボタン  をクリックします。新規カラーが「現在のカ
ラー」列の他の行にランダムに移動します。
「現在のカラー」列に行を追加するには、右クリックして「新規列を追加」を選択するか、  アイコンをクリックしま
す。

6. 「現在のカラー」列のカラーを分離または結合するには、次のいずれかの操作を行います。
複数のカラーを複数の行に分離するには、分離するカラーブロックを選択し、右クリックして「選択カラーを新規列として
分離」を選択するか、  ボタンをクリックします。
複数のカラーを 1 つの行に結合するには、Shift キーを押しながら複数のカラーをクリックして選択し、「カラーを 1 列に
統合」を選択するか、  ボタンをクリックします。

7. 新規カラーの色合いまたは陰影を変更するには、新規カラーの右側にあるボタンをクリックするか、カラーを右クリック
（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「彩色方法」を選択して、オプションを選択します。
同じオプションをカラーグループに含まれるすべての新規カラーに適用するには、「すべてに適用」をオンにします。
注意： 「色合いと陰影」と「色相のシフト」は、特色を保持しないように選択した場合にのみ使用できます。

8. 「OK」をクリックしてオブジェクトの再配色を行います。オブジェクトの再配色を行わない場合は、「キャンセル」をクリッ
クするか、「オブジェクトを再配色」をオフにして「OK」をクリックします。

すべてのカラーの彩度と明度のランダムな変更
1. 必要に応じて、オブジェクトを選択し、編集／カラーを編集／オブジェクトを再配色を選択します。
2. カラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスの彩度と明度をランダムに変更ボタン  をクリックします。
注意： 彩度と明度の変更は、カラーバー表示を使用してカラーグループを編集するときに行うこともできます。

新規カラーを再配色するときにオブジェクトの元のカラーを表示
選択したオブジェクトの再配色を行うと、元のカラーが選択したカラーグループのカラーで置き換えられます。カラーを置き換えると、別のカ
ラーを割り当てる前に、「現在のカラー」列の元のカラーがオブジェクトのどこに使用されているかを確認するのに役立ちます。特に、非常に精
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トップへ戻る

密なオブジェクトや、多くのカラーが含まれているオブジェクトにおけるカラーの確認に役立ちます。
1. 必要に応じて、オブジェクトを選択し、編集／カラーを編集／オブジェクトを再配色を選択します。
2. オブジェクトを再配色ダイアログボックスで、アートボード上での場所を確認するには、上記のリストから該当するカラーを
クリックボタン  をクリックし、「現在のカラー」列のカラーをクリックします。
そのカラーを使用するオブジェクトがアートボードにフルカラーで表示され、選択されているオブジェクトのその他すべての
領域は薄く表示されます。

3. アイコンをもう一度クリックしてオブジェクトをフルカラーに戻します。

オブジェクトのカラーの削減
一般的に、複数の種類の出力媒体が使用される可能性のあるオブジェクトを作成するとき、出力に最適なようにカラーを削減したり、カラーをグ
レースケールに変換したり、あるいはカラーを特定のカラーライブラリのカラーに制限したりする必要があります。オブジェクトのカラーの数
は、オブジェクトを再配色ダイアログボックスで簡単に削減できます。カラーを削減するときにプリセットを使用するかどうかを選択できます。
例えば、「グレースケールオブジェクト」を選択すると、選択されているオブジェクトがグレースケールにすばやく変換されます。

選択されているオブジェクトのカラーを 2 つに削減

プリセットを使用したカラーの削減
カラーを削減するときにプリセットを使用すると、すばやく簡単にオブジェクトのカラーの数を制限したり、オブジェクトのカラーを特定のス
ウォッチライブラリのカラーに制限したりできます。

1. カラーを削減するオブジェクトを選択します。
2. 編集／カラーを編集／プリセットで再配色を選択し、プリセットオプションを選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

カラーを特定のスウォッチライブラリのカラーに制限する場合は、ライブラリボタン  をクリックし、使用するライブラ
リを選択して、「OK」をクリックします。
カラーを特定のスウォッチライブラリのカラーに制限しない場合は、「OK」をクリックします。

オブジェクトを再配色ダイアログボックスが開きます。「新規」列にプリセットとして選択したカラー（およびブラック）の
数が表示されます。新規カラーは、元のオブジェクトから抽出されます。

4. 必要に応じて、元のカラーを新規カラーに割り当てます。
5. 「オブジェクトを再配色」がオンになっているのを確認し、「OK」をクリックします。

カスタムオプションを使用したカラーの削減
1. 再配色を行うオブジェクトを選択します。
2. 編集／カラーを編集／オブジェクトを再配色を選択します。
オブジェクトを再配色ダイアログボックスが開きます。「新規」列に選択されているオブジェクトのすべてのカラーが表示さ
れます。
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3. 他のカラーを使用するには、既存のカラーグループを選択するか、カラーグループを作成します。
4. カラーメニューから使用するカラーの数を選択します。
5. 配色オプションボタン  をクリックし、次のいずれかのオプションを指定して、「OK」をクリックします。
プリセット プリセットカラージョブを指定します。このオプションでは、使用するカラーの数やそのジョブに最適な設定など
も指定します。プリセットを選択してから他のオプションを変更すると、そのプリセットはカスタムプリセットになります。
カラー 使用する新規カラーの数を指定します。現在のカラーはこの数まで削減されます。
ライブラリを限定 使用するすべての新規カラーを含むスウォッチライブラリを指定します。
ソート 「現在のカラー」列で元のカラーを並べ替える方法を指定します。
彩色方法 新規カラーに適用できるバリエーション効果の種類を指定します。
「変更しない」を選択すると、すべての現在のカラーが特定の新規カラーに置き換えられます。
「色調をスケール」（初期設定）を選択すると、行内の最も暗い現在のカラーが特定の新規カラーに置き換えられます。行
内の他の現在のカラーは、それに比例して、より明るい色調に置き換えられます。
「色調を維持」を選択すると、非グローバルカラーに「色調をスケール」と同じ効果が適用されます。特色またはグローバ
ルカラーの場合は、現在のカラーの色調が新規カラーに適用されます。行内のすべての現在のカラーがグローバルカラーと
同じ色調またはグローバルカラーに似た色調である場合は、「色調を維持」を使用します。「色調を維持」を使用する場合
に、「色合いをつける」も選択すると、最適な結果を達成できます。
「色合いと陰影」を選択すると、明るさと暗さが平均的な現在のカラーが特定の新規カラーに置き換えられます。平均より
も明るい現在のカラーは、それに比例して、より明るい色調の新規カラーに置き換えられます。平均よりも暗い現在のカ
ラーは、ブラックが追加された新規カラーに置き換えられます。
「色相のシフト」を選択すると、「現在のカラー」列で最も典型的なカラーがキーカラーとして設定され、このキーカラー
が新規カラーに置き換えられます。その他の現在のカラーは、明度、彩度および色相がキーカラーとその現在のカラーの差
と同じ分だけ異なる新規カラーに置き換えられます。

色合いをつける カラーが削減されない場合でも、1 つのグローバルカラーのすべての色合いを「現在のカラー」列の 1 つの行
に統合します。このオプションは、選択されているオブジェクトにグローバルカラーまたは特色が 100 ％未満の色合いで適用
されている場合にのみ使用します。彩色方法として「色調を維持」を組み合わせて使用すると、最適な結果を達成できます。
注意： 「色合いをつける」が選択されていない場合でも、カラーを削減すると、1 つのグローバルカラーのすべての色合いが
統合された後に、他の非グローバルカラーが統合されます。
保持 ホワイト、ブラックまたはグレーを最終的なカラーの削減において保持するかどうかを指定します。カラーを保持する場
合、そのカラーは「現在のカラー」列に除外された行として表示されます。

6. 必要に応じて、現在のカラーを新規カラーに割り当てます。
7. 「オブジェクトを再配色」がオンになっているのを確認し、「OK」をクリックします。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Kuler によるカラーテーマの作成
Illustrator CC 2014（18.x）より前のバージョンの Illustrator に適用可能です。

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

Kuler について
テーマの表示と使用

Kuler について

Kuler™ パネルは、デザイナーのオンラインコミュニティで作成されたカラーやテーマのグループへの入り口
です。 Kuler パネルを使用して、Kuler 上の数多くのテーマをブラウズし、ダウンロードして編集したり、自
分のプロジェクトに含めたりすることができます。また、自分で作成したテーマをアップロードすること
で、Kuler パネルでテーマを共有することもできます。
Kuler パネルは、Adobe Photoshop® CS5、Adobe Flash® Professional CS5、Adobe InDesign®
CS5、Adobe Illustrator® CS5 および Adobe Fireworks™ CS5 で使用できます。Kuler パネルはこれらの製品
のフランス語版では使用できません。
Kuler パネルについては、www.adobe.com/go/lrvid4088_xp_jp のビデオを参照してください。
Kuler およびカラーのインスピレーションに関する記事については、Veerle Pieters 氏のブログ
（http://veerle.duoh.com/blog/comments/adobe_Kuler_update_and_color_tips/）を参照してください。

テーマの表示と使用

テーマをオンラインで参照するには、インターネットに接続している必要があります。

テーマの検索と表示
1. ウィンドウ／エクステンション／ Kuler を選択します。

2. 「検索」ボックスにテーマ、タグ、作成者の名前を入力します。

検索に使用できるのは英数字（Aa～Zz、0～9）だけです。

3. 検索結果の上に表示されるポップアップメニューからオプションを選択して結果を絞り込
みます。

4. 次のテーマセットまたは前のテーマセットを表示するには、Kuler パネルの下部にある
「前のセットを表示」または「次のセットを表示」アイコンをクリックします。

5. Kuler コミュニティの最新のテーマで表示を更新するには、Kuler パネルの下部にある
「Kuler コミュニティに接続してテーマを更新」アイコンをクリックします。

Kuler でのテーマオンライン表示
1. 検索結果からテーマを選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

2. テーマの右側にある三角形をクリックして、「Kuler でオンラインで表示」を選択しま
す。

頻繁に使用する検索の保存
1. 検索ボックスのすぐ下にある最初のポップアップメニューで「カスタム」オプションを選
択します。

2. 表示されるダイアログボックスに検索文字列を入力して「保存」をクリックします。

保存した検索を実行するときは、最初のポップアップメニューから選択します。
保存した検索を削除するには、ポップアップメニューで「カスタム」オプションを選択し、削除する検索を消
去します。

Illustrator のスウォッチパネルへのテーマの追加
テーマを選択し、Kuler パネルの下部にある「選択したテーマをスウォッチに追加」アイ
コンをクリックします。

Kuler コミュニティへのテーマのアップロード
1. スウォッチパネルでテーマを選択します。

2. Kuler パネルで、「スウォッチパネルから Kuler コミュニティにアップロード」アイコン
をクリックします。
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Color テーマパネル
Kuler パネルから名称変更

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

Adobe® Color® はプロジェクトで使用するカラーテーマの試用、作成、共有を行うための Web ベースのアプ
リケーションです。Illustrator CC の Color テーマパネルを使用すると、Adobe Color アプリケーションで作成
したカラーテーマや、お気に入りとしてマークしたカラーテーマを表示して使用することができます。

重要：Color テーマパネルは Illustrator のフランス語版では使用できません。

Color テーマパネル

Illustrator CC では、Color テーマパネル（ウィンドウ ／Color テーマ）に次のテーマが表示されます。
Adobe Color Web サイト（color.adobe.com/jp）で作成され、アカウントと同期された
テーマ
Adobe Color Web サイトでお気に入りとしてマークしたパブリックテーマ

Adobe Color Web サイトにログインするときに Illustrator CC で使用している Adobe ID が自動的に使用さ
れ、Color テーマパネルが更新されます。

Illustrator CC で使用しているアカウント情報が Adobe ID と関連付けられていない場合は、Illustrator
CC のアカウント情報を使用して Adobe ID が自動的に作成されます。以降は、Adobe ID のアカウント情報で
Color テーマ Web サイトにアクセスできます。

iOS デバイスでのテーマの作成
iWatch、iPhone、iPad - すべてに対応します。

インスピレーションをかき立てるカラーの組み合わせを見つけたら、どこからでも楽し
く簡単に取り込むことができます。 対象のカラーにカメラを向けるだけで、Adobe
Color CC が一連のカラーを瞬時に抽出します。
Adobe Color CC アプリについて詳しくは、こちらを参照してください。
魅力満載の Adobe Color CC アプリは iTunes App ストアからダウンロードできます
（iPhone、iPad、iWatch に対応）。

Color テーマパネルの使用
Color テーマパネルを使用するには、Illustrator の起動時にインターネットに接続している必要があり

ます。Illustrator の起動時にインターネットに接続できない場合は、Color テーマパネルを使用できません。

Color テーマパネルで使用できるスウォッチおよびテーマは読み取り専用です。アートワーク内のスウォッチ
やテーマは Color テーマパネルから直接使用できます。ただし、スウォッチやテーマを変更または再利用する
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注意：

場合は、まず、テーマをスウォッチパネルに追加する必要があります。

1. ウィンドウ／Color テーマをクリックして、Color テーマパネルを開きます。

Illustrator の起動時に Adobe Color アカウントで使用可能なすべてのテーマが、Color
テーマパネルに表示されます。

2. Illustrator の起動後に Color テーマにテーマを追加した場合は、Color テーマパネルで
「更新」をクリックして、最新のテーマを追加します。

A. 名前でテーマを検索 B. テーマフォルダーアイコン C. お気に入りとしてマークした
テーマのアイコン D. 更新 E. Adobe Color Web サイトの起動 F. テーマが編集できないこ
とを示すアイコン G. Color テーマの名前 

Color テーマパネルには、自分で作成または変更したテーマや、お気に入りとし
てマークしたテーマが一覧表示されます（Adobe Color Web サイト／マイテーマに一覧
表示）。

3. スウォッチまたはテーマ全体をスウォッチパネル（ウィンドウ／スウォッチ）に追加でき
ます。

スウォッチを追加するには：
Color テーマパネルでスウォッチを選択し、パネルメニューをクリックして、「ス
ウォッチに追加」をクリックします。

複数のスウォッチを追加するには：
Color テーマパネルで Ctrl キーまたは Command キーを押しながら複数のスウォッチ
を選択し、パネルメニューをクリックして、「スウォッチに追加」をクリックしま
す。Shift キーを使用して複数のスウォッチを選択することもできます。

テーマを追加するには：
Color テーマパネルで、テーマのフォルダーアイコンをクリックしてテーマ全体を選
択します。テーマ全体がスウォッチパネルに追加されます。

複数のテーマを追加するには：
Color テーマパネルで Ctrl キーまたは Command キーを押しながら複数のテーマフォ
ルダーアイコンをクリックし、パネルメニューをクリックして、「スウォッチに追
加」をクリックします。Shift キーを使用して複数のテーマを選択することもできま
す。

4. テーマが膨大にある場合、検索ボックス（パネルメニュー／「検索」フィールドを表示）
を使用してテーマを検索します。検索はテーマの名前で実行します。

5. 使用している Adobe Color アカウントの詳細と、Color テーマパネルが最後に更新された
日時を表示するには、パネルメニューをクリックします。
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カラー調整

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

色域外カラーのプリント可能カラーへの変換
カラーの Web セーフカラーへの変換
ブレンドカラー
カラーの反転色または補色への変更
カラーの濃度の変更
複数のカラーの反転
カラーのカラーバランスの調整
ドキュメントのカラーモードの変更
Lab 値を使用した特色の表示と出力
カラーとグレースケールの相互変換
複数カラーの彩度の調整
重なり合うカラーの混合

色域外カラーのプリント可能カラーへの変換

RGB および HSB カラーモデルの一部のカラー（蛍光カラーなど）は、対応するカラーが CMYK モデルにな
い場合、プリントできないことがあります。色域外カラーを選択した場合は、警告の三角形マーク  がカ
ラーパネルまたはカラーピッカーに表示されます。

この三角形マークをクリックすると、選択したカラーがそれに最も近い CMYK カラーに
変換されます（このカラーは三角形マークの隣にある小さいボックスに表示されます）。

関連項目
カラースペースと色域

カラーの Web セーフカラーへの変換

Web セーフカラーは全部で 216 色あり、プラットフォームに関係なくすべてのブラウザーで表示されま
す。Web セーフでないカラーを選択した場合は、警告の立方体マーク  がカラーパネル、カラーピッカーま
たはカラーを編集 / オブジェクトを再配色ダイアログボックスに表示されます。

この立方体マークをクリックすると、選択したカラーがそれに最も近い Web セーフカ
ラーに変換されます（このカラーは立方体マークの隣にある小さいボックスに表示されま
す）。

関連項目
Web グラフィックについて

ブレンドカラー

239



ページの先頭へ

反転

補色

ページの先頭へ

各種ブレンドコマンドを使用して、塗りが適用された 3 つ以上のオブジェクトのグループから、オブジェクト
の方向（垂直または水平）や重なり順に基づいて、一連の中間カラーを作成できます。ブレンドを適用して
も、線やペイントされていないオブジェクトには影響ありません。

1. 塗りが適用されたオブジェクトを 3 つ以上選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

塗りが適用された最前面のオブジェクトと最背面のオブジェクトのカラーをブレンド
して、中間オブジェクトに徐々に変わるカラーを適用するには、編集／カラーを編集
／前後にブレンドを選択します。
塗りが適用された一番左側のオブジェクトと一番右側のオブジェクトのカラーをブレ
ンドして、中間オブジェクトに徐々に変わるカラーを適用するには、編集／カラーを
編集／左右にブレンドを選択します。
塗りが適用された一番上側のオブジェクトと一番下側のオブジェクトのカラーをブレ
ンドして、中間オブジェクトに徐々に変わるカラーを適用するには、編集／カラーを
編集／上下にブレンドを選択します。

カラーの反転色または補色への変更
1. 変更するカラーを選択します。

2. カラーパネルのパネルメニューでオプションを選択します。

カラーの各構成要素をカラースケール上の反対側の値に変更します。例えば、RGB
カラーの R の値が 100 の場合に反転コマンドを実行すると、R の値は 155 に変更されま
す（255 - 100 = 155）。

カラーの各構成要素を、選択したカラーの最大の RGB 値と最小の RGB 値の合計
を元にして、新しい値に変更します。現在のカラーの RGB 値のうち最大と最小の値が合
計され、その値から各構成要素の値を引いて、新しい RGB 値が生成されます。例え
ば、RGB 値がレッド 102、グリーン 153、ブルー 51 であるカラーを選択したとしま
す。この場合、まず最大値である 153 と最小値である 51 を合計して 204 という値が算
出されます。この値から既存のカラーの RGB 値がそれぞれ差し引かれます。つまり、新
しいレッドの値は 204 - 102（現在のレッドの値）= 102、グリーンの値は 204 - 153（現
在のグリーンの値）= 51、ブルーの値は 204 - 51（現在のブルーの値）= 153 となり、新
しい補色の RGB 値が生成されます。

カラーの濃度の変更
1. スウォッチパネルでグローバルプロセスカラーまたは特色を選択します。あるいは、グ
ローバルプロセスカラーまたは特色を適用したオブジェクトを選択します。

2. カラーパネルで、濃度スライダー（T）をドラッグするかテキストボックスに値を入力し
て、カラーの濃度を変更します。濃度の値は 0 ～ 100 ％の範囲で指定できます。数値が
小さいほどカラーが明るくなります。

濃度スライダーが表示されていない場合は、選択しているカラーがグローバルプロセ
スカラーまたは特色であるか確認し、そうでない場合は選択し直します。それでも濃
度スライダーが表示されていない場合は、カラーパネルメニューの「オプションを表
示」を選択します。

3. 濃度をスウォッチとして保存するには、スウォッチパネルにカラーをドラッグするか、ス
ウォッチパネルの新規スウォッチボタンをクリックします。濃度は、元のカラー名にパー
セント値を付けた名前で保存されます。例えば、「スカイブルー」という名前のカラーを
濃度 50 ％にして保存すると、新しいスウォッチ名は「スカイブルー 50 ％」になりま
す。
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関連項目
特色とプロセスカラーについて

複数のカラーの反転
1. 反転するカラーを含むオブジェクトを選択します。

2. 編集／カラーを編集／カラー反転を選択します。

カラーパネルを使用して、個々のカラーを反転することができます。

カラーのカラーバランスの調整
1. カラーを調整するオブジェクトを選択します。

2. 編集／カラーを編集／カラーバランス調整を選択します。

3. 塗りと線のオプションを設定します。

4. カラー値を調整して、「OK」をクリックします。

グローバルプロセスカラーまたは特色を選択した場合は、濃度スライダーを使用して
カラーの濃度を調整します。選択した非グローバルプロセスカラーは影響を受けませ
ん。
CMYK カラーモードで非グローバルプロセスカラーを選択した場合は、スライダーを
使用してシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの割合を調整します。
RGB カラーモードで非グローバルプロセスカラーを選択した場合は、スライダーを
使用してレッド、グリーン、ブルーの割合を調整します。
選択したカラーをグレースケールに変換する場合は、カラーモードリストで「グレー
スケール」を選択して「変換」オプションを選択します。次にスライダーを使用して
ブラックの割合を調整します。
選択したグローバルプロセスカラーまたは特色を非グローバルプロセスカラーに変換
する場合は、ドキュメントのカラーモードに応じてカラーモードリストで「CMYK」
または「RGB」を選択し、「変換」オプションを選択します。次にスライダーを使用
してカラーを調整します。

ドキュメントのカラーモードの変更
ファイル／ドキュメントのカラーモード／CMYK カラーまたは RGB カラーを選択しま
す。

Lab 値を使用した特色の表示と出力

TOYO、PANTONE、DIC、HKS ライブラリのカラーなど、組み込みの特色には Lab 値を使用して定義された
ものがあります。Illustrator の以前のバージョンとの下位互換のために、このようなライブラリのカラーには
CMYK 定義も含まれています。Illustrator でこれらの特色を表示、書き出しおよびプリントするときに Lab 値
か CMYK 値のどちらを使用するかはスウォッチパネルで設定できます。
Lab 値は、正しいデバイスプロファイルと組み合わせて使用すると、すべてのデバイスで最も正確な出力を得
ることができます。カラーマネジメントが非常に重要な場合は、Lab 値を使用して表示、書き出し、プリント
を行うことをお勧めします。
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「オーバープリントプレビュー」がオンになっている場合は、画面上での正確性を高めるために、自
動的に Lab 値が使用されます。また、プリントダイアログボックスの詳細設定パネルで「オーバープリン
ト」オプションの「シミュレート」を選択している場合も、プリント時に Lab 値が使用されます。

1. スウォッチパネルニューの「特色」を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

最も正確なカラー表示と出力が必要な場合は、「指定されたブックの Lab 値を使用」
を選択します。
特色を Illustrator の以前のバージョンと一致させる場合は、「プロセスブックの
CMYK 値を使用」を選択します。

関連項目
Lab

カラーとグレースケールの相互変換

カラーのグレースケールへの変換
1. 変換するカラーを含むオブジェクトを選択します。

2. 編集／カラーを編集／グレースケールに変換を選択します。

編集／カラーを編集／カラー調整コマンドを使用してオブジェクトをグレースケール
に変換し、同時にモノクロ階調数を調整します。

関連項目
グレースケール

グレースケール画像の RGB または CMYK への変換
1. グレースケール画像を選択します。

2. ドキュメントのカラーモードに応じて、編集／カラーを編集／CMYK に変換または RGB
に変換を選択します。

グレースケール画像または 1 ビット画像の彩色
1. モノクロオブジェクトを選択します。

2. ツールパネルまたはカラーパネルで塗りカラーが選択されていることを確認します。

3. カラーパネルを使用して、ブラック、ホワイト、プロセスカラーまたは特色を画像に適用
します。

グレースケール画像がアルファチャンネルを含む場合、プロセスカラーで画像を
彩色することはできません。代わりに特色を選択します。

複数カラーの彩度の調整
1. カラーを調整するオブジェクトを選択します。

2. 編集／カラーを編集／彩度調整を選択します。

3. カラーまたは特色の濃度を増減するパーセント値を、-100 ～ 100 ％の範囲で入力しま
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描画モード

濃い混色効果

薄い混色効果

注意：

す。

関連項目
HSB

重なり合うカラーの混合

描画モード、濃い混色効果または薄い混色効果を使用して、重なり合うカラーを混合することができます。

重なり合うカラーを調整するためのオプションが数多く用意されています。特色、パターン、グ
ラデーション、テキスト、その他の複雑な要素を含むオブジェクトでは、「濃い混色」および「薄い混色」で
はなく描画モードを使用してください。

カラーの各構成要素の最大値でカラーが混合されます。例えば、カラー 1 がシアン 20 ％、マ
ゼンタ 66 ％、イエロー 40 ％およびブラック 0 ％で構成され、カラー 2 がシアン 40 ％、マゼンタ 20 ％、イ
エロー 30 ％およびブラック 10 ％で構成されている場合、濃い混色コマンドを使用して混合すると、シアン
40 ％、マゼンタ 66 ％、イエロー 40 ％およびブラック 10 ％の濃い混色が作成されます。

重なり合うオブジェクトの背面のカラーが透けて表示され、重なり合う部分ごとに画像が分割
されます。重なり合うカラーの表示レベルは、パーセント値で指定します。

描画モードは個々のオブジェクトに適用できますが、濃い混色効果と薄い混色効果はグループまたはレイヤー
全体に適用する必要があります。描画モードはオブジェクトの塗りと線の両方に影響しますが、濃い混色効果
と薄い混色効果を適用するとオブジェクトの線は削除されます。

プロセスカラーと特色が混在するオブジェクトに「濃い混色」または「薄い混色」を適用すると、カ
ラーは CMYK に変換されます。RGB モードで非グローバルプロセスカラーと特色を混合すると、特色はすべ
て RGB の非グローバルプロセスカラーに変換されます。

関連項目
パスファインダー効果の適用
描画モードについて
アピアランス属性の項目のターゲット設定

濃い混色効果を使用したカラーの混合
1. グループまたはレイヤーを指定します。

2. 効果／パスファインダー／濃い混色を選択します.

薄い混色効果を使用したカラーの混合
1. グループまたはレイヤーを指定します。

2. 効果／パスファインダー／薄い混色を選択します。

3. 「混合率」テキストボックスに、重なり合うカラーに適用する表示レベルを 1 ～ 100 ％
の範囲で入力して、「OK」をクリックします。

関連項目
カラーについて
カラーの選択
スウォッチの使用と作成
カラーグループ（カラーハーモニー）
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ペイント
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-->

ペイントについて

 

Adobe Illustrator には、カリグラフィブラシ、散布ブラシ、アートブラシ、パターンブラシ、絵筆ブラシが用意されており、アートワークに視覚的
な効果を追加することができます。また、ライブペイント機能およびシェイプ形成ツールを使用すると、様々なパスセグメントをペイントした
り、様々なカラー、パターンまたはグラデーションを使用して囲まれたパスを塗りつぶしたりすることができます。シェイプ形成ツールを使用す
ると、単純なシェイプを結合することで複雑なシェイプを新たに作成できます。また、不透明、マスク、グラデーション、ブレンド、メッシュ、
パターンを使用すれば創造性は無限に広がります。線幅ツールを使用すると、可変線幅を持つ線を作成でき、アウトラインが非常に明確になりま
す。
関連項目
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塗りと線を使用したペイント
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ペイントの方法
塗りと線について
塗りのカラーのオブジェクトへの適用
塗りブラシツールを使用したパスの描画と結合
線から線幅のパスオブジェクトへの変換
オブジェクトからの塗りまたは線の削除
同じ塗りおよび線を持つオブジェクトの選択
複数の塗りと線の作成
可変線幅を持つ線の作成

ペイントの方法

Illustrator にはペイントの方法が 2 種類あります。
塗り、線、またはこの両方をオブジェクト全体に割り当てます
オブジェクトをライブペイントグループに変換し、そのグループ内部のパスの輪郭線や面
に個別に塗りや線を割り当てます

オブジェクトのペイント

オブジェクトを描画したら、塗り、線、または両方をそのオブジェクトに割り当てます。次に、同様にペイン
トできる他のオブジェクトを描き、以前のオブジェクトの上に新しい各オブジェクトのレイヤーを重ねること
ができます。これにより、色紙から切り取った様々な形状の紙を貼り合わせたコラージュのような結果が得ら
れます。この場合、アートワークの外観は、レイヤーオブジェクトの重なりで最も上にあるオブジェクトに左
右されます。
ブラシの使用に関するビデオについては、ブラシを使用するを参照してください。

ライブペイントグループのペイント

ライブペイントによる方法では、レイヤーまたは重なりの順序を気にすることなく、従来の彩色ツールと同じ
ようにペイントでき、より自然なワークフローで作業できます。ライブペイントグループ内のすべてのオブ
ジェクトは、まるで同じ平面に属するかのように処理されます。これにより、いくつかのパスを描いた後、パ
スによって囲まれた領域（面と呼びます）ごとに個別に色を塗ることができます。また、交点間のパス（輪郭
線と呼びます）の部分に様々なカラーや線幅を付けることもできます。したがって、ぬり絵と同じ要領で、
様々なカラーで各面を塗り、各輪郭線を描くことができます。ライブペイントグループ内のパスの移動および
形状の変更を行うと、それに伴って面と輪郭線が自動的に調整されます。
ライブペイントの使用に関するビデオについては、ライブペイントを参照してください。
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既存の方法でペイントした単一のパスから成るオブジェクトは、単一の塗りと単一の線を持ちます（左）。ラ
イブペイントグループに変換した同じオブジェクトでは、面ごとに異なる塗り、輪郭線ごとに異なる線でペイ
ントできます（右）。

オブジェクトをペイントすると、塗りつぶすことができない箇所が残ることがあります（左）。隙間の検出を
使用してライブペイントグループをペイントする（中央）と、隙間やオーバープリントを回避できます
（右）。

塗りと線について

塗りは、オブジェクト内部のカラー、パターンまたはグラデーションです。オープンパスオブジェクトおよび
クローズパスオブジェクト、ライブペイントグループの面に塗りを適用できます。
線は、オブジェクトの表示されるアウトライン、パス、ライブペイントグループの輪郭線などです。線の幅や
色を調整できます。また、パスオプションを使用して破線を作成したり、ブラシを使用してスタイル線をペイ
ントしたりできます。
注意：ライブペイントグループを操作している場合は、アピアランスパネルを使用してグループに線を追加し
ている場合にのみ、ブラシを輪郭線に適用できます。
現在の塗りおよび線のカラーがツールパネルに表示されます。

塗りと線のコントロール

関連項目
オブジェクトのペイントで使用するショートカットキー
カラーピッカーを使用したカラーの選択

塗りと線のコントロール

塗りと線を設定するためのコントロールは、ツールパネル、コントロールパネルおよびカラーパネルにありま
す。
ツールパネルの次のいずれかのコントロールを使用してカラーを指定します。
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塗りボタン 

線ボタン 

塗りと線を入れ替えボタン 

初期設定の塗りと線ボタン 

カラーボタン 

グラデーションボタン 

なしボタン 

塗りのカラー

線のカラー

線パネル

線幅

ページの先頭へ

ダブルクリックすると、カラーピッカーを使用して塗りのカラーを選択できます。

ダブルクリックすると、カラーピッカーを使用して線のカラーを選択できます。

クリックすると、塗りと線の間でカラーを入れ替えることができます。

クリックすると、初期設定のカラー設定（白の塗りと黒の線）に戻すことができます。

クリックすると、グラデーションの塗りを持つオブジェクトまたは線や塗りを持たないオブジェクトに対し
て、最後に選択した単色を適用することができます。

クリックすると、選択中の塗りを、最後に選択したグラデーションに変更することができます。

クリックすると、選択したオブジェクトの塗りまたは線を削除できます。

コントロールパネルの次のコントロールを使用して、選択したオブジェクトのカラーと線を指定することもで
きます。

クリックするとスウォッチパネルが開き、Shift キーを押しながらクリックするとカラーパネル
が開くので、ここでカラーを選択します。

クリックするとスウォッチパネルが開き、Shift キーを押しながらクリックするとカラーパネルが
開くので、ここでカラーを選択します。

「線」という字をクリックすると線パネルが開くので、ここでオプションを指定します。

ポップアップメニューから線幅を選択します。

塗りのカラーのオブジェクトへの適用

カラー、パターン、グラデーションをオブジェクト全体に適用することも、ライブペイントグループを使用し
て、オブジェクト内部の様々な面に異なるカラーを適用することもできます。

1. 選択ツール（ ）またはダイレクト選択ツール（ ）を使用してオブジェクトを選択しま
す。

2. 線ではなく塗りを適用するために、ツールパネルまたはカラーパネルの「塗り」ボックス
をクリックします。
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アクティブな「塗り」ボックス。「塗り」ボックスは「線」ボックスの上に表示されま
す。.

3. 次のいずれかの操作を行って塗りのカラーを選択します。

コントロールパネル、カラーパネル、スウォッチパネル、グラデーションパネル、ま
たはスウォッチライブラリでカラーをクリックします。
「塗り」ボックスをダブルクリックし、カラーピッカーからカラーを選択します。
スポイトツールを使用し、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながらオブジェクトをクリックすることで、現在の塗りおよび線を含めた属性をオ
ブジェクトに適用できます。
なしボタン  をクリックし、オブジェクトの現在の塗りを削除します。

「塗り」ボックス、カラーパネル、グラデーションパネル、またはスウォッチパネル
からオブジェクトにカラーをドラッグして、選択していないオブジェクトにカラーを
すばやく適用することができます。ライブペイントグループではドラッグは機能しま
せん。

関連項目
オブジェクトのペイントで使用するショートカットキー
カラーピッカーを使用したカラーの選択
ライブペイントグループ

塗りブラシツールを使用したパスの描画と結合

塗りが適用された形状を塗りブラシツールでペイントすることにより、同じカラーの別の形状と重ねて結合さ
せることができます。
塗りブラシツールでは、カリグラフィブラシと同じ初期設定のブラシオプションが使用されます（カリグラ
フィブラシのオプションを参照してください）。

カリグラフィブラシで作成されたパス（左）と塗りブラシツールで作成されたパス（右）

塗りブラシツールの使用方法に関するビデオについては、塗りブラシツールや消しゴムツールを使用する（英
語）を参照してください。

関連項目
ブラシツールのオプション

塗りブラシツールのガイドライン

塗りブラシツールを使用する場合は、次のガイドラインに注意してください。

結合するパスは、重なり順が隣接している必要があります。
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注意：

選択を解除しない

選択範囲のみ結合

精度

滑らかさ

サイズ

角度

塗りブラシツールは線のパスではなく塗りのパスを作成します。塗りブラシのパスを既存
のアートワークと結合する場合は、そのアートワークに同じ塗りカラーが使用されてい
て、線が含まれていないことを確認してください。
塗りブラシツールを使用してパスを描画するとき、新しいパスは交差した最上位のパスと
結合されます。新しいパスが同じグループまたはレイヤー内の複数の一致するパスと交差
する場合、交差したパスはすべて結合されます。
効果や透明などの塗りの属性を塗りブラシツールに適用するには、ブラシを選択し、描き
始める前にアピアランスパネルで属性を設定します。
塗りブラシツールを使用して、他のツールで作成したパスを結合します。そのためには、
まず既存のアートワークに線が含まれていないことを確認します。次に、塗りブラシツー
ルを同じ色の塗りカラーに設定して、結合するすべてのパスと交差する新しいパスを描画
します。

結合されたパスの作成
線が含まれるパスは結合できません。

1. 新しいパスを結合するパスを選択します。

2. アピアランスパネルで、「新規アートに基本アピアランスを適用」の選択を解除します。
これにより、塗りブラシツールに、選択したアートワークの属性が使用されます。

3. 塗りブラシツール  を選択し、選択したアートワークと同じアピアランスが使用されて
いることを確認します。

4. アートワークと交差するパスを描画します。パスが結合されない場合は、塗りブラシツー
ルの属性が既存のパスの属性と正確に一致し、いずれにも線が含まれていないことを確認
します。

塗りブラシツールのオプション

ツールパネルで塗りブラシツールをダブルクリックし、次のいずれかのオプションを設定します。

パスを結合するときに、結合されたすべてのパスが選択され、描いている間中ずっと選択
されたままになります。このオプションは、結合したパスに含まれているすべてのパスを表示する場合に便利
です。

新しい線は選択されている既存のパスとのみ結合されます。このオプションを選択した場
合、新しい線は交差する選択されていない別のパスと結合しません。

マウスまたはペンを移動したとき、新しいアンカーポイントをパスに追加する距離を指定します。例え
ば、「精度」を 2.5 にすると、ツールの移動距離が 2.5 ピクセル未満の場合は新しいアンカーポイントは追加
されません。「精度」には 0.5 ～ 20 ピクセルまでの値を指定できます。大きい値を指定するほど、パスが滑
らかで単純になります。

ツールの使用時に適用される滑らかさを指定します。「滑らかさ」には 0 ～ 100 ％の値を指定でき
ます。大きい値を指定するほど、滑らかで単純なパスになります。

ブラシのサイズを設定します。

ブラシの回転角度を設定します。プレビューボックス内の矢印をドラッグするか、「角度」テキスト
ボックスに値を入力します。
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真円率

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

注意：

ブラシの丸みを設定します。プレビューボックス内で黒い点を外側または内側にドラッグするか、
「真円率」テキストボックスに値を入力します。この値を大きくするほど、ペン先が丸くなります。

線から線幅のパスオブジェクトへの変換

パスのアウトラインコマンドを使用すると、選択したオブジェクトの線をその線幅で塗りのあるオブジェクト
に変換することができます。例えば、様々な幅を持つ線を作成したり、変換した後に分割したりできます。

1. オブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／パス／パスのアウトラインを選択します。

この結果、グループ化された塗りと線に分割されます。複合パスを編集するには、塗りグ
ループを塗りから解除するか、またはグループ選択ツールを使って選択します。

レイヤーパネルを使用してグループの内容を確認します。

関連項目
複合パスについて
オブジェクトのグループ化の切り替え

オブジェクトからの塗りまたは線の削除
1. オブジェクトを選択します。

2. ツールパネルの「塗り」ボックスまたは「線」ボックスをクリックして、オブジェクトの
塗りと線のどちらを削除するのかを指定します。

3. ツールパネル、カラーパネル、またはスウォッチパネルのなしボタンをクリックします。

また、コントロールパネルで「塗り」または「線」カラーメニューのなしアイコ
ンをクリックしても削除できます。

「塗り」ボックスと「線」ボックス

A. 「塗り」ボックス B. 「線」ボックス C. なしボタン 

同じ塗りおよび線を持つオブジェクトの選択

塗りのカラー、線のカラー、線幅など、同じ属性を持つオブジェクトを選択できます。

選択／共通のカラー（塗り）、カラー（線）、および線幅コマンドは、ライブペイント選択ツールを
使用して面または輪郭線を選択したときに、ライブペイントグループ内部で機能します。その他の選択／共通
コマンドは機能しません。ライブペイントグループの内外で同時に同じオブジェクトを選択することはできま
せん。

同じ塗りと線を持つオブジェクトを選択するには、オブジェクトの 1 つを選択し、コント
ロールパネルの類似のオブジェクトを選択ボタン  をクリックして、選択の基準にする
ものを表示されるメニューから選びます。
同じ塗りまたは線のカラーが適用されているすべてのオブジェクトを選択するには、その
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注意：
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塗りまたは線のカラーが適用されているオブジェクトを 1 つ選択するか、カラーパネルま
たはスウォッチパネルで該当するカラーを選択します。次に、選択／共通を選択し、サブ
メニューの「カラー（塗り）」、「カラー（線）」、または「塗りと線」をクリックしま
す。
同じ線幅が適用されているオブジェクトをすべて選択するには、その線幅が適用されてい
るオブジェクトを 1 つ選択するか、線パネルで線幅を選択します。次に、選択／共通／線
幅を選択します。
選択／共通／カラー（塗り）を使用してレッドを含むすべてのオブジェクトを選択した後
に、グリーンを含むすべてのオブジェクトを選択する場合など、直前に使用した選択オプ
ションを他のオブジェクトに適用するには、新しいオブジェクトを選択してから、選択／
再選択を選択します。
ヒント：カラーに基づく選択でオブジェクトの濃度を考慮するには、編集／環境設定／一
般（Windows）または Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を選択し、「同じ濃度を選
択」を選択します。ここで、濃度 50 ％の PANTONE Yellow C が適用されているオブ
ジェクトを選択し、選択／共通／カラー（塗り）を選択すると、50 ％の濃度でこのカ
ラーの塗りが適用されているオブジェクトだけが選択されます。このオプションの選択を
解除すると、濃度に関わりなく PANTONE Yellow C の塗りが適用されているオブジェク
トが選択されます。

複数の塗りと線の作成

同じオブジェクトについて複数の塗りと線を作成するには、アピアランスパネルを使用します。オブジェクト
に複数の塗りおよび線を追加することは、様々な効果を作成するための土台となります。例えば、太い線の上
に細い線を重ねて作成できるほか、1 つの塗りには効果を適用し、別の塗りに適用しないことなどが可能で
す。

1. 1 つ以上のオブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイ
ヤーを指定します。

2. アピアランスパネルメニューの「新規塗りを追加」または「新規線を追加」を選択しま
す。または、アピアランスパネルで塗りまたは線を選択し、選択した項目を複製ボタン 

 をクリックします。

3. 新しい塗りまたは線のカラー、線幅などを設定します。

アピアランスパネルで新しい塗りまたは線の位置を調整することが必要になる場
合があります。例えば、幅の異なる 2 本の線を作成する場合には、アピアランスパネル
で細い線が太い線の上にあることを確認します。

関連項目
アピアランス属性の項目のターゲット設定
アピアランスパネルの概要

可変線幅を持つ線の作成

ツールパネルから利用できる線幅ツールにより、可変線幅を持つ線を作成し、可変幅を他の線にも適用可能な
プロファイルとして保存することができます。
線幅ツールを選択し線にカーソルを合わせると、パス上に菱形のハンドルが表示されます。線幅ポイントを調
整したり、移動したり、複製したり、削除したりすることでできます。
複数の線がある場合、線幅ツールでは作業中の線のみを調整できます。線を調整する場合は、アピアランスパ
ネルで調整する線を作業中の線として選択していることを確認してください。
線幅ツールの使用方法に関するビデオについては、可変線幅を持つ線の使用（英語）を参照してください。

線幅ポイントを編集ダイアログボックスを使用して線幅ポイントを作成または変更するには、線幅ツールで線
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をダブルクリックして線幅ポイントの値を編集します。「隣接する線幅ポイントを調整」チェックボックスを
選択した場合、隣接する線幅ポイントも選択した線幅ポイントに変更されます。
「隣接する線幅ポイントを調整」チェックボックスが自動的に選択するには、Shift キーを押しながら線幅ポ
イントをダブルクリックします。
線幅ツールは、可変線幅の調整中に連続的な線幅ポイントと非連続的な線幅ポイントを区別します。

連続的なポイントの線幅ポイントを編集ダイアログボックス

非連続的な線幅ポイントを作成するには、次の操作を行います。

1. 異なる線幅を持つ線に 2 つの線幅ポイントを作成します。

作成された 2 つの線幅ポイント

2. 一方の線幅ポイントをもう 1 つの線幅ポイントにドラッグして、線に非連続的な線幅ポ
イントを作成します。

一方の線幅ポイントをもう 1 つの線幅ポイントにドラッグして作成した非連続的な線幅
ポイント

非連続的なポイントの場合、線幅ポイントを編集ダイアログボックスはそれぞれの両端の線幅を表示します。
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非連続的なポイントの線幅ポイントを編集ダイアログボックス

「片幅のみ」チェックボックスは、単一の連続的な線幅ポイントまでの線幅、または線幅ポイントからの線幅
のいずれかを使用できます。

線幅ツールのコントロール

次の表は、線幅ツールを操作するときのショートカットキーの一覧です。

線幅のコントロールタスク キーボードのショートカットキー

縦横比を変更した線幅の作成 Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながらドラッグ

線幅ポイントのコピーの作成 Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながら線幅ポイントをドラッグ

パスに沿ってすべてのポイン
トをコピーして移動

Alt + Shift キー（Windows）または Option + Shift キー
（Mac OS）を押しながらドラッグ

複数の線幅ポイントの位置の
変更

Shift キーを押しながらドラッグ

複数の線幅ポイントの選択 Shift キーを押しながらクリック

選択した線幅ポイントの削除 Delete キー

線幅ポイントの選択解除 Esc キー

次のいずれかの操作を行います。
パスの場所でハンドルを外側または内側にドラッグして線幅を調整します。角または直接
選択したアンカーポイントに作成した線幅ポイントは、パスの基本編集時にはアンカーポ
イントに属します。
線幅ポイントの位置を変更するには、パスに沿ってポイントをドラッグします。
複数の線幅ポイントを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。線幅ポイン
トを編集ダイアログボックスで、複数のポイントの側辺 1 および側辺 2 の値を指定しま
す。線幅ポイントの調整は、選択したすべての線幅ポイントに影響します。
すべての線幅ポイントの線幅を一括して調整するには、線パネルの線幅ドロップダウンリ
ストから線幅を指定します。

線幅プロファイルの保存

線幅を定義した後、線パネルまたはコントロールパネルを使用して、可変線幅のプロファイルを保存します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

A. 「均等」線幅プロファイル B. 線幅プロファイルを保存アイコン C. プロファイルを削除 D. プロファイルを
初期化 

次のいずれかの操作を行います。

線幅プロファイルを選択したパスに適用するには、コントロールパネルまたは線パネルの
線幅プロファイルドロップダウンリストから線幅プロファイル選択します。可変線幅のな
い線が選択されている場合は、リストに「均等」線幅プロファイルが表示されます。「均
等」オプションを選択して、オブジェクトから可変線幅のプロファイルを削除します。
デフォルトの線幅プロファイルを復元するには、プロファイルドロップダウンリストの下
部にあるプロファイルを初期化ボタンをクリックします。

ストロークオプションダイアログボックスでデフォルトの線幅プロファイルを復元すると、保存した
カスタムプロファイルが削除されます。

線に可変線幅プロファイルを適用すると、アピアランスパネルにアスタリスク（*）付きで表示されます。
アートブラシおよびパターンブラシの場合、可変線幅ツールでブラシのパスを編集した後または線幅プロファ
イルプリセットを適用した後にストロークオプションダイアログボックスのサイズで「線幅ポイント / プロ
ファイル」が自動的に選択された状態になります。線幅プロファイルの変更を削除するには、サイズから「固
定」を選択するか、またはタブレットデータオプションを復元するタブレットデータチャンネル（「筆圧」な
ど）を選択します。
可変線幅のプロファイルの作成方法に関するビデオについては、可変線幅のプロファイルの使用（英語）を参
照してください。

関連項目
ブラシ
ウォークスルー - チュートリアルとブラシを使用する方法
ビデオチュートリアル - パターンの塗りつぶし
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ライブペイントグループ

トップへ戻る

ライブペイントについて
ライブペイントの制限
ライブペイントグループの作成
ライブペイントグループの拡張または解除
ライブペイントグループの項目の選択
ライブペイントグループの変更
ライブペイントツールを使用したペイント
ライブペイントグループの隙間を閉じる

ライブペイントについて
アートワークをライブペイントグループに変換すると、カンバスや紙の上に描く場合と同様に自由にカラーを適用できます。各パスセグメントに
様々なカラーで線を描き、囲まれた個々のパス（クローズパスだけではなく）を、様々なカラー、パターン、グラデーションで塗ることができま
す。
ライブペイントは、カラーの描画を作成するための直感的な方法です。ライブペイントでは、Illustrator のすべてのベクトル描画ツールを使用でき
ますが、描いたパスはすべて同じ平面上にあるものとして処理されます。つまり、描いた順序でパスが前後に配置されることはありません。その
代わりに、パスにより描画面が領域に分割されます。そして、単一パスまたは複数パスセグメントのどちらで領域が区切られているかに関わら
ず、どの領域でも色を塗ることができます。これにより、ぬり絵や、鉛筆で描いたスケッチに水彩絵の具でペイントするのと同じ要領でオブジェ
クトをペイントできます。
ライブペイントグループを作成した後も、各パスは引き続き完全に編集可能です。パスを移動し形状を調整すると、用紙に絵を描く場合や画像編
集プログラムの場合とは異なり、カラーが塗られていた領域が、調整されて新しく形成されたパスの領域に対して自動的にそのまま再適用されま
す。

ライブペイントのパスの調整
A. オリジナル B.  ライブペイントグループ C. パスの調整後、ライブペイントが更新された状態
ライブペイントグループのペイント可能な部分を輪郭線および面といいます。1 つの輪郭線は、パスとパスの交差する部分で区切られます。面
は、1 つ以上の輪郭線によって囲まれた領域です。輪郭線を描き、面を塗りつぶすことができます。
例えば、円とそれを横切るパスを考えます。これらのオブジェクトがライブペイントグループになると、円を分割するパス（輪郭線）により、円
内に 2 つの面が作成されます。ライブペイントツールを使用して、異なるカラーで各面を塗りつぶし、各輪郭線を描くことができます。

円および輪郭線（左）と、ライブペイントグループに変換して面を塗りつぶして輪郭線を描いた円とライン（右）の比較
注意： ライブペイントでは、Illustrator がより迅速に操作を行う上で役立つ汎用プロセッサーを利用しています。
ライブペイントの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0042_jp を参照してください。
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ライブペイントの制限
塗りとペイントの属性は、他の Illustrator オブジェクトの場合とは異なり、属性を定義する実際のパスではなく、ライブペイントグループの面およ
び輪郭線に関連付けられています。このために、ライブペイントグループの内部パスに対しては、一部の機能およびコマンドの動作が異なった
り、適用できない場合があります。

個別の面や輪郭線ではなく、ライブペイントグループ全体に使用できる機能とコマンド
透明
効果
アピアランスパネルの複数の塗りおよび線
オブジェクト／エンベロープ
オブジェクト／隠す
オブジェクト／ラスタライズ
オブジェクト／スライス／作成
不透明マスクを作成（透明パネルメニュー）
ブラシ（アピアランスパネルを使用してライブペイントグループに新しい線を追加する場合は、グループ全体にブラシを適用で
きます）

ライブペイントグループに対して使用できない機能
グラデーションメッシュ
グラフ
シンボルパネルのシンボル
フレア
線パネルの「線の位置」オプション
自動選択ツール

ライブペイントグループに対して使用できないオブジェクトコマンド
パスのアウトライン
分割・拡張（代わりにオブジェクト／ライブペイント／分割・拡張コマンドを使用できます）
ブレンド
スライス
クリッピングマスク／作成
グラデーションメッシュを作成

ライブペイントグループに対して使用できないその他のコマンド
パスファインダーコマンド
ファイル／配置
表示／ガイド／ガイドを作成
選択／共通／描画モード、塗りと線、不透明度、スタイル、シンボルインスタンス、または一連のリンクブロック
オブジェクト／テキストの回り込み／作成

ライブペイントグループの作成
各輪郭線または交点に異なるカラーを使用してオブジェクトにカラーを適用する場合は、アートワークをライブペイントグループに変換します。
文字、ビットマップ画像、ブラシなど、ある種のオブジェクトは、ライブペイントグループに直接変換できません。これらのオブジェクトはまず
パスに変換する必要があります。例えば、ブラシまたは効果を使用するオブジェクトの変換を行った場合、ライブペイントへの変換により複雑な
アピアランスが失われます。しかし、最初にオブジェクトを通常のパスに変換し、その結果得られたパスをライブペイントに変換することによ
り、アピアランスの多くを維持できます。
注意： アートワークをライブペイントグループに変換すると、アートワークを元の状態に戻すことはできません。グループをその個々の構成要素
に分割することや、グループを解除して、塗りのない 0.5 ポイントの黒の線を持つ元のパスに戻すことはできます。
ライブペイントの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0042_jp を参照してください。
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ライブペイントグループの作成
1. パスまたは複合パス、あるいはその両方を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクト／ライブペイント／作成を選択します。

ライブペイントツール  を選択し、選択したオブジェクトをクリックします。
注意： 透明度や効果など、一部の属性はライブペイントグループに変換すると失われます。また、一部のオブジェクト（文字、ビットマップ画
像、ブラシなど）はライブペイントグループに変換できません。

オブジェクトのライブペイントグループへの変換
 ライブペイントグループに直接変換しないオブジェクトに対して、次の操作を行います。
テキストオブジェクトの場合、書式／アウトラインを作成を選択します。作成されたパスをライブペイントグループにします。
ビットマップ画像の場合、オブジェクト／ライブトレース／作成してライブペイントに変換を選択します。
他のオブジェクトの場合、オブジェクト／分割・拡張を選択します。作成されたパスをライブペイントグループにします。

ライブペイントグループの拡張または解除
ライブペイントグループを解除すると、塗りのない 0.5 ポイントの黒い線による 1 つ以上の通常のパスに変更されます。ライブペイントグループ
を拡張すると、視覚的にはライブペイントグループに似ていても、個別に塗りと線を持つ 1 つ以上の通常のパスで囲まれたオブジェクトに変更さ
れます。グループ選択ツールを使用してこれらのパスを個別に選択、変更することもできます。

分割・拡張し、ドラッグして面と輪郭線を分割する前のライブペイントグループ（左）と、後のライブペイントグループ（右）

解除コマンドの適用前のライブペイントグループ（左）と適用後のライブペイントグループ（右）

1. ライブペイントグループを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクト／ライブペイント／拡張を選択します。
オブジェクト／ライブペイント／解除を選択します。

ライブペイントグループの項目の選択
ライブペイント選択ツール  を使用して、ライブペイントグループ内の個々の面と輪郭線を選択します。選択ツール  を使用してライブペイン
トグループ全体を選択し、ダイレクト選択ツール  を使用して、ライブペイントグループ内部のパスを選択します。複雑なドキュメントを操作し
ている場合は、希望する厳密な面や輪郭線を簡単に選択できるように、ライブペイントグループを分離することができます。
ライブペイントグループでの操作の対象に応じて選択ツールを選びます。例えば、ライブペイントグループ内の各面に異なるグラデーションを
適用するにはライブペイント選択ツールを使用し、ライブペイントグループ全体で同じグラデーションを適用するには選択ツールを使用しま
す。

面と輪郭線の選択
ライブペイント選択ツールのポインターは、面の上に置くと面ポインター  に、輪郭線の上に置くと輪郭線ポインター  に、ライブペイントグ
ループ外部に置くと X ポインター  に変化します。
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 ライブペイント選択ツールを選択し、次の操作を行います。
個々の面または輪郭線を選択するには、面または輪郭線をクリックします。
複数の面と輪郭線を選択するには、選択する項目を囲むようにドラッグします。部分的な選択も含まれます。
ペイントされた輪郭線によって分離されていない、連続したすべての面を選択するには、面をダブルクリックします。
同じ塗りまたは線を持つ面または輪郭線を選択するには、項目をトリプルクリックします。または 1 回クリックして、選択／
共通を選択し、サブメニューの「カラー（塗り）」、「カラー（線）」、または「線幅」を選択します。
現在の選択内容に項目を追加したり、項目を削除したりするには、Shift キーを押しながらクリックするか、Shift キーを押しな
がらその項目を囲むようにドラッグします。

ライブペイントグループの選択
 選択ツールを使用してグループをクリックします。

ライブペイントグループ内部のオリジナルのパスの選択
 ダイレクト選択ツールを使用して、ライブペイントグループ内部のパスをクリックします。

アートワークからのライブペイントグループの分離
 選択ツールで、次のいずれかの操作を行います。
グループをダブルクリックします。
グループを選択し、コントロールパネルの選択グループ編集モードボタン  をクリックします。

ライブペイントグループの変更
ライブペイントグループでパスを変更すると、変更した、または新しい面と輪郭線には、既存のグループの塗りと線が適用されます。結果が予想
と異なる場合は、ライブペイントツールを使用して希望のカラーを再び適用できます。

パスの調整前のライブペイントグループ（左）と調整後のライブペイントグループ（右）
輪郭線を削除すると、新たに拡張された面に塗りが広がります。例えば、円を半分に分割するパスを削除すると、その円は以前の分割されていた
円内のどちらかの塗りにより塗りつぶされます。ただし、意図する結果になるように誘導することもできます。例えば、円を分割するパスを削除
する前に、続けて適用したい塗りの方が削除する塗りよりも大きくなるように削除する前にパスを移動しておきます。

パスの選択および削除前のライブペイントグループ（左）と選択および削除後のライブペイントグループ（右）
スウォッチパネルで、ライブペイントグループで使用されている塗りと線のカラーを保存します。この後、面を分割するパスの削除などで、維
持する必要があるカラーが失われた場合に、そのカラーのスウォッチを選択し、ライブペイントツールを使用して塗りまたは線に再び適用する
ことができます。

ライブペイントグループへのパスの追加
ライブペイントグループにさらにパスを追加すると、それに伴って作成される新しい面および輪郭線の塗りつぶしおよび描画を行うことができま
す。
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パスを追加する前のライブペイントグループ（左）と新しいパスを追加し、それによって作成された新しい面および輪郭線にペイント後のライブ
ペイントグループ（右）

 次のいずれかの操作を行います。
選択ツールを使用して、ライブペイントグループをダブルクリックするか、コントロールパネルの選択オブジェクト編集モード
ボタンをクリックして、そのグループを編集モードにします。次に、別のパスを描くとライブペイントグループに新しいパスが
追加されます。新しいパスの追加が終了したら、編集モードを終了ボタン  をクリックします。
ライブペイントグループと、それに追加するパスを選択します。次にオブジェクト／ライブペイント／結合を選択するか、コン
トロールパネルの「ライブペイント結合」をクリックします。
レイヤーパネルで、パスをライブペイントグループにドラッグします。
注意： ライブペイントグループ内のパスは、ライブペイントグループ外の類似または同一のパスに正確に一致しない場合があ
ります。

個別のオブジェクトまたはパスのサイズ変更
 次のいずれかの操作を行います。
ダイレクト選択ツールを使用し、パスまたはオブジェクトをクリックして選択します。次に選択ツールを選択し、パスまたはオ
ブジェクトを再び選択して編集します。
選択ツールを使用して、ライブペイントグループをダブルクリックし、このグループを編集モードにします。パスまたはオブ
ジェクトをクリックして編集します。

ライブペイントツールを使用したペイント
ライブペイントツールでは、現在の塗りと線の属性でライブペイントグループの面および境界線（輪郭線）をペイントできます。ツールポイン
ターは、1 つまたは 3 つのカラーの正方形として表示されます。これは、選択した塗りまたは線のカラーを表します。また、スウォッチライブラ
リのカラーを使用している場合は、ライブラリで選択したカラーに隣接した 2 つのカラーも表します。左右の矢印キーを押すと、隣接したカラー
と、その隣のカラー、さらにその隣のカラーのように、順にアクセスできます。

1. ライブペイントツール  を選択します。ライブペイントツールは、シェイプ形成ツールをクリックし、そのまま押し続ける
と表示されます。その他のツール選択の方法について詳しくは、ツールの選択を参照してください。すべてのツールの場所に
ついては、ツールパネルの概要を参照してください。

2. 必要な塗りまたは線のカラーやサイズを指定します。

注意： スウォッチパネルからカラーを選択する場合は、ポインターが 3 色の表示  に変わります。選択したカラーが中央
に、2 つの隣接するカラーが両側に表示されます。隣接するカラーを使用するには、左向きまたは右向き矢印キーを使用しま
す。

3. 面をペイントするには、次のいずれかの操作を行います。
面をクリックして、面を塗りつぶします（ポインターを面の上に置くと、半分塗られたペイントバケツ  に変わり、塗り
の内部を囲むラインが強調表示されます）。
複数の面の上をドラッグして、一度に複数の面をペイントします。
面をダブルクリックして、閉じられていない線の隙間を超えて隣接する面を塗りつぶします（塗りのオーバーフロー）。
面をトリプルクリックして、現時点で同じ塗りを持つすべての面を塗りつぶします。
スポイトツールに切り替えて塗りまたは線を抽出するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながら、目的の塗りまたは線をクリックします。

4. 輪郭線をペイントするには、ライブペイントツールをダブルクリックして「線をペイント」を選択するか、Shift キーを押して
「線をペイント」オプションに一時的に切り替え、次のいずれかの操作を実行します。
輪郭をクリックして、輪郭に線を描きます（ポインターを輪郭の上に合わせると、ポインターがペイントブラシ  に変わ
り、輪郭が強調表示されます）。
複数の輪郭線の上をドラッグして、一度に複数の輪郭線にペイントします。
輪郭線をダブルクリックして、パスで結ばれた隣接する輪郭線に同じカラーでペイントします（線のオーバーフロー）。
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トップへ戻る

輪郭線を 3 回クリックすると、接続するすべての輪郭線に共通のカラーで線が描かれます（ただし、適用する線が異なる
カラーのときには使用できません）。
注意： Shift キーを押すと、線だけのペイントと塗りだけのペイントをすばやく切り替えることができます。これらの変更
は、ライブペイントのオプションダイアログボックスで指定することもできます。現在「塗りをペイント」オプションおよ
び「線をペイント」オプションの両方を選択している場合は、Shift キーを押すと、「塗りをペイント」のみに切り替わり
ます（この機能は、パスで描かれた輪郭線に囲まれた小さな面を塗りつぶす場合に便利です。ただし、適用する面が異なる
カラーのときには使用できません）。

ライブペイントのオプション
ライブペイントのオプションでは、ライブペイントツールの動作を指定します。このオプションでは、塗りのみまたは線のみを選択およびペイン
トするか、塗りと線の両方を選択およびペイントするかを指定します。さらにツールで面および輪郭線をポイントしたときに、面および輪郭線を
強調表示する方法を設定します。これらのオプションは、ライブペイントツールをダブルクリックすると表示されます。
塗りをペイント ライブペイントグループの面をペイントします。
線をペイント ライブペイントグループの輪郭線をペイントします。
カーソルスウォッチプレビュー スウォッチパネルからカラーを選択すると表示されます。ライブペイントツールのポインターが 3 つのカラース
ウォッチ（選択した塗りまたは線のカラーと、スウォッチパネルでそのカラーの左右にあるカラー）として表示されます。
強調表示 カーソルが現在ある面のアウトラインまたは輪郭線を表示します。面は太い線で強調表示され、輪郭線は細い線で強調表示されます。
カラー 強調表示のカラーを設定します。カラーは、メニューから選択するか、カラーボックスをクリックしてカスタムカラーを指定します。
幅 ハイライト表示の太さを指定します。

ライブペイントグループの隙間を閉じる
隙間とは交差していないパスの小さな空間です。ペイントが漏れ、意図しない面がペイントされた場合、おそらくアートワークに隙間がありま
す。隙間を閉じる新しいパスを作成するか、既存のパスを編集して隙間を閉じるか、ライブペイントグループの隙間オプションで調整します。
パスを余分に描画する（相互に越えるまで延長する）ことにより、ライブペイントアートワークでの隙間を防止できます。次に、生じた余分な
輪郭線を選択して削除するか、余分な輪郭線に「なし」の線を適用します。

ライブペイントグループの隙間の強調表示
 画面／ライブペイントの隙間を表示を選択します。
このコマンドは、現在選択しているライブペイントグループ上の隙間オプションの設定に基づいて、そのライブペイントグループで検出されたす
べての隙間を強調表示します。

ライブペイントの隙間のオプションの設定
 オブジェクト／ライブペイント／隙間オプションを選択し、次のいずれかを指定します。
隙間の検出 これを選択すると、ライブペイントのパスの隙間が認識され、その隙間へのペイントの流し込みが防止されます。これを選択すると、
大きく複雑なライブペイントグループの処理が遅くなる場合があります。この場合は、「パスで隙間を閉じる」を選択することで、再び処理を早
くすることができます。
塗りの許容サイズ ペイントを流し込むことができない隙間のサイズを設定します。
カスタム 「塗りの許容サイズ」にカスタムの隙間サイズを指定します。
隙間のプレビューカラー ライブペイントグループ内の隙間をプレビューするためのカラーを設定します。メニューからカラーを選択するか、隙間
のプレビューカラーメニュー横のカラーボックスをクリックしてカスタムカラーを指定することもできます。
パスで隙間を閉じる このオプションを選択すると、隙間へのペイントの流れ込みが防止されるのではなく、ペイントされていないパスがライブペ
イントグループに挿入されて隙間が閉じます。これらのパスはペイントされないので、閉じられても隙間は残っているように見えます。
プレビュー 選択したプレビューカラーに基づいた色付きの線として、ライブペイントグループ内で現在検出されている隙間を表示します。

結合されたライブペイントグループの隙間のルール
隙間の設定が異なるライブペイントグループを結合すると、次の規則に従って隙間が処理されます。
選択したすべてのグループで隙間の検出をオフにすると、「塗りの許容サイズ」が「狭い隙間」に設定され、隙間の検出がオン
になります。
隙間の検出がオンで、選択したすべてのグループについて同じ場合は、隙間が閉じられ、隙間の設定が保持されます。
選択箇所で隙間の検出のオンとオフを混在させると、隙間は閉じられ、最も下のライブペイントグループの設定が保持されます
（そのグループについて隙間の検出がオンになっている場合）。最も下のグループで隙間の検出がオフになっている場合は、隙
間の検出はオンになり、「塗りの許容サイズ」が「狭い隙間」に設定されます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ブラシ
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カリグラフィブラシ

散布ブラシ

アートブラシ

絵筆ブラシ

パターンブラシ

iPad や iPhone を使用して、インスピレーションをかき立てるあらゆる写真から美しく
高品質なブラシをデザインできます。デザインしたブラシを Creative Cloud ライブラ
リに保存すると、Photoshop や Illustrator のどこからでもアクセスできます。
Adobe Brush CC iPad アプリについて詳しくは、こちらのビデオを参照してくださ
い。
魅力満載の Adobe Brush CC アプリは iTunes App ストアからダウンロードできま
す。

ブラシについて
ブラシパネルの概要
ブラシライブラリの使用
ブラシストロークの適用
パスの描画と同時にブラシストロークを適用
ブラシツールのオプション
ブラシストロークの削除
ブラシストロークのアウトラインへの変換
ブラシの作成または変更
ブラシの各オプション

ブラシについて

ブラシにより、様々なパスのアピアランスを表現することができます。ブラシストロークを既存のパスに適用
したり、ブラシツールを使用してパスを作成すると同時にブラシストロークを適用したりできます。
Illustrator には、カリグラフィブラシ、散布ブラシ、アートブラシ、パターンブラシ、絵筆ブラシがありま
す。これらのブラシを使用すると、次の効果が得られます。

ペン先が斜めにカットされたカリグラフィペンで描いたような線を、パスの中心を基準
に作成します。塗りブラシツールを使用する場合、カリグラフィブラシでペイントし、重なっているか、重ね
順が隣接している、同じアピアランスの塗りが適用されている他のオブジェクトの塗りに、自動的にブラシス
トロークを結合することができます。

テントウムシや落ち葉のようなオブジェクトをパスに沿って散布します。

粗い木炭画などのブラシの形状やオブジェクトの形状をパスの長さに合わせて伸縮します。

本物の絵筆のようなブラシストロークを作成します。

複数のタイルで定義されたパターンをパスに沿って配置します。パターンブラシを定義する
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タイルには、サイド、内角、外角、最初、最後の 5 つがあります。

A. カリグラフィブラシ B. 散布ブラシ C. アートブラシ D. パターンブラシ E. 絵筆ブラシ 

散布ブラシとパターンブラシで同じ効果が得られることがあります。ただし、パターンブラシでは正確にパス
に沿ってオブジェクトが配置され、散布ブラシではランダムに配置されます。

パターンブラシの矢印はパスに沿って変形され（左）、散布ブラシの矢印は変形されない（右）。

ブラシの使用に関するビデオを参照してください。

関連項目
ビジュアルチュートリアル - Illustratorで使用するブラシの線
塗りブラシツールを使用したパスの描画と結合

ブラシパネルの概要

ブラシパネル（ウィンドウ／ブラシ）には、現在のドキュメントに含まれているブラシが表示されます。ブラ
シライブラリのブラシを選択すると、常に、そのブラシがブラシパネルに自動的に追加されます。ブラシパネ
ル内で作成、保存するブラシは、現在のドキュメントにのみ関連付けられます。したがって、各 Illustrator ド
キュメントでそのブラシパネルに異なるブラシセットを持つことができます。

関連項目
ブラシパネルの操作時に使用するキー

ブラシのタイプの表示と非表示の切り替え
パネルメニューから「カリグラフィブラシを表示」、「散布ブラシを表示」、「アートブ
ラシを表示」、「絵筆ブラシを表示」、「パターンブラシを表示」のいずれかを選択しま
す。

ブラシの表示方法の変更
パネルメニューから「サムネール表示」または「リスト表示」を選択します。
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ブラシパネルのブラシの順序の変更
ブラシを新しい位置にドラッグします。同じ種類のブラシが表示されているエリア内での
みブラシを移動できます。例えば、カリグラフィブラシを散布ブラシのエリアに移動する
ことはできません。

ブラシパネルのブラシの複製
ブラシを新規ブラシボタン  の上にドラッグするか、ブラシパネルメニューの「ブラシ
を複製」を選択します。

ブラシパネルからのブラシの削除
ブラシを選択し、ブラシを削除ボタン  をクリックします。ブラシパネルメニューの
「未使用項目を選択」を選択することにより、ドキュメントで使用されていないブラシを
すべて選択できます。

ブラシライブラリの使用

ブラシライブラリ（ウィンドウ／ブラシライブラリ／[ライブラリ名]）は、Illustrator に付属のプリセットブラ
シの集まりです。複数のブラシライブラリを開き、その中から必要なブラシを選択できます。また、ブラシパ
ネルメニューを使用してブラシライブラリを開くこともできます。

Illustrator を起動したときにブラシライブラリを自動的に開くには、ブラシライブラリのパネルメニューか
ら「固定」を選択します。

ブラシライブラリからブラシパネルへのブラシのコピー
ブラシパネルにブラシをドラッグするか、ブラシライブラリのパネルメニューから「ブラ
シに追加」を選択します。

別のファイルからブラシパネルへのブラシの読み込み
1. ウィンドウ／ブラシライブラリ／その他のライブラリを選択し、ファイルを選択します。

2. ブラシライブラリパネルで、読み込む必要がある個別のブラシ定義またはすべてのブラシ
定義をクリックし、ブラシライブラリパネルメニューから「ブラシに追加」を選択しま
す。

新しいブラシライブラリの作成
1. 必要なブラシをブラシパネルに追加し、不要なブラシを削除します。

2. ブラシパネルメニューから「ブラシライブラリを保存」を選択し、新しいライブラリファ
イルを次のいずれかの場所に保存します。Illustrator を再起動すると、ブラシライブラリ
メニューに保存したライブラリが表示されます。

（Windows XP）Documents and Settings¥[ユーザー名]¥Application Data¥Adobe
¥Adobe IllustratorCS5 Settings¥ja_JP¥ブラシ
（Windows Vista/Windows 7）ユーザー¥[ユーザー名]¥AppData¥Roaming¥Adobe
¥Adobe Illustrator CS5 Settings¥ja_JP¥ブラシ
（Mac OS）ユーザー/[ユーザー名]/ライブラリ/Application Support/Adobe/Adobe
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精度

Illustrator CS5/ja_JP/ブラシ

このファイルを別のフォルダーに入れた場合は、ウィンドウ／ブラシライブラリ
／その他のライブラリを選択し、ライブラリファイルを選択してライブラリを開きます。

ブラシストロークの適用

Illustrator 描画ツール（ペンツール、鉛筆ツール、基本の形状ツールなど）を使用して作成したパスにブラシ
ストロークを適用することができます。

次のいずれかの操作を行います。

パスを選択した後、ブラシライブラリ、ブラシパネルまたはコントロールパネルでブ
ラシを選択します。
ブラシをパス上にドラッグします。パスに既にブラシストロークが適用されている場
合は、新しいブラシが古いブラシに置き換わります。

パスに別のブラシを適用し、元のブラシで使用したブラシストローク設定を使用する
場合は、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、適用する
新しいブラシをクリックします。

パスの描画と同時にブラシストロークを適用
1. ブラシライブラリまたはブラシパネルでブラシを選択します。

2. ブラシツール  を選択します。

3. ポインターをブラシストロークの始点に置き、ドラッグしてパスを作成します。ポイン
ターをドラッグすると、軌跡が点線で表示されます。

4. 次のいずれかの操作を行います。

オープンパスを作成するには、パスを終了する位置でマウスボタンを放します。
クローズシェイプを作成するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac
OS）を押しながらドラッグします。ブラシツールのポインターに小さな円  が表
示されます。Alt キーまたは Option キーを押したままマウスボタンを放すと、この位
置とパスの始点が連結されてクローズパスが作成されます。パスを作成した後、Alt
キーまたは Option キーは放します。
パスを作成すると、アンカーポイントが設定されます。このアンカーポイントの数
は、パスの長さと複雑さ、ブラシツールの環境設定ダイアログボックスで設定した許
容値によって異なります。
ヒント：パスを作成した後にブラシを適用したパスの形状を調整するには、まずパス
を選択します。次に、ブラシツールをパスに合わせ、パスが目的の形状になるまでド
ラッグします。この手法を使用して、既存の終点間のパスの形状を変更するだけでな
く、ブラシを適用したパスを延長することもできます。

ブラシツールのオプション

ブラシツールをダブルクリックし、次のオプションを設定します。

マウスまたはペンを移動したとき、新しいアンカーポイントをパスに追加する距離を指定します。例え
ば、「精度」を 2.5 にすると、ツールの移動距離が 2.5 ピクセル未満の場合は新しいアンカーポイントは追加
されません。「精度」には 0.5 ～ 20 ピクセルまでの値を指定できます。大きい値を指定するほど、パスが滑
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滑らかさ

ブラシストロークの塗りつぶし

選択を解除しない

選択したパスを編集

範囲：_ pixel
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ページの先頭へ

らかで単純になります。

ツールの使用時に適用される滑らかさを指定します。「滑らかさ」には 0 ～ 100 ％の値を指定でき
ます。大きい値を指定するほど、滑らかで単純なパスになります。

パスに塗りを適用するかどうかを指定します。このオプションはクローズパ
スを作成するときに便利です。

パスの作成後にパスを選択したままにするかどうかを指定します。

ブラシツールで既存のパスを変更できるかどうかを指定します。

既存のパスにマウスやペンをどの程度近づけるとブラシツールでパスを編集できるかを指定し
ます。このオプションは、「選択したパスを編集」オプションを選択した場合のみ有効です。

ブラシストロークの削除
1. ブラシを適用したパスを選択します。

2. ブラシパネルで、パネルメニューから「ブラシストロークを削除」を選択するか、ブラシ
ストロークを削除ボタン  をクリックします。

3. ブラシパネルまたはコントロールパネルから基本ブラシを選択することによって、ブラシ
ストロークを削除することもできます。

ブラシストロークのアウトラインへの変換

ブラシストロークをアウトライン化されたパスに変換し、ブラシを適用したパスの構成要素を個別に編集する
ことができます。

1. ブラシを適用したパスを選択します。

2. オブジェクト／アピアランスを分割を選択します。

パスが分割され、それぞれの構成要素がグループ化された状態になります。このグループ
は、パスと、ブラシストロークのアウトラインを含むサブグループで構成されます。

ブラシの作成または変更

必要に応じて、カリグラフィブラシ、散布ブラシ、アートブラシ、パターンブラシ、絵筆ブラシを作成してカ
スタマイズできます。散布ブラシ、アートブラシ、パターンブラシについては最初にアートワークを作成する
必要があります。
ブラシのアートワークを作成する場合は、次の点を参考にしてください。
アートワークにグラデーション、ブレンド、他のブラシストローク、メッシュオブジェク
ト、ビットマップ画像、グラフ、配置されたファイル、マスクを含めることはできませ
ん。
テキストオブジェクトを使用して、アートブラシやパターンブラシを作成することはでき
ません。文字を使用したブラシを作成する場合は、文字をアウトラインに変換し、そのア
ウトラインを使用してブラシを作成します。
パターンブラシを作成するには、ブラシの設定に応じて最大で 5 つのパターンタイルを作

267



注意：

注意：

ページの先頭へ

成し、そのタイルをスウォッチパネルに追加します。

新規ドキュメントプロファイルにブラシ定義を追加すれば、作成したブラシを新規ドキュメントに使
用できるようになります。新規ドキュメントプロファイルについて詳しくは、新規ドキュメントプロファイル
についてを参照してください。

関連項目
パターンについて
ブラシパターンのコーナータイルの作成

ブラシの作成
1. 散布ブラシやアートブラシとして使用するアートワークを選択します。パターンブラシの
場合は、サイドタイルにアートワークを選択できますが、これは必ずしも必要ではありま
せん。パターンブラシ作成について詳しくは、パターンタイル作成のヒントを参照してく
ださい。パターンブラシのオプションについて詳しくは、パターンブラシのオプションを
参照してください。

パターンブラシの作成に使用するアートワーク間で継ぎ目を目立たないようにす
るには、編集／環境設定／一般（Windows）または Illustrator／一般／環境設定（Mac
OS）を選択して「アンチエイリアス」オプションをオフにします。

2. ブラシパネルの新規ブラシボタン  をクリックします。または、選択したアートワーク
をブラシパネルにドラッグします。

3. 作成するブラシの種類を選択し、「OK」をクリックします。

4. ブラシオプションダイアログボックスでブラシの名前を入力し、ブラシオプションを設定
して、「OK」をクリックします。

ブラシの変更

ブラシのオプションを変更するには、ブラシパネルのブラシをダブルクリックします。ブ
ラシのオプションを設定して、「OK」をクリックします。ドキュメント内に変更したブ
ラシを使用しているブラシパスがある場合は、メッセージが表示されます。既存のスト
ロークに変更を適用する場合は、「適用」をクリックします。既存のストロークは変更せ
ずに、新しく作成するストロークだけに変更を適用する場合は、「適用しない」をクリッ
クします。
散布ブラシ、アートブラシまたはパターンブラシで使用するアートワークを変更するに
は、変更したいブラシをアートボードにドラッグし、必要な変更を加えます。次に、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、変更したブラシをブラシ
パネルのオリジナルのブラシにドラッグします。
対応するブラシを更新せずにブラシを適用したパスを変更するには、パスを選択し、ブラ
シパネルの選択中のオブジェクトのオプションボタン  をクリックするか、ブラシパネ
ルのポップアップメニューから選択中のオブジェクトのオプションを選択します。

ブラシの各オプション

様々なタイプのブラシに様々なオプションを指定できます。ブラシのオプションを変更するには、ブラシパネ
ルのブラシをダブルクリックします。
散布ブラシ、アートブラシ、パターンブラシの彩色オプションは、いずれも同じです。
アートブラシまたはパターンブラシのストロークインスタンスをカスタマイズするには、ブラシパネルの選択
中のオブジェクトのオプションアイコンをクリックし、ストロークオプションを設定します。アートブラシで
は、線幅、反転、彩色および重なりの各オプションを設定できます。パターンブラシでは、拡大・縮小、反
転、フィットおよび彩色の各オプションを設定できます。
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角度

真円率

直径

固定

ランダム

筆圧

スタイラスホイール

傾き

方位

回転

カリグラフィブラシのオプション

ブラシの回転角度を設定します。プレビューボックス内の矢印をドラッグするか、「角度」ボックスに
値を入力します。

ブラシの丸みを設定します。プレビューボックス内で黒い点を外側または内側にドラッグするか、
「真円率」テキストボックスに値を入力します。この値を大きくするほど、ペン先が丸くなります。

ブラシの直径を設定します。直径スライダーを使用するか、値を「直径」ボックスに入力します。
各オプションの右側にあるポップアップメニューで、ブラシの形状の変位を調整します。次のいずれかのオプ
ションを選択します。

「角度」、「真円率」、「直径」で指定した値でブラシを作成します。

「角度」、「真円率」、「直径」で指定した範囲内でランダムに変位するブラシを作成しま
す。「変位」ボックスに値を入力し、ブラシの特性が変化する範囲を指定します。例えば、「直径」
を 15 に設定して、変位を 5 に設定した場合、ブラシの直径は 10 ～ 20 の範囲で変化します。

描画するペンの筆圧に基づいて角度、丸みまたは直径が変化するブラシを作成します。このオプ
ションは、直径とあわせて使用すると便利です。グラフィックタブレットが利用できる場合にのみ使
用可能です。値を「変位」ボックスに入力し、ブラシの特性の元の値をどの程度変化させるかを指定
します。例えば、「真円率」を 75 ％に設定して、「変位」を 25 ％に設定した場合、最低筆圧で 50
％、最高筆圧で 100 ％の真円率が適用されます。筆圧が低いほど、ブラシストロークが鋭くなりま
す。

スタイラスホイールの操作に基づいて直径が変化するブラシを作成します。この
オプションは、スタイラスホイール付きのエアブラシと、このエアブラシの入力を検知するグラ
フィックタブレットを使用する際に選択します。

描画するペンの傾きに基づいて角度、丸みまたは直径が変化するブラシを作成します。このオプ
ションは、真円率と併せて使用すると便利です。ペンの垂直に対する近さを検出できるグラフィック
タブレットがある場合にのみ使用できます。

描画するペンの傾く方向に基づいて角度、丸みまたは直径が変化するブラシを作成します。この
オプションは、カリグラフィブラシの角度を制御するために使用すると便利です。特にペイントブラ
シに類似したブラシを使用している場合に便利です。ペンの傾きの方向を検出できるグラフィックタ
ブレットがある場合にのみ使用できます。

描画するペンの先端の回転に基づいて、角度、丸み、または直径が変化するブラシを作成しま
す。このオプションは、カリグラフィブラシの角度を制御するために使用すると便利です。特にフ
ラットペンに類似したブラシを使用している場合に便利です。このタイプの回転を検出できるグラ
フィックタブレットがある場合にのみ使用できます。

散布ブラシ、アートブラシ、パターンブラシの彩色オプション

散布ブラシ、アートブラシまたはパターンブラシによりペイントされるカラーは、現在の線のカラーおよびブ
ラシの彩色方法に左右されます。彩色方法を設定するには、ブラシオプションダイアログボックスで次のいず
れかのオプションを選択します。

269



なし

色合いを付ける

色合いと陰影

色相のシフト

サイズ

間隔

散布

回転

回転の基準

固定

ランダム

筆圧

ブラシパネルに表示されるブラシと同じカラーで表示されます。ブラシのカラーをブラシパネルと同じ
にする場合は、このオプションを選択します。

ブラシストロークに線のカラーの色合いが追加されます。アートのブラックの部分が現在の
線のカラーになり、ブラック以外の部分に線のカラーの色合いが追加され、ホワイトの部分はホワイトのまま
残ります。線に特色を適用している場合は、「色合いを付ける」を選択すると、その特色の色合いが追加され
ます。このオプションは、ブラシがブラックとホワイトで作成されている場合や、ブラシストロークを特色で
ペイントする場合に使用します。

ブラシストロークに線のカラーの色合いと陰影が追加されます。オブジェクトのブラックとホ
ワイトの部分は保持され、その他の部分に、線のカラーをブラックからホワイトにブレンドした色合いが追加
されます。「色合いと陰影」ではカラーにブラックが追加されるので、特色を使用すると、複数の版を使用し
たプリントが必要になる場合があります。「色合いと陰影」オプションは、グレースケールのブラシに対して
使用します。

ブラシアートワークのキーカラーを使用します。このカラーは、「キーカラー」ボックスに表
示されます（初期設定では、キーカラーがアートの最も目立つカラーです）。ブラシアートワークの中のキー
カラーのものは、すべて線のカラーになります。アートワーク内の残りのカラーは、線のカラーに関連したカ
ラーになります。このオプションでは、ブラック、ホワイトおよびグレーの部分は保持されます。「色相のシ
フト」オプションは、ブラシに複数のカラーがある場合に使用します。キーカラーを変更するには、キーカ
ラーのスポイトツールをクリックした後、ダイアログボックス内のプレビューにスポイトツールポインターを
移動し、キーカラーとして使用するカラーをクリックします。「キーカラー」ボックスのカラーが変わりま
す。スポイトツールをもう一度クリックして、選択を解除します。
各オプションについての詳細やサンプルを表示する場合は、「ヒント」をクリックします。

散布ブラシのオプション

オブジェクトのサイズを指定します。

散布オブジェクト間の間隔を指定します。

各散布オブジェクトとパスとの距離を指定します。この値が高いほど、オブジェクトがパスから離れた
位置に散布されます。

散布オブジェクトの回転角度を指定します。

ページまたはパスを基準にした散布オブジェクトの回転角度を設定します。例えば、「ページ」
を選択すると、回転角度が 0 度の場合、オブジェクトの上部とページの上部が同じ向きになります。「パス」
を選択すると、回転角度が 0 度の場合、オブジェクトはパスに対して垂直になります。
各オプションの右側にあるポップアップメニューで、ブラシの形状の変位を調整します。次のいずれかのオプ
ションを選択します。

「サイズ」、「間隔」、「散布」および「回転」で指定した値でブラシを作成します。

「サイズ」、「間隔」、「散布」および「回転」で指定した範囲内でランダムに変位するブ
ラシを作成します。「変位」ボックスに値を入力し、ブラシの特性が変化する範囲を指定します。例
えば、「直径」を 15 に設定して、変位を 5 に設定した場合、ブラシの直径は 10 ～ 20 の範囲で変化
します。

描画するペンの筆圧に基づいて角度、丸みまたは直径が変化するブラシを作成します。このオプ
ションは、グラフィックタブレットがある場合にのみ使用できます。「サイズ」、「間隔」、「散
布」、「回転」の右側のボックスに値を入力するか、最大スライダーを使用します。最小値が最低筆
圧として適用され、最大値が最高筆圧として適用されます。「直径」にこの設定を選択すると、スト
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スタイラスホイール

傾き

方位

回転

幅

ブラシ伸縮オプション

方向

軸に沿って反転、軸を基準に反転

彩色

重なり

ロークが太くなり、オブジェクトが大きくなります。

スタイラスホイールの操作に基づいて直径が変化するブラシを作成します。この
オプションは、バレルにスタイラスホイール付きのペンと、そのペンからの入力を検出できるグラ
フィックタブレットがある場合にのみ使用できます。

描画するペンの傾きに基づいて角度、丸みまたは直径が変化するブラシを作成します。ペンの垂
直に対する近さを検出できるグラフィックタブレットがある場合にのみ使用できます。

描画するペンの傾く方向に基づいて角度、丸みまたは直径が変化するブラシを作成します。この
オプションは、ブラシの角度を制御するために使用すると便利です。ペンの傾きの方向を検出できる
グラフィックタブレットがある場合にのみ使用できます。

描画するペンの先端の回転に基づいて、角度、丸み、または直径が変化するブラシを作成しま
す。このオプションは、ブラシの角度を制御するために使用すると便利です。このタイプの回転を検
出できるグラフィックタブレットがある場合にのみ使用できます。

アートブラシのオプション

オブジェクトを元の幅を基準にして調整します。「幅」オプションのスライダーを使用して幅を指定でき
ます。アートブラシの幅ポップアップメニューには、拡大・縮小の変位を調整できるペンタブレットのオプ
ションとして、筆圧、スタイラスホイール、傾き、方位、回転があります。初期設定のアートブラシの線幅は
100 ％です。
注：指定したアートブラシのストロークインスタンスで線幅ツールを使用した場合、タブレットの設定が線幅
ポイントに変換されます。「幅」ドロップダウンリストの設定では「線幅ポイント / プロファイル」オプショ
ンが自動的に選択されます。

伸縮するオブジェクトの縦横比を維持します。「縦横比を保持して拡大・縮小」、
「ストロークの長さに合わせて伸縮」および「ガイド間で伸縮」のオプションを使用できます。

線を基準としてアートワークの方向を指定します。矢印をクリックして方向を設定します。  はアート
の左端を線の終端にします。  はアートの右端を線の終端にします。  はアートの上側を線の終端にしま
す。  はアートの下側を線の終端にします。

線を基準にしてアートの方向を変更します。

線の色および彩色方法を選択します。ドロップダウンリストを使用して、様々な彩色方法から選択でき
ます。「色合い」、「色合いと陰影」および「色相のシフト」の各オプションを利用できます。

オブジェクト境界の結合部および折り目が重ならないようにするには、重なりの調整ボタン 

 を選択します。
強化されたアートブラシ機能の使用方法に関するビデオについては、強化されたアートブラシおよびパターン
ブラシの使用を参照してください。

アートブラシのセグメント化

アートブラシのセグメント化は、アートブラシの先端の伸縮性のない部分を定義できます。アートブラシのブ
ラシオプションダイアログボックスから、「ガイド間で伸縮」オプションを選択して、ダイアログボックスの
プレビューセクションのガイドを調整します。
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拡大・縮小

間隔

アートブラシオプションダイアログボックスにある「ガイド間で伸縮」オプション

アートブラシをパスの長さに合わせるために拡大または縮小される部分は、ガイド間に含まれるアートの部分
のみです。

セグメント化したアートブラシと、セグメント化していないアートブラシとの比較

A. アートブラシのセグメント化 B. セグメント化していないアートブラシ 

パターンブラシのオプション

元のサイズを基準にしてタイルのサイズを調整します。「拡大・縮小」オプションのスライダー
を使用して拡大・縮小を指定します。パターンブラシの「拡大・縮小」ドロップダウンリストには、拡大・縮
小の変位を調整できるペンタブレットのオプションとして、筆圧、スタイラスホイール、傾き、方位、回転が
あります。
注：指定したパターンブラシのストロークインスタンスで線幅ツールを使用した場合、すべてのタブレット
データが線幅ポイントに変換されます。ストロークオプションの拡大・縮小ポップアップメニューでは「線幅
ポイント / プロファイル」オプションが自動的に選択されます。

タイルの間隔を調整します。
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タイルのボタン

軸に沿って反転、軸を基準に反転

フィット

彩色

パスの各部分に異なるパターンを適用できます。定義するタイルのボタンをクリックし、ス
クロールリストからパターンスウォッチを選択します。必要に応じてこの手順を繰り返し、残りのタイルにパ
ターンスウォッチを適用します。
注：パターンブラシのオプションを設定する前に、使用するパターンタイルをスウォッチパネルに追加する必
要があります。パターンブラシを作成するときに使用したパターンタイルは、他のアートワークでそのス
ウォッチを使用しない場合にスウォッチパネルから削除することができます。

パターンブラシ内のタイル

A. サイドタイル B. 外角タイル C. 内角タイル D. 最初のタイル E. 最後のタイル 

線を基準にしてパターンの方向を変更します。

パスの形に合わせてタイルを配置する方法を指定します。「タイルを伸ばしてフィット」を選択す
ると、パスに合わせてパターンタイルが伸縮されます。このオプションを選択すると、パターンが不均等にな
る場合があります。「間隔をあけてパスにフィット」を選択すると、パスに合わせてパターンタイルの間に空
白が挿入されます。「中心をずらしてフィット」を選択すると、タイルが中心線以外の位置でパス上に配置さ
れます。このオプションを選択すると、パターンがパスの中心ではなく、わずかに内側や外側にずれて適用さ
れて、パターンが均等になります。

各フィットオプション

A. タイルを伸ばしてフィット B. 間隔をあけてパスにフィット C. 中心をずらしてフィット 

線の色および彩色方法を選択します。ドロップダウンリストを使用して、様々な彩色方法から選択でき
ます。「色合い」、「色合いと陰影」および「色相のシフト」の各オプションを利用できます。

強化されたアートブラシ機能の使用方法に関するビデオについては、強化されたアートブラシおよびパターン
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注意：

注意：

ブラシの使用を参照してください。

絵筆ブラシ

絵筆ブラシでは、本物の絵筆のようなブラシストロークを作成できます。絵筆ブラシを使用すると、次の作業
が可能です。

本物のブラシで水彩などの画材を使用したときの効果を模した、自然で流れるようなブラ
シストロークを描くことができます。
定義済みのライブラリからブラシを選択するか、ラウンド、フラット、扇形などの提供さ
れた先端シェイプから独自のブラシを作成します。さらに、毛の長さ、硬さ、ペイントの
不透明度など、ブラシの特徴も設定できます。

異なるシェイプおよび特徴を持つ絵筆ブラシを使用したイラストレーション

グラフィックタブレットを使用して絵筆ブラシを使用する場合、Illustrator はインタラクティブにタブレット
上のスタイラスの動きを追跡します。描線に沿ってスタイラスの方向や筆圧に関するすべての入力情報をもれ
なく変換します。Illustrator は、スタイラスの x 軸の位置、y 軸の位置、筆圧、傾き、方位および回転角度を
基にモデル化された出力を生成します。
回転をサポートするタブレットおよびスタイラスを使用する場合は、実際のブラシの先を模したカーソルガイ
ドが表示されます。このカーソルガイドはマウスなどの他の入力デバイスを使用しているときには表示されま
せん。カーソルガイドは十字カーソルを使用するときも無効になります。

Wacom Intuos 3 以上のタブレットと Art（6D）ペンを使用すると、絵筆ブラシの機能を最大限に利用
できます。Illustrator は、このデバイスの組み合わせが提供する 6 種類すべての情報を自由に変換できます。
ただし、Wacom グリップペンおよびアートブラシペンを含む他のデバイスは、回転など、いくつかの属性を
変換できないことがあります。未変換の属性は、実際のブラシストロークでは定数として扱われます。

マウスを使用する場合は、x 軸と y 軸の動きのみが記録されます。傾き、方位、回転角度および筆圧など、他
の入力は変化せず、均一で一定のストロークになります。
絵筆ブラシストロークの場合、ツールをドラッグするとフィードバックが表示されます。このフィードバック
は、最終的なストロークを近似的に表示したものです。

絵筆ブラシストロークは塗りつぶされた透過的なパスが重なって構成されています。これらのパス
は、Illustrator の他の塗りつぶされたパスと同様に、別の絵筆ブラシパスを含めたその他のオブジェクトのペ
イントと互いに影響し合います。ただし、ストロークの塗りはそれ自体に影響を与えることはありません。そ
のため、個別の絵筆ブラシストロークは互いに影響し合いながら重なりますが、同じ場所を単一のストローク
で何度もこすっても、影響を与えたり重なったりすることはありません。

絵筆ブラシの使用

絵筆ブラシを使用するには次の操作を行います。
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名前

形状

サイズ

毛の長さ

毛の密度

毛の太さ

ペイントの不透明度

1. 新規ブラシアイコンをクリックするか、またはブラシパネルメニューから「新規ブラシ」
を選択して、絵筆の定義を作成します。

2. 「絵筆ブラシ」オプションを選択して、「OK」をクリックします。

絵筆ブラシオプションダイアログボックス

3. 絵筆ブラシオプションダイアログボックスで、次の内容を指定します。

絵筆ブラシの名前。ブラシ名の最大の長さは、31 文字です。

パスの描画アピアランスが異なる 10 種類の絵筆ブラシから選択します。

ブラシサイズはブラシの直径です。物理的なブラシと同様に、絵筆ブラシの直径
は、毛とハンドルのつなぎ目（フェルール）で計測されます。絵筆のサイズは、スライ
ダーを使用するか、提供されているテキストフィールドにサイズを直接入力することで、
指定できます。範囲は 1 mm ～ 10 mm です。
元のブラシ定義のブラシサイズは、ブラシパネルのブラシプレビューに表示されます。
注：ブラケットキー（[ および ]）はそれぞれサイズを拡大および縮小するショートカッ
トとして使用します。ブラケットキーを使用すると、サイズが 1 mm ずつ拡大および縮
小します。

毛の長さは、毛とハンドルのつなぎ目から毛先までの長さです。毛の長さは、
他の絵筆ブラシのオプションと同様に、毛の長さスライダーをドラッグするか、「毛の長
さ」フィールドに目的の値（25 ～ 300 ％）を指定して、設定できます。

毛の密度は、ブラシの付け根の一定のエリア内にある毛の量です。この属性
は、他の絵筆ブラシオプションと同様に設定できます。値の範囲は 1 ～ 100 ％で、ブラ
シのサイズと毛の長さによって算出されます。

毛の太さは、非常に細かい太さから粗い太さまで（1 ～ 100 ％）指定できま
す。毛の太さも、他の絵筆ブラシの設定と同様に、スライダーをドラッグするか、太さを
示す値をフィールドに入力して指定します。

使用するペイントの不透明度を設定できます。ペイントの不透明度
は、1 ％（半透明）～ 100 ％（不透明）で指定できます。指定した不透明度の値が、ブ
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硬さ

ラシで使用できる最大限の不透明度になります。数字キー（0 ～ 9）は、次のように絵筆
ブラシストロークの不透明度を設定するショートカットとして使用できます。

0 = 100
1 = 10%
9 = 90

それ以外の場合、例えば 35 と連続して入力した場合、不透明度は 35 ％に設定されま
す。356 と連続して入力した場合、不透明度の値は 56（最後の 2 桁）に設定されま
す。00 で終わる数字はすべて 100 ％に設定されます。

硬さは、ブラシの柔軟性を示します。毛の硬さの値を低く設定すると、毛はしなや
かになります。値を高く設定すると硬くなります。毛の硬さは、1 ～ 100 ％の範囲で指
定できます。

4. 「OK」をクリックして、選択した設定のブラシ定義を作成します。

ブラシツールを選択し、ブラシパネルから絵筆ブラシ定義を選択すると、その絵筆ブラシを使用してアート
ワークを作成できます。
30 種類を超える絵筆ブラシストロークを使用したドキュメントでプリント、保存または透明部分の分割・統
合を行おうとすると、警告メッセージが表示されます。この警告メッセージは、ファイルのコンテンツを保
存、プリント、分割・統合するときに表示されます。

30 種類を超える絵筆ブラシストロークを使用したドキュメントをプリントしようとした場合の警告ダイアロ
グボックス

30 種類を超える絵筆ブラシストロークを使用したドキュメントを保存しようとした場合の警告ダイアログ
ボックス

30 種類を超える絵筆ブラシストロークを使用したドキュメントで絵筆ブラシストロークの透明部分を分割お
よび統合しようとした場合の警告ダイアログボックス
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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透明と描画モード

ページの先頭へ

ページの先頭へ

透明について
透明パネルの概要
アートワークの透明の表示
アートワークの不透明度の変更
透明なグループの抜きの作成
不透明マスクを使用した透明の作成
透明度を使用した抜きの形状の決定
描画モードについて
アートワークの描画モードの変更

透明について

透明は、Illustrator を使用する上で欠くことのできない機能です。このため、気付かないうちにアートワーク
に透明効果が加わることがあります。次のいずれかの操作を行うと、アートワークに透明効果が追加されま
す。

背面のアートワークを表示するために、オブジェクトの不透明度を下げる。
不透明マスクを使用して、透明度を変化させる。
描画モードを使用して、重なり合うオブジェクト間でカラーが相互作用する方法を変更す
る。
透明部分を含むグラデーションおよびメッシュを適用する。
ドロップシャドウなど、透明を含む効果またはグラフィックスタイルを適用する。
透明部分を含む Adobe Photoshop ファイルを読み込む。

関連項目
透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存

透明パネルの概要

透明パネル（ウィンドウ／透明）を使用して、オブジェクトの不透明度と描画モードを指定したり、不透明マ
スクを作成したり、あるオブジェクトが透明オブジェクトと重なり合っている部分を抜いたりすることができ
ます。

透明パネルのすべてのオプションの表示
パネルメニューから「オプションを表示」を選択します。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

透明パネルで選択したオブジェクトのサムネールを表示
パネルメニューから「サムネールを表示」を選択します。パネルタブの上下の三角形をク
リックして、オプション表示を順番に切り替えることもできます。

アートワークの透明の表示

透明が使用されているアートワークをプリントしたり保存したりするときには特別なオプションを設定する必
要があるので、透明を使用しているかどうかを認識しておく必要があります。アートワークで使用されている
透明を表示するには、格子状の背景グリッドを表示して、アートワークの透明領域を識別します。

1. 画面／透明グリッドを表示を選択します。

2. （オプション）ファイル／ドキュメント設定を選択して、透明のグリッドオプションを設
定します。

また、アートボードのカラーを変更して、カラー紙にアートワークをプリントし
た場合にどのような結果になるかをシミュレートできます。

アートワークの不透明度の変更

単一のオブジェクトの不透明度、グループまたはレイヤー内の全オブジェクトの不透明度、オブジェクトの塗
りまたは線の不透明度を変更できます。

1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定
します。

塗りまたは線の不透明度を変更するには、オブジェクトを選択してからアピアランスパネ
ルで塗りまたは線を選択します。

2. 透明パネルまたはコントロールパネルで「不透明度」オプションを設定します。

指定の不透明度を使用するオブジェクトをすべて選択するには、その不透明度を持つ
オブジェクトを選択するか、すべての選択を解除した上で透明パネルに不透明度値を
入力します。次に、選択／共通／不透明度を選択します。

レイヤー内の複数のオブジェクトを選択して不透明度を設定する場合、選択したオブジェ
クトの重なり合っている部分では、不透明度は他のオブジェクトを基準とした累計値にな
ります。一方、1 つのレイヤーまたはグループをターゲットとして選択して不透明度を変
更する場合、レイヤーまたはグループ内のオブジェクトは 1 つのオブジェクトとして扱
われます。この場合、レイヤーまたはグループの外側の下にあるオブジェクトだけが、透
明オブジェクトから透けて見えます。オブジェクトをレイヤーまたはグループ内に移動す
ると、そのレイヤーまたはグループの不透明度がオブジェクトに適用されます。オブジェ
クトを外に移動すると、オブジェクトの不透明度は保持されません。

オブジェクトを個別に選択して不透明度を 50 ％に設定した状態（左）とレイヤーをター
ゲットにして不透明度を 50 ％に設定した状態（右）

関連項目
アピアランス属性の項目のターゲット設定
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

アピアランスパネルの概要
透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存

透明なグループの抜きの作成

透明なグループの抜きでは、グループの要素が相互に透けることがありません。

「グループの抜き」オプションの選択を解除したグループ（左）と選択したグループ（右）

1. レイヤーパネルで、グループの抜きに変換するグループまたはレイヤーをターゲットとし
て指定します。

2. 透明パネルで、「グループの抜き」を選択します。このオプションが表示されない場合
は、パネルメニューの「オプションを表示」を選択します。

「グループの抜き」オプションを選択するたびに、オン（選択）、オフ（選択解除）、中
間（線が中央に通った正方形）の 3 つの状態が切り替わります。中間の抜きオプション
を使用すると、アートワークを囲むレイヤーまたはグループに設定されている抜きを変更
せずに、アートワークをグループ化できます。オフのオプションを使用すると、透明オブ
ジェクトのレイヤーまたはグループで、オブジェクトがお互いを抜かないようにできま
す。

関連項目
アピアランス属性の項目のターゲット設定
透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存

不透明マスクを使用した透明の作成

不透明マスクでは、マスクオブジェクトを使用して背面のアートワークの透明度を変化させます。不透明マス
ク（マスクされたアートワークとも呼ばれる）は、その形状を通じて他のオブジェクトが見える形状を提供し
ます。マスクオブジェクトは、透明な領域と透明度を定義します。任意の色付きのオブジェクトやラスタライ
ズ画像をマスクオブジェクトとして使用できます。Illustrator では、マスクオブジェクトのカラーに対応する
グレースケールをマスクの不透明度のレベルを表すために使用しています。不透明マスクがホワイトの部分
は、アートワークは完全に表示されます。不透明マスクがブラックの部分は、アートワークは非表示になりま
す。マスクにグレーの階調があると、アートワークの透明度が変化します。

不透明マスクの作成
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注意：

注意：

A. 背面のオブジェクト B. 不透明マスクアートワーク C. 白黒のグラデーションで塗りつぶされたマスクオブ
ジェクト D. C を B の部分に移動させ、B をマスクした状態 

不透明マスクを作成すると、透明パネルでは、マスクされたオブジェクトのサムネールの右側にマスクオブ
ジェクトのサムネールが表示されます。サムネールが表示されない場合は、パネルメニューの「サムネールを
表示」を選択します。初期設定では、マスクされたアートワークとマスクオブジェクトがリンクされます（パ
ネル上のサムネール間のリンクアイコンにより示されます）。マスクされたオブジェクトを移動すると、マス
クオブジェクトも同時に移動します。しかし、マスクオブジェクトを移動しても、マスクされたオブジェクト
は移動しません。透明パネルでマスクのリンクを解除してマスクをロックし、マスクされたオブジェクトだけ
を移動することもできます。

透明パネルには不透明マスクのサムネールが表示されます。左のサムネールはマスクされたオブジェクト、右
のサムネールはマスクオブジェクトを示しています。

マスクは、Photoshop と Illustrator の間で移動できます。Illustrator の不透明マスクは、Photoshop のレイ
ヤーマスクとの間で相互に変換されます。

マスク編集モードで操作している場合は編集モードにすることができず、編集モードで操作している
場合はマスク編集モードにすることができません。

不透明マスクの使用方法に関するビデオについては、不透明マスクの使用方法を参照してください。

関連項目
アピアランス属性の項目のターゲット設定
透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存

不透明マスクの作成
1. 1 つのオブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤー
を指定します。

2. 透明パネルを開き、必要に応じて「オプションを表示」を選択してサムネール画像を表示
します。

3. 透明パネルでサムネールの右側を直接ダブルクリックします。

空のマスクが作成され、自動的にマスク編集モードに切り替わります。.

4. 描画ツールを使用して、マスクの形状を描画します。

5. 透明パネルでマスクされたアートワークのサムネール（左側のサムネール）をクリックし
て、マスク編集モードを終了します。

「クリップ」オプションを使用すると、マスクの背景はブラックになります。したがって、「クリッ
プ」オプションが選択された状態で、黒い文字のような黒いオブジェクトを使用して不透明マスクを作成する
と、オブジェクトは表示されません。オブジェクトを表示するには、別のカラーを使用するか、「クリップ」
オプションの選択を解除します。

既存のオブジェクトの透明マスクへの変換
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少なくとも 2 つのオブジェクトまたはグループを選択し、透明パネルメニューから「不透
明マスクを作成」を選択します。選択した最前面のオブジェクトまたはグループがマスク
として使用されます。

マスクオブジェクトの編集

マスクオブジェクトを編集することにより、マスクの形状または透明度を変更できます。

1. 透明パネルでマスクオブジェクトのサムネール（右のサムネール）をクリックします。

2. ドキュメントウィンドウでその他のアートワークをすべて非表示にするには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらマスクのサムネールをクリッ
クします（サムネールが表示されない場合は、パネルメニューの「サムネールを表示」を
選択します）。

3. Illustrator の編集ツールを使用してマスクを編集します。

4. 透明パネルでマスクされたアートワークのサムネール（左側のサムネール）をクリックし
て、マスク編集モードを終了します。

透明マスクのリンク解除または再リンク

マスクのリンクを解除するには、マスクされたアートワークをレイヤーパネルでターゲッ
トとして指定し、透明パネルで、サムネールの間にあるリンクシンボル  をクリックしま
す。または、透明パネルメニューの「不透明マスクをリンク解除」を選択します。
マスクオブジェクトはそのままの位置とサイズでロックされ、マスクされたオブジェクト
を、マスクとは無関係に移動したりサイズ変更したりできます。
マスクを再リンクするには、マスクされたアートワークをレイヤーパネルでターゲットと
して指定し、透明パネル内のサムネール間の領域をクリックします。または、透明パネル
メニューの「不透明マスクをリンク」を選択します。

透明マスクの無効化または有効化

マスクを無効化して、作成した透明を削除することができます。

マスクを無効化するには、マスクされたアートワークをレイヤーパネルでターゲットとし
て指定し、透明パネルでマスクオブジェクトのサムネール（右側のサムネール）を、Shift
キーを押しながらクリックします。または、透明パネルメニューの「不透明マスクを無効
にする」を選択します。不透明マスクが無効になると、透明パネルメニューでマスクのサ
ムネールに赤い X 印が表示されます。
マスクをもう一度有効にするには、マスクされたアートワークをレイヤーパネルでター
ゲットとして指定し、透明パネル内でマスクのサムネールを Shift キーを押しながらク
リックします。または、透明パネルメニューの「不透明マスクを有効にする」を選択しま
す。

不透明マスクの削除
マスクされたアートワークをレイヤーパネルでターゲットとして指定し、透明パネルメ
ニューから「不透明マスクを解除」を選択します。

マスクされたオブジェクトの上にマスクオブジェクトが表示されます。
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クリップ

マスクを反転

ページの先頭へ

不透明マスクのクリップまたは反転
1. レイヤーパネルで、マスクされたアートワークをターゲットとして設定します。

2. 透明パネルで次のいずれかのオプションを選択します。

マスクにブラックの背景を設定します。これにより、マスクされたアートワー
クがマスクオブジェクトの境界に合わせて切り抜かれます。「クリップ」オプションの選
択を解除すると、クリップの効果がオフになります。初期設定で新しい不透明マスクのク
リッピングを選択するには、透明パネルメニューから「新規不透明マスクにクリッピング
を適用」を選択します。

マスクオブジェクトの輝度の値を反転します。これにより、マスクされた
アートワークの不透明度が反転されます。例えば、90 ％の透明度が設定されている領域
は、マスクが反転すると 10 ％の透明度になります。「マスクを反転」オプションの選択
を解除して、マスクを元の状態に戻します。初期設定ですべてのマスクを反転するには、
透明パネルメニューから「新規不透明マスクに反転を適用」を選択します。
これらのオプションが表示されない場合は、パネルメニューの「オプションを表示」を選
択します。

透明度を使用した抜きの形状の決定

「不透明マスクで形状の抜きを定義」オプションを使用することにより、オブジェクトの不透明度に比例した
抜きの効果が得られます。マスクの不透明度が 100 ％に近いエリアでは抜きの効果が強くなり、不透明度が
低いエリアでは抜きの効果が弱くなります。例えば、グラデーションでマスクされたオブジェクトを抜きとし
て使用すると、背面のオブジェクトはグラデーションの影が付いているかのように徐々に抜かれます。オブ
ジェクトの抜きは、ベクトルオブジェクトでもラスタライズオブジェクトでも作成できます。この手法は、
「通常」以外の描画モードを使用するオブジェクトで最も有効です。

1. 次のいずれかの操作を行います。

不透明マスクを使用して抜きの形状を決定するには、マスクされたアートワークを選
択してから、抜くオブジェクトと共にグループ化します。
ビットマップオブジェクトのアルファチャンネルを使用して抜きの形状を決定するに
は、透明を含むビットマップオブジェクトを選択してから、抜くオブジェクトと共に
グループ化します。

2. グループを選択します。

3. 透明パネルで、「グループの抜き」オプションを何度かクリックして、チェックマークが
表示された状態にします。

4. レイヤーパネルで、グループ化されたオブジェクトの中からマスクオブジェクトまたは透
明画像をターゲットに設定します。

5. 透明パネルで、「不透明マスクで形状の抜きを定義」を選択します。

283



ページの先頭へ

ビットマップオブジェクトを使用した形状の抜き

A. 元のアートワーク B. 単語「PEARS」に暗めの描画モードを適用し、「グループ」オ
プションを選択した状態 C. 「不透明マスクで形状の抜きを定義」オプションを単語に適
用した状態 

関連項目
アピアランス属性の項目のターゲット設定
透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存

描画モードについて

描画モードでは、重なり合うオブジェクトのカラーをブレンドする方法を選択できます。描画モードをオブ
ジェクトに適用すると、オブジェクトのレイヤーまたはグループの背面にあるすべてのオブジェクトに描画
モードの効果が表れます。
描画モードの効果を実際に利用する場合、次の用語を理解しておくと便利です。

ブレンドカラーは、選択したオブジェクト、グループまたはレイヤーの元のカラーです。
ベースカラーは、アートワークの背面のカラーです。
最終カラーは、ブレンドの結果生成されるカラーです。

最前面のオブジェクトに「通常」描画モードが適用された状態（左）と「ハードライト」描画モードが適用さ
れた状態（右）

Illustrator には、次の描画モードがあります。
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通常

比較（暗）

乗算

焼き込みカラー

比較（明）

スクリーン

覆い焼きカラー

オーバーレイ

ソフトライト

ハードライト

差の絶対値

除外

色相

彩度

選択範囲をブレンドカラーでペイントします。ベースカラーと影響し合うことはありません。これは初
期設定のモードです。

アートワークのカラーコンポーネントに基づいて、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか暗
い方を最終カラーにします。ブレンドカラーより明るい部分は置き換えられます。ブレンドカラーより暗い部
分は変化しません。

ベースカラーにブレンドカラーを掛け合わせます。最終カラーは、常に暗いカラーになります。カラー
にブラックを掛け合わせると常にブラックになります。カラーにホワイトを掛け合わせても、カラーは変化し
ません。複数のマーカーを使用して描画したような効果が得られます。

ベースカラーを暗くしてブレンドカラーに反映します。ホワイトとブレンドしても変化しま
せん。

アートワークのカラーコンポーネントに基づいて、ベースカラーとブレンドカラーのどちらか明
るい方を最終カラーにします。ブレンドカラーより暗い部分は置き換えられます。ブレンドカラーより明るい
部分は変化しません。

ベースカラーとブレンドカラーを反転して掛け合わせます。最終カラーは、常に明るいカラーに
なります。ブラックでスクリーンを適用しても、カラーは変化しません。ホワイトでスクリーンを適用すると
ホワイトになります。複数のスライド画像を重ねて投影したような効果が得られます。

ベースカラーを明るくしてブレンドカラーに反映します。ブラックとブレンドしても変化し
ません。

ベースカラーに応じて、カラーを乗算するかカラーにスクリーンを適用します。ベースカラー
のハイライトと影を保持しながら、パターンまたはカラーを既存のアートワークに重ね合わせます。ベースカ
ラーは置き換えられず、ブレンドカラーと混ぜ合わされて元のカラーの明るさを反映します。

ブレンドカラーに応じて、カラーの明るさを変化させます。アートワークに拡散スポットライ
トを当てたような効果が得られます。
ブレンドカラー（明るい光源）が 50 ％グレーより明るい場合、アートワークは覆い焼きをしたように明るく
なります。ブレンドカラーが 50 ％グレーより暗い場合、アートワークは焼き込んだように暗くなります。純
粋な黒または白でペイントすると、その部分の明暗ははっきりしますが、純粋な黒または白にはなりません。

ブレンドカラーに応じて、カラーを乗算するかカラーにスクリーンを適用します。アートワー
クに強いスポットライトを当てたような効果が得られます。
ブレンドカラー（明るい光源）が 50 ％グレーより明るい場合、アートワークはスクリーンを適用したように
明るくなります。このモードは、アートワークにハイライトを追加するときに便利です。ブレンドカラーが
50 ％グレーより暗い場合、アートワークは乗算を適用したように暗くなります。このモードは、アートワー
クに影を追加するときに便利です。純粋なホワイトまたはブラックでペイントすると、純粋なホワイトまたは
ブラックになります。

ベースカラーとブレンドカラーの明度の高いほうから明度の低いほうを引きます。ホワイトとブ
レンドするとベースカラー値が反転します。ブラックとブレンドしても変化しません。

差の絶対値モードと同様の効果が得られますが、コントラストは低くなります。ホワイトとブレンドす
るとベースカラー部分が反転します。ブラックとブレンドしても変化しません。

ベースカラーの輝度と彩度、およびブレンドカラーの色相を持つ最終カラーが作成されます。

ベースカラーの輝度と色相、およびブレンドカラーの彩度を持つ最終カラーが作成されます。このモー
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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カラー

輝度

ページの先頭へ

ドで彩度のない（グレーの）領域をペイントした場合は、何も変更されません。

ベースカラーの輝度、およびブレンドカラーの色相と彩度を持つ最終カラーが作成されます。この
モードでは、アートワークのグレーレベルが保持されるので、モノクロアートワークにカラーを適用したり、
カラーアートワークの濃度を調整したりするときに便利です。

ベースカラーの色相と彩度、およびブレンドカラーの輝度を持つ最終カラーが作成されます。このモー
ドでは、カラーモードとは逆の効果を作成できます。
注意：差の絶対値、除外、色相、彩度、カラー、輝度の各モードでは特色はブレンドされません。また、ほと
んどの描画モードでは、100 ％ K のブラックは背面のレイヤーのカラーを抜きます。100 ％ブラックの代わ
りに、CMYK 値を使用してリッチブラックを指定してください。

アートワークの描画モードの変更
1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定
します。

塗りまたは線の描画モードを変更するには、オブジェクトを選択してからアピアランスパ
ネルで塗りまたは線を選択します。

2. 透明パネルのポップアップメニューから描画モードを選択します。

背面のオブジェクトに影響が及ばないように、ターゲットのレイヤーまたはグループの描
画モードを分離できます。このためには、レイヤーパネルで、描画モードを使用するオブ
ジェクトを含むグループまたはレイヤーの右側にあるターゲットアイコンを選択します。
透明パネルで「描画モードを分離」を選択します（「描画モードを分離」オプションが表
示されない場合は、透明パネルメニューの「オプションを表示」を選択します）。

「描画モードを分離」オプションの選択を解除した星と円のグループ（左）と選択したグ
ループ（右）

共通の描画モードを使用するオブジェクトをすべて選択するには、その描画モードを
持つオブジェクトのいずれか 1 つを選択するか、すべての選択を解除した後、透明パ
ネルで描画モードを選択します。次に、選択／共通／描画モードを選択します。

関連項目
アピアランス属性の項目のターゲット設定
透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存
アピアランスパネルの概要
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-->

グラデーション

 

他のカラーの適用と同様に、グラデーションの塗りを作成します。グラデーションの塗りを作成すると、滑らかなカラーグラデーションを複数の
オブジェクトに適用できます。グラデーションをスウォッチとして保存しておくと、複数のオブジェクトに簡単に適用できます。
注意： 1 つのマルチカラーオブジェクトを作成して様々な方向にカラーを流し込むには、メッシュオブジェクトを使用します。
描画へのグラデーションの適用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4017_ai_jp を参照してください。
グラデーションの使用例について
は、www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_gradients_jp、www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_elliptical_gradients_jp および
www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_jp を参照してください。
グラデーションおよび描画モードの使用例については、www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_blendingmode_jp のチュートリアルを参照してくだ
さい。
関連項目
グラデーションに関するチュートリアル

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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グラデーションパネルとグラデーションツールの概要
グラデーションパネル（ウィンドウ／グラデーション）またはグラデーションツールを使用して、グラデーションを適用、作成および変更できま
す。
グラデーションのカラーは、グラデーションスライダーの下の分岐点で定義されます。分岐点とは、グラデーションのカラーが変化する点を表
し、グラデーションスライダーの下に四角形で示されます。四角形には、各グラデーション分岐点に現在割り当てられているカラーが表示されま
す。放射状のグラデーションを使用する場合は、左端のグラデーション分岐点がカラーの塗りの中心になり、右端のグラデーション分岐点のカ
ラーまで放射状に変化します。
グラデーションパネルまたはグラデーションツールのオプションを使用すると、分岐点の数と位置、カラーの表示角度、楕円形のグラデーション
の縦横比および各カラーの不透明度を指定できます。
グラデーションパネル
グラデーションパネルの「グラデーションの塗り」ボックスには、現在のグラデーションのカラーとタイプが表示されます。「グラデーションの
塗り」ボックスをクリックすると、選択したオブジェクトがそのグラデーションで塗りつぶされます。このボックスの右横のグラデーションメ
ニューに表示される初期設定および保存済みのグラデーションの一覧からグラデーションを選択できます。一覧の一番下にあるスウォッチに追加
ボタン  をクリックすると、現在のグラデーション設定をスウォッチとして保存できます。
初期設定のグラデーションには、最初と最後にカラーの分岐点があるだけですが、グラデーションスライダーに沿ったいずれかの位置をクリック
すると、さらに分岐点を追加できます。グラデーション分岐点をダブルクリックすると、グラデーション分岐点カラーパネルが開き、カラーパネ
ルまたはスウォッチパネルから色を選択できます。
グラデーションパネルを使用する場合は、すべてのオプションを表示すると便利です（パネルメニューから「オプションを表示」を選択しま
す）。

グラデーションパネル 
A. グラデーションの塗りボックス B. グラデーションメニュー C. 塗りのグラデーション D. 線のグラデーション E. 反転グラデーション F. 中間
点 G. カラー分岐点 H. 不透明度 I. 位置 J. パネルメニュー K. 線のグラデーションの種類 L. 角度 M. 縦横比 N. 分岐点を削除 

グラデーションツール
グラデーションツールでは、グラデーションを追加または編集します。グラデーションの塗りが適用されていない未選択のオブジェクトをクリッ
クすると、最後に使用したグラデーションによってオブジェクトが塗りつぶされます。グラデーションツールでは、グラデーションパネルとほぼ
同様の機能を使用できます。グラデーションの塗りが適用されたオブジェクトを選択してグラデーションツールを選択すると、グラデーションガ
イドがオブジェクト内に表示されます。グラデーションガイドを使用して線形のグラデーションの角度、位置、幅、または円形のグラデーション
の移動ポイント、原点、大きさを変更できます。グラデーションガイド上にツールを移動すると、グラデーションパネルと同様に、スライダーが
分岐点および中間点と共に表示されます。グラデーションガイドをクリックして新規のグラデーション分岐点を追加したり、個別のグラデーショ
ン分岐点をダブルクリックして新規の色と不透明度を設定したり、グラデーション分岐点を別の位置にドラッグしたりすることができます。
グラデーションガイドの「終点の横」にポインターを移動すると、回転カーソル  が表示されます。このアイコンをドラッグして、グラデーショ
ンの角度を変更できます。スライダーの端の円形をドラッグしてグラデーションの原点位置を変更し、端の菱形をドラッグしてグラデーションの
範囲を調整できます。
グラデーションガイドを表示または非表示にするには、表示／グラデーションガイドを表示、または表示／グラデーションガイドを隠すを選択し
ます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。
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オブジェクトのグラデーションガイドのグラデーション分岐点をダブルクリックすると、グラデーションのカラーオプションダイアログボックス
が開きます。
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パターンの作成と編集

ページの先頭へ

タイルの種類

この記事では、Adobe Illustrator CS6 以降で使用できるパターンの作成および編集ワークフローについて説明
します。以前のバージョンの Illustrator でパターンを使用する方法について詳しくは、パターンを参照してく
ださい。

パターンの作成または編集
1. 次のいずれかの操作を行います。

パターンを作成するには、パターンの元になるアートワークを選択し、オブジェクト
／パターン／作成を選択します。
既存のパターンを編集するには、パターンスウォッチでパターンをダブルクリックし
ます。または、パターンを含むオブジェクト選択し、オブジェクト／パターン／パ
ターンを編集を選択します。

2. （オプション）パターンオプションダイアログで、新しいパターン名を入力するか、既存
の名前を変更します。

3. パターンオプションダイアログにあるその他のオプションを変更します。

パターンオプションパネル

タイルを置く方法を選択：
グリッド。隣接する各タイルの水平方向と垂直方向の中央が揃います。
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レンガオフセット

幅／高さ

オブジェクトにタイルサイズを合わせる

オブジェクトと一緒にタイルを移動

横の間隔／縦の間隔

重なり

コピー数

コピーの表示濃度

タイルの境界線を表示

スウォッチの境界を表示

注意：

レンガ（横）。長方形のタイルを、行として並べます。各行内でタイルの水平方向の
中央が揃います。1 行おきにタイルの垂直方向の中央が揃います。
レンガ（縦）。長方形のタイルを、列として並べます。各列内でタイルの垂直方向の
中央が揃います。1 列おきにタイルの水平方向の中央が揃います。
六角形（縦）。六角形のタイルを、列として並べます。各列内でタイルの垂直方向の
中央が揃います。1 列おきにタイルの水平方向の中央が揃います。
六角形（横）。六角形のタイルを、行として並べます。各行内でタイルの水平方向の
中央が揃います。1 行おきにタイルの垂直方向の中央が揃います。

次に適用：
レンガ（横）。タイルの幅を基準に、隣接する行内のタイルの中央を縦方向にどの程
度ずらすかを指定します。
レンガ（縦）。タイルの高さを基準に、隣接する列内のタイルの中央を水平方向にど
の程度ずらすかを指定します。

タイル全体の高さと幅を指定します。様々な値を選択できます。元のアート
ワークの高さと幅から小さくすることも大きくすることもできます。アートワークのサイ
ズよりも大きい値を指定すると、タイルはアートワークよりも拡大されて、タイル間には
空白が挿入されます。アートワークのサイズよりも小さい値を指定すると、隣接するタイ
ルのアートワークが重なります。

このオプションを選択すると、タイルのサイズ
は、パターンの作成に使用されるアートワークのサイズに合わせて縮小されます。

このオプションを選択すると、アートワークを移動
した場合に、タイルも移動されます。

隣接するタイルとの間にどれだけのスペースを配置するかを指定し
ます。

隣接するタイルが重なる場合に、どのタイルを前面に表示するかを指定します。

パターンの変更中に表示されるタイルの列数と行数を指定します。

パターンの変更中にプレビューするアートワークタイルのコピーの不
透明度を指定します。

このオプションを選択すると、タイルの周囲にボックスを表示す
ることができます。

このオプションを選択すると、パターンの構成要素を表示でき
ます。これが繰り返し表示されて、パターンが作成されます。

4. コントロールパネルの下にあるバーで、パターンに対する変更を保存するか破棄するかを
選択します。

新しいパターンを作成した場合、パターンがスウォッチパネルに保存されます。
既存のパターンを編集した場合、スウォッチパネル内のパターンの定義が更新されます。

関連項目
ビデオチュートリアル - パターンの定義
ビジュアルチュートリアル - パターンの作成と適用
ビデオチュートリアル - Illustrator CS6 でのシームレスなパターンの作成
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グラデーションの適用または編集

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

オブジェクトへのグラデーションの適用

楕円形のグラデーションの作成

グラデーションのカラーの変更

複数のオブジェクトにまたがるグラデーションの適用

グラデーションの方向、半径、原点の変更

グラデーションをオブジェクトに適用した後で、そのグラデーションを簡単に置換または編集することができ

ます。

オブジェクトへのグラデーションの適用

オブジェクトを選択して、次のいずれかの操作を行います。

最後に使用したグラデーションを適用するには、ツールパネルのグラデーションボッ

クス  をクリックするか、グラデーションパネルのグラデーションの塗りボックスを
クリックします。

現在グラデーションが適用されていない未選択のオブジェクトに最後に使用したグラ

デーションを適用するには、グラデーションツール  でオブジェクトをクリックし
ます。

既存のまたは以前に保存したグラデーションを適用するには、グラデーションパネル

のグラデーションメニューからグラデーションを選択するか、スウォッチパネルのグ

ラデーションスウォッチをクリックします。

ヒント：スウォッチパネル内のグラデーションだけを表示するには、スウォッチの種

類メニューを表示ボタン  をクリックし、「グラデーションスウォッチを表示」を
選択します。

楕円形のグラデーションの作成

線形、円形または楕円形のグラデーションを作成できます。円形のグラデーションの縦横比を変更すると、楕

円形のグラデーションになります。楕円形のグラデーションの角度を変更して傾けることができます。

1. グラデーションパネルで、種類メニューから「円形」を選択します。

2. 縦横比として 100 ％以外の値を指定します。

3. 楕円形を傾けるには、角度として 0 以外の値を指定します。

グラデーションのカラーの変更

1. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトに塗りを適用せずにグラデーションを変更するには、すべてのオブジェ
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クトの選択を解除し、グラデーションツールをダブルクリックするか、ツールパネル

の下部のグラデーションボックスをクリックし、グラデーションパネルを開きます。

オブジェクトのグラデーションを変更するには、オブジェクトを選択し、グラデー

ションパネルを開きます。

既存のグラデーションを変更するには、グラデーションパネルのグラデーションメ

ニューからグラデーションを選択します。または、スウォッチパネルでグラデーショ

ンスウォッチをクリックし、グラデーションパネルを開きます。

2. 分岐点のカラーを変更するには、次のいずれかの操作を行います。

グラデーションパネルまたは選択したオブジェクトで、グラデーションの分岐点をダ

ブルクリックし、表示されるパネルで新しいカラーを指定します。左側のカラーまた

はスウォッチアイコンをクリックして表示されるパネルを変更できます。パネルの外

をクリックして選択を確定します。

カラーパネルまたはスウォッチパネルからグラデーションの分岐点にカラーをドラッ

グします。

特色を使用してグラデーションを作成する場合は、プリントダイアログボックス

の出力パネルの「すべての特色をプロセスカラーに変換」の選択を解除して、それぞれの

特色分版でグラデーションをプリントできるようにしてください。

3. グラデーションの中間にカラーを追加するには、スウォッチパネルまたはカラーパネルか
らグラデーションパネルのグラデーションスライダーにカラーをドラッグします。また

は、グラデーションスライダーの下側のいずれかの位置をクリックし、最初または最後の

カラーと同じ要領でカラーを選択します。

4. グラデーションの中間のカラーを削除するには、グラデーションスライダーの外に四角形
をドラッグするか、その四角形を選択してグラデーションパネルの削除ボタン  をク
リックします。

5. グラデーションのカラーの位置を調整するには、次のいずれかの操作を行います。

グラデーションの分岐点の中間点（2 つのカラー分岐点の 50 ％地点）を調整するに
は、スライダーの上にある菱形のアイコンをドラッグするか、アイコンを選択して

「位置」ボックスに 0 ～ 100 の範囲で値を入力します。

グラデーションの分岐点の端点を調整するには、グラデーションスライダーの下にあ

る左端または右端の分岐点をドラッグします。

グラデーションのカラーを反転するには、グラデーションパネルの反転グラデーショ

ンアイコン  をクリックします。

6. グラデーションカラーの不透明度を変更するには、グラデーションパネルで分岐点をク
リックし、「不透明度」ボックスに値を指定します。グラデーション分岐点の不透明度の

値が 100 ％未満の場合、分岐点に  が表示され、グラデーションスライダーのカラーに
格子が表示されます。

7. スウォッチパネルの新規スウォッチボタンをクリックし、新しいグラデーションや変更し
たグラデーションをスウォッチとして保存します。または、グラデーションパネルまたは

ツールパネルからスウォッチパネルまでグラデーションをドラッグします。

複数のオブジェクトにまたがるグラデーションの適用

1. すべてのオブジェクトを同じグラデーションで塗りつぶします。

2. 塗りつぶすオブジェクトをすべて選択します。

3. グラデーションツールで、次のいずれかの操作を行います。

グラデーションスライダーでグラデーションを作成するには、グラデーションを開始

するアートボードをクリックし、グラデーションの終点までドラッグします。

選択したすべてのオブジェクトに対してグラデーションスライダーでグラデーション

を作成するには、グラデーションを開始するアートボードをクリックし、Alt キー
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（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらグラデーションの終点まで
ドラッグします。その後、各オブジェクトのグラデーションスライダーを調整できま

す（複数のグラデーションスライダーは単純なパスでのみ作成されます）。

グラデーションの方向、半径、原点の変更

グラデーションでオブジェクトを塗りつぶしたら、グラデーションツールとオブジェクト内のグラデーション

ガイド（スライダー）を使用して、新しい塗りのパスを描画することによりグラデーションを変更できます。

このツールでは、グラデーションの方向、原点、始点および終点を変更できます。

1. グラデーションの塗りが適用されたオブジェクトを選択します。

2. グラデーションツール  を選択し、次のいずれかの操作を行います。

線形グラデーションの方向を変更するには、グラデーションの開始位置をクリック

し、グラデーションを表示したい方向にドラッグします。または、グラデーション

ツールをオブジェクトのグラデーションガイドの上に移動し、カーソルが回転アイコ

ン  に変わったら、ドラッグしてグラデーションの角度を設定します。

注意：グラデーションパネルの「角度」ボックスに別の値を設定し、方向を変更する

こともできます。

円形または楕円形のグラデーションの半径を変更するには、グラデーションツールを

オブジェクトのグラデーションガイドの端の菱形に合わせ、ドラッグして半径を設定

します。

グラデーションの原点を変更するには、グラデーションツールをオブジェクトのグラ

デーションガイドの始点に合わせ、目的の位置までドラッグします。

半径と角度を同時に変更するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac
OS）を押しながら終了点をクリックし、新しい位置にドラッグします。

注意：グラデーションがあるオブジェクトのグラデーションツールを移動してもグラ

デーションガイド（グラデーションスライダー）が表示されない場合は、表示／グラ

デーションガイドを表示を選択します。

グラデーションの半径と角度を同時に変更します。

関連項目

ビデオチュートリアル - グラデーションの使用について学ぶ
ビデオチュートリアル - グラデーションツールの使用方法
グラデーションパネルとグラデーションツールの概要
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パターン

トップへ戻る

トップへ戻る

パターンについて

パターンタイル作成のヒント

パターンスウォッチの作成

シームレスな幾何学的パターンの作成

不規則なテクスチャパターンの作成

ブラシパターンのコーナータイルの作成

パターンの変更

パターンについて

Illustrator には、スウォッチパネルおよびスウォッチライブラリにあらかじめいくつかのパターンが用意されています。既存のパターンをカスタマ
イズすることも、Illustrator のツールを使用してパターンを最初からデザインすることもできます。オブジェクトを塗りつぶすためのパターン（塗
りパターン）と、ブラシパネルでパスに適用するパターン（ブラシパターン）では、デザインとタイリングの方法が異なります。オブジェクト内

を塗りつぶす場合は塗りパターンを使用し、オブジェクトのアウトライン上にパターンを配置する場合はブラシパターンを使用します。

パターンをデザインする場合、パターンがどのようにオブジェクトに適用されるか（タイリングされるか）を理解しておくと便利です。

すべてのパターンのタイリングは定規の原点（初期設定でアートボードの左下）から始まり、左から右、下から上に向かって行

われます。アートワーク内のすべてのパターンのタイリングの開始位置を変更する場合は、定規の原点を変更します。

注意： CS5 の定規の原点は CS4 とは異なります。そのため、CS4 から CS5 にオブジェクトをコピー＆ペーストした場合、タ
イルパターンのアピアランスが一致しないことがあります。そのようなオブジェクトでは、変形パネルを使用して、CS4 のア
ピアランスに合わせてタイルを変形できます。

通常は、塗りパターンのタイルは 1 つだけです。

ブラシパターンは、最高 5 つのタイル（サイドタイル、外角タイル、内角タイル、最初のタイル、最後のタイル）で定義でき
ます。コーナータイル（外角タイルまたは内角タイル）を追加すると、パスのコーナー部分にブラシパターンを滑らかに適用す

ることができます。

塗りパターンのタイルは X 軸に対して垂直に並べられます。

ブラシパターンのタイルは、パスに対して垂直に並べられます（パターンタイルの上部は常に外側を向きます）。また、コー

ナータイルは、パスの方向が変わるたびに時計回りに 90 度回転します。

塗りパターンは、アートワークの最背面にあり、塗りと線が適用されていない（ペイントされていない）長方形であるパターン

のバウンディングボックス内部のアートワークだけをタイリングします。塗りパターンでは、バウンディングボックスはマスク

として機能します。

ブラシパターンでは、パターンのバウンディングボックス内のアートワークだけでなく、バウンディングボックスからはみ出し

たアートワークや、バウンディングボックスとグループ化されたアートワークもタイリングされます。

パターンタイル作成のヒント

パターンタイルを作成する場合は、次の点を参考にしてください。

パターンのアートワークから不要なオブジェクトを削除し、同じカラーでペイントされたオブジェクトをグループ化して重なり

順を隣接させると、パターンを単純化できるので、パフォーマンス（プリント速度など）が向上します。

パターンタイルを作成するときは、アートワークをズームインして各オブジェクトを正確に整列してから、ズームアウトして最

終的な選択を行います。

パターンが複雑な場合は、パターンを作成するときの選択範囲を小さくします。ただし、選択範囲（およびパターンタイル）を

小さくすると、パターンの作成に必要なタイルの数が増えます。したがって、2 センチ四方のタイルを使用すると、0.5 センチ
四方のタイルよりも効率的にパターンを作成できます。規則的なパターンを作成するときは、オブジェクトのコピーを多数作成

してパターンタイルを定義します。

規則的なラインパターンを作成する場合は、幅やカラーの異なる線を重ね合わせて、塗りや線のないバウンディングボックスを

線の背面に配置してパターンタイルを作成します。
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皮革や生地のような不規則なパターンを作成する場合は、アートワークを微妙に変形させると効果的です。ラフ効果を適用し

て、オブジェクトを変形できます。

タイリングを滑らかにする場合は、クローズパスでパターンを定義します。

パターンを定義する前に、アートワークを拡大表示して細部を確認します。

アートワークの周囲にパターンのバウンディングボックスを作成する場合は、塗りや線を適用しない長方形を作成してタイルの

最背面に配置します。ブラシパターンでパターンのバウンディングボックスを使用する場合は、ボックスの外にはみ出した部分

がないことを確認してください。

ブラシパターンを作成する場合は、次の点も参考にしてください。

塗りと線が適用されていないバウンディングボックスからはみ出さないようにアートワークを作成すると、目的どおりのパター

ンを作成しやすくなります。

パス上でタイルを正しく整列させるために、正方形の外角タイルと内角タイルを作成し、タイルの 1 辺の長さをサイドタイル
の高さと同じにします。ブラシパターンで外角タイルや内角タイルを使用する場合は、これらのタイルのパターンがサイドタイ

ルのパターンに揃うように作成します。

コーナータイルを使用すると、ブラシパターンのコーナー部分に特殊な効果を加えることができます。

パターンスウォッチの作成

1. パターンのアートワークを作成します。
2. （オプション）パターン要素の間隔を指定したり、パターンの一部を切り取ったりする場合は、パターンとして使用するアー
トワークを囲むパターンのバウンディングボックス（塗りが適用されていない長方形）を作成します。オブジェクト／重ね順

／最背面へを選択して、パターンバウンディングボックスをアートワークの最背面に配置します。塗りおよびブラシのパター

ンでバウンディングボックスを使用する場合は、長方形の塗りと線をなしに設定します。

3. 選択ツールを使用して、パターンタイルを構成するアートワークと、作成した場合はバウンディングボックスを選択します。
4. 次のいずれかの操作を行います。

編集／パターン設定を選択し、新規スウォッチダイアログボックスにパターン名を入力して、「OK」をクリックします。
パターンがスウォッチパネルに表示されます。

アートワークをスウォッチパネルにドラッグします。

シームレスな幾何学的パターンの作成

1. 表示メニューのスマートガイドおよびポイントにスナップコマンドがオンになっていることを確認します。
2. 幾何学的なオブジェクトを選択します。ダイレクト選択ツールでオブジェクトのアンカーポイントを選択すると、オブジェク
トを正確に移動することがきます。

3. オブジェクトのアンカーポイントの 1 つを垂直にドラッグします。次に、Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option
キー（Mac OS）を押して、移動方向を固定しながらオブジェクトをコピーします。

4. オブジェクトのコピーが定位置にスナップしたら、マウスボタンを放してからキーを放します。
5. グループ選択ツールを使用して、Shift キーを押しながらクリックして両方のオブジェクトを選択し、オブジェクトのアンカー
ポイントの 1 つを水平にドラッグします。次に、Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押し
て、移動方向を固定しながらオブジェクトをコピーします。

両方のオブジェクトを選択し（左）、ドラッグしてコピーを作成（右）

6. オブジェクトのコピーが定位置にスナップしたら、マウスボタンを放してからキーを放します。
7. 手順 2 ～ 6 を繰り返して、必要なパターンを作成します。

8. 長方形ツール  を使用して、次のいずれかの操作を行います。

塗りパターンを作成する場合は、左上のオブジェクトの中心点から右下のオブジェクトの中心点までのバウンディングボッ

クスを作成します。

ブラシパターンの場合は、オブジェクト全体を囲み、外側の境界線と重なるバウンディングボックスを作成します。パター

ンをコーナータイルにする場合は、Shift キーを押しながらドラッグして、バウンディングボックスの形を正方形に固定し
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ます。

塗りパターン（左）とブラシパターン（右）のバウンディングボックス

9. 必要に応じて、幾何学的なオブジェクトに塗りと線を適用します。
10. 幾何学的なオブジェクトをパターンスウォッチとして保存します。

不規則なテクスチャパターンの作成

1. 表示／ポイントにスナップを選択します。
2. バウンディングボックスを作成します。ブラシパターンを作成する場合は、手順 13 に進みます。
3. バウンディングボックスの左辺と交差するオブジェクトまたは線を使用してテクスチャを描画します。
4. ダイレクト選択ツールを使用して、テクスチャとバウンディングボックスを選択し、バウンディングボックスの左下隅にポイ
ンターを置きます。

5. バウンディングボックスを右にドラッグします。次に、Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を
押して、移動方向を固定しながらコピーします。

バウンディングボックスの左側にテクスチャを描画（左）してから、テクスチャとバウンディングボックスをコピー（右）

コピーの左上のコーナーポイントがバウンディングボックスの右上隅のコーナーポイントにスナップしたら、マウスボタンを

放してからキーを放します。

バウンディングボックスの正確なサイズがわかっている場合は、テクスチャだけを選択してから、移動コマンドを使用して

バウンディングボックスの横幅分の水平移動値を指定することもできます。移動ダイアログボックスでは、「OK」ではな
く、「コピー」をクリックします。

6. バウンディングボックスの外側をクリックして、選択を解除します。
7. 右側のバウンディングボックスを選択して、削除します。
8. 引き続き、バウンディングボックスの上辺と交差するオブジェクトまたは線でテクスチャを描画します。
9. 上辺の描画が完了したら、バウンディングボックスの上側と交差する線およびオブジェクトをすべて選択します。次に、Shift

+ Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押して下にドラッグし、移動方向を固定しながらコピーしま
す。

バウンディングボックスの上辺にテクスチャを描画（左）してから、テクスチャとバウンディングボックスをコピー（右）

10. コピーの左上のコーナーポイントがバウンディングボックスの左下のコーナーポイントにスナップしたら、マウスボタンを放
してからキーを放します。

11. すべての選択を解除します。

298



トップへ戻る

12. 上のバウンディングボックスと交差しないオブジェクトと下のバウンディングボックスを選択して、削除します。
13. 鉛筆ツールを使用して、バウンディングボックスの中央をテクスチャで塗ります。このとき、バウンディングボックスの輪郭

線と交差しないように気を付けます。テクスチャをペイントします。

14. アートワークとバウンディングボックスをパターンスウォッチとして保存します。

アートワークとバウンディングボックスをパターンとして定義した状態（左）と、領域をパターンで塗りつぶした状態（右）

ブラシパターンのコーナータイルの作成

コーナータイルを使用すると、ブラシパターンを適用したパスのコーナー部分に特別なパターンを追加できます。コーナータイルは最初から作成

することも、ブラシパターンのサイドタイルを利用して相補的な外角タイルと内角タイル（-135 度でリフレクト）を作成することもできます。

1. ファイル／開くを選択し、Adobe Illustrator でインストールされる任意のブラシパターンファイルを選択して、「開く」をク
リックします。

2. ウィンドウ／ブラシを選択します。使用するタイルを選択して、アートワークの中央にドラッグします。
3. タイルのバウンディングボックスが正方形でない場合は、サイドタイルと同じ高さでアートワークを完全に囲む正方形のバウ
ンディングボックスを作成します（サイドタイルは長方形でもかまいません）。塗りと線ボックスをなしに設定し、オブジェ

クト／重ね順／最背面へを選択して、バウンディングボックスをアートワークの最背面に配置します（バウンディングボック

スは新しいタイルを整列するのに役立ちます）。

4. タイルとバウンディングボックスを選択します。

5. 外角タイルを作成するには、回転ツール  を使用してタイルとバウンディングボックスを 180 度回転します。内角タイルを
作成する場合は、この手順をスキップします。

ペーストしたタイル（左）と同じタイルを 180 度回転した状態（右）

6. 回転ツールを使用して、Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しながらバウンディングボッ
クスの左下隅をクリックします。「角度」の値に 90 を入力し、「コピー」をクリックして、最初のタイルの左側にコピーを作
成します。このタイルがコーナータイルになります。

7. 選択ツールを使用して、左のタイルの右上にあるアンカーポイントを、Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー
（Mac OS）を押しながら下にドラッグして移動方向を固定しながらコピーし、2 番目のタイルの下に 3 番目のタイルを作成し
ます。コピーの右上のアンカーポイントがバウンディングボックスの右下のアンカーポイントにスナップしたら、マウスボタ

ンを放してから、Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を放します。

3 番目のコピーは整列に使用します。

90 度回転して左にタイルをコピーし（左）、次に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらコーナー
タイルをドラッグして、下にコピーを作成（右）

8. 右のタイルのアートワークを選択します。Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しながら、
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タイルを左にドラッグして、右のタイルのアートワークがコーナータイルのアートワークと重なるようにします。

右上のタイルをコピーし（左）、コーナータイルの上に移動（右）

9. 隣のタイルと水平、垂直方向につながるように、コーナータイルのアートワークを編集します。コーナーに不要な部分をすべ
て削除し、残りの部分を編集して、最終的な外角タイルを作成します。

不要な要素を削除し（左）、最終的な外角タイルを作成（右）

10. バウンディングボックスも含めてタイル全体を選択します。
11. 新しいパターンをスウォッチとして保存します。
12. 新しいパターンのスウォッチをダブルクリックして、スウォッチオプションダイアログボックスで、元のタイルのバリエー

ションであることがわかるタイル名を付けます（例えば outer のような接尾辞を使用します）。次に「OK」をクリックしま
す。

パターンの変更

1. アートワークの選択をすべて解除します。
2. スウォッチパネルで、変更するパターンスウォッチを選択します。
3. パターンスウォッチをアートボードにドラッグし、アートボード上でパターンタイルを編集します。
4. パターンタイルを選択して、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、編集したパターンをス
ウォッチパネルの元のパターンスウォッチ上にドラッグします。

スウォッチパネルのパターンが置き換えられ、編集中のファイルのパターンが更新されます。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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メッシュオブジェクトの作成

メッシュオブジェクトの編集

グラデーションメッシュの透明度の設定

メッシュオブジェクトは、カラーを様々な方向に流し込み、ポイント間でのスムーズなカラーの移行を可能にするマルチカラーオブジェクトで

す。オブジェクトをメッシュオブジェクトに変換すると、メッシュラインと呼ばれる網状のラインがオブジェクト上に作成され、複数のカラーを

自由に移行させたグラデーションを定義することができます。メッシュライン上のアンカーポイントを移動または編集すると、カラーの移行量

や、カラーを適用する範囲を変更できます。

メッシュラインの交点は、メッシュポイントと呼ばれる特殊なアンカーポイントになっています。メッシュポイントは菱形で表示され、通常のア

ンカーポイントと同様に移動または編集できるほか、カラーを適用することができます。メッシュポイントを追加、削除、編集したり、各メッ

シュポイントのカラーを変更したりすることができます。

メッシュオブジェクトには通常のアンカーポイントも表示されます（菱形ではなく正方形で表示されます）。このアンカーポイントは他のアン

カーポイントと同様に、追加、削除、編集、移動することができます。アンカーポイントは、任意のメッシュライン上に追加できます。アンカー

ポイントを編集するには、クリックしてから方向線をドラッグします。

4 つのメッシュポイントに囲まれた網目の部分をメッシュパッチと呼びます。メッシュパッチのカラーは、メッシュポイントと同様の方法で変更で
きます。

メッシュオブジェクトの図

A. メッシュライン B.  メッシュパッチ C. メッシュポイント D. アンカーポイント

メッシュオブジェクトの作成

メッシュオブジェクトは複合パスやテキストオブジェクト以外のベクトルオブジェクトから作成できます。しかし、リンクした画像からメッシュ

オブジェクトを作成することはできません。

メッシュオブジェクトのサイズを最小限に抑えると、編集やプリントのパフォーマンスを向上させることができます。複雑なメッシュオブジェク

トを作成すると、画面表示やプリントのスピードが大幅に低下する場合があります。複雑なメッシュオブジェクトを 1 つ作成するより、単純で小
さいメッシュオブジェクトを複数作成する方が、パフォーマンスへの影響は少なくなります。複雑なオブジェクトを変換する場合は、グラデー

ションメッシュを作成コマンドを使用すると便利です。

注意： メッシュオブジェクトをプリントすると、EPS、PDF、PostScript の出力では特色が保持されます。
グラデーションメッシュオブジェクトの作成について詳しくは、グラデーションメッシュを使用したリアル表現のチュートリアル

www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_gradientmesh_jp（英語）を参照してください。

不規則なパターンのメッシュポイントを使用したメッシュオブジェクトの作成

1. メッシュツール  を選択し、メッシュポイントの塗りのカラーを選択します。
2. メッシュポイントを置く位置をクリックします。

オブジェクトは、最小数のメッシュラインを含むメッシュオブジェクトに変換されます。

3. さらにクリック操作を続けてメッシュポイントを追加します。現在の塗りのカラーを適用しないでメッシュポイントを追加す
るには、Shift キーを押しながらクリックします。
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規則的なパターンのメッシュポイントを使用したメッシュオブジェクトの作成

1. オブジェクトを選択し、オブジェクト／グラデーションメッシュを作成を選択します。
2. 「行数」と「列数」のテキストボックスでオブジェクト上に作成するメッシュラインの行と列の数を設定し、種類ポップアッ
プメニューからハイライトの方向を選択します。

フラット オブジェクトの元のカラーが表面に均等に適用されます。ハイライトはありません。

中心方向 オブジェクトの中央にハイライトを作成します。

エッジ方向 オブジェクトの輪郭線にハイライトを作成します。

3. メッシュオブジェクトに適用するホワイトのハイライトのパーセント値を入力します。値が 100 ％の場合は、最大のホワイト
のハイライトがオブジェクトに適用され、0 ％の場合はホワイトのハイライトはオブジェクトに適用されません。

グラデーションの塗りが適用されたオブジェクトのメッシュオブジェクトへの変換

1. オブジェクトを選択し、オブジェクト／分割・拡張を選択します。
2. 「グラデーションメッシュ」を選択して「OK」をクリックします。

選択したオブジェクトはメッシュオブジェクトに変換され、円形のグラデーションの場合は円形の、線形のグラデーションの

場合は長方形のメッシュが作成されます。

メッシュオブジェクトのパスオブジェクトへの変換

 メッシュオブジェクトを選択し、オブジェクト／パス／パスのオフセットを選択して、オフセット値に 0 を入力します。

メッシュオブジェクトの編集

メッシュオブジェクトは、メッシュポイントを追加、削除、移動したり、メッシュポイントやメッシュパッチのカラーを変更することで編集でき

ます。さらに、メッシュオブジェクトを変換し、通常のオブジェクトに戻すこともできます。

 次のいずれかの操作を行って、メッシュオブジェクトを編集します。

メッシュポイントを追加するには、メッシュツール  を選択し、新しいメッシュポイントの塗りのカラーを選択します。次
に、メッシュオブジェクト内のどこかをクリックします。

メッシュポイントを削除するには、メッシュツールを使用して Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しな
がらメッシュポイントをクリックします。

メッシュポイントを移動するには、メッシュツールまたはダイレクト選択ツールでそのメッシュポイントをドラッグします。

メッシュライン上にメッシュポイントを保つ場合は、Shift キーを押しながらメッシュツールでメッシュポイントをドラッグし
ます。これは、メッシュラインを変形させずに曲線のメッシュラインに沿ってメッシュポイントを移動する便利な方法です。

ドラッグしてメッシュポイントを移動した状態（左）と Shift キーを押しながらドラッグしてメッシュポイントをメッシュライ
ン上で移動した状態（右）

メッシュポイントまたはメッシュパッチのカラーを変更するには、メッシュオブジェクトを選択し、カラーパネルまたはス

ウォッチパネルのカラーをメッシュポイントまたはメッシュパッチ上にドラッグします。または、すべてのオブジェクトを選択

解除した上で、塗りのカラーを選択します。次にメッシュポイントまたはメッシュパッチを選択し、スポイトツールを使用して

メッシュポイントまたはメッシュパッチに塗りのカラーを適用します。
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メッシュポイントにカラーを適用した状態（左）とメッシュパッチにカラーを適用した状態（右）

グラデーションメッシュの透明度の設定

グラデーションメッシュ内で透明および不透明度の値を設定できます。透明および不透明度の値は、個々のメッシュノードに割り当てることがで

きます。透明度の値を割り当てるには次の操作を行います。

1. 1 つ以上のメッシュノードまたはメッシュのパッチを選択します。
2. 透明パネル、コントロールパネルまたはアピアランスパネルの不透明度スライダーを設定します。
注意： 以前の形式または EPS または PDF でオブジェクトを保存する場合、メッシュオブジェクトの透明度は不透明度マスク
を作成することで維持されます。

関連項目

グラデーションメッシュ

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オブジェクトに対する線の適用

ページの先頭へ

線のカラー、幅、整列の適用
点線または破線の作成
線端の形状または角の形状の変更
矢印の追加
矢印のカスタマイズ

線パネル（ウィンドウ／線）を使用して、実線または破線のどちらを使用するか、破線の配列などの調整（破
線の場合）、線幅、線の位置、角の比率、矢印、線幅プロファイル、および角の形状や線端の形状を指定しま
す。

線パネル

線オプションをオブジェクト全体に適用することも、ライブペイントグループを使用して、オブジェクト内部
の様々な輪郭線に異なる線を適用することもできます。
塗りと線の適用について、Layers Magazine の講師である Dave Cross 氏が、Illustrator で塗りと線を適用す
る方法と共に、塗りと線を使用するときに便利なショートカットを紹介しています。このビデオ（英語）を参
照してください。

関連項目
ライブペイントグループ
ワークスペースの基本

線のカラー、幅、整列の適用
1. オブジェクトを選択します（ライブペイントグループの輪郭線を選択するには、ライブペ
イント選択ツールを使用します）。

2. ツールパネル、カラーパネル、またはコントロールパネルの「線」ボックスをクリックし
ます。これにより、塗りではなく線が適用されます。
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「線」ボックス

3. カラーパネルからカラーを選択するか、スウォッチパネルまたはコントロールパネルから
スウォッチを選択します。または、「線」ボックスをダブルクリックしてカラーピッカー
でカラーを選択することもできます。

「線」ボックスの現在のカラーを使用するには、そのカラーを「線」ボックスからオ
ブジェクトにドラッグするだけです。ライブペイントグループではドラッグは機能し
ません。

4. 線パネルまたはコントロールパネルで線幅を選択します。

5. オブジェクトがクローズパスの場合（かつライブペイントグループではない場合）は、線
パネルからオプションを選択し、線をパスに揃えます。

 線を中央に揃える
 線を内側に揃える
 線を外側に揃える

異なる線の位置が設定されているパスを整列させようとしても、パスが正確に整
列できないことがあります。整列したときにパスの端を正確に揃えたい場合は、線の位置
を同じ設定にしてください。

点線または破線の作成

オブジェクトの線の属性を編集することにより、点線または破線を作成できます。

1. オブジェクトを選択します。

2. 線パネルで「破線」を選択します。「破線」オプションが表示されていない場合は、線パ
ネルメニューの「オプションを表示」を選択します。

3. 長さを調整しながら、線分をコーナーやパス先端に合わせて整列アイコン  をクリッ
クします。このオプションを使用すると、コーナーやパス先端の破線が一定で予測可能に
なります。整列せずに破線のアピアランスを維持する必要がある場合は、線分と間隔の正
確な長さを保持アイコン  を選択します。

破線の角調整

A. 線分と間隔の正確な長さを保持 B. 長さを調整しながら、線分をコーナーやパス先端に
合わせて整列 

4. 破線の長さと間隔を入力することにより、破線の線分と間隔を指定します。

入力した値は自動的に繰り返して適用されるので、必要なパターンを設定したら、残りの
テキストボックスすべてに値を入力する必要はありません。

5. 線端の形状のオプションを選択して破線の端の形状を変更します。「バット線端」  オ
プションは、直角の端を持つ破線を作成します。「丸型先端」  オプションは丸い破線
を作成します。「突出先端」  オプションは破線の端を延長します。
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ページの先頭へ

バット線端

丸型線端

突出線端

マイター結合 

ラウンド結合

ベベル結合

ページの先頭へ

2、12、16、12 の間隔を指定した 6 ポイントの破線

A. バット線端 B. 丸型線端 C. 突出線端 

完全な破線の作成方法に関するビデオについては、コーナーを揃えた破線の作成を参照し
てください。

線端の形状または角の形状の変更

線端の形状は、オープンパスの端です。角の形状は、直線の方向が変化する場所（角）です。オブジェクトの
線の属性を変更することにより、パスの線端および角の形状を変更できます。

1. オブジェクトを選択します。

2. 線パネルで、先端の形状のオプションまたは角の形状のオプションを選択します。

これらのオプションが表示されない場合は、パネルメニューの「オプションを表示」を選
択します。

線の端が直角になります。

線の端が半円になります。

線の端が直角になり、線幅の半分だけパス端から線が延長されます。このオプ
ションを選択すると、パスの全周囲に同じ長さだけ線幅が延長されます。

尖った角の線になります。「角の比率」には 1 ～ 500 までの値を指定し
ます。角の比率とは、マイター結合（尖った角）からベベル結合（切り落とした角）に切
り替える比率です。初期設定の角の比率は 10 です。これは、ポイントの長さが線幅の
10 倍になると、プログラムがマイター結合からベベル結合に切り替えるという意味で
す。角の比率に 1 を設定すると、常にベベル結合になります。

角が丸い形になります。

角を切り落としたような形になります。

矢印の追加

Illustrator CS5 では、線パネルや関連するコントロールから矢印を作成し、サイズを調整することができま
す。デフォルトの矢印は、線パネルの矢印ドロップダウンリストから選択できます。線パネルを使用すると、
矢印を簡単に変更できます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

線パネルの矢印

「倍率」オプションを使用して矢印の始点と終点
それぞれのサイズを変更できます。矢印の始点と終点をリンクするには、「倍率」オプションに隣接する矢印
の始点と終点の拡大・縮小をリンクアイコンをクリックします。
「先端位置」オプションを使用して、矢印の始点と終点をパスに整合するように調整できます。オプションは
次のとおりです。

矢の先端をパスの終点から配置
矢の先端をパスの終点に配置
注意：オブジェクトから矢印を削除するには、ドロップダウンリストから「なし」を選択
します。

矢印のカスタマイズ

カスタム矢印を定義するには、（Mac OS の場合）Illustrator の起動アイコンを control を押しながらクリック
し[パッケージの内容を表示]/Resources/ja-JP/ および（Windowsの場合）Illustrator アプリケーション
フォルダー¥Support Files¥Required¥Resources¥ja_JP¥にある「矢印.ai」ファイルを開きます。
ファイルの説明に従ってカスタム矢印を作成します。
更新した「矢印.ai」ファイルは、<Illustrator アプリケーションフォルダー>¥Plug-ins¥  に配置してく
ださい。既存の「矢印.ai」ファイルと置き換えないようにしてください。
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画像ブラシ | Illustrator CC

  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー

注意：

Illustrator CC では、ブラシ定義に画像（ベクトル以外のアートワーク）を含めたり、保持したりすることができます。画像を使用して、散
布、アート、パターンブラシを定義できます。Illustrator ファイルに埋め込まれた画像は、すべてブラシの定義として使用できます。
画像を使用できるブラシの種類は、散布、アート、パターンです。画像をブラシパネル（F5）にドラッグし、散布、アート、パターンのいずれか
の種類を選択して、ブラシを作成します。ブラシの作成について詳しくは、 ブラシの作成または変更を参照してください。
ブラシの画像は、ストロークの形状になります。つまり画像は、ストロークの形状および種類に応じて曲がり、拡大・縮小し、伸縮します。ま
た、この種のブラシは他のブラシと同様に機能し、ブラシオプションダイアログを使用して変更できます。

ブラシで大きな画像を使用すると、パフォーマンスに影響します。サイズの大きな画像を選択すると、ブラシの作成前に、画像を低解像度
にラスタライズし直すことを許可するように求めるメッセージが表示されます。
例えば、次の一番左の画像がオリジナル画像であるとします。ブラシ定義で使用すると、描画される画像として右の 3 種類が考えられます。スト
ロークごとに、ブラシオプションダイアログで指定された異なる拡大・縮小オプションが使用されます。

 
A. 元の画像 B. ブラシの画像、ストロークの長さに合わせて伸縮 C. ブラシの画像、縦横比を保持して拡大・縮小 D. ブラシの画像、ガイド間で伸
縮 

考慮すべき点
Illustrator のブラシに使用できる画像の種類には、いくつかの考慮すべき点があります。
ブラシで大きな画像を使用すると、パフォーマンスや処理速度が低下します。
ビットマップ画像を直接使用することはできません。
ビットマップ画像を 1 つ使用する場合は、ブラシで使用する前に、Illustrator でビットマップ画像をグレースケールにラス
タライズします。
ブラシで使用する複数の画像の中にビットマップ画像が含まれている場合は、ビットマップ画像をグレースケールモードに
変換するように求めるメッセージが表示されます。その後、再度ブラシを作成できます。

詳しくは、 ブラシを参照してください。
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オブジェクトの選択と配置
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オブジェクトの選択

ページの先頭へ

編集モード

レイヤーパネル

選択ツール

ダイレクト選択ツール

選択のオプションと環境設定
アートワークを分離して編集
背面のオブジェクトの選択
重なり順の次のオブジェクトの選択
レイヤーパネルを使用したオブジェクトの選択
選択ツール、なげなわツール、自動選択ツールによるオブジェクトの選択
塗りつぶされたオブジェクトの選択
グループとグループ内のオブジェクトの選択
ライブペイントグループ内の面と輪郭線の選択
属性によるオブジェクトの選択
選択の繰り返し、反転、保存

アートワークの構成やレイアウトには、オブジェクトの選択、配置、重ね合わせを正確に行うことができる
ツールを使用します。オブジェクトの測定や整列、単体として扱いたい複数のオブジェクトのグループ化、特
定のオブジェクトの分離、ロック、非表示などを行うことができます。

選択のオプションと環境設定

オブジェクト選択のオプション

オブジェクトを修正する場合は、目的のオブジェクトを周りのオブジェクトから区別する必要があります。オ
ブジェクトを区別するには、オブジェクトを選択します。オブジェクトまたはオブジェクトの一部を選択する
と、オブジェクトを編集できようになります。
Illustrator では、次の選択方法とツールを使用できます。

レイヤー、サブレイヤー、パス、またはオブジェクトのグループを、ドキュメントの他のすべて
のアートからすばやく分離できます。編集モードでは、ドキュメント内の分離されていないすべてのオブジェ
クトは淡色で表示され、選択も編集もできません。

個々のオブジェクトまたは複数のオブジェクトをすばやく正確に選択できます。単一のオブ
ジェクト（グループに属している場合も含む）、レイヤー上のすべてのオブジェクト、グループ全体を選択で
きます。

  クリックしたり、周りをドラッグしたりして、オブジェクトやグループをすばやく選択できま
す。グループ内のグループおよびグループ内のオブジェクトも選択できます。

 オブジェクトの個々のアンカーポイントまたはパスセグメントをクリックして選択
したり、アンカーポイント以外の任意の位置をクリックしてパス全体やグループ全体を選択したりできます。
また、グループ内のオブジェクトを個別に選択することもできます。
注意：アウトラインモードのダイレクト選択ツールでは、ツールのポインターの近くに配置されているグラ
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グループ選択ツール

遠近図形選択ツール

なげなわツール

自動選択ツール

ライブペイント選択ツール

選択コマンド

許容値

オブジェクトの選択範囲をパスに制限

ポイントにスナップ

フィックが選択される場合があります。不要なグラフィックが選択されないようにするには、グラフィックを
ロックまたは非表示にしてから選択します。

 グループ内の 1 つのオブジェクト、複数のグループ内の 1 つのグループ、または
アートワーク内の複数のグループを選択できます。クリックするたびに、階層内の次のグループオブジェクト
が追加選択されます。

 オブジェクトおよびテキストの遠近描画、作業面の切り替え、遠近描画のオブジェク
トの移動または垂直方向のオブジェクトの移動を行います。

 オブジェクト全体または一部を囲むようにドラッグすることにより、オブジェクト、ア
ンカーポイント、パスセグメントを選択できます。

 オブジェクトをクリックすることにより、カラー、線幅、線のカラー、不透明度、描画
モードが同じオブジェクトを選択できます。

 ライブペイントグループの面（輪郭線に囲まれた領域）と輪郭線（線）を選択
できます。

（選択メニューに含まれる）すべてのオブジェクトをすばやく選択または選択解除したり、他
のオブジェクトとの前後関係に基づいてオブジェクトを選択したりできます。また、特定の種類のオブジェク
トや特定の属性を共有するオブジェクトをすべて選択したり、選択範囲の保存や読み込みを行うこともできま
す。アクティブなアートボードのオブジェクトをすべて選択することもできます。
別のツールを使用しているときに最後に使用した選択ツール（選択ツール、ダイレクト選択ツールまたは
グループ選択ツール）を一時的にアクティブにするには、Ctrl キー（Windows）または Command キー
（Mac OS）を押したままにします。

関連項目
パスの編集

選択の環境設定の指定

複雑な画像内でのパスやポイントの選択は難しい場合があります。選択範囲・アンカー表示の環境設定を使用
すると、ピクセル選択の許容値を指定したり、特定のドキュメントでの選択が簡単になるその他のオプション
を選択したりできます。

1. 編集／環境設定／選択範囲・アンカー表示（Windows）または Illustrator／環境設定／選
択範囲・アンカー表示（Mac OS）を選択します。

2. 次のいずれかの選択オプションを指定します。

アンカーポイントを選択するためのピクセル範囲を指定します。この値を大きく
すると、クリックして選択することができる、アンカーポイントまでの周りの領域を広げ
ます。

塗りつぶされたオブジェクト内部のいずれかの位
置をクリックして選択できるのか、またはパスをクリックする必要があるのかを指定しま
す。

オブジェクトをアンカーポイントやガイドにスナップします。ス
ナップが効く際のオブジェクトとアンカーポイントまたはガイド間の距離を指定できま
す。
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ページの先頭へ

注意：

関連項目
アンカーポイントのサイズに関する環境設定の指定

アートワークを分離して編集

編集モードでは、オブジェクトが分離されるので、特定のオブジェクトやオブジェクトの一部を簡単に選択お
よび編集できます。レイヤー、サブレイヤー、グループ、シンボル、クリッピングマスク、複合パス、グラ
デーションメッシュおよびパスを分離することができます。
編集モードでは、分離したアートワークを基準にして新しいアートワークの追加、置き換え、削除をすること
ができます。編集モードを終了するとすぐに、置き換えたアートワークまたは新しいアートワークが元の分離
したアートワークと同じ場所に追加されます。編集モードでは、自動的にすべてのオブジェクトがロックされ
るため、編集モードにあるオブジェクトだけを編集することができます。オブジェクトがどのレイヤーにある
か、または編集したくないオブジェクトを手動でロックしたり非表示にしたりする必要があるかを心配する必
要はありません。

定義したシンボルを編集する際、シンボルは編集モードで表示されます （シンボルの編集または再定
義を参照してください）。

分離されている蝶のグループ

編集モードがアクティブになっている場合、編集モードのオブジェクトはフルカラーで表示されますが、アー
トワークの残りの部分は薄く表示されます。分離されたオブジェクトの名前と位置（トピックパスと呼ばれる
こともある）は、ドキュメントウィンドウ上部の編集モードバーに表示され、レイヤーパネルには分離された
サブレイヤーまたはグループのアートワークだけが表示されます。編集モードを終了すると、他のレイヤーや
グループがレイヤーパネルに再び表示されます。
アウトラインモードまたはプレビューモードのどちらでも、分離されたオブジェクトが表示されます。
アートワークを分離して編集するために編集モードを使用するのビデオを参照してください。

パス、オブジェクト、またはグループの分離
次のいずれかの操作を行います。

選択ツールを使用して、パスまたはグループのオブジェクトをダブルクリックしま
す。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

グループ、オブジェクト、またはパスを選択してから、コントロールパネルの選択し
たオブジェクトボタン  をクリックします。
グループのオブジェクトを選択し右クリックするか（Windows）、Control キーを押し
ながらクリックして（Mac OS）、選択グループ編集モードを選択します。
パスを選択し右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックして
（Mac OS）、選択パス編集モードを選択します。
レイヤーパネルでグループ、オブジェクト、またはパスを選択し、レイヤーパネルメ
ニューから「編集モードを開始」を選択します。または、コントロールパネルの選択
したオブジェクトボタン をクリックします。

グループ内のパスの分離
1. ダイレクト選択ツールまたはレイヤーパネルでターゲットを特定してパスを選択します。

2. コントロールパネルの選択オブジェクト編集モードボタン  をクリックします。

レイヤーまたはサブレイヤーの分離
レイヤーパネルでレイヤーまたはサブレイヤーを選択し、レイヤーパネルメニューから
「編集モードを開始」を選択します。

編集モードの終了
次のいずれかの操作を行います。

Esc キーを押します。
編集モードバー左端の編集モードを解除ボタン  をクリックします（サブレイヤー
を分離している場合は、1 クリックで 1 段階戻り、2 クリックで編集モードを終了し
ます）。
編集モードバー内のどこかをクリックします。
コントロールパネルの編集モードを終了ボタン  をクリックします。
選択ツールを使用して、分離されたオブジェクト以外の場所をダブルクリックしま
す。
右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックして（Mac
OS）、「編集モードを終了」を選択します。

背面のオブジェクトの選択

Illustrator CS5 では、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリックするこ
とで、他のオブジェクトの下にあるオブジェクトを選択できるようになりました。初めて Ctrl キー
（Windows）またはCommand キー（Mac OS）を押しながらクリックした時点で、ポインターは背面を選択
する動作に変わります。それ以降は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら
クリックすると、ポインターの位置の直下にあるオブジェクトが順に選択されます。

このオプションを有効または無効にするには、編集／環境設定／選択範囲・アンカー表示
（Windows）または Illustrator／環境設定／選択範囲・アンカー表示（Mac OS）を選択します。次に、「選択
範囲」セクションの「Ctrl + クリックで背面のオブジェクトを選択」（Windows）または「Command + ク
リックで背面のオブジェクトを選択」（Mac OS）を選択します。
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ページの先頭へ

重なり順の次のオブジェクトの選択

選択したオブジェクトの前面または背面のオブジェクトを選択することができます。これらのコマンドは、編
集モードでは機能しません。

選択したオブジェクトのすぐ上または下のオブジェクトを選択するには、選択／前面のオ
ブジェクトまたは選択／背面のオブジェクトを選択します。

レイヤーパネルを使用したオブジェクトの選択
1. レイヤーパネルで、表示されているリストの中から、選択するオブジェクトの項目を確認
します。表示切り替えの三角形をクリックしてレイヤーまたはグループを展開したり、レ
イヤーパネルで上下にスクロールしたりして、オブジェクトの項目の位置を確認してくだ
さい。

2. 次のいずれかの操作を行います。

個々のオブジェクトを選択するには、オブジェクトの選択コラム（ターゲットボタン
とスクロールバーの間）をクリックします。別のオブジェクトを追加選択したり、選
択を解除したりするには、Shift キーを押しながらクリックします。
レイヤーまたはグループ内のアートワークをすべて選択するには、レイヤーまたはグ
ループの選択コラムをクリックします。
現在選択されているアートワークと同一レイヤー上のすべてのアートワークを選択す
るには、選択／オブジェクト／同一レイヤー上のすべてを選択します。
レイヤーパネルで選択した各項目の横に選択カラーボックスが表示されます。

関連項目
レイヤーパネルの概要

選択ツール、なげなわツール、自動選択ツールによるオブジェクトの選
択

選択ツールによるオブジェクトの選択

1. 選択ツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトをクリックします。
オブジェクトの一部を横切るように、または全体を囲むようにドラッグします。

3. 別のオブジェクトを追加選択したり、選択を解除したりするには、追加または解除するオ
ブジェクトを Shift キーを押しながらクリックするか、その周りをドラッグします。
ヒント：未選択のオブジェクトまたはグループ上に選択ツールを移動すると、ポインター
が  に変わります。選択中のオブジェクトまたはグループ上では、ポインターが  に変
わります。未選択のオブジェクトのアンカーポイント上では、矢印の横に白抜きのボック
ス  が表示されます。
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複数のオブジェクト上をドラッグして選択

関連項目
選択時に使用するキー

なげなわツールによるオブジェクトの選択
1. なげなわツール  を選択します。

2. オブジェクトを囲むか横切るようにドラッグします。

自動選択ツールによるオブジェクトの選択

自動選択ツールは、ドキュメント内で、同じまたは類似した塗り属性（例えば、同じカラーやパターン）を持
つすべてのオブジェクトを選択する場合に使用します。
自動選択ツールをカスタマイズして、線幅、カラー（線）、不透明度または描画モードに基づいて、オブジェ
クトを選択することもできます。また、自動選択ツールが似たオブジェクトの区別に使用する許容値を変更す
ることもできます。

関連項目
ワークスペースの基本

自動選択ツールによる塗りのカラーに基づくオブジェクトの選択

1. 自動選択ツール  を選択します

2. 次のいずれかの操作を行います。

新規に選択するには、選択する属性を含んでいるオブジェクトをクリックします。ク
リックしたオブジェクトと同じ属性を含んでいるオブジェクトがすべて選択されま
す。
現在の選択に追加するには、Shift キーを押しながら、追加する属性が含まれる別のオ
ブジェクトをクリックします。クリックしたオブジェクトと同じ属性が含まれるオブ
ジェクトもすべて選択されます。
現在の選択から除外するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）
を押しながら、除外する属性を含んでいるオブジェクトをクリックします。同じ属性
を含んでいるすべてのオブジェクトが選択を解除されます。

自動選択ツールのカスタマイズ

1. 次のいずれかの操作を行って、自動選択パネルを開きます。

ツールパネルの自動選択ツールをダブルクリックします。
ウィンドウ／自動選択を選択します。

2. 塗りのカラーに基づいてオブジェクトを選択するには、「カラー（塗り）」を選択してか
ら、許容値を 0 ～ 255 ピクセル（RGB の場合）または 0 ～ 100 ピクセル（CMYK の場
合）の範囲で入力します。
許容値を低くすると、クリックしたオブジェクトとの類似性が非常に高いオブジェクトが
選択されます。許容値を高くすると、幅広い範囲でオブジェクトが選択されます。

3. 自動選択パネルメニューの「線オプションを表示」を選択し、必要に応じて次の操作を行
います。
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線のカラーに基づいてオブジェクトを選択するには、「カラー（線）」を選択してか
ら、許容値を 0 ～ 255 ピクセル（RGB の場合）または 0 ～ 100 ピクセル（CMYK
の場合）の範囲で入力します。
線幅に基づいてオブジェクトを選択するには、「線幅」を選択してから、許容値を 0
～ 1000 ポイントの範囲で入力します。

4. 自動選択パネルメニューの「透明オプションを表示」を選択し、必要に応じて次の操作を
行います。

透明度または描画モードに基づいてオブジェクトを選択するには、「不透明度」を選
択して、許容値を 0 ～ 100 ％の範囲で入力します。
描画モードに基づいてオブジェクトを選択するには、「描画モード」を選択します。

関連項目
ビデオチュートリアル - 自動選択ツールによる選択
ビデオチュートリアル - なげなわツールを使用した選択

塗りつぶされたオブジェクトの選択

環境設定の「オブジェクトの選択範囲をパスに制限」を使用することで、選択ツールまたはダイレクト選択
ツールを使用して塗りつぶされたオブジェクトを選択するときに、オブジェクトのエリア内をクリックすれば
選択できるか、パスセグメントまたはアンカーポイントをクリックしないと選択できないかを指定できます。
初期設定では、この環境設定はオフになっています。塗りつぶされたオブジェクトが重なり合っているとき
に、背面にあるオブジェクトを簡単に選択したい場合などは、この環境設定を選択すると便利です。

環境設定の「オブジェクトの選択範囲をパスに制限」は、塗りつぶされていないオブジェクトの選択
時またはアートワークのアウトライン表示時には適用されません。このような場合、オブジェクトのパスの内
部をクリックしてそのオブジェクトを選択することはできません （アートワークのアウトライン表示を参照
してください）。

「オブジェクトの選択範囲をパスに制限」を選択していない場合、オブジェクトの内側をクリックしてドラッ
グすると、オブジェクトが選択され、移動します。

「オブジェクトの選択範囲をパスに制限」を選択している場合、ダイレクト選択ツールでドラッグすると、ド
ラッグした範囲内のポイントとセグメントが選択されます。

編集／環境設定／選択範囲・アンカー表示（Windows）または Illustrator／環境設定／選
択範囲・アンカー表示（Mac OS）を選択し、「オブジェクトの選択範囲をパスに制限」
を選択します。
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グループとグループ内のオブジェクトの選択

オブジェクトがグループ化されたら、選択ツールまたはなげなわツールを使用してそのグループ内の一部を選
択すると、グループ全体が選択されます。オブジェクトがグループの一部であるかどうか不明な場合は、選択
ツールを使用して選択してください。
ダイレクト選択ツールとなげなわツールを使用すると、1 つのグループまたは複数のグループの一部である単
一のパスまたはオブジェクトを選択できます。グループ内に別のオブジェクトのグループがある場合は、グ
ループ選択ツールを使用して、グループ階層内の次のグループを選択できます。連続してクリックするたび
に、グループ化された別のオブジェクトが選択に追加されます。

関連項目
オブジェクトのグループ化の切り替え

選択ツールによるグループの選択

1. 選択ツール  を選択します。

2. グループ内の任意のオブジェクトで、次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトをクリックします。
オブジェクトの一部を横切るように、または全体を囲むようにドラッグします。

3. 別のグループを追加選択したり、解除したりするには、Shift キーを押しながらグループ
をクリックします。

選択ツールによるグループ内のオブジェクトとグループの選択

1. 選択ツール  を選択します。

2. 選択するグループのオブジェクトをダブルクリックします。グループが編集モードで表示
されます。

3. 次のいずれかの操作を行います。

グループ内の下位のグループを選択するには、ダブルクリックします。
ヒント：ライブペイントグループの場合、このダブルクリックによって、グループ内
の面と輪郭線ではなく、オブジェクトを簡単に選択できます。
選択したグループ内のオブジェクトを選択するには、クリックします。
描画するオブジェクトは選択したグループに追加されます。

4. グループの選択を解除するには、グループ以外をダブルクリックします。

グループ内の 1 つのオブジェクトの選択
1. 次のいずれかの操作を行います。

グループ選択ツール  を選択して、オブジェクトをクリックします。
なげなわツール  を選択して、オブジェクトのパスを囲むようにまたは、横切るよ
うにドラッグします。
ダイレクト選択ツール  を選択して、オブジェクトの内部をクリックするか、オブ
ジェクトのパスの一部を横切るようにまたは、全体を囲むようにドラッグします。

2. オブジェクトまたはグループを（選択ツールの）選択に追加したり除いたりするに
は、Shift キーを押したまま追加または除くオブジェクトを選択します。
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グループ選択ツールによるオブジェクトとグループの選択
1. グループ選択ツール  を選択し、選択するグループ内にあるオブジェクトをクリックし
ます。オブジェクトが選択されます。

2. オブジェクトの親グループを選択するには、そのオブジェクトをもう一度クリックしま
す。

3. 同じオブジェクトをもう一度クリックすると、選択したグループと共にグループ化されて
いるグループがさらに選択されます。必要なグループがすべて選択されるまでクリックし
ます。

グループ選択ツールで 1 回クリックすると、グループ内のオブジェクトが選択されます
（左）。もう一度クリックすると、そのオブジェクトのグループが選択されます（右）。

3 回目のクリックで、次のグループが追加選択されます（左）。4 回目のクリックで 3 つ
目のグループが追加選択されます（右）。

関連項目
ビデオチュートリアル - グループ選択ツールとダイレクト選択ツールによる選択
ビデオチュートリアル - なげなわツールを使用した選択

ライブペイントグループ内の面と輪郭線の選択

ライブペイントツールの面や輪郭線を選択するには、ライブペイント選択ツールを使用します。ライブペイン
トグループ全体を選択する場合は、選択ツールでそのグループをクリックします。

1. ライブペイント選択ツール  を選択します。

2. ツールをライブペイントグループ上に移動して、選択する面または輪郭線が強調表示され
るようにします （ライブペイント選択ツールが輪郭線の上にくると、ツールのポイン
ターが  に変わります）。

3. 次のいずれかの操作を行います。

強調表示された面または輪郭線をクリックして選択します。
複数の面または輪郭線を囲むようにドラッグします。完全に囲まれた、または一部が
囲まれた面または輪郭線が選択に含まれます。
面または輪郭線をダブルクリックして、隣接した同じカラーの面と輪郭線をすべて選
択します（オーバーフロー選択）。
面または輪郭線をトリプルクリックして、同じカラーの面と輪郭線をすべて選択しま
す（同じものを選択）。
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塗りを選択

線を選択

強調表示

カラー

幅
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注意：

ヒント：面または輪郭線が小さく選択が難しい場合は、拡大表示するか、塗りまたは
線だけを選択するようにライブペイント選択ツールのオプションを選択します。

4. 別の面や輪郭線を追加選択したり、解除したりするには、追加または解除する面または輪
郭線を Shift キーを押しながらクリックします。

スポイトツールに切り替えて塗りと線を抽出するには、目的の塗りおよび線を Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックします。

関連項目
ライブペイントグループ
ライブペイントグループの操作時に使用するキー

ライブペイント選択ツールのオプション

ツールパネルのツールをダブルクリックして、ライブペイント選択ツールのオプションにアクセスします。

ライブペイントグループの面（輪郭線の内部の領域）を選択します。

ライブペイントグループの輪郭線を選択します。

カーソルが現在ある面のアウトラインまたは輪郭線を表示します。

強調表示のカラーを設定します。カラーは、メニューから選択するか、カラーボックスをクリックし
てカスタムカラーを指定します。

選択のハイライト表示の太さを指定します。

属性によるオブジェクトの選択

書式設定属性、レイヤー、種類（ブラシストロークやクリッピングマスクなど）といった各種グループに基づ
いてオブジェクトを選択できます。

1. ファイル内のすべてのオブジェクトを選択するには、選択／すべてを選択します （すべ
てのオブジェクトの選択を解除するには、選択／選択を解除を選択します）。

また、どの選択ツールでも、オブジェクトから 2 ピクセル以上離れた場所をク
リックするかドラッグすると、すべてのオブジェクトの選択を解除できます。

2. 同じ属性を持つオブジェクトをすべて選択するには、目的の属性を持つオブジェクトを 1
つ選択し、選択／共通のサブメニューから属性を選択します（「描画モード」、「塗りと
線」、「カラー（塗り）」、「不透明度」、「カラー（線）」、「線幅」、「スタイ
ル」、「シンボルインスタンス」、「一連のリンクブロック」）。
一連のリンクブロックで、連結されたテキストボックスが自動的に選択されます。テキス
トボックスを 1 つ選択してからこのコマンドを使用すれば、そこにリンクされた残りの
すべてのテキストボックスを選択することができます。詳しくは、オブジェクト間のス
レッドテキストの設定を参照してください。

自動選択ツールを使用して、カラー（塗り）、線幅、カラー（線）、不透明度または
描画モードが同じオブジェクトをすべて選択することもできます。

3. 特定の種類のオブジェクトをすべて選択するには、すべてのアートワークの選択を解除し
て、選択／オブジェクトを選択し、オブジェクトの種類を選択します（「同一レイヤー上
のすべて」、「方向線のハンドル」、「ブラシストローク」、「クリッピングマスク」、
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「余分なポイント」、「テキストオブジェクト」。また、「同一レイヤー上のすべて」、
「方向線のハンドル」については、対象となるオブジェクトを選択しておく必要がありま
す）。

選択の繰り返し、反転、保存

選択の繰り返しや反転

最後に使用した選択コマンドを繰り返すには、選択／再選択を選択します。
未選択のオブジェクトをすべて選択し、選択中のオブジェクトをすべて選択解除するに
は、選択／反転を選択します。

選択範囲の保存
1. 1 つ以上のオブジェクトを選択して、選択／選択範囲を保存を選択します。

2. 選択範囲を保存ダイアログボックスで、「名前」テキストボックスに名前を入力して、
「OK」をクリックします。
保存した選択範囲は、選択メニューの下部から選択範囲名を選択して、再読み込みするこ
とができます。選択／選択範囲を編集を選択して、選択範囲を削除したり名前を変更した
りすることもできます。
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-->

オブジェクトのグループ化と分割・拡張

トップへ戻る

トップへ戻る

オブジェクトのグループ化の切り替え
オブジェクトの分割・拡張

オブジェクトのグループ化の切り替え
複数のオブジェクトを 1 つにまとめて、1 つのグループとして扱うことができます。オブジェクトをグループ化すると、各オブジェクトの属性や
相対的な位置を変えずに、まとめて移動や変形処理ができます。例えば、ロゴを構成するオブジェクトをグループ化すると、ロゴ全体を 1 つのグ
ループとして移動したり、拡大縮小したりできます。
グループ化したオブジェクトは、アートワークの同じレイヤー上に配置され、そのグループの最前面のオブジェクトの背面に順次重ねられます。
したがって、グループ化すると、オブジェクトが別のレイヤーに移動したり、レイヤー上でのオブジェクトの重なり順が変わってしまったりする
場合があります。異なるレイヤーのオブジェクトを選択してからグループ化した場合は、選択したオブジェクトの最前面のレイヤーにオブジェク
トがグループ化されます。
グループはネスト構造にすることもできます。ネストとは、グループを他のオブジェクトやグループの中に組み入れて、より大きなグループにす
ることをいいます。グループは、レイヤーパネル上では <グループ> 項目として表示されます。レイヤーパネルを使用すると、グループ内の一部の
オブジェクトをグループ外に移動したり、他のグループに移動したりできます。

1. グループ化するオブジェクトまたは、グループ化を解除するグループを選択します。
2. オブジェクト／グループまたは、オブジェクト／グループ解除を選択します。

オブジェクトの分割・拡張
オブジェクトの分割・拡張を使用すると、1 つのオブジェクトを、そのアピアランスを構成する複数のオブジェクトに分割できます。例えば、単色
カラーの塗りが適用された円と線などの単純なオブジェクトを分割・拡張した場合、塗りと線は別々のオブジェクトとなります。パターンの塗り
が適用されたオブジェクトなど、複雑なアートワークを分割・拡張すると、パターンはその構成要素である個々のパスに分割されます。
通常、オブジェクトのアピアランス属性や構成要素のプロパティを変更する場合に、オブジェクトを分割・拡張します。また、オブジェクトの分
割・拡張は、Illustrator 独自のオブジェクト（メッシュオブジェクトなど）を、そのオブジェクトを認識しない他のアプリケーションで使用する場
合に便利です。

塗りと線からなるオブジェクトを分割・拡張する前（左）と分割・拡張した後（右）
透明効果、3D オブジェクト、パターン、グラデーション、線、ブレンド、フレア、エンベロープまたはシンボルをうまくプリントできない場
合は、分割・拡張が役立ちます。

1. オブジェクトを選択します。
2. オブジェクト／分割・拡張を選択します。
オブジェクトにアピアランス属性が適用されている場合は、オブジェクト／分割・拡張コマンドは薄く表示され、使用できま
せん。その場合は、オブジェクト／アピアランスを分割を選択してから、オブジェクト／分割・拡張を選択します。

3. オプションを設定して「OK」をクリックします。
オブジェクト ブレンド、エンベロープ、シンボルセット、フレアなどの複雑なオブジェクトが分割・拡張されます。
塗り 塗りが分割・拡張されます。
線 線が分割・拡張されます。
グラデーションメッシュ グラデーションが 1 つのメッシュオブジェクトに分割・拡張されます。
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指定 カラー分岐点間のカラー値の許容値を設定します。大きい数を指定するとグラデーションが滑らかになり、小さい数を指
定するとバンディングが発生しやすくなります。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらオブジェクト／分割・拡張を選択すると、分割・拡張ダ
イアログボックスで最後に入力した設定でグラデーションが分割・拡張されます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オブジェクトの移動、整列、分布

ページの先頭へ

オブジェクトの移動
他のオブジェクトを基準にしたオブジェクトのペースト
レイヤー間のオブジェクトのペースト
同じ位置にペーストおよびすべてのアートボードにペースト
オブジェクトの整列と分布

オブジェクトの移動

オブジェクトを移動するには、特定のツールでドラッグするか、キーボードの矢印キーを使用するか、パネル
またはダイアログボックスで位置を入力します。
スナップ機能を使用すると、移動時にオブジェクトの位置を決めやすくなります。例えば、ポインターをガイ
ドとアンカーポイントにスナップしたり、オブジェクトの境界線をグリッド線にスナップしたりできます。ま
た、整列パネルを使用して、オブジェクト相互の相対的位置を決めることもできます。
Shift キーを押すと、現在の X 軸と Y 軸の方向を基準にして、オブジェクトを正確な水平方向、垂直方向また
は 45 度単位の方向に移動できます。また、Shift キーを押すと、オブジェクトを 45 度の倍数の角度で回転で
きます。

Shift キーを押しながらドラッグ移動または描画の際、方向を 45 度単位に固定します。

関連項目
グリッドの使用
オブジェクトの回転
変形パネルの概要
Web ワークフローのピクセル整合パスの描画

ペーストによるオブジェクトの移動または複製
1. オブジェクトを選択します。

2. 選択オブジェクトを移動するには、編集／カットを選択します。選択オブジェクトを複製
するには、編集／コピーを選択します。

3. 別のファイルにオブジェクトをペーストするには、ペースト先のファイルを開きます
（レイヤー間をペーストするには、レイヤー間のオブジェクトのペーストを参照してくだ
さい）。

4. 次のいずれかを選択します。
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編集／ペースト

編集／前面へペースト

編集／背面へペースト

編集／同じ位置にペースト

編集／すべてのアートボードにペースト

アクティブなウィンドウの中央にオブジェクトをペーストします。

選択したオブジェクトの前面にオブジェクトを直接ペーストしま
す。

選択したオブジェクトの背面にオブジェクトを直接ペーストしま
す。

作業アートボードの選択オブジェクトと同じ位置にアート
ワークをペーストします。

現在のアートボードと同じ位置で、すべての
アートボードにアートワークをペーストします。

ドラッグによるオブジェクトの移動
1. オブジェクトを選択します。

2. オブジェクトを新しい位置にドラッグします。
選択したオブジェクトが塗りつぶされている場合は、オブジェクトのどの場所からでもド
ラッグ移動できます。選択したオブジェクトが塗りつぶされていない場合、アートワーク
をアウトライン表示している場合または、「オブジェクトの選択範囲をパスに制限」環境
設定を選択している場合は、オブジェクトのパスをドラッグする必要があります （ド
ラッグ＆ドロップを使用した選択範囲の複製を参照してください）。

表示／ポイントにスナップを選択すると、アンカーポイントまたはガイドから 2 ピク
セル以内にオブジェクトをドラッグしたときに、そのアンカーポイントまたはガイド
にカーソルがスナップします。

矢印キーを使用したオブジェクトの移動
1. オブジェクトを選択します。

2. オブジェクトを移動する方向の矢印キーを押します。Shift + 矢印キーを押すと、環境設
定の「キー入力」で指定した値の 10 倍の間隔でオブジェクトを移動できます。
矢印キーを押すたびにオブジェクトが移動する距離は、環境設定の「キー入力」の値に
よって決まります。初期設定の移動距離は、1 ポイント（72 分の 1 イン
チ、0.3528mm）です。環境設定の「キー入力」を変更するには、編集／環境設定／一般
（Windows）、または Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を選択します。

距離を指定したオブジェクトの移動
1. オブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／変形／移動を選択します。

オブジェクトが選択されている場合、ツールパネル上の選択ツール、ダイレクト選択
ツールまたはグループ選択ツールをダブルクリックして移動ダイアログボックスを開
くこともできます。

3. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトを左右に移動するには、「水平方向」テキストボックスに、負の値（左
へ移動）または正の値（右へ移動）のいずれかを入力します。
オブジェクトを上下に移動するには、「垂直方向」テキストボックスに、負の値（下
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へ移動）または正の値（上へ移動）のいずれかを入力します。
オブジェクトの X 軸を基準にした角度でオブジェクトを移動するには、「移動距離」
テキストボックスに距離を入力し、「角度」テキストボックスに正の角度（反時計回
りに回転）または負の角度（時計回りに回転）のいずれかを入力します。角度に -360
～ 360 度の値を入力します。180 ～ 360 度の値は負の値で入力することもできま
す。

4. オブジェクトがパターンの塗りを含む場合、パターンも移動するには、「パターン」を選
択します。オブジェクトではなくパターンだけを移動する場合は、「オブジェクト」の選
択を解除します。

5. 「OK」をクリックします。または「コピー」ボタンをクリックして、オブジェクトのコ
ピーを移動します。

X 軸を基準にした方向

X および Y 座標を使用したオブジェクトの移動
1. オブジェクトを選択します。

2. 変形パネルまたはコントロールパネルで、「X」または「Y」テキストボックスに新しい
値を入力します。

基準点を変更するには、値を入力する前に、基準点の位置を示すアイコン  上の白い
正方形をクリックします。

複数のオブジェクトの同時移動
1. オブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／変形／個別に変形を選択します。

3. ダイアログボックスの「移動」セクションで、選択したオブジェクトを移動する距離を設
定します。

4. 次のいずれかの操作を行います。

指定した距離だけオブジェクトを移動する場合は、「OK」をクリックします。
指定範囲内でオブジェクトをランダムに移動する場合は、「ランダム」オプションを
選択します。例えば、レンガの壁を描くときに、個々のレンガを完全に整列させるの
ではなく、わずかにずらす場合などに、「ランダム」オプションを選択して、
「OK」をクリックします。

他のオブジェクトを基準にしたオブジェクトのペースト
1. ペーストするオブジェクトを選択します。

2. 編集／コピーまたは編集／カットを選択します。

3. ペースト先のオブジェクトを選択します。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

4. 編集／前面へペーストまたは、編集／背面へペーストを選択します。
複数のオブジェクトをペーストする場合は、選択したアートワークの前面または背面にす
べてのオブジェクトがペーストされます。ただし、ペーストしたオブジェクトのグループ
内での相対的なペイント順は変わりません。

レイヤー間のオブジェクトのペースト

「コピー元のレイヤーにペースト」オプションの設定によって、アートワークをレイヤー階層のどの位置に
ペーストするかが決まります。初期設定では、「コピー元のレイヤーにペースト」はオフになっており、アー
トワークはレイヤーパネルでアクティブになっているレイヤーにペーストされます。「コピー元のレイヤーに
ペースト」をオンにすると、レイヤーパネルでどのレイヤーが選択されているかにかかわらず、アートワーク
はコピー元のレイヤーにペーストされます。
このオプションは、レイヤーパネルメニューの「コピー元のレイヤーにペースト」を選択して設定します。オ
プションがオンになると、チェックマークが表示されます。

「コピー元のレイヤーにペースト」をオンにすると、複数のドキュメント間でアートワークをペーストし
て、アートワークを生成したレイヤーと同じ名前のレイヤーに自動的に配置します。目的のドキュメント
に同じ名前のレイヤーがない場合は、新しいレイヤーが作成されます。

関連項目
レイヤーパネルの概要

同じ位置にペーストおよびすべてのアートボードにペースト

「同じ位置にペースト」コマンドを使用すると、作業アートボードにオブジェクトをペーストできます。この
コマンドを使用するには、編集／同じ位置にペーストを選択します。ショートカットキーは、Ctrl + Shift + V
キー（Windows）または Command + Shift + V キー（Mac OS）です。
「すべてのアートボードにペースト」コマンドを使用すると、すべてのアートボードに選択したオブジェクト
をペーストできます。オブジェクトのコピー元になるアートボードが作業アートボードであることを確認して
から、このコマンドを使用します。
「すべてのアートボードにペースト」コマンドを使用するには、アートワークをカットまたはコピーし、編集
／すべてのアートボードにペーストを選択します。
アートワークをコピーして「すべてのアートボードにペースト」を選択すると、アートワークはコピーした
アートボードにも再度ペーストされます。（推奨）「すべてのアートボードにペースト」コマンドを使用する
前に元のオブジェクトを変更する必要がないときには、オブジェクトを切り取ってからペーストすることをお
勧めします。

「同じ位置にペースト」と「すべてのアートボードにペースト」コマンドでは、オブジェクトは作業
アートボードからコピーしたときと同じ位置にペーストされます。

オブジェクトの整列と分布

整列パネル（ウィンドウ／整列）やコントロールパネルの整列オプションを使用して、選択したオブジェクト
を指定した軸に沿って整列、または分布をさせることができます。オブジェクトは、基準点となる線やアン
カーポイント、選択範囲、アートボードまたはキーオブジェクトに整列することができます。キーオブジェク
トは、選択した複数のオブジェクトの中の、1 つの特定のオブジェクトです。
オブジェクトを選択すると、コントロールパネルに整列オプションが表示されます。オプションが表示されな
い場合は、コントロールパネルメニューから「整列」を選択します。

初期設定では、整列および分布はオブジェクトのパスに基づいて計算されます。ただし、線幅が異なるオ
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注意：

ブジェクトを対象としている場合は、代わりに輪郭線を使用して整列および分布を計算することができま
す。このためには、整列パネルメニューの「プレビュー境界を使用」を選択します。

関連項目
ワークスペースの基本
複数のアートボードの設定

選択されたすべてのオブジェクトのバウンディングボックスを基準として整列ま
たは分布

1. 整列または分布するオブジェクトを選択します。

2. 整列パネルまたはコントロールパネルで、選択範囲に整列アイコン  を選択し、目的の
整列または分布のボタンをクリックします。

1 つのアンカーポイントを基準として整列または分布
1. ダイレクト選択ツールをクリックし、Shift キーを押したまま、整列または分布を行うア
ンカーポイントを選択します。最後に選択したアンカーポイントがキーアンカーポイント
になります。
整列パネルおよびコントロールパネルでは、キーアンカーに整列  オプションが自動的
に選択されます。

2. 整列パネルかコントロールパネルで、目的の整列または分布のボタンをクリックします。

キーオブジェクトを基準として整列または分布
1. 整列または分布するオブジェクトを選択します。

2. キーオブジェクトとして使用するオブジェクトを再びクリックします（ここでは、クリッ
クするときに Shift キーを押す必要はありません）。
キーオブジェクトの周りに青いアウトラインが表示され、コントロールパネルと整列パネ
ルのキーオブジェクトに整列アイコン  が自動的に選択されます。

3. 整列パネルかコントロールパネルで、目的の整列または分布のボタンをクリックします。

オブジェクトを基準にした整列と分布を中止するには、オブジェクトを再びク
リックして青いアウトラインを削除するか、整列パネルメニューの「キーオブジェクトを
キャンセル」を選択します。

アートボードを基準として整列または分布
1. 整列または分布するオブジェクトを選択します。

2. 選択ツールを使用して、Shift キーを押しながら使用するアートボードをクリックしてア
クティブにします。アクティブなアートボードはアウトラインが他よりも暗くなります。

3. 整列パネルまたはコントロールパネルで、アートボードに整列アイコン  を選択し、目
的の整列または分布のボタンをクリックします。

距離を指定したオブジェクトの分布

オブジェクトのパス間の正確な距離を指定してオブジェクトを分布することができます。

1. 分布するオブジェクトを選択します。
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2. 選択ツール  を使用して、他のオブジェクトを分布する際の基準となるオブジェクトを
クリックします。クリックしたオブジェクトの位置は固定されたままとなります。

3. 整列パネルで、「等間隔に分布」テキストボックスにオブジェクト間の距離を入力しま
す。
「等間隔に分布」オプションが表示されていない場合は、パネルメニューの「オプション
を表示」を選択します。

4. 垂直方向等間隔に分布ボタンまたは、水平方向等間隔に分布ボタンのいずれかをクリック
します。
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オブジェクトの回転とリフレクト

ページの先頭へ

オブジェクトの回転
ドキュメントの X 軸と Y 軸の回転
オブジェクトのリフレクトまたは反転

オブジェクトの回転

オブジェクトを回転させると、指定した原点を中心にオブジェクトが回転します。初期設定では、基準点はオ
ブジェクトの中心に設定されています。複数のオブジェクトを選択している場合、オブジェクトは 1 つの基準
点を中心に回転します。初期設定では、この基準点は選択されたオブジェクトまたはバウンディングボックス
の中心です。各オブジェクトをそれぞれの中心を基準に回転させるには、「個別に変形」コマンドを使用しま
す。

回転ツールを使用した場合（左）と「個別に変形」コマンドを使用した場合（右）

関連項目
変形パネルの概要
オブジェクトの移動
オブジェクトの拡大・縮小

バウンディングボックスを使用したオブジェクトの回転
1. オブジェクトを選択します。

2. 選択ツール  を使用して、バウンディングボックスの外側でポインターをハンドルの近
くに移動し、ポインターが  に変わったら、ドラッグします。

自由変形ツールによるオブジェクトの回転
1. オブジェクトを選択します。

2. 自由変形ツール  を選択します。

3. ポインターをバウンディングボックスの外側の任意の位置に移動し、ポインターが  に
変わったら、ドラッグします。
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回転ツールによるオブジェクトの回転
1. オブジェクトを選択します。

2. 回転ツール  を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

中心を基準にオブジェクトを回転させるには、ドキュメントウィンドウ内の任意の位
置で円を描くようにドラッグします。
別の基準点を中心としてオブジェクトを回転させるには、ドキュメントウィンドウの
任意の位置を 1 度クリックして、基準点の位置を変更します。ポインターを基準点か
ら離して、円を描くようにドラッグします。
オブジェクトをコピーして回転させるには、ドラッグしながら Alt キー（Windows）
または Option キー（Mac OS）を押します。

回転の角度を微調整する場合は、基準点から離れた位置をドラッグします。

角度を指定したオブジェクトの回転

「回転」コマンドを使用して、回転角度を正確に指定することができます。

1. オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

別の基準点を中心に回転させるには、回転ツールを選択します。次に、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ドキュメントウィンドウ
内で基準点とする位置をクリックします。
中心を基準に回転させるには、オブジェクト／変形／回転を選択するか、回転ツール
をダブルクリックします。

3. 「角度」テキストボックスに、回転角度を入力します。負の角度を入力するとオブジェク
トが時計回りに、正の角度を入力すると反時計回りに回転します。

4. オブジェクトがパターンの塗りを含む場合、パターンも回転するには、「パターン」を選
択します。オブジェクトではなくパターンだけを回転する場合は、「オブジェクト」の選
択を解除します。

5. 「OK」をクリックします。または「コピー」をクリックして、オブジェクトのコピーを
作成します。

複数のオブジェクトのコピーを基準点の周りに円形に配置する場合は、オブジェクト
の中心から離れた位置に基準点を移動し、「コピー」ボタンをクリックしてから、オ
ブジェクト／変形／変形の繰り返しを選択します。

変形パネルによるオブジェクトの回転
1. オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

中心を基準にオブジェクトを回転させるには、パネルの回転オプションに角度の値を
入力します。
別の基準点を中心にオブジェクトを回転させるには、変形パネルの基準点の位置を示
すアイコン  上の白い正方形をクリックして、回転オプションに角度の値を入力し
ます。
ヒント：変形パネルは、コントロールパネルの「X」、「Y」、「W」または「H」を
クリックして表示することもできます。
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3. 変形パネルを使用して、基準点の周囲でシンボルを回転できます。詳しくは、シンボル基
準点を参照してください。

複数のオブジェクトの個別の回転
1. 回転させるオブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／変形／個別に変形を選択します。

3. ダイアログボックスの「回転」セクションで、次のいずれかの操作を行います。

角度アイコンをクリックするか、アイコンの角度線をドラッグします。
「角度」テキストボックスに角度を –360 ～ 360 度の範囲で入力します。

4. 「OK」をクリックします。または「コピー」ボタンをクリックして、各オブジェクトの
コピーを回転させます。

ドキュメントの X 軸と Y 軸の回転

初期設定では、X 軸はドキュメントウィンドウの水平方向に、Y 軸は垂直方向に設定されています。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）、または Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 「角度の制限」テキストボックスで角度を指定します。正の角度を入力すると、軸は反時
計回りに回転します。負の角度を入力すると、軸は時計回りに回転します。
軸の回転は、例えば、ロゴやテキストを 20 度傾斜して配置する場合など、アートワーク
を構成する要素を同じ角度に回転する場合に便利です。ロゴに追加する要素を別々に回転
する代わりに、軸をあらかじめ 20 度回転させておくと、オブジェクトはすべて新しい軸
に沿って作成されます。

初期設定の軸に整列したオブジェクト（左）、20 度回転した軸に整列したオブジェクト
（右）

次のオブジェクトや操作は、新しい軸に影響されません。

既存のオブジェクト
回転とブレンド
鉛筆ツールまたはライブトレースツールを使用した描画

オブジェクトのリフレクトまたは反転

オブジェクトをリフレクトすると、指定した表示されない軸の反対側にオブジェクトを反転できます。オブ
ジェクトのリフレクトは、自由変形ツール、リフレクトツールまたは「リフレクト」コマンドを使用して行い
ます。リフレクトの軸を指定する場合には、リフレクトツールを使用します。
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オブジェクトの鏡像を作成するには、リフレクト時にコピーします。

自由変形ツールによるオブジェクトのリフレクト
1. リフレクトするオブジェクトを選択します。

2. 自由変形ツール  を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

目的のリフレクト効果が得られるまで、バウンディングボックスのハンドルを反対側
の輪郭線またはハンドルを越えてドラッグします。
オブジェクトの縦横比を保持するには、Shift キーを押しながら、コーナーハンドルを
反対側のハンドルを越えてドラッグします。

リフレクトツールによるオブジェクトのリフレクト
1. オブジェクトを選択します。

2. リフレクトツール  を選択します。

3. オブジェクトのリフレクトに使用するリフレクト軸を作成するには、ドキュメントウィン
ドウの任意の位置をクリックして、軸の 1 点を設定します。ポインターが矢印に変わり
ます。

4. ポインターをリフレクト軸の別の点の上に置き、次のいずれかの操作を行います。

クリックして、リフレクト軸の 2 番目の点を設定します。選択オブジェクトが、指定
した軸を基準にして反転します。

クリックして軸の 1 点を設定し（左）、その後もう 1 つの点を再びクリックして設定す
ると、軸を基準にオブジェクトがリフレクトされます（右）。

オブジェクトのコピーをリフレクトするには、Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押しながら、リフレクト軸の 2 番目の点をクリックします。
クリックするのではなく、ポインターをドラッグして、リフレクト軸の方向を調整し
ます。Shift キーを押しながらドラッグすると、角度が 45 度単位に固定されます。ポ
インターをドラッグすると、手順 3 で決定した点を中心にリフレクト軸が回転し、オ
ブジェクトのアウトラインがリフレクトされます。アウトラインの位置が決まった
ら、マウスボタンを放します。
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リフレクト軸の 2 番目の点をドラッグして軸を回転

回転の角度を微調整する場合は、基準点から離れた位置をドラッグします。

軸の指定によるリフレクト
1. リフレクトするオブジェクトを選択します。

中心を基準にオブジェクトをリフレクトするには、オブジェクト／変形／リフレクト
を選択するか、リフレクトツール  をダブルクリックします。
別の基準点を使用してリフレクトするには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながら、ドキュメントウィンドウの任意の位置をクリックしま
す。

2. リフレクトダイアログボックスで、オブジェクトをリフレクトする軸を選択します。水
平、垂直または指定した角度の軸を基準に、オブジェクトをリフレクトできます。

3. オブジェクトがパターンを含んでおり、パターンもリフレクトする場合は、リフレクトダ
イアログボックスのオプションで「パターン」を選択します （パターンだけをリフレク
トする場合は、ダイアログボックスで「オブジェクト」の選択を解除します）。

4. 適用前に確認するには、「プレビュー」を選択します。

5. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトをリフレクトする場合は、「OK」をクリックします。
オブジェクトをコピーしてリフレクトする場合は、「コピー」ボタンをクリックしま
す。
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レイヤーについて
レイヤーパネルの概要
レイヤーの作成
オブジェクトの別のレイヤーへの移動
項目の個別のレイヤーへの分配
レイヤーとグループの統合
レイヤーパネルでの項目の検索

レイヤーについて

複雑なアートワークを作成する場合、ドキュメントウィンドウ内のすべてのアイテムの場所を把握しておくこ
とは難しい問題です。小さなアイテムが大きなアイテムの下に隠れてしまうと、アートワークを選択すること
は困難になります。レイヤーを使用すれば、アートワークを構成するすべてのアイテムを管理できます。レイ
ヤーは、アートワークを乗せた透明なフィルムと考えることができます。ユーザーはレイヤーを並べ替えるこ
とにより、アートワークのアイテムの重なり順を変更できます。また、アイテムをレイヤーとレイヤーの間に
移動したり、レイヤー内にサブレイヤーを作成したりすることもできます。
ドキュメントで使用するレイヤーの構造は、必要に応じて単純にしたり、複雑にしたりできます。初期設定で
は、すべてのアイテムは同一の親レイヤーに配置されますが、新規レイヤーを作成してアイテムを移動した
り、レイヤー間で要素を移動したりすることもできます。レイヤーパネルを使用すると、アートワークのアピ
アランス属性の選択、非表示、ロックおよび変更が簡単にできます。さらに、テンプレートレイヤーを作成し
てアートワークをトレースしたり、Photoshop とレイヤーを交換したりできます。
ドキュメントでレイヤーを使用することによってアートワークを整理して柔軟性を持たせることに関するビデ
オについては、アートワークをレイヤーで整理するを参照してください。

レイヤーパネルの概要

レイヤーパネル（ウィンドウ／レイヤー）は、ドキュメント内のオブジェクトの一覧表示、整理、編集に使用
します。初期設定では、新規ドキュメントはどれもレイヤーを 1 つ持ち、作成する各オブジェクトはそのレイ
ヤーの下に一覧表示されます。ただし、新しいレイヤーを作成して、必要に応じてアイテムの配置を変えるこ
とができます。
初期設定では、レイヤーパネルの各レイヤーに固有のカラー（最大で 9 色）が割り当てられます。カラーは、
パネルのレイヤー名の横に表示されます。アートワークウィンドウでも、同じカラーが、選択したオブジェク
トのバウンディングボックス、パス、アンカーポイントおよび中心点に表示されます。このカラーにより、レ
イヤーパネル上で、レイヤーと対応するオブジェクトをすばやく見つけることができます。また、このレイ
ヤーカラーは、必要に応じて変更することもできます。
レイヤーパネルの項目が別の項目を含む場合は、項目名の左側に三角形が表示されます。三角形をクリックす
ると、項目内容の表示・非表示が切り替わります。三角形が表示されていない場合、別の項目は含まれていま
せん。
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表示コラム

編集コラム

ターゲットコラム

選択コラム

レイヤーパネル

A. 表示コラム B. 編集コラム C. ターゲットコラム D. 選択コラム 

レイヤーパネルは、一覧の両側にコラムがあります。コラムをクリックすると、以下の属性を制御できます。

レイヤーの項目が表示されているか 、非表示になっているか（空白）、またはテンプレート 
レイヤーであるか、アウトライン  レイヤーであるかを示します。

項目のロック状態を示します。ロックアイコン  は項目がロックされ、編集できないことを示
し、空白は項目がロックされず、編集可能なことを示します。

項目が、アピアランスパネルの効果および編集属性のアプリケーションのターゲットとし
て指定されているかどうかを示します。ターゲットボタンが二重の輪のアイコン（  または ）として表示
される場合は、その項目はターゲットとして指定されています。一重の輪のアイコンは、ターゲットとして指
定されていないことを示します。

項目が選択されているかどうかを示します。項目が選択されている場合は、カラーボックスが表
示されます。レイヤーやグループのような項目が、選択されたオブジェクトと選択されていないオブジェクト
を含む場合は、親項目の横に小さな選択カラーボックスが表示されます。親項目内のすべてのオブジェクトを
選択した場合、親項目の選択カラーボックスは、選択したオブジェクトの横に表示されるマークと同じ大きさ
です。
レイヤーパネルを使用して、一部の項目はアウトラインとして表示し、ほかの項目は最終的なアートワークと
同じように表示することができます。また、リンク画像やビットマップオブジェクトの表示濃度を薄くして、
画像の上に重なったアートワークを編集しやすくすることもできます。この機能は、ビットマップ画像をト
レースするときに特に便利です。

レイヤー化されたアートワークの表示オプション

A. アウトラインモードで表示したオブジェクト B. 50 ％の濃度で薄く表示したビットマップオブジェクト C.
プレビュー表示された選択したオブジェクト 
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注意：

名前

カラー

テンプレート

ロック

表示

プリント

プレビュー

関連項目
ワークスペースの基本
アートワークのアウトライン表示
画像トレースの使用
オブジェクトまたはレイヤーのロック状態の切り替え
オブジェクトまたはレイヤーの表示の切り替え

レイヤーパネルの表示の変更
1. レイヤーパネルメニューの「パネルオプション」を選択します。

2. レイヤーパネル内のパス、グループ、オブジェクト項目を非表示にするには、「レイヤー
のみを表示」を選択します。

3. 行の高さを指定するには、「行のサイズ」オプションを選択します （カスタムサイズを
指定するには、「その他」を選択して 12 ～ 100 の範囲で値を入力します）。

4. 「サムネール」オプションで、サムネールプレビューを表示するレイヤー、グループおよ
びオブジェクトの組み合わせを選択します。

レイヤーパネルでサムネールを表示すると、複雑なファイルで作業しているとき
にパフォーマンスが低下することがあります。パフォーマンスを向上させたい場合は、レ
イヤーのサムネールを非表示にします。

レイヤーおよびサブレイヤーオプションの設定
1. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤーパネルの項目名をダブルクリックします。
項目名をクリックし、レイヤーパネルメニューから <項目名> のオプションを選択し
ます。
レイヤーパネルメニューから「新規レイヤー」または「新規サブレイヤー」を選択し
ます。

2. 次のいずれかを指定します。

レイヤーパネルに表示される項目名を指定します。

レイヤーのカラー設定を指定します。カラーは、ポップアップメニューから選択
するか、カラーサンプルをダブルクリックして選択できます。

レイヤーをテンプレートレイヤーにします。

項目の変更を禁止します。

レイヤーに含まれているすべてのアートワークがアートボードに表示されます。

レイヤーに含まれるアートワークをプリント可能にします。

レイヤーに含まれるアートワークがアウトラインではなくカラーで表示され
ます。
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レイヤーに含まれるリンク画像とビットマップ画像の表示濃度をパーセ
ント値で指定できます。

レイヤーの作成
1. レイヤーパネルで、新しいレイヤーを追加する場所として、すぐ下にくる（または、サブ
レイヤーとして追加する）既存のレイヤーの名前をクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

選択したレイヤーの上に新しいレイヤーを追加するには、レイヤーパネルの新規レイ
ヤーを作成ボタン  をクリックします。
選択したレイヤーの下に新しいサブレイヤーを作成するには、レイヤーパネルの新規
サブレイヤーを作成ボタン  をクリックします。
ヒント：レイヤーの新規作成時にオプションを設定する場合は、レイヤーパネルメ
ニューの「新規レイヤー」または「新規サブレイヤー」を選択します。

異なる描画方法の場合、Illustrator には次のような複数のオプションがあります。

背面描画モードでは、作業レイヤーの背面に新規の作業レイヤーが自動的に作成され
ます。
背面描画モードでは、アートワークを選択していない場合、選択されているレイヤー
のすべてのアートワークの背面にアートワークが描画されます。

オブジェクトの別のレイヤーへの移動
1. オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤーパネルで、目的のレイヤーの名前をクリックします。オブジェクト／重ね順
／現在のレイヤーヘを選択します。
レイヤーパネルのレイヤーの右側にある選択コラムのカラーボックス  を移動先のレ
イヤーまでドラッグします。
ヒント：オブジェクトまたはレイヤーを選択して、レイヤーパネルメニューの「新規
レイヤーに集める」を選択すると、新規レイヤーに移動することができます。隣接し
ていない項目を選択するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながら選択します。隣接する項目を選択するには、Shift キーを押しなが
ら選択します。

項目の個別のレイヤーへの分配

「サブレイヤーに分配」コマンドを使用すると、1 つのレイヤー上にあるすべての項目を個々のレイヤーに再
分配できます。また、オブジェクトの重なり順に基づいて新しいオブジェクトを作成することができます。
「サブレイヤーに分配」は、Web アニメーション用のファイルを作成するのに便利な機能です。

1. レイヤーパネルで、レイヤーまたはグループの名前をクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

各項目を個別のレイヤーに分配するには、レイヤーパネルメニューの「サブレイヤー
に分配（シーケンス）」を選択します。
各項目をレイヤーに分配してオブジェクトを複製し、蓄積シーケンスを作成するに
は、レイヤーパネルメニューの「サブレイヤーに分配（ビルド）」を選択します。レ
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イヤー内の一番下のオブジェクトはそれぞれの新しいレイヤーにコピーされ、一番上
のオブジェクトは最上部のレイヤーにのみ表示されます。例えば、レイヤー 1 には下
から順に、円、正方形、三角形の 3 個のオブジェクトが作成されているとします。
「サブレイヤーに分配（ビルド）」を選択すると、3 つのレイヤーが作成されます。
最上位のレイヤーには円と正方形と三角形、中間のレイヤーには円と正方形、最下位
のレイヤーには円だけが含まれています。このコマンドは蓄積されたシーケンスアニ
メーションを作成するのに便利です。

「サブレイヤーに分配（ビルド）」コマンドによって作成された新規レイヤー

レイヤーとグループの統合

選択レイヤーの結合とすべてのレイヤーを結合は、複数のオブジェクト、グループ、サブレイヤーを 1 つのレ
イヤーまたはグループにまとめる点で類似しています。選択したレイヤーを結合する場合は、どの項目を 1 つ
にまとめるかを選択できます。一方、すべてのレイヤーを結合する場合は、アートワーク上に表示されている
すべての項目を 1 つのレイヤーにまとめます。どのオプションでも、アートワークの重なり順は保持されます
が、クリッピングマスクなどのそれ以外のレイヤーレベルの属性は保持されません。

項目を選択して 1 つのレイヤーまたはグループに結合するには、Ctrl キー（Windows）ま
たは Command キー（Mac OS）を押しながら結合するレイヤーまたはグループの名前を
クリックします。または、Shift キーを押しながらレイヤーまたはグループの名前をクリッ
クして、隣接する項目を一括選択します。レイヤーパネルメニューで「選択レイヤーを結
合」を選択します。最後に選択したレイヤーまたはグループに項目が結合されます。
レイヤーは、レイヤーパネルで同じ階層レベルにある他のレイヤーとのみ結合できます。
同様にサブレイヤーは、同じレイヤー内にあり階層レベルが同じほかのサブレイヤーとの
み結合できます。レイヤー内のオブジェクトは結合されません。
レイヤーをすべて結合するには、アートワークを統合するレイヤーの名前をクリックしま
す。レイヤーパネルメニューの「すべてのレイヤーを結合」を選択します。

レイヤーパネルでの項目の検索

ドキュメントウィンドウでオブジェクトを選択した場合は、「オブジェクトの位置」コマンドを使用すると、
レイヤーパネル上の対応するレイヤー項目をすばやく表示できます。このコマンドは、階層が非表示のレイ
ヤー上にある項目を表示する場合に非常に便利です。

1. ドキュメントウィンドウでオブジェクトを選択します。複数のオブジェクトを選択した場
合は、重なり順の一番上にあるオブジェクトのレイヤー項目が検索対象になります。

2. レイヤーパネルメニューの「オブジェクトの位置」を選択します。パネルオプションの
「レイヤーのみを表示」が選択されている場合、このコマンドは「レイヤーの位置」に変
わります。
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オブジェクトのロック、非表示、および削除

トップへ戻る

トップへ戻る

オブジェクトまたはレイヤーのロック状態の切り替え

オブジェクトまたはレイヤーの表示の切り替え

オブジェクトの削除

オブジェクトまたはレイヤーのロック状態の切り替え

オブジェクトをロックすると、オブジェクトの選択と編集ができなくなります。親レイヤーをロックすることにより、複数のパス、グループ、サ

ブレイヤーをすばやくロックできます。

オブジェクトをロックするには、レイヤーパネルで、ロックする項目（オブジェクトまたはレイヤー）の編集コラム（目のアイ

コンの右側）をクリックします。複数の隣接した項目をロックするには、複数の編集コラムをマウスでドラッグします。また

は、ロックするオブジェクトを選択して、オブジェクト／ロック／選択を選択します。

オブジェクトのロックを解除するには、レイヤーパネルでロックを解除するオブジェクトまたはレイヤーのロックアイコン 
をクリックします。

以下のコマンドを使用して、オブジェクトのロックを切り替えることもできます。

選択したオブジェクトのエリアの前面に重なっているオブジェクトをすべてロックするには、オブジェクトを選択して、オブ

ジェクト／ロック／前面のすべてのアートワークを選択します。

レイヤーパネルでターゲットにしたオブジェクトまたはグループを含むレイヤー以外をすべてロックするには、オブジェクト／

ロック／その他のレイヤーを選択するか、レイヤーパネルメニューの「他をロック」を選択します。

すべてのレイヤーをロックするには、レイヤーパネルですべてのレイヤーを選択してから、レイヤーパネルメニューの「すべて

のレイヤーをロック」を選択します。

ドキュメント内にあるすべてのオブジェクトのロックを解除するには、オブジェクト／すべてをロック解除を選択します。

グループ内だけですべてのオブジェクトのロックを解除するには、グループ内の表示されていてロックされていないオブジェク

トを選択します。Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しながら、オブジェクト／すべてを
ロック解除を選択します。

すべてのレイヤーをロックしている場合は、レイヤーパネルメニューの「すべてのレイヤーをロック解除」を選択して、ロック

を解除します。

注意： 編集モードではロックメニューは無効です。

オブジェクトまたはレイヤーの表示の切り替え

次のいずれかの方法を選択します。

レイヤーパネルで、非表示にする項目の左側にある目のアイコン  をクリックします。項目を再表示するには、目のアイコン
をもう一度クリックします。レイヤーまたはグループを非表示にすると、そのレイヤーまたはグループの全項目が非表示になり

ます。

複数の隣接した項目を非表示にするには、複数の目のアイコンをマウスでドラッグします。

非表示にするオブジェクトを選択して、オブジェクト／隠す／選択を選択します。

レイヤー内の特定のオブジェクトより前にあるすべてのオブジェクトを非表示にするには、そのオブジェクトを選択して、オブ

ジェクト／隠す／前面のすべてのアートワークを選択します。

未選択のレイヤーをすべて非表示にするには、レイヤーパネルメニューの「他を隠す」を選択するか、Alt キー（Windows）ま
たは Option キー（Mac OS）を押しながら表示するレイヤーの目のアイコンをクリックします。または、オブジェクト／隠す
／その他のレイヤーを選択して、選択しているオブジェクトやグループを含むレイヤー以外のすべてのレイヤーを非表示にしま

す。

すべてのオブジェクトを表示するには、オブジェクト／すべてを表示を選択します。隠れていたオブジェクトがすべて表示され

ます。選択されていたオブジェクトは、選択されたままです。

レイヤーとサブレイヤーをすべて表示するには、レイヤーパネルメニューの「すべてのレイヤーを表示」を選択します。このコ

マンドでは、非表示のオブジェクトは表示されません。非表示のレイヤーのみが表示されます。
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グループだけのオブジェクトをすべて表示するには、グループ内の表示されていてロックされていないオブジェクトを選択しま

す。Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しながら、オブジェクト／すべてを表示を選択し
ます。

注意： 編集モードでは、すべてを表示メニューと隠すメニューは無効です。

オブジェクトの削除

 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトを選択して、Backspace キー（Windows）または Delete キーを押します。

オブジェクトを選択して、編集／消去、または編集／カットを選択します。

レイヤーパネルで削除する項目を選択し、削除アイコン  をクリックします。または、レイヤーパネルで、パネル内の削除ア
イコンまで項目名をドラッグするか、レイヤーパネルメニューの「<レイヤー名> を削除」を選択します。

レイヤーを削除すると、そのレイヤーに含まれるすべてのアートワークも削除されます。例えば、サブレイヤー、グループ、パスおよびクリッピ

ングセットを含むレイヤーを削除すると、そのレイヤーに含まれるこれらのすべてのオブジェクトも削除されます。

注意： ドキュメントにはレイヤーが 1 つ以上必要です。ドキュメントに 1 つしかレイヤーがない場合は、削除ボタンと「削除」コマンドは使用で
きません。
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オブジェクトの複製

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

ドラッグによるオブジェクトの複製
レイヤーパネルを使用したオブジェクトの複製
ドラッグ＆ドロップを使用した選択範囲の複製
パスのオフセットを使用したオブジェクトの複製

ドラッグによるオブジェクトの複製
1. オブジェクトを選択します。
2. 選択ツール、ダイレクト選択ツールまたはグループ選択ツールを選択します。
3. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、選択されたオブジェクトのバウンディングボックスのハ
ンドル以外の部分をドラッグします。

レイヤーパネルを使用したオブジェクトの複製
レイヤーパネルを使用すると、オブジェクト、グループ、レイヤー全体をすばやく複製できます。

1. レイヤーパネルで、複製する項目を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤーパネルメニューから「「レイヤー名」を複製」を選択します。
レイヤーパネルの項目を、パネルの下部にある新規レイヤーを作成ボタン  にドラッグします。
項目をレイヤーパネルの新しい場所にドラッグしながら、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しま
す。複製項目を配置する場所にインジケーターを移動したら、マウスボタンを放します。インジケーターがレイヤーまたは
グループを指しているときにマウスボタンを放すと、複製項目がレイヤーまたはグループの最上位に追加されます。インジ
ケーターが項目と項目の間を指しているときにマウスボタンを放すと、複製項目は指定した場所に追加されます。

ドラッグ＆ドロップを使用した選択範囲の複製
クリップボードを使用して、Illustrator ファイルとその他のアドビソフトウェア（Adobe Photoshop、Adobe InDesign など）の間で選択内容を転
送できます。パスは PostScript 言語でクリップボードにコピーされるので、パスを読み込むときにクリップボードを利用すると便利です。クリッ
プボードにコピーしたアートワークは、ほとんどのアプリケーションでは PICT 形式でペーストされます。ただし、PDF（InDesign など）や AICB
形式でペーストするアプリケーションもあります。PDF では透明度が保持され、AICB 形式では、選択範囲のアピアランスを保持するか、選択範
囲のパスを保持してコピーするかを選択できます（Photoshop など）。
コピーの環境設定を指定するには、編集／環境設定／ファイル管理・クリップボード（Windows）、または Illustrator／環境設定／ファイル管理・
クリップボード（Mac OS）を選択します。「PDF」、「AICB（透明サポートなし）」または両方を選択します。AICB を選択する場合は、「パス
を保持」を選択してコピーされるアートワークのすべての透明度を破棄するか、「アピアランスとオーバープリントを保持」を選択してすべての
透明度を一様にし、コピーされるアートワークのアピアランスおよびオーバープリントオブジェクトを保持します。

アートワークの Photoshop ドキュメントへのドラッグ＆ドロップ
1. コピーするアートワークを選択します。
2. Photoshop 上でコピー先の Photoshop ドキュメントを開きます。
3. 次のいずれかの操作を行います。

アートワークをビットマップ画像として Photoshop にコピーするには、選択オブジェクトを Photoshop ウィンドウにド
ラッグし、黒いアウトラインが表示されたらマウスボタンを放します。Photoshop 画像の中心に選択オブジェクトを配置
する場合は、Shift キーを押しながら選択オブジェクトをドラッグします。初期設定では、選択したオブジェクトがビット
マップ画像としてアクティブなレイヤーにコピーされます。
ベクトルアートワークをパスとして Photoshop にコピーするには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながら、選択オブジェクトを Photoshop ドキュメントにドラッグします。マウスボタンを放すと、選択オブ
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ジェクトが Photoshop のパスになります。

Photoshop から Illustrator へのアートワークのドラッグ＆ドロップ
1. コピー元の Photoshop ドキュメントを開きます。
2. コピーするアートワークを選択します。

3. 移動ツール  を選択し、選択範囲を Photoshop から Illustrator ファイルにドラッグします。

アートワークのデスクトップにドラッグ＆ドロップするには（Mac OS のみ）
1. コピーするアートワークを選択します。
2. 選択オブジェクトをデスクトップにドラッグします。
選択オブジェクトがピクチャクリッピングとしてデスクトップにコピーされ、目的のドキュメントにドラッグ＆ドロップでき
るようになります。デスクトップにドラッグする場合、ピクチャクリッピングは PICT 形式に変換されます。

パスのオフセットを使用したオブジェクトの複製
「パスのオフセット」コマンドまたは「パスのオフセット」効果を使用すると、選択したオブジェクトから指定した距離をずらした位置にオブ
ジェクトのコピーを作成できます。オブジェクトをずらして複製すると、同心形を作成したり、一定の間隔でオブジェクトのコピーを数多く作成
したりする場合に便利です。
効果メニューの「パスのオフセット効果」を使用して、オブジェクトのパスを元のパスからずらすことができます。この効果は、メッシュオブ
ジェクトを通常のパスに変換するのに便利です。例えば、エンベロープを解除した場合や、メッシュの形状を変換して別のアプリケーションで使
用する場合などは、「パスのオフセット」コマンドをオフセット値 0 で適用してから、メッシュの形状を削除します。メッシュオブジェクトを削
除すると、残ったパスを編集できます。

パスのオフセットコマンドを使用したオブジェクトのずらした複製
1. オブジェクトを選択します。
2. オブジェクト／パス／パスのオフセットを選択します。
3. 「オフセット」、「角の形状」、「角の比率」を指定します。
4. 「OK」をクリックします。

パスのオフセット効果を使用したオブジェクトのずらした複製
1. オブジェクトを選択します。
2. 効果／パス／パスのオフセットを選択します。
3. 「オフセット」、「角の形状」、「角の比率」を指定します。
4. 「OK」をクリックします。

キーボードを使用したオブジェクトのオフセット
1. オブジェクトを選択します。
2. Alt キーを押したまま矢印キーを押します。
複製オブジェクトが作成され、環境設定の「一般」で指定されたキー入力の値だけずらされます。新規オブジェクトの位置は、使用した矢印キー
によって決まります。
注意： 複製が作成されない場合は、キー入力の環境設定が 0 以外の値に設定されていることを確認してください。
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オブジェクトの重ね合わせ

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

重なり順での新規オブジェクトを追加する位置の指定
レイヤーパネルを使用した重なり順の変更
コマンドを使用した重なり順の変更

重なり順での新規オブジェクトを追加する位置の指定
Illustrator では、オブジェクトは作成した順序で上に重ねられます。
オブジェクトの順序により、重なった部分の表示方法が決まります。オブジェクトの重なり順序は、使用している描画方法によって決まります。
新しいレイヤーを標準描画モードで作成している場合、そのレイヤーは作業レイヤーの真上に配置され、新しいオブジェクトは作業レイヤーの最
上位に描画されます。一方、背面描画モードでは、新しいレイヤーが作成されると作業レイヤーの真下に配置され、新しいオブジェクトは選択し
たオブジェクトの背面（オブジェクトを選択していない場合は作業レイヤーの最下位）に描画されます。
アートワーク内のオブジェクトの重なり順（ペイント順ともいう）は、レイヤーパネルを使用するか、オブジェクト／重ね順コマンドを選択する
ことにより、いつでも変更できます。

 レイヤーパネルで、次のいずれかの操作を行います。
背面描画モードでは、新しいオブジェクトを下に追加するオブジェクトを選択します。
標準描画モードでレイヤーの最上位に新しいオブジェクトを追加するには、そのレイヤーの名前をクリックして作業レイヤーに
します。背面描画モードでレイヤーの最下位に新しいオブジェクトを追加するには、そのレイヤーの名前をクリックして作業レ
イヤーにします。

レイヤーパネルを使用した重なり順の変更
レイヤーパネルの最上位にあるアートワークは、重なり順の最前面に配置され、レイヤーパネルの最下位にあるアートワークは、重なり順の最背
面に配置されます。各レイヤー内では、オブジェクトも階層的に重ねられています。アートワーク内に複数のレイヤーを作成して、重なり合うオ
ブジェクトの表示方法を制御することもできます。

 次のいずれかの操作を行います。
項目名をドラッグして、挿入する位置に黒色の挿入マークが表示されたらマウスボタンを放します。黒色の挿入マークは、レイ
ヤーパネルの 2 つの項目の間に表示される場合と、レイヤーまたはグループの左右の端に表示される場合があります。レイ
ヤーまたはグループの上でマウスボタンを放すと、項目はそのレイヤーまたはグループ内のほかのすべてのオブジェクトの一番
上に移動します。
項目の選択コラム（ターゲットアイコンとスクロールバーの間）をクリックし、選択カラーボックスを別の項目の選択カラー
ボックスにドラッグしてマウスボタンを放します。項目の選択カラーボックスをレイヤーのオブジェクトにドラッグした場合、
その項目はそのオブジェクトより上に移動します。レイヤーまたはグループにドラッグした場合、その項目はレイヤーまたはグ
ループ内の他の全オブジェクトの一番上に移動します。
レイヤーパネルの項目の順序を反転するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら反転させ
る項目の名前をクリックします。項目は、レイヤー階層内の同じレベルにある必要があります。例えば最上位レベルにある 2
つのレイヤーを選択することはできますが、異なるレイヤー内にある 2 つのパスを選択することはできません。レイヤーパネ
ルメニューの「順序を反転」を選択します。
注意： パス、グループ、コンテナをレイヤーパネルの最上部に移動することはできません。レイヤーの階層構造で最も上に配
置できるのはレイヤーのみです。

コマンドを使用した重なり順の変更
 次のいずれかの操作を行います。
グループまたはレイヤー内の一番上または一番下の位置にオブジェクトを移動するには、移動するオブジェクトを選択して、オ
ブジェクト／重ね順／最前面へ、または、オブジェクト／重ね順／最背面へを選択します。
重なり順の 1 つ上または 1 つ下にオブジェクトを移動するには、移動するオブジェクトを選択して、オブジェクト／重ね順／
前面へ、または、オブジェクト／重ね順／背面へを選択します。
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イラストレーションの重なり順を変更することでデザインが変わる例については、www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_jp を参照してくだ
さい。このチュートリアルは英語でのみ提供されます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オブジェクトのリシェイプ
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オブジェクトの変形

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

変形
変形パネルの概要
オブジェクトのパターンの変形
バウンディングボックスを使用した変形

変形
変形操作には、オブジェクトの移動、回転、リフレクト、拡大・縮小、シアーがあります。オブジェクトを変形するには、変形パネル、オブジェ
クト／変形コマンド、専用ツールを使用します。また、選択範囲のバウンディングボックスをドラッグして、各種変形操作を実行することもでき
ます。
オブジェクトをコピーする場合などに、同じ変形を繰り返し行うことができます。オブジェクトメニューの変形の繰り返しコマンドを選択する
と、別の変形操作を実行するまで、移動、拡大・縮小、回転、リフレクトまたはシアーの変形操作を何回でも繰り返すことができます。
情報パネルには、変形中のオブジェクトの現在の位置とサイズが表示されます。

オブジェクトの拡大や縮小、シアーおよび回転に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0040_jp を参照してください。

変形パネルの概要
変形パネル（ウィンドウ／変形）には、選択したオブジェクトの位置、サイズおよび方向についての情報が表示されます。新たな値を入力して、
選択したオブジェクトやそのパターンの塗りを修正することができます。変形の基準点を変更したり、オブジェクトの縦横比を固定することもで
きます。
変形パネルで、「X」と「Y」を除くすべての値は、オブジェクトのバウンディングボックスの値を表します。「X」および「Y」の値は、選択した
基準点の座標を表します。ピクセルグリッドに個別のオブジェクトを整合するには、「ピクセルグリッドに整合」チェックボックスにチェックし
ます。
注意： 変形パネルにある基準点の位置を示すアイコンは、オブジェクトを変形する場合のみ、パネルの値を変更することによってオブジェクトの
基準点を指定します。他の方法（拡大・縮小ツールの使用など）でオブジェクトを変形する場合は、オブジェクトの中心点またはポインターの位
置が基準点として使われます。

変形パネル
A. 基準点の位置 B.  パネルメニュー C. 縦横比を固定アイコン

オブジェクトのパターンの変形
パターンの塗りが適用されたオブジェクトを移動、回転、リフレクト（反転）、拡大・縮小、シアーするときには、変形対象をオブジェクトだ
け、パターンだけ、オブジェクトとパターンの両方のいずれかに指定することができます。オブジェクトの塗りのパターンを変形すると、その後
にそのオブジェクトに適用するパターンはすべて同じように変形されます。
変形パネルを使用してパターンの変形方法を指定するには、パネルメニューで、「オブジェクトのみ変形」、「パターンのみ変
形」、「オブジェクトとパターンを変形」のいずれかを選択します。
変形コマンドを使用してパターンの変形方法を指定するには、該当するダイアログボックスで「オブジェクト」オプションと
「パターン」オプションを設定します。例えば、パターンを変形してオブジェクトは変形しない場合は、「パターン」を選択し
て「オブジェクト」の選択を解除します。
変形ツール使用時に、パターンだけを変形してオブジェクトは変形しない場合は、チルダキー（~）を押しながらドラッグしま
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す。変形対象のオブジェクトの境界線が表示されますが、マウスボタンを放すと、境界線は元の位置に戻り、パターンだけが変
形されます。
変形ツール使用時にパターンを変形しないようにするには、編集／環境設定／一般（Windows）または Illustrator／環境設定／
一般（Mac OS）を選択し、「パターンも変形する」の選択を解除します。
オブジェクトの塗りのパターンを元の状態に戻すには、オブジェクトに単色の塗りを適用した後、目的のパターンをもう一度選
択します。

バウンディングボックスを使用した変形
選択ツールでオブジェクトを選択すると、オブジェクトを囲むバウンディングボックスが表示されます。バウンディングボックスを使用すると、
オブジェクトやハンドル（バウンディングボックスに沿って表示される白抜きの正方形）をドラッグして、オブジェクトを移動、回転、複製、拡
大・縮小できます。
バウンディングボックスを非表示にするには、表示／バウンディングボックスを隠すを選択します。
バウンディングボックスを表示するには、表示／バウンディングボックスを表示を選択します。
バウンディングボックスを回転した後、向きを元に戻すには、オブジェクト／変形／バウンディングボックスのリセットを選択
します。

バウンディングボックスを使用して拡大する前のオブジェクト（左）と拡大した後のオブジェクト（右）

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オブジェクトの拡大／縮小、傾斜、および変形

ページの先頭へ

注意：

オブジェクトの拡大／縮小
オブジェクトのシアー
オブジェクトの変形

オブジェクトの拡大／縮小

オブジェクトは、水平方向（X 軸方向）、垂直方向（Y 軸方向）、または両方向に拡大または縮小できます。
オブジェクトは、基準点を基準として拡大または縮小されます。基準点は、選択する拡大または縮小を行う方
法によって異なります。ほとんどの拡大または縮小を行う方法で初期設定の基準点を変更できます。また、オ
ブジェクトの縦横比を固定することもできます。

オブジェクトを拡大・縮小すると、メモリー内のオリジナルのオブジェクトサイズは保持されませ
ん。そのため、オリジナルのオブジェクトサイズを復帰することができなくなります。ただし、ドキュメント
情報パネルでオブジェクトの解像度を確認し、解像度を保持しながら、オブジェクトの拡大・縮小率を決める
ことができます。

初期設定では、オブジェクトを拡大または縮小しても線幅と効果は拡大または縮小はされません。線幅と効果
も拡大または縮小するには、編集／環境設定／一般（Windows）または Illustrator／環境設定／一般（Mac
OS）を選択し、「線幅と効果も拡大・縮小」を選択します。線幅と効果を拡大または縮小するかどうかを操
作を実行するたびに選択する場合は、変形パネルまたは拡大・縮小コマンドを使用します。

「線幅と効果も拡大／縮小」オプションを選択して、オブジェクト、ドロップシャドウ効果および線幅を拡大
や縮小した状態（左）と、このオプションを選択せずにオブジェクトだけを拡大や縮小した状態（右）

拡大・縮小ツールを使用したオブジェクトの拡大または縮小
1. オブジェクトを選択します。

2. 拡大／縮小ツール  を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトの中心点を基準に拡大または縮小するには、ドキュメントウィンドウ内
の任意の場所をドラッグして、適切なサイズを指定します。
中心点以外の基準点  を基準に拡大または縮小するには、ドキュメントウィンドウ
内で基準点となる場所をクリックして基準点を設定し、基準点から離れた位置にポイ
ンターを移動してから、ドラッグして適切なサイズを指定します。
拡大または縮小時にオブジェクトの縦横比を保持するには、Shift キーを押しながら斜
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めにドラッグします。
ヒント：拡大／縮小ツールを Shift キーとともに使用するときは、45° の角度でド
ラッグを開始し、水平または垂直方向へ斜めに移動させます。
オブジェクトを X 軸または Y 軸に沿って拡大または縮小するには、Shift キーを押し
ながら、垂直方向または水平方向にドラッグします。

拡大や縮小をより正確に行うためには、基準点から離れた位置でドラッグを開始して
ください。

バウンディングボックスを使用したオブジェクトの拡大または縮小
1. オブジェクトを選択します。

2. 選択ツールまたは自由変形ツール  を選択します。

3. オブジェクトが目的のサイズになるまで、バウンディングボックスのハンドルをドラッグ
します。

オブジェクトは、バウンディングボックスの対角線上のハンドルを基準として拡大または
縮小されます。

4. 次の操作で、拡大または縮小の方法を変更することができます。

オブジェクトの縦横比を固定するには、Shift キーを押しながらドラッグします。
オブジェクトの中心点を基準に拡大または縮小するには、Alt キー（Windows）また
は Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

幅および高さを指定したオブジェクトの拡大や縮小
1. オブジェクトを選択します。

2. 変形パネルで、「W」（幅）ボックスと「H」（高さ）ボックスの両方またはどちらか一
方に新しい値を入力します。

値を入力する前に次の操作を実行して、拡大または縮小の動作を制御することができま
す。

オブジェクトの縦横比を固定するには、縦横比を固定ボタン  をクリックします。

拡大または縮小の基準点を変更するには、基準点の位置を示すアイコン  上の白い
正方形をクリックします。
線が適用されたパスおよびサイズに関連する効果もオブジェクトと一緒に拡大または
縮小するには、パネルメニューの「線幅と効果も拡大･縮小」を選択します。

「W」ボックスまたは「H」ボックスに値を入力して、Ctrl+Enter キー（Windows）または
Command+Enter キー（Mac OS）を押すことによって、縦横比を固定できます。

比率を指定したオブジェクトの拡大や縮小
1. オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

中心点を基準に拡大または縮小するには、オブジェクト／変形／拡大／縮小を選択す
るか、拡大／縮小ツール  をダブルクリックします。
中心点以外の基準点を基準に拡大または縮小するには、拡大・縮小ツールを選択し
て、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ドキュメン
トウィンドウ内の基準点となる場所をクリックします。

3. 拡大・縮小ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。
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拡大または縮小時にオブジェクトの縦横比を保持するには、「縦横比を固定」を選択
して、「拡大・縮小」テキストボックスにパーセント値を入力します。
高さと幅を個別に拡大または縮小するには、「縦横比を変更」を選択して、「水平方
向」および「垂直方向」テキストボックスにパーセント値を入力します。
拡大・縮小ダイアログの各値には正または負の値が入力でき、オブジェクトは基準点
の位置に対して拡大・縮小されます。

4. 線幅のあるパスおよびサイズに関係する効果もオブジェクトと一緒に拡大または縮小する
には、「線幅と効果も拡大･縮小」を選択します。

5. オブジェクトがパターンの塗りを含む場合、パターンも拡大または縮小するには、「パ
ターン」を選択します。オブジェクトではなくパターンだけを拡大または縮小する場合
は、「オブジェクト」の選択を解除します。

6. 「OK」をクリックします。または「コピー」をクリックして、オブジェクトのコピーを
作成します。

複数オブジェクトの拡大や縮小
1. オブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／変形／個別に変形を選択します。

複数オブジェクトの拡大や縮小で、幅を指定することはできません。Illustrator で
は、オブジェクトの拡大または縮小をパーセント単位でのみ指定できます。

3. ダイアログボックスの「拡大・縮小」セクションで水平方向と垂直方向の拡大および縮小
率を設定します。

4. 基準点を変更するには、基準点の位置を示すアイコン  上の白い正方形をクリックし
ます。

5. 「OK」をクリックします。または「コピー」をクリックして、各オブジェクトのコピー
を拡大または縮小します。

オブジェクトのシアー

オブジェクトをシアーすると、水平軸、垂直軸、または指定した軸に対する指定した角度に沿って、オブジェ
クトを傾けたり歪めたりすることができます。オブジェクトのシアーは、基準点に対して行われます。基準点
は選択するシアー方法によって異なり、ほとんどのシアー方法では基準点を変更できます。オブジェクトをシ
アーするとき、いずれか 1 つの軸を固定できます。また、1 つのオブジェクトだけでなく、複数のオブジェク
トを同時にシアーすることもできます。

シアーを使用すると、影を付けるときに便利です。

中心点を基準としたシアー（左）とユーザー定義の基準点によるシアー（右）

シアーツールを使用したオブジェクトのシアー
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1. オブジェクトを選択します。

2. シアーツール  を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトの中心点を基準にシアーするには、ドキュメントウィンドウ内の任意の
位置からドラッグします。
中心点以外の基準点  を基準にシアーするには、ドキュメントウィンドウ内の任意
の位置をクリックして基準点を移動し、基準点から離れた場所にポインターを置いて
から、目的の傾きになるまでオブジェクトをドラッグします。
オブジェクトの垂直軸に沿ってシアーするには、ドキュメントウィンドウ内の任意の
位置から、上または下方向にドラッグします。オブジェクトの幅を変えずにシアーす
るには、Shift キーを押しながらドラッグします。
オブジェクトの水平軸に沿ってシアーするには、ドキュメントウィンドウ内の任意の
位置から、左または右方向にドラッグします。オブジェクトの高さを変えずにシアー
するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

シアーコマンドを使用したオブジェクトのシアー
1. オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

中心点を基準にシアーするには、オブジェクト／変形／シアーを選択するか、シアー
ツール  をダブルクリックします。
中心点以外の基準点を基準にシアーするには、シアーツールを選択して、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ドキュメントウィンドウ
内の基準点となる場所をクリックします。

3. シアーダイアログボックスで、シアーの角度を -360 ～ 360 の範囲で入力します。シアー
の角度とはオブジェクトを傾ける角度のことで、シアー軸と垂直な線を基準に時計回りの
角度で指定します。

4. オブジェクトのシアーの基準となる軸（方向）を選択します。

水平、垂直以外の軸を指定する場合は、水平軸からの角度を -360 ～ 360 の範囲で入力し
ます。

5. オブジェクトがパターンの塗りを含む場合、パターンも移動するには、「パターン」を選
択します。オブジェクトではなくパターンだけを移動する場合は、「オブジェクト」の選
択を解除します。

6. 「OK」をクリックします。または「コピー」をクリックして、オブジェクトのコピーを
シアーします。

自由変形ツールを使用したオブジェクトのシアー
1. オブジェクトを選択します。

2. 自由変形ツール  を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトを垂直軸方向にシアーするには、バウンディングボックスの左側中央ま
たは右側中央のサイドハンドルのドラッグを開始し、そのまま Ctrl+Alt キー
（Windows）または Option+Command キー（Mac OS）を押してオブジェクトが目
的の形状になるまでドラッグします。さらに Shift キーを押して、オブジェクトの幅
を変えないようにドラッグすることもできます。
オブジェクトを水平軸方向にシアーするには、バウンディングボックスの上部中央ま
たは下部中央のサイドハンドルのドラッグを開始し、そのまま Ctrl+Alt キー
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（Windows）または Option+Command キー（Mac OS）を押してオブジェクトが目
的の形状になるまで左右にドラッグします。さらに Shift キーを押して、オブジェク
トの高さを変えないようにドラッグすることもできます。

変形パネルを使用したオブジェクトのシアー
1. オブジェクトを選択します。

2. 変形パネルで、「シアー」テキストボックスに値を入力します。

基準点を変更するには、値を入力する前に、基準点の位置を示すアイコン  上の白い
正方形をクリックします。

変形パネルは、コントロールパネルの「X」、「Y」、「W」または「H」をクリック
して表示することもできます。

オブジェクトの変形

自由変形ツールまたはリキッドツールを使用すると、オブジェクトを変形できます。自由変形ツールでは、オ
ブジェクトを自由に変形できます。リキッドツールでは、うねり、収縮、リンクルなどの特定のプリセット変
形を利用できます。

自由変形ツールを使用したオブジェクトの変形
1. オブジェクトを選択します。

2. 自由変形ツール  を選択します。

3. バウンディングボックスのコーナーハンドル（サイドハンドルではありません）のドラッ
グを開始してから、次のいずれかの操作を行います。

Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグし
て、オブジェクトを変形します。
オブジェクトに遠近感を持たせる場合は、Shift + Alt + Ctrl キー（Windows）または
Shift + Option + Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

遠近効果の適用

遠近効果の適用

リキッドツールを使用したオブジェクトの変形
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幅、高さ

角度

強さ

筆圧ペンを使用

複雑さ（ひだ、クラウン、リンクルの各ツール）

詳細

単純化（ワープ、渦巻き、収縮、膨張の各ツール）

旋回量（渦巻きツールのみ）

水平方向、垂直方向（リンクルツールのみ）

アンカーポイントに影響、内側の接点のハンドルに影響、外側の接点のハンドルに影響
（ひだ、クラウン、リンクルの各ツール）

リンクファイルや、テキスト、グラフまたはシンボルを含むオブジェクトにリキッドツールを使用することは
できません。
ツールパネルのリキッドツールの場所について詳しくは、ツールパネルの概要および変形ツールを参照してく
ださい。

1. リキッドツールを選択して、変形するオブジェクトをクリックするか、オブジェクト上に
ドラッグします。

2. （オプション）個別にオブジェクトの変形を行うには、ツールを使用する前にオブジェク
トを選択します。

3. （オプション）ツールのカーソルサイズを変更したり、他のツールオプションを設定した
りするには、リキッドツールをダブルクリックして、以下のいずれかのオプションを指定
します。

ツールカーソルのサイズを指定します。

ツールカーソルの向きを指定します。

変形時の変更率を指定します。値を大きくすると、変形速度が速くなります。

「強さ」の値の代わりに、タブレットまたはペンからの入力を使用しま
す。筆圧対応タブレットを使用していない場合、このオプションはグレー表示され、使用
できません。

オブジェクトのアウトライン上で、指
定したブラシの間隔をどの程度あけるかを指定します。この値は、「詳細」の値と関連し
ます。

オブジェクトのアウトライン上に配置するポイントの間隔を指定します（値が大き
いほど、ポイントの間隔が狭くなります）。

形状全体のアピアランスにあまり影
響を与えない不要なポイントをどの程度減らすかを指定します。

適用する旋回の度合いを角度で指定します。–180 ～ 180
度の範囲で値を入力します。負の値を入力すると時計回りに、正の値を入力すると反時計
回りにオブジェクトが旋回します。-180 度または 180 度に近い値を指定するほど、オブ
ジェクトの旋回が速くなります。ゆっくり旋回するには、0 度に近い数字を指定します。

コントロールポイント間の距離を指定しま
す。

各プロパティで指定した内容を、ツールブラシで変更できるようにします。

関連項目
変形パネルの概要
オブジェクトの移動
オブジェクトの回転
オブジェクトのリフレクトまたは反転
変形ツール
バウンディングボックスを使用した変形
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-->

エンベロープを使用した変形

トップへ戻る

トップへ戻る

エンベロープについて
エンベロープを使用したオブジェクトの変形
エンベロープ内のオブジェクトの編集
エンベロープの設定変更
エンベロープの削除
エンベロープオプション

エンベロープについて
エンベロープとは、選択したオブジェクトを変形またはリシェイプするオブジェクトです。アートボード上のオブジェクトからエンベロープを作
成したり、既成のワープシェイプまたはメッュオブジェクトをエンベロープとして使用できます。エンベロープは、グラフ、ガイド、リンクされ
たオブジェクト以外の任意のオブジェクトで使用できます。

メッシュグリッドエンベロープ

別のオブジェクトから作成されたエンベロープ
レイヤーパネルには、エンベロープが <エンベロープ> と表示されます。エンベロープを適用した後も、元のオブジェクトを引き続き編集できま
す。また、エンベロープはいつでも編集、削除、拡張できます。エンベロープのシェイプや、エンベロープを適用したオブジェクトを編集するこ
とができます。両方を同時に編集することはできません。

エンベロープを使用したオブジェクトの変形
1. オブジェクトを選択します。
2. 以下の方法のいずれかを使用してエンベロープを作成します。

エンベロープ用にプリセットされたワープシェイプを使用するには、オブジェクト／エンベロープ／ワープで作成を選択し
ます。ワープオプションダイアログボックスで、ワープスタイルを選択し、オプションを設定します。
エンベロープ用の長方形グリッドを使用するには、オブジェクト／エンベロープ／メッシュで作成を選択します。エンベ
ロープメッシュの設定ダイアログボックスで、行数と列数を設定します。
エンベロープのシェイプとしてオブジェクトを使用するには、選択したオブジェクトの重なり順の一番上にそのオブジェク
トがあることを確認します。一番上にない場合は、レイヤーパネルまた重ね順コマンドを使用して一番上に移動した後、す
べてのオブジェクトをもう一度選択します。オブジェクト／エンベロープ／最前面のオブジェクトで作成を選択します。

3. 次の操作を必要に応じて実行して、エンベロープの形状を変更します。
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

ダイレクト選択ツールまたはメッシュツールを使用して、エンベロープ上の任意のアンカーポイントをドラッグします。
メッシュ上のアンカーポイントを削除するには、ダイレクト選択ツールまたはメッシュツールでアンカーポイントを選択し
て、Delete キーを押します。
メッシュにアンカーポイントを追加するには、メッシュツールでメッシュオブジェクト内をクリックします。
エンベロープに線と塗りを適用するには、アピアランスパネルを使用します。

エンベロープ内のオブジェクトの編集
1. エンベロープを選択し、次のいずれかを実行します。

コントロールパネルのオブジェクトを編集ボタン  をクリックします。
オブジェクト／エンベロープ／オブジェクトを編集を選択します。
注意： エンベロープがパスのグループで構成されている場合は、レイヤーパネルの <エンベロープ> エントリの左にある
三角形をクリックして、編集するパスを表示し、ターゲットに設定します。

2. 必要な編集を加えます。
注意： エンベロープ内のオブジェクトを変更すると、変更結果に応じてエンベロープの中心が移動します。

3. オブジェクトをエンベロープ内の状態に戻すには、次のいずれかの操作を行います。
コントロールパネルのエンベロープを編集ボタン  をクリックします。
オブジェクト／エンベロープ／エンベロープを編集を選択します。

エンベロープの設定変更
1. エンベロープを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

プリセットのワープスタイルにリセットしたり切り替えたりするには、コントロールパネルで新しいワープスタイルを選択
し、オプションを設定します。必要に応じて、エンベロープオプションボタン  をクリックしてダイアログボックスを開
き、その他のオプションを設定します。
メッシュグリッドのエンベロープに切り替えるには、オブジェクト／エンベロープ／メッシュの設定を選択します。メッ
シュの行数と列数を指定します。ワープの形状を変更しない場合は、「エンベロープの形状を保持」を選択します。

エンベロープの削除
エンベロープを解除または拡張して、エンベロープを削除することができます。エンベロープを解除すると、元の状態のオブジェクトと、エンベ
ロープシェイプの 2 つのオブジェクトが作成されます。エンベロープを拡張すると、エンベロープシェイプは削除されますが、オブジェクトの変
形状態は保持されます。
エンベロープを解除するには、エンベロープを選択し、オブジェクト／エンベロープ／解除を選択します。
エンベロープを拡張するには、エンベロープを選択し、オブジェクト／エンベロープ／拡張を選択します。

エンベロープオプション
エンベロープオプションは、アートワークを変形してエンベロープに合わせる方法を指定します。エンベロープオプションを設定するには、エン
ベロープオブジェクトを選択し、コントロールパネルのエンベロープオプションボタン  をクリックするか、オブジェクト／エンベロープ／エン
ベロープオプションを選択します。
アンチエイリアス エンベロープを使用して変形したときにラスタライズ画像を滑らかにします。「アンチエイリアス」の選択を解除すると、ラス
タライズ画像の変形にかかる時間が短縮されます。
シェイプの保持に使用 非長方形エンベロープによって変形したときにラスタライズ画像のシェイプをどのように保持するかを指定します。「ク
リッピングマスク」を選択すると、ラスタライズ画像に対してクリッピングマスクが使用されます。「透明」を選択すると、ラスタライズ画像に
アルファチャンネルが適用されます。
精度 エンベロープにオブジェクトをどの程度合わせるかを指定します。「精度」のパーセント値を増やすと、変形されたパスにポイントが追加さ
れて、オブジェクトの変形に時間がかかることがあります。
アピアランスを変形 オブジェクトのシェイプと共にアピアランス属性（適用された効果やグラフィックスタイルなど）を変形します。
線形のグラデーションを変形 オブジェクトのシェイプと共に線形のグラデーションを変形します。
パターンを変形 オブジェクトのシェイプと共にパターンを変形します。
注意： 変形オプションが選択された状態でエンベロープを拡張すると、該当するプロパティが個別に拡張されます。
関連項目
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オブジェクトの組み合わせ

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

オブジェクトを組み合わせる方法
パスファインダー効果を使ったオブジェクトの組み合わせ
複合シェイプを使ったオブジェクトの組み合わせ
複合パスを使ったオブジェクトの組み合わせ

オブジェクトを組み合わせる方法

Illustrator には、ベクトルオブジェクトを組み合わせてシェイプを作成する様々な方法があります。作成され
るパスやシェイプは、オブジェクトを組み合わせる方法によって異なります。

パスファインダー効果

パスファインダー効果を使用すると、相互関係を指定して複数のオブジェクトを組み合わせることができま
す。パスファインダー効果では、オブジェクトの相互関係を編集することはできません。詳しくは、パスファ
インダー効果を使ったオブジェクトの組み合わせを参照してください。

複合シェイプ

複合シェイプを使用すると、複数のオブジェクトを組み合わせて、オブジェクトの相互関係を指定することが
できます。複合シェイプは、追加、型抜き、交差、除外という 4 種類の関係を指定できるため、複合パスより
も多機能です。また、背面のオブジェクトは変更されないので、複合シェイプ内の各オブジェクトを選択して
編集したり、その相互関係を変更したりできます。詳しくは、複合シェイプを使ったオブジェクトの組み合わ
せを参照してください。

複合パス

複合パスを使用すると、オブジェクトを使用して別のオブジェクトに穴を開けることができます。例えば、入
れ子になった 2 つの円からドーナツ形を作ることができます。複合パスを作成すると、パスはグループ化され
たオブジェクトとして動作します。ダイレクト選択ツールまたはグループ選択ツールを使用して、オブジェク
トの選択と操作を個別に行うことも、組み合わせパスを選択して編集することもできます。詳しくは、複合パ
スを使ったオブジェクトの組み合わせを参照してください。

塗りブラシツールを使用して、オブジェクトを追加することもできます。このブラシを使用する場合
は、ペイントしたパスが同一の塗りの属性を使用した隣接するパスに追加されます詳しくは、塗りブラシツー
ルを使用したパスの描画と結合およびShaper ツールやシェイプ形成ツールを使ったシェイプの新規作成。

パスファインダー効果を使ったオブジェクトの組み合わせ

パスファインダーパネルでの移動
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合体

前面オブジェクトで型抜き

交差

シェイプが重なる領域を中マド

精度

パスファインダーパネル（ウィンドウ／パスファインダー）を使用すると、オブジェクトを組み合わせて新し
いシェイプを作成できます。

パスファインダーパネル

パネルの上段のボタンを使用して、パスまたは複合パスを作成します。複合シェイプを作成するには、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら上段のボタンを使用します。
次の形状モードから選択できます。

背面の形状に前面オブジェクトのエリアを追加します。

背面の形状から前面オブジェクトのエリアを型抜きします。

前面オブジェクトのエリアで、交差する背面の形状をマスクのようにクリップします。

前面オブジェクトのエリアで重なり合う背面の形状を、塗りが適用された領
域は穴あきに、また塗りが適用されていない部分は塗りに変更します。
パネルの下段にはパスファインダー効果ボタンが並び、クリックひとつでシェイプの最終的な組み合わせが作
成されます （パスファインダー効果の適用を参照してください）。

形状モード

A. すべてのオブジェクトが追加モードの場合 B. 四角形に型抜きモードが適用された場合 C. 四角形に交差
モードが適用された場合 D. 四角形に除外モードが適用された場合 

パスファインダーオプションの指定

パスファインダーオプションを設定するには、パスファインダーパネルメニューの「パスファインダーオプ
ション」を選択するか、アピアランスパネルでパスファインダー効果をダブルクリックします。

精度によって、パスファインダー効果の適用時にオブジェクトのパスの計算をどの程度正確に行うかが
決まります。計算の精度が高いほどオブジェクトがより正確に作成され、パスの生成に要する時間が長くなり
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余分なポイントを削除

分割およびアウトライン時に塗りのないアートワークを削除

追加

ます。

パスファインダーボタンをクリックしたときに、不要なポイントが削除されます。

分割ボタンまたはアウトラインボタンをクリッ
クしたときに、選択したアートワークから塗りのないオブジェクトが削除されます。

パスファインダー効果の適用

パスファインダー効果を使用すると、重なり合っているオブジェクトから新しいシェイプを作成することがで
きます。パスファインダー効果を適用するには、効果メニューまたはパスファインダーパネルを使用します。

効果メニューにあるパスファインダー効果の適用対象はグループ、レイヤーおよびテキス
トオブジェクトだけです。効果を適用した後でも、元のオブジェクトを選択して編集する
ことができます。アピアランスパネルを使用して、効果を変更または削除することもでき
ます。詳しくは、効果メニューを使用したパスファインダー効果の適用を参照してくださ
い。
パスファインダーパネルにあるパスファインダー効果は、オブジェクト、グループ、レイ
ヤーのどのような組み合わせに対しても適用できます。シェイプの最終的な組み合わせ
は、パスファインダーボタンをクリックすると作成されます。クリック後は元のオブジェ
クトを編集することはできません。効果を適用した結果、オブジェクトが複数作成される
場合は、自動的にグループ化されます。詳しくは、パスファインダーパネルを使用したパ
スファインダー効果の適用を参照してください。

効果メニューを使用したパスファインダー効果の適用

1. 次のいずれかの操作を行います。

使用するオブジェクトをグループ化して、そのグループを選択します。
-または-

使用するオブジェクトを別のレイヤーに移動して、そのレイヤーをターゲットに設定
します。

2. 効果／パスファインダーを選択し、サブメニューからパスファインダー効果を選択しま
す。

同じパスファインダー効果をすばやくもう一度適用するには、効果／[効果名] を適用
を選択します。

パスファインダーパネルを使用したパスファインダー効果の適用

1. 効果を適用するオブジェクトを選択します。

グループまたはレイヤーにパスファインダー効果を適用するには、そのグループまたはレ
イヤーをターゲットに設定します。

2. パスファインダーパネルで、下側にあるパスファインダーボタンをクリックするか、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら上側にある形状モードボ
タンをクリックします。

パスファインダー効果の概要

すべてのオブジェクトを 1 つの結合されたオブジェクトのように扱い、アウトラインをトレースしま
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交差

中マド

型抜き

背面オブジェクトで型抜き

分割

刈り込み

合流

切り抜き

アウトライン

濃い混色

薄い混色

トラップ

ページの先頭へ

す。適用後のシェイプには、最前面にあるオブジェクトのペイント属性が適用されます。

すべてのオブジェクトが重なり合っている領域のアウトラインをトレースします。

オブジェクトが重なり合っていないすべての部分をトレースし、重なり合っている部分を透明にしま
す。偶数個のオブジェクトが重なり合っている部分は透明になります。奇数個のオブジェクトが重なり合って
いる部分は塗りが適用されます。

最背面のオブジェクトから前面のオブジェクトを削除します。このコマンドを使用すると、重なり順
を変更することにより、イラストレーションの一部を削除できます。

最前面のオブジェクトから背面のオブジェクトを削除します。このコマンドを使
用すると、重なり順を変更することにより、イラストレーションの一部を削除できます。

1 つのアートワークを、その構成要素である塗りが適用された面に分割します（面とは、線分によって
分割されていないエリアのことです）。
注意：パスファインダーパネルで分割ボタンを使用すると、ダイレクト選択ツールまたはグループ選択ツール
を使用して、作成された面を個別に操作できます。分割コマンドの適用時に、塗りのないオブジェクトを削除
するか、そのまま保持するかを選択することもできます。

塗りが適用されたオブジェクトの隠れた部分を削除します。線はすべて削除され、同じカラーのオ
ブジェクトは結合されません。

塗りが適用されたオブジェクトの隠れた部分を削除します。線はすべて削除され、同じカラーで塗りつ
ぶされた、隣接したオブジェクトや重なり合うオブジェクトはすべて結合されます。

アートワークを、その構成要素である塗りが適用された面に分割した後、最前面のオブジェクトの
境界線外にあるすべての部分を削除します。線もすべて削除されます。

オブジェクトを、その構成要素である直線セグメント、すなわちエッジに分割します。オブ
ジェクトのオーバープリント用にトラップが必要なアートワークを作成する場合に、このコマンドを使用する
と便利です 詳しくは、トラップの作成を参照してください。
注意：パスファインダーパネルでアウトラインボタンを使用すると、ダイレクト選択ツールまたはグループ選
択ツールを使用して、作成された輪郭線を個別に操作できます。アウトラインコマンドの適用時に、塗りのな
いオブジェクトを削除するか、そのまま保持するかを選択することもできます。

カラーの各構成要素の最大値でカラーが混合されます。たとえば、カラー 1 がシアン 20 ％、マゼ
ンタ 66 ％、イエロー 40 ％およびブラック 0 ％で構成され、カラー 2 がシアン 40 ％、マゼンタ 20 ％、イエ
ロー 30 ％およびブラック 10 ％で構成されている場合、濃い混色コマンドを使用して混合すると、シアン 40
％、マゼンタ 66 ％、イエロー 40 ％およびブラック 10 ％の濃い混色が作成されます。

重なり合うオブジェクトの背面のカラーが透けて表示され、重なり合う部分ごとに画像が分割され
ます。重なり合うカラーの表示レベルは、パーセント値で指定します。

カラーを重なり合わせたわずかな領域（「トラップ」と呼びます）を作成して、アートワークのカ
ラー間の版ずれを防ぎます。

複合シェイプを使ったオブジェクトの組み合わせ

複合シェイプは、形状モードが適用された複数のオブジェクトで構成される、編集可能なオブジェクトです。
複合シェイプを使用すると、中に含まれている各々のパスの形状モード、重なり順、シェイプ、位置、および
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アピアランスを正確に操作できるため、複雑なシェイプを簡単に作成することができます。
複合シェイプはグループオブジェクトの役割を果たし、レイヤーパネルでは <複合シェイプ> と表示されま
す。レイヤーパネルを使用すると、複合シェイプの内容の表示、選択、編集を行うことができます。例えば、
ユーザーは複合シェイプの構成オブジェクトの重なり順を変更できます。ダイレクト選択ツールまたはグルー
プ選択ツールを使用して、複合シェイプの構成オブジェクトを選択することもできます。
複合シェイプを作成するときには、追加モード、交差モードまたは除外モードが適用された最前面にあるオブ
ジェクトの塗りと透明度の属性が適用されます。作成後、複合シェイプの塗り、スタイルまたは透明度の属性
を変更できます。レイヤーパネルでオブジェクトをターゲットにしない限り、複合シェイプの一部でも選択す
ると、自動的に複合シェイプ全体をターゲットとして処理が行われます。

複合シェイプの操作

A. 元のオブジェクト群 B. 複合シェイプが作成された状態 C. 個々の形状モードが各オブジェクトに適用され
た状態 D. 複合シェイプ全体にスタイルが適用された状態 

複合シェイプの作成
1. 複合シェイプに含めるすべてのオブジェクトを選択します。

複合シェイプには、パス、複合パス、グループ、ほかの複合シェイプ、ブレンド、テキス
ト、エンベロープ、ワープを含めることができます。オープンパスを選択すると、自動的
にクローズパスに変更されます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

パスファインダーパネルで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を
押しながら形状モードボタンをクリックします。選択した形状モードが複合シェイプ
の各構成オブジェクトに割り当てられます。
-または-

パスファインダーパネルメニューの「複合シェイプを作成」を選択します。初期設定
では、複合シェイプの各構成オブジェクトに追加モードが割り当てられます。

3. ダイレクト選択ツールまたはレイヤーパネルで構成オブジェクトを選択し、形状モードボ
タンをクリックして、構成オブジェクトの形状モードを変更します。

注意：最背面の構成オブジェクトは、その形状モードが複合シェイプに影響を及ぼさない
ため、形状モードを変更する必要はありません。

複雑な複合シェイプを作成する場合は、個別のオブジェクトを多数使用する代わり
に、10 個くらいのオブジェクトを含んだ複合シェイプをネストすると、最適のパ
フォーマンスを維持できます。

複合シェイプの変更
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注意：

ページの先頭へ

1. ダイレクト選択ツールまたはレイヤーパネルを使用して、複合シェイプの個々のオブジェ
クトを選択します。

2. パスファインダーパネルの強調表示された形状モードボタンで、選択オブジェクトにどの
モードが適用されているかを確認します。

異なるモードが適用されている複数のオブジェクトを選択した場合は、形状モー
ドボタンに疑問符（？）が表示されます。

3. パスファインダーパネルで、別の形状モードボタンをクリックします。

複合シェイプの解除と拡張

複合シェイプを解除すると、個々のオブジェクトに分解されます。複合シェイプを拡張すると、複合オブジェ
クトの形状は維持されますが、個々の構成オブジェクトを選択することはできなくなります。

1. 選択ツールまたはレイヤーパネルを使用して、複合シェイプを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

パスファインダーパネルで、「拡張」ボタンをクリックします。
-または-

パスファインダーパネルメニューの「複合シェイプを拡張」を選択します。
複合シェイプが変換され、レイヤーパネルでは、使用されている形状モードに応じ
て、<パス> または <複合パス> と表示されます。
-または-

パスファインダーパネルメニューの「複合シェイプを解除」を選択します。

Illustrator と Photoshop 間での複合シェイプの移動

Adobe Photoshop のシェイプレイヤーやレイヤークリッピングパス（ベクトルマスク）は複合シェイプの一
種です。シェイプレイヤーやレイヤークリッピングパスを複合シェイプとして Illustrator に読み込み、操作す
ることができます。また、複合シェイプを Photoshop に書き出すこともできます。Photoshop で複合シェイ
プを扱う場合は、次の点に注意してください。

レイヤー階層の最上位レベルにある複合シェイプだけがシェイプレイヤーとして
Photoshop に書き出されます。
線パネルでラウンド結合以外を選択したり、線幅を整数以外のポイントに指定して作成し
た複合シェイプは、PSD ファイル形式に書き出されるときにラスタライズされます。

複合パスを使ったオブジェクトの組み合わせ

複数のパスが含まれている複合パスは、パスが重なり合う部分は透明に抜けて表示されます。オブジェクトを
複合パスに変換すると、複合パスに含まれるすべてのオブジェクトに、最背面のオブジェクトのペイント属性
とスタイル属性が適用されます。
複合パスはグループオブジェクトの役割を果たし、レイヤーパネルでは <複合パス> と表示されます。複合パ
スの一部を選択するには、ダイレクト選択ツールまたはグループ選択ツールを使用します。複合パスの各オブ
ジェクトのシェイプを操作することはできますが、オブジェクトごとのアピアランス属性、グラフィックスタ
イルまたは効果を変更することはできません。また、レイヤーパネルでオブジェクトを個別に操作することも
できません。

より柔軟に複合パスを作成したい場合は、まず複合シェイプを作成してから拡張します。
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ワインディング規則

奇偶規則

複合パスを使用したオブジェクトの穴開け
1. 透明に抜けるオブジェクトを選択し、切り抜くオブジェクトが重なるように配置します。
透明に抜きたいオブジェクトすべてに対して、同じ操作を繰り返します。

2. 複合パスに含めるオブジェクトをすべて選択します。

3. オブジェクト／複合パス／作成を選択します。

複合パスへの塗りの規則の適用

複合パスは、ワインディングパスまたは奇偶パスのいずれかに指定できます。

算術式を使用して、ポイントが形状の外側と内側のどちらにあるかを特定しま
す。Illustrator の初期設定は、ワインディング規則です。

算術式を使用して、ポイントが形状の外側と内側のどちらにあるかを特定します。奇偶規則の方が
ワインディング規則よりも予測しやすくなっています。奇偶規則が適用される複合パス内部の領域は、パスの
方向に関係なく、1 つおきに透明な抜きが作成されます。Adobe Photoshop などの一部のアプリケーションで
は、初期設定で奇遇規則が使用されます。そのため、これらのアプリケーションから読み込まれた複合パスで
は、奇遇規則が使用されます。

自己交差パスとは、自らが交差しているパスのことです。パスをどのように見せたいかによって、ワインディ
ングパスまたは奇偶パスのいずれかを選択できます。

自己交差パスに「塗りにワインディング規則を使用」を適用した場合（左）と「塗りに奇偶規則を使用」を適
用した場合（右）

ワインディング規則を利用した複合パスの作成時に、属性パネルのパスの方向反転ボタンをクリックして、パ
スの重なり合う部分を透明にするか、塗りを適用するかを指定できます。

塗りの規則

A. 4 個の円形パス B. 選択して複合パスに変換した円形パス C. 最も内側のパスにパスの方向反転を適用した
場合 

複合パスの塗りの規則の変更

1. 選択ツールまたはレイヤーパネルを使用して、複合パスを選択します。
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2. 属性パネルで、塗りにワインディング規則を使用ボタン  または塗りに奇遇規則を使用
ボタン  をクリックします。

複合パスの透明な抜きを塗りつぶされた領域に変更

1. 複合パスがワインディング規則を使用していることを確認します。

2. ダイレクト選択ツールを使って、複合パスで反転する部分を選択します。複合パス全体を
選択しないように注意してください。

3. 属性パネルで、パスの方向反転をオフボタン  またはパスの方向反転をオンボタン  を
クリックします。

複合パスを元の構成へ復元
1. 選択ツールまたはレイヤーパネルを使用して、複合パスを選択します。

2. オブジェクト／複合パス／解除を選択します。

関連項目
オブジェクトのグループ化の切り替え
オブジェクトの別のレイヤーへの移動
アピアランス属性の項目のターゲット設定
Shaper ツールやシェイプ形成ツールを使ったシェイプの新規作成
重なり合うカラーの混合
トラッピング
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オブジェクトのカットと分割

ページの先頭へ

背面のオブジェクトを分割コマンド

選択したアンカーポイントでパスを切断ボタン

ナイフツール

はさみツール 

段組設定コマンド

複合パスと複合シェイプ

パスファインダー効果

オブジェクトの切り抜き、分割およびトリミングの方法
背面のオブジェクトを分割コマンドを使用したオブジェクトの切り抜き
ナイフツールを使用したオブジェクトの切り抜き
オブジェクトを段組に分割

オブジェクトの切り抜き、分割およびトリミングの方法

Illustrator では以下の方法を使用して、オブジェクトの切り抜き、分割、刈り込みを行うことができます。

選択したオブジェクトをクッキーの型やステンシルのように使用して別
のオブジェクトを切り抜くことができます。元のオブジェクトは破棄されます。このコマンドを使用するに
は、オブジェクト／パス／背面のオブジェクトを分割を選択します。詳しくは、背面のオブジェクトを分割コ
マンドを使用したオブジェクトの切り抜きを参照してください。

パスをアンカーポイントで切断します。1 つのアンカーポイントは、切断されると互いに上下に重なった 2 つ
のアンカーポイントになります。このボタンにアクセスするには、ダイレクト選択ツールでアンカーポイント
を選択し、コントロールパネルで該当するボタンを選択します。詳しくは、パスの分割を参照してください。

オブジェクト上を自由な曲線でなぞると、そのパスに沿ってオブジェクトが分割され、その構成要素である塗
りつぶされた面に分割されます（面とは、パスセグメントで囲まれた領域のことです）。ナイフツールは、消
しゴムツールをクリックし、そのまま押し続けると表示されます。詳しくは、ナイフツールを使用したオブ
ジェクトの切り抜きを参照してください。

パス、グラフィックフレームまたは空のテキストフレームを任意のアンカーポイントで分割したり、任意のセ
グメントに沿って分割したりします。はさみツールは、消しゴムツールをクリックし、そのまま押し続けると
表示されます。詳しくは、パスの分割を参照してください。

オブジェクトを複数の長方形オブジェクトに分割して、段組を構成することができます。
高さ、幅および行と列の間隔を正確に指定でき、アートワークをレイアウトするときのガイドをすばやく作成
することができます。このコマンドを使用するには、オブジェクト／パス／段組設定を選択します。詳しく
は、オブジェクトを段組に分割を参照してください。

オブジェクトを使用して別のオブジェクトに穴を開けることができます。詳しく
は、複合シェイプと複合パスを参照してください。

重なり合っているオブジェクトを分割し刈り込む様々な方法があります。詳しくは、
パスファインダーを参照してください。
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クリッピングマスク

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

オブジェクトを使用して別のオブジェクトの一部を隠すことができます。詳しくは、ク
リッピングマスクを参照してください。

背面のオブジェクトを分割コマンドを使用したオブジェクトの切り抜き
1. 型として使用するオブジェクトを選択し、切り抜くオブジェクトに重なるように配置しま
す。

2. オブジェクト／パス／背面のオブジェクトを分割を選択します。

ナイフツールを使用したオブジェクトの切り抜き
1. ナイフツール  を選択します。ナイフツールは、消しゴムツールをクリックし、そのま
ま押し続けると表示されます。その他のツール選択の方法について詳しくは、ツールの選
択を参照してください。

2. 次のいずれかの操作を行います。

曲線で分割する場合は、ポインターをオブジェクト上でドラッグします。
直線で分割する場合は、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し
ながら、ナイフツールでアートボード上をクリックし、そのままドラッグします。

関連項目
スライス、切断ツール
ツールパネルの概要

オブジェクトを段組に分割
1. オブジェクトを選択します。

複数のオブジェクトを選択した場合、作成されるオブジェクトのグリッドには、最前面に
あるオブジェクトのアピアランス属性が適用されます。

2. オブジェクト／パス／段組設定を選択します。

3. 横と縦の段数を入力します。

4. 必要に応じて次の操作を行います。

各段のサイズを設定するには、「高さ」および「幅」テキストボックスに値を入力し
ます。
各段の縦と横の間隔を設定するには、「間隔」テキストボックスに値を入力します。
段組全体のサイズを変更するには、「合計」テキストボックスに値を入力します。
各段の境界線に沿ってガイドを追加するには、「ガイドを追加」オプションを選択し
ます。

5. 「OK」をクリックします。

関連項目
グリッドの描画
スライス、切断ツール
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クリッピングマスクの編集

ページの先頭へ

クリッピングマスクについて
ビデオチュートリアル：基本的なクリッピングマスクの作成
クリッピングマスクを使用したオブジェクトの一部の非表示
グループまたはレイヤーのクリッピングマスクの作成
クリッピングマスクの編集
クリッピングセット内のパスを編集
マスクされたアートワークに対するオブジェクトの追加または削除
クリッピングマスクからのオブジェクトの解除

クリッピングマスクについて

クリッピングマスクは、その形状によってほかのアートワークをマスクするオブジェクトです。クリッピング
マスクの内側にあるエリアのみが見えるように、アートワークをマスクの形状にクリップします。クリッピン
グマスクとマスクされたオブジェクトは、クリッピングセットと呼ばれます。選択した複数のオブジェクト、
グループまたはレイヤー内のすべてのオブジェクトから、クリッピングセットを作成できます。
オブジェクトレベルのクリッピングセットはレイヤーパネル内で 1 つのグループとして結合されて表示されま
す。レイヤーレベルのクリッピングセットを作成した場合は、レイヤーの一番上にあるオブジェクトが、下に
あるすべてのオブジェクトをクリップします。変形や整列などオブジェクトレベルのクリッピングセットで実
行したすべての操作は、マスクされていない境界線ではなくクリッピングマスクの境界線を基準とします。オ
ブジェクトレベルのクリッピングマスクを作成すると、レイヤーパネルやダイレクト選択ツールを使用する
か、またはクリッピングセットを分離して、クリップされたコンテンツの選択のみを行うことができます。

マスクする前（左）とマスクした後（右）

クリッピングマスクの作成には、次のガイドラインが適用されます。

マスクするオブジェクトは、既にそのレイヤーにある場合を除いて、レイヤーパネルのク
リッピングマスクのグループに移動します。
クリッピングマスクとして使用できるのはベクトルオブジェクトだけですが、どのような
アートワークでもマスク可能です。
レイヤーまたはグループを使用してクリッピングマスクを作成する場合、レイヤーまたは
グループの最初のオブジェクトによって、そのレイヤーまたはグループのサブセットすべ
てがマスクされます。

369



ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

クリッピングマスクは、既に設定されている属性にかかわらず、塗りや線を含まないオブ
ジェクトに変更されます。
ヒント：半透明のマスクを作成するには、透明パネルを使用して不透明マスクを作成しま
す。

クリッピングマスクを使用したオブジェクトの一部の非表示
1. マスクとして使用するオブジェクトを作成します。

このオブジェクトはクリッピングパスと呼ばれます。クリッピングパスとして使用できる
のはベクトルオブジェクトだけです。

2. 重なり順がマスクするオブジェクトの上位になるように、クリッピングパスを移動しま
す。

3. クリッピングパスとマスクするオブジェクトを選択します。

4. オブジェクト／クリッピングマスク／作成を選択します。

複数のオブジェクトが重なり合う領域からクリッピングパスを作成するには、最初に
オブジェクトをグループ化します。

グループまたはレイヤーのクリッピングマスクの作成
1. マスクとして使用するオブジェクトを作成します。

このオブジェクトはクリッピングパスと呼ばれます。クリッピングパスとして使用できる
のはベクトルオブジェクトだけです。

2. クリッピングパスとマスクするオブジェクトをレイヤーまたはグループに移動します。

3. レイヤーパネルで、クリッピングパスがグループまたはレイヤーの一番上にあることを確
認して、レイヤーまたはグループの名前をクリックします。

4. レイヤーパネルの下部にあるクリッピングマスクを作成／解除ボタンをクリックするか、
レイヤーパネルメニューの「クリッピングマスクを作成」を選択します。

クリッピングマスクの編集
1. レイヤーパネルでクリッピングパスを選択し、ターゲットにします。または、クリッピン
グセットを選択して、オブジェクト／クリッピングマスク／マスクを編集を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

クリッピングパスの中心の基準点をダイレクト選択ツールでドラッグして、クリッピ
ングパスを移動します。

ダイレクト選択ツールを使用して、クリッピングパスを変形します。

塗りと線をクリッピングパスに適用します。

ドキュメント内のクリッピングパスをすべて選択するには、まずアートワークの選択
をすべて解除します。次に、選択／オブジェクト／クリッピングマスクを選択しま
す。

クリッピングセット内のパスを編集
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注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

クリッピングマスクの外側にあるパスの一部を編集するには、まずクリッピングマスク境界線の内側にある特
定のパスを選択する必要があります。それからパスを編集します。

1. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤーパネルで、パスをターゲットとして設定します。

マスク内に表示されるパスの一部の上にダイレクト選択ツールを置きます。パスのア
ウトラインが表示されたら、クリックします。

クリックでクリップするパスを選択するには、マスク内に表示されるパスの一部
をクリックする必要があります。

2. パスを編集します。

マスクされたアートワークに対するオブジェクトの追加または削除
レイヤーパネルで、クリッピングパスを含むグループまたはレイヤーの中にオブジェクト
をドラッグするか、外にオブジェクトをドラッグします。

クリッピングマスクからのオブジェクトの解除
次のいずれかの操作を行います。

クリッピングマスクを含むグループを選択し、オブジェクト／クリッピングマスク／
解除を選択します。

レイヤーパネルで、クリッピングマスクを含むグループまたはレイヤーの名前をク
リックします。パネルの下部にあるクリッピングマスクを作成／解除ボタンをクリッ
クするか、パネルメニューの「クリッピングマスクを解除」を選択します。

クリッピングマスクが適用されたオブジェクトには値が「なし」の塗りと線が適用されて
いるので、表示されません。これを表示するには、オブジェクトを選択するか、新たにペ
イント属性を適用します。

関連項目：
ビジュアルチュートリアル - マスクの作成
ビデオチュートリアル - 基本的なクリッピングマスクの作成
レイヤーパネルの概要
ビデオチュートリアル - 不透明マスクの使用方法
オブジェクトの重ね合わせ
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ライブコーナーの操作
Illustrator 17.1 で導入

ページの先頭へ

ライブコーナー
ライブコーナーウィジェットの環境設定

ライブコーナー

シンプルパスで 1 つまたは複数のコーナーのアンカーポイントを選択、またはアートワーク内のいくつかのパ
スにまたがった複数のアンカーポイントを選択できます。選択すると、それぞれのコーナーポイントの横にラ
イブコーナーウィジェットが表示されます。ウィジェットをドラッグすると、コーナーポイントのシェイプが
3 つのコーナータイプのいずれかに変更できます。コーナータイプには、角丸（外側）、角丸（内側）、面取
りがあります。

詳しくは、ライブ長方形と角丸長方形を参照してください。

ライブコーナーウィジェット

ライブコーナーウィジェットは、ダイレクト選択ツールを使用してコーナーポイントを含むパスを選択してい
るときに有効になります。以下のものを選択すると、ライブコーナーウィジェットがコーナーの横に表示され
ます。
コーナーを含む 1 つまたは複数のパス
1 つまたは複数の角丸

A. パスに 1 つのコーナーポイントのみを含む場合のライブコーナーウィジェット B. 複数のコーナーが選択さ
れた場合のライブコーナーウィジェット C. パスが選択された場合（ここでは、向かい合った 2 つの丸みのあ
るパス）のライブコーナーウィジェット 

ダイレクト選択ツールを使用してライブコーナーウィジェットをドラッグすることが、コーナーに丸みをつけ
る最も簡単な方法です。ライブコーナーウィジェットにマウスを合わせると、対応する角丸がハイライト表示
されます（下図を参照）。
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A. ライブコーナーウィジェットにマウスを合わせるか近づけたときに角丸がハイライト表示される B. ライブ
コーナーウィジェットにマウスポインターを近づける 

ダイレクト選択ツールを選択したときライブコーナーウィジェットを表示させたくない場合は、表
示／コーナーウィジェットを隠すで無効にできます。

コーナーダイアログ

コーナーダイアログでコーナーの設定を操作できます。コーナーダイアログでは、コーナーのスタイル、コー
ナーの半径、角丸の種類を設定できます。
コーナーの設定にアクセスするには、次のいずれかの操作を行います。
ライブコーナーウィジェットをダブルクリックします。
コーナーを選択し、コントロールパネルでコーナーのリンクをクリックします。

コーナーダイアログで設定を変更するとコーナーの表示が変わる

A. ライブコーナーウィジェット B. 角丸（外側） C. 関連付けられたアンカーポイント D. 角丸（内側） E. 面
取り 

ライブコーナーウィジェットの使用
1. アートワークを開いた状態で、ダイレクト選択ツール（A）を使用して 1 つまたは複数の
コーナーポイントを選択します。以下を選択できます。

1 つのパス上の 1 つまたは複数のコーナーポイント
異なるパス上の複数のコーナーポイント

2. 次のいずれかの操作を行います。
ライブコーナーウィジェットをドラッグします。
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コーナーリンクをコントロールパネルでクリックし、オプションを設定します。
ライブコーナーウィジェットをダブルクリックして、コーナーダイアログでオプショ
ンを変更します。

A. 元のコーナー B. マウスのドラッグ方向 C. 角丸のプレビュー D. ライブコーナーウィ
ジェット E. コーナーに適用される半径 F. 適用されるコーナースタイルを示すカーソル 

コーナースタイルの変更

コーナースタイルを変更するには、次のいずれかの操作を行います。
ライブコーナーウィジェットをドラッグしながら、上向き矢印キーまたは下向き矢印キー
を押します。カーソルが、現在のコーナースタイルの表示に変わります。
コントロールパネルでコーナーのリンクをクリックして、コーナーのポップアップパネル
を開きます。適用するコーナースタイルを選択します。
ライブコーナーウィジェットをダブルクリックしてコーナーダイアログを表示し、ダイア
ログからコーナースタイルを選択します。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらウィジェットをクリッ
クすると、コーナースタイルが順に切り替わります。

A. 角丸（外側） B. 角丸（内側） C. 面取り 

考慮すべき点

ライブコーナー機能は 1 つのコーナーに対して何度でも使用でき、半径やコーナースタイ
ルを変更することができます。ただし、コーナー内の関連付けられたアンカーポイントを
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ページの先頭へ

ドラッグしたり、丸みをなくす操作をした場合、そのコーナーにウィジェットは表示され
なくなります。
角丸は、次のポイントを超えて編集することはできません。
パスの終点に到達
隣接するアンカーポイントに到達
隣接するコーナーの変更中に作成されたアンカーポイントに到達

ライブコーナーウィジェットを移動可能な最大ポイントまでドラッグすると、角丸が赤い
パスで表示されます。

A. コーナーの最大半径に達したことを示す赤いパス B. ライブコーナーウィジェットのドラッグ方向 C. ライ
ブコーナーウィジェット 

ライブコーナーウィジェットの環境設定

コーナーウィジェットを隠す

ダイレクト選択ツールを選択したときライブコーナーウィジェットを表示させたくない場
合は、表示／コーナーウィジェットを隠すで無効にできます。
ダイレクト選択ツールを選択したときライブコーナーウィジェットを表示したままにする
場合は、表示／コーナーウィジェットを表示をクリックします。

角度の上限値

コーナーの角度が指定した値を超えたときにライブコーナーウィジェットを隠すかどうかを指定できます。こ
の値は、環境設定／選択範囲・アンカー表示／「次の角度より大きいときにコーナーウィジェットを隠
す」フィールドで指定します。
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ライブシェイプ
Illustrator CC 2015 の機能強化（楕円、多角形、線）

注意：

注意：

シェイプツールを使用してライブシェイプを作成した後に、幅、高さ、角、角度、辺の数などのプロパティを
変更できるようになりました。このようなシェイプのプロパティは、個別の長方形のプロパティセクションが
追加された変形パネルの、アートコントロールや数値フィールドを使用して編集できるようになりました。

ヘルプについては、ライブコーナーウィジェットの使用の記事を参照してください。

ライブシェイプの機能
ライブシェイプのプロパティへのアクセス
ライブシェイプの選択
最大半径
シェイプの変換
ライブシェイプのプロパティ

ライブシェイプの機能
オブジェクトを選択したときにバウンディングボックスを表示するには、バウンディングボックスを

表示するように設定されていることを確認してください（表示／バウンディングボックスを表示）。

1. シェイプツールを使用してライブシェイプを描画します。

ライブシェイプの周囲に表示されるウィジェットを参考に、シェイプを視覚的に操作でき
ます。

（左）ライブ円の円グラフの角度ウィジェット 
（中央）ライブ角丸長方形の角丸の半径ウィジェット 

（右）ライブ多角形の角丸の半径ウィジェット  と辺ウィジェット 。

2. 変形パネルが表示されます（既に開いている場合は、フォーカスが移動します）。変形パ
ネルが開かない場合は：

Shift + F8 キーを押します。または、
ウィンドウメニュー／変形をクリックします。

長方形または角丸長方形を作成時に変形パネルを表示する、または表示しないを
指定するには、変形パネルフライアウトメニューの「長方形の作成時に表示」オプション
を使用します。

3. 複数のシェイプが選択されている場合：
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注意：

各ツールが選択されているときに、画面上のウィジェットを使用して個々のシェイプ
のプロパティを変更できます。
変形パネルを使用して複数のシェイプのプロパティを変更できます。

4. ライブシェイプ上のマウス、または変形パネルのフィールド（シェイプの「プロパティ」
領域）を使用してシェイプのプロパティを変更します。

選択されているツールにかかわらず、同じ種類のシェイプを選択しているとき
は、変形パネルでプロパティを編集すると選択したアートワークが変更されます。

ライブシェイプのプロパティへのアクセス

ライブシェイプのプロパティには Illustrator CC の様々な場所でアクセスできます。次の例では、ライブ長方
形を対象としています。

コントロールパネル

機能強化されたコントロールパネルから長方形と角丸長方形のプロパティにアクセス可能

変形パネル

機能強化された変形パネルに、追加のプロパティを表示する状態が追加

変形パネルに新しいフライアウトメニューオプション（「長方形の作成時に表示」）が追加されました。これ
により、長方形または角丸長方形を描画すると、すぐに変形パネルが表示されるようになります。

377



ライブシェイプの選択

レイヤーパネル
ライブ長方形は、異なるオブジェクトタイプとしてレイヤーパネルに表示されます。例えば、ライブ長方形を
描画すると、レイヤーパネルのレイヤーの名前が <長方形> になります。 これは、選択や変更の目的で使用可
能なライブシェイプを特定するのに便利です。

レイヤーパネルで <Rectangle> として表示されたライブ長方形と角丸長方形

選択メニューオプション
選択／共通メニューに、新しいメニュー項目、シェイプが追加されました。 選択／共通／シェイプオプショ
ンを選択すると、使用可能なすべてのライブシェイプが選択されます。

新しいメニューオプションで複数のライブシェイプを選択

最大半径

ライブ長方形または角丸長方形の角の最大の可能な限界までドラッグすると、角丸のプレビューが赤色で表示
されます。
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A. 角を中心へドラッグ B. 最大半径に達するとシェイプのプレビューを赤色で表示 

シェイプの変換

以前のバージョンの Illustrator で保存されたドキュメントを開く場合、そのドキュメント
のシェイプは自動的にライブシェイプとして編集できるようにはなりません。長方形をラ
イブシェイプに変換するには、長方形を選択し、オブジェクト／シェイプ／シェイプに変
換をクリックします。
ライブシェイプを一般的なシェイプに変換するには、ライブシェイプを選択してから、オ
ブジェクト／シェイプ／シェイプを拡張をクリックします。

ライブシェイプのプロパティ

長方形 / 角丸長方形プロパティ
幅 / 高さ：長方形の高さまたは幅を指定します。角は維持され、半径は変更されません。
長方形の角度：拡大・縮小 / 回転ウィジェットを使用して長方形を回転します。
縦横比を固定：「長方形の角を拡大・縮小」チェックボックスを使用し、オブジェクトの
変形に比例して角丸の半径を増加または減少させます。
角の種類：長方形の角の種類を指定します。
角丸の半径：長方形の角ごとに、段階的なコントロールを使用するか、変形パネルで絶対
値を入力します。

楕円形のプロパティ
幅 / 高さ：楕円形の幅または高さを指定します。等しい値にすると、楕円は正円になりま
す。
楕円形の角度：楕円形がカンバス上に配置される角度を指定します。
円グラフの開始角度 / 円グラフの終了角度：円ウィジェット（新規に描画した楕円形の右
に表示される）を使って、シェイプを円グラフプレゼンテーションとして表します。
円グラフの角度を制限：変形パネルを使用して値を修正するときに、円グラフの開始角度
と円グラフの終了角度の差を維持する場合に使用します。
円グラフを反転：円グラフの開始および円グラフの終了角度を交換する必要があるかを指
定します。このオプションは、slice グラフィック表現を生成する場合に使用します。

多角形のプロパティ
多角形の半径：多角形の描画の正確な半径を指定します。
多角形の辺の長さ：多角形の各辺の長さを指定します。
多角形の辺の数：多角形の辺の数を指定します。画面上のウィジェットを使用して 3 ～
10 の値に設定できます。スライダーでは、3 ～ 20 の値を選択できます。3 ～ 1000 の値
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を設定するには、値を手動で入力します。
角度：カンバスに対する多角形の相対的な角度を指定します。
角の種類：多角形の角の種類を指定します。角丸（外側）、角丸（内側）、面取りがあり
ます。
角丸の半径：多角形の角丸の半径を指定します。

線のプロパティ
線の長さ：描かれる線の長さを指定します。
線の角度：カンバスに対する線の相対角度を指定します。
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シェイプ形成ツールを使用したシェイプの作成

注意：

シェイプ形成ツールを使用してシェイプを作成するには次の操作を行います。

1. シェイプ形成ツールを適用したいシェイプを作成します。

2. 選択ツールを使用して、シェイプを作成するために結合する必要があるパスを選択します。
ツールを適用するパスのみを選択してください。結合する前にすべてのパスを選択すると、パフォーマンスに問題が発

生する場合があります。

3. ツールパネルからシェイプ形成ツールを選択するか、Shift + M キーを押します。異なるパスを結合できる場合、ツールは初期
設定で結合モードになります。このモードのポインターは  のように表示されます。

4. 抽出または結合したい領域を指定します。

5. 領域をシェイプの他の部分から分割または抽出するには、ポインターを移動し、選択した領域をクリックします。
シェイプを分割できる位置で別のアンカーポイントになります。

 
シェイプ形成ツールを使用したクローズ領域の結合（クローズ領域上にポインターを移動すると、領域の選択範囲が表示され
ます）

6. パスを結合するには、領域に沿ってドラッグして放します。2 つの領域が結合して新しいシェイプが作成されます。

 
領域に沿ってドラッグして結合

 
結合後の新しいシェイプ

新しいシェイプが保持するアートスタイル（オブジェクトに設定されている効果やブラシなど）の適用は、次のルールによっ
て異なります。

マウスでドラッグを開始したオブジェクトのアートスタイルが、結合シェイプに適用されます。
マウスでドラッグを開始した場所にアートスタイルがない場合は、マウスボタンを放した場所のアートスタイルが結合シェ
イプに適用されます。
マウスをドラッグしたときも放したときもアートスタイルがない場合は、レイヤーパネルで最初に選択したオブジェクトの
アートスタイルが適用されます。
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カラーの場合、シェイプ形成ツールオプションダイアログボックスで、次のカラーを利用ドロップダウンリストから「ス
ウォッチ」を選択すると、このルールを無効にできます。詳しくは、シェイプ形成ツールオプションの設定を参照してくださ
い。
Shift キーを押しながらドラッグすると、長方形の選択範囲が表示され、複数のパスを簡単に結合できます。

7. シェイプ形成ツールの消去モードを使用するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押して削除したい
クローズ領域をクリックします。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと、ポインターは  に変化しま
す。
消去モードでは、選択したシェイプ内の領域を削除できます。複数のオブジェクトが共有する領域を削除すると、選択範囲で
選択した領域をシェイプから削除するようにシェイプが分割されます。
消去モードでは境界も削除できます。このオプションは、必要なシェイプを作成した後、残った部分を消去したいときに役立
ちます。
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Shaper ツールやシェイプ形成ツールを使ったシェイプの新規作成
Illustrator CC 2015 の機能強化（新しい Shaper ツール）

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Shaper ツールについて
Shaper ツールの使用（シェイプの描画）
Shaper ツールの使用（シェイプの作成）
Shaper Group でのシェイプの選択
Shaper Group からシェイプを削除する
シェイプ形成ツールについて
シェイプ形成ツールオプションの設定

Shaper ツールについて

シェイパー  ツールを使うと、シェイプをまとめて描画、スタック、配置して、単に結合、マージ、削
除、移動することで複雑かつ美しいデザインを作成できます。以前は複数の操作を必要としていた操作を、シ
ンプルで直感的なビジュアルジェスチャーを使って実行できます。
Shaper ツールを使用して、自然なジェスチャーをベクトルシェイプに変換できます。マウスまたは操作の簡
単なタッチデバイスを使って、多角形、長方形、円を作成します。描画されるシェイプは、ライブシェイプで
す。この機能は、従来のワークスペース、特殊なタッチワークスペース、Illustrator Draw を備えたモバイルで
利用できます。

Shaper ツールの使用（シェイプの描画）
1. Illustrator のツールボックスで、Shaper ツール （Shift+N）をクリックします。

2. ドキュメントでシェイプを描画します。例えば、長方形、円、楕円、三角形、その他の多
角形を大まかに描画します。

3. 描画したシェイプは洗練された幾何学図形に変換されます。作成したシェイプはライブに
なり、ライブシェイプ同様、完全に編集可能です。

自由なジェスチャーを洗練されたベクトルシェイプに変換する
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Shaper ツールの使用（シェイプの作成）
1. 次のいずれかの操作を行います。

ドキュメント内の重なり合ったいくつかのシェイプを選択します。
ツールを使用して重なり合うシェイプを描画します
Shaper ツール（Shift+N）を使用して、長方形、円形、多角形を簡単に描画します。

2. 選択されていない場合は、Shaper ツール（Shift+N）を選択します。

3. マージ、削除、または抜き抜く領域にマウス（ダッチデバイスを使用しない場合）または
指で手書き描画します。

次のルールにより、シェイプの部分がどのように切り抜かれるか、またはマージされる
か、また、マージされたシェイプのカラーが指定されます。
手書きが 1 つのシェイプ内にある場合、その領域を切り抜きます。
手書きが 2 つ以上のシェイプが重なる領域内にある場合、その重なった領域を切り抜
きます。
手書きが前面のシェイプのものである場合
重ならない領域から重なり合った領域までの、前面のシェイプが切り抜かれま
す。
重なった領域から重なっていない領域まで、シェイプがマージされ、マージされ
た領域の色が手書きの起点の色になります。

手書きが背面のシェイプのものである場合
重なっていない領域から重なった領域まで、シェイプがマージされ、マージされ
た領域の色が手書きの起点の色になります。

Shaper ツールを使用した手描きアクションの例
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手書きアクション（左）と、を結果の Shaper Group（右）

Shaper Group でのシェイプの選択

Shaper Group のすべてのシェイプは、シェイプの部分が切り抜かれた、またはマージされた後でも編集でき
ます。個々のシェイプまたはグループを選択するには次の操作を実行します。

面の選択モード
1. Shaper ツールを選択します。

2. Shaper Group をタップまたはクリックします。Shaper Group が選択され、バウンディ
ングボックスが矢印ウィジェット  で表示されます。

3. シェイプ（または、存在する場合は個別のシェイプ）を再タップします。面の選択モード
に入ります。

4. Shaper Group にマージされたシェイプが含まれている場合は、シェイプの面はマットに
表示されます。シェイプの塗りの色を変更できます。
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面の選択モード

設計モード
1. Shaper Group を選択した状態で、次のいずれかの操作を行います。

上方向  を指すように矢印ウィジェットをタップまたはクリックします。
シェイプをダブルクリックします。
シェイプの線をクリックします。

2. 基本となる 1 つのオブジェクトを選択した状態で、オブジェクトのプロパティまたは外
観を変更することができます。

設計モード

Shaper Group からシェイプを削除する
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ページの先頭へ

隙間の検出

1. 設計モードに入るのに必要な手順を実行します。
2. バウンディングボックスからシェイプをドラッグ＆ドロップします。

シェイプ形成ツールについて

シェイプ形成ツール  は、単純なシェイプを結合および消去することで、複雑なシェイプを作成するインタ
ラクティブなツールです。単純パスおよび複合パスで利用できます。
選択したアートの境界および領域を直感的に強調表示し、結合して新しいシェイプを作成します。境界は、選
択したオブジェクトの他のパスに交差しないようにパスのセクションとして定義されます。領域は境界によっ
て囲まれた閉ざされた部分です。
このツールは、パスまたは領域を結合できる場合にデフォルトで結合モードになります。必要のない境界また
は領域を削除するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと消去モードに切り替え
ることができます。
シェイプ形成ツールを使用したシェイプの新規作成に関するビデオについ
て、www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_jp をご覧ください。

シェイプ形成ツールオプションの設定

必要な結合機能を使用して、より効果的なフィードバックを視覚的に行えるように、隙間の検出、カラーソー
スの選択、強調表示などの各種オプションを設定およびカスタマイズできます。
ツールパネルのシェイプ形成ツールアイコンをダブルクリックし、シェイプ形成ツールオプションダイアログ
ボックスでオプションを設定します。

シェイプ形成ツールオプションダイアログボックス

隙間の長さドロップダウンリストから間隔の長さを選択します。値には、「狭い」（3 ポイン
ト）、「中程度」（6 ポイント）および「広い」（12 ポイント）があります。
間隔の長さを正確に設定したい場合は、「カスタム」チェックボックスを選択します。
間隔の長さを選択すると、Illustrator により指定した間隔の長さに近い値が検索されます。間隔の長さの値が
アートの実際の間隔の長さに（ほぼ）近い値であるか、確認してください。アートの間隔が検知されるまで、
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塗りつぶされたオープンパスをクローズパスとして処理

結合モードで線をクリックしてパスを分割

次のカラーを利用

塗り

編集可能な線を強調表示

間隔の長さに異なる値を設定してみることで、間隔の値が正しく検出されているかどうかを確認できます。
例えば間隔の長さを 12 ポイントに設定した場合に、結合する必要があるシェイプに 3 ポイントの間隔がある
と、Illustrator はその間隔を検出しません。

強調表示された領域は、間隔が検出され領域であることを示しています

このオプションを選択すると、オープンパスを領域
にするために見えない境界が作成されます。領域内をクリックすると、シェイプが作成されます。

「結合モードで線をクリックしてパスを分割」チェックボックス
を選択します。このオプションは親パスを 2 つに分割できます。最初のパスはクリックした境界に作成され、
次のパスは最初のパスを除く親パスの一部として残ります。このオプションを選択すると、パスを分割する
間、ポインターは  に変化します。

カラースウォッチまたは既存のアートワークに使用されているカラーを使用してオブジェ
クトを彩色できます。次のカラーを利用ドロップダウンリストを使用して「スウォッチ」オプションまたは
「オブジェクト」オプションを選択します。
「スウォッチ」オプションを選択すると「カーソルスウォッチプレビュー」オプションが選択できるようにな
ります。「カーソルスウォッチプレビュー」チェックボックスを選択するとカラーをプレビューおよび選択す
ることができます。また、ライブペイントスタイルのカーソルスウォッチを利用できます。（矢印キーを使用
して）繰り返しスウォッチパネルからカラーを選択することができます。
注意：カーソルスウォッチプレビューが無効でも矢印キーを使用すると繰り返し選択できます。
線のカラーを変更するには、ポインターをオブジェクトの境界上に移動して、線を強調表示しカラーを変更し
ます。このオプションは、「結合モードで線をクリックしてパスを分割」オプションを選択しているときにの
み利用できます。
領域の塗りのカラーはドキュメントの任意の場所をポイントすると選択できます。
注意：シェイプが明確に表示されるように、カーソルスウォッチプレビューは結合中には表示されません。
「アートワーク」オプションを選択した場合、Illustrator は結合オブジェクトの他のグラフィックスタイルと
同じルールを使用します。詳しくは、シェイプ形成ツールを使用したシェイプの作成の手順 6 を参照してくだ
さい。

「塗り」チェックボックスは初期設定で選択されています。このオプションを選択した場合、結合でき
るパスまたは領域は、選択したパスにカーソルを合わせたときにグレーに強調表示されます。このオプション
を選択しない場合、選択した領域またはパスは通常の表示になります。

このオプションを選択した場合、編集できる線が強調表示されます。編集できる線
はカラードロップダウンリストから選択したカラーで表示されます。
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3D オブジェクトの作成

注意：

ページの先頭へ

注意：

注意：

3D オブジェクトの作成
オプションの設定
カスタムベベルパスの追加
オブジェクトの 3 次元での回転
3D オブジェクトへのアートワークのマップ

3D ツールは遠近グリッドツールから独立しており、遠近描画の 3D オブジェクトはその他のオブジェ
クトと同様に扱われます。

3D オブジェクトの作成

3D 効果を使用すると、2 次元（2D）のオブジェクトから 3 次元（3D）のオブジェクトを作成できます。3D
オブジェクトのアピアランスは、照明、陰影、回転などのプロパティによって調整できます。また、3D オブ
ジェクトの各面にアートワークをマッピングすることもできます。
3D オブジェクトを作成する方法には、押し出しと回転体の 2 種類があります。さらに、2D オブジェクトま
たは 3D オブジェクトを 3 次元で回転することもできます。既存の 3D オブジェクトに 3D 効果を適用したり
修正したりするには、オブジェクトを選択し、アピアランスパネルで効果をダブルクリックします。

画面上では、3D オブジェクトがアンチエイリアスされることがありますが、これは Web 用に保存し
たファイルやプリント結果には反映されません。

Illustrator で 3D オブジェクトを操作することに関するビデオについては、3D の世界に移行するを参照してく
ださい。

押し出しによる 3D オブジェクトの作成

2D オブジェクトを押し出すと、オブジェクトの Z 軸方向に奥行きが加わります。例えば、2D の円を押し出
すと円筒になります。

オブジェクトの軸は、常にオブジェクトの正面に対して垂直になります。3D オプションダイアログ
ボックスでオブジェクトを回転すると、オブジェクトに合わせて Z 軸も移動します。

オブジェクトの押し出し

1. オブジェクトを選択します。

2. 効果／3D／押し出し・ベベルを選択します。
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位置

押し出し／ベベル

表面

照明

マッピング

3. オプションをすべて表示するには、「詳細オプション」ボタンをクリックします。元のオ
プション表示に戻すには、「基本オプション」ボタンをクリックします。

4. 効果の適用結果をドキュメントウィンドウで確認するには、「プレビュー」を選択しま
す。

5. 以下のオプションを指定します。

オブジェクトの回転方法および基準となる面を指定します （3D 回転の位置オプ
ションの設定を参照してください）。

オブジェクトの奥行き、および、追加または切り抜くベベルの範囲を
指定します （押し出し・ベベルオプションを参照してください）。

光沢と陰影のない表面から、プラスチックのように見える光沢のある光のあたった
表面まで、様々な表面を作成します （表面の陰影オプションを参照してください）。

ライトの数を増やし、照度を調整し、オブジェクトの陰影のカラーを変更し、ライ
トの位置を移動して、ドラマチックな効果を加えます （照明オプションを参照してくだ
さい）。

アートワークを 3D オブジェクトの表面にマッピングします （3D オブジェ
クトへのアートワークのマップを参照してください）。

6. 「OK」をクリックします。

押し出しを行い、ベベルのエッジを適用しないオブジェクト（左）、縮小のベベルを適用
したオブジェクト（中央）、拡張のベベルを適用したオブジェクト（右）

回転体による 3D オブジェクトの作成

オブジェクトをグローバルな Y 軸（回転軸）を中心に回転すると、パス（輪郭線）の回転によって 3D オブ
ジェクトが作成されます。回転軸は垂直方向に固定されているので、通常、回転するオープンパスまたはク
ローズパスとしては、作成しようとしている 3D オブジェクトを真正面から見た輪郭線の半分を描く必要があ
ります。その後、効果のダイアログボックスで 3D オブジェクトを回転し、向きを変えることができます。

オブジェクトの回転

1. オブジェクトを選択します。
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注意：

位置

回転体

表面

照明

マッピング

ページの先頭へ

3D 回転体効果を複数のオブジェクトに同時に適用すると、各オブジェクトはそ
れぞれの軸を基準に回転します。各オブジェクトはそれぞれの 3D 空間に配置されるの
で、他の 3D オブジェクトと交わることはありません。一方、グループまたはレイヤーを
ターゲットとして回転体効果を適用すると、オブジェクトは 1 つの軸を基準に回転しま
す。

線幅のない塗りだけのパスを回転するほうが、線幅のあるパスを回転するよりもレン
ダリング時間はかかりません。

2. 効果／3D／回転体を選択します。

3. 効果の適用結果をドキュメントウィンドウで確認するには、「プレビュー」を選択しま
す。

4. オプションをすべて表示するには、「詳細オプション」ボタンをクリックします。元のオ
プション表示に戻すには、「基本オプション」ボタンをクリックします。

オブジェクトの回転方法および基準となる面を指定します （3D 回転の位置オプ
ションの設定を参照してください）。

オブジェクトを回転させて 3D にする方法を決めます （回転体オプションを参照
してください）。

光沢と陰影のない表面から、プラスチックのように見える光沢のある光のあたった
表面まで、様々な表面を作成します （表面の陰影オプションを参照してください）。

ライトの数を増やし、照度を調整し、オブジェクトの陰影のカラーを変更し、ライ
トの位置を移動して、ドラマチックな効果を加えます （照明オプションを参照してくだ
さい）。

アートワークを 3D オブジェクトの表面にマッピングします （3D オブジェ
クトへのアートワークのマップを参照してください）。

5. 「OK」をクリックします。

オプションの設定

3D 回転の位置オプションの設定
次のいずれかの操作を行います。

位置ポップアップメニューで、あらかじめ定義された位置を選択します。
自由に回転するには、立方体の面をドラッグします。オブジェクトの正面は、立方体
の青い面で示されます。オブジェクトの上面と下面は薄いグレー、側面は中間のグ
レー、背面は濃いグレーで示されます。
1 つのグローバル軸のみを基準にして回転するには、Shift キーを押しながら水平方向
（グローバル Y 軸）または垂直方向（グローバル X 軸）にドラッグします。グローバ
ル Z 軸を基準にオブジェクトを回転するには、立方体の周りにある青いリング上をド
ラッグします。
1 つのオブジェクト軸のみを基準にして回転するには、立方体の輪郭線をドラッグし
ます。ポインターが両方向の矢印  に変わり、立方体の輪郭線のカラーが変わってオ
ブジェクトの回転軸が明示されます。赤いエッジラインはオブジェクトの X 軸、緑の
エッジラインはオブジェクトの Y 軸、青いエッジラインはオブジェクトの Z 軸を表し
ます。
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注意：

押し出しの奥行き

フタ

ベベル

高さ

拡張：元のオブジェクトの外側にベベルを形成

縮小：元のオブジェクトの内側にベベルを形成

-180 ～ 180 の範囲で、水平（X）軸 、垂直（Y）軸 、奥行き（Z）軸  のテキ
ストボックスに値を入力します。
遠近感を調整するには、「遠近感」テキストボックスに 0 ～ 160 の範囲で値を入力し
ます。角度が小さいとカメラの望遠レンズで見たような遠近感になり、大きいと広角
レンズで見たような遠近感になります。

レンズの角度が 150 度以上の場合は、オブジェクトが視野の外に移動し、歪んで見えることがありま
す。さらに、軸には、オブジェクトの X 軸、Y 軸、Z 軸と、グローバルな X 軸、Y 軸、Z 軸があります。オ
ブジェクトの軸は、3D 空間におけるオブジェクトの位置を基準にしています。グローバル軸はコンピュー
ター画面を基準に固定されており、X 軸は水平方向、Y 軸は垂直方向、Z 軸は、コンピューター画面に垂直な
方向を表します。

オブジェクトと一緒に移動するオブジェクト軸（黒）と、固定されたグローバル軸（グレー）

押し出し・ベベルオプション

0 ～ 2000 の範囲でオブジェクトの奥行きを設定します。

オブジェクトを立体にするか（側面を閉じて立体にする ）または空洞にするか（側面を開いて空洞に
する ）を指定します。

選択した種類のベベルエッジをオブジェクトの奥行き（Z 軸）に沿って適用します。

高さを 1 ～ 100 の範囲で設定します。オブジェクトに対してベベルの高さの値が大きすぎると、自己交
差が発生し、予期しない結果となる場合があります。

オブジェクトの元のシェイプにベベルを追加します。

オブジェクトの元のシェイプからベベルを切り出します。

押し出しを行ったフタ付きのオブジェクト（左上）とフタなしのオブジェクト（右上）、角にベベルを適用し
ていないオブジェクト（左下）とベベルを適用したオブジェクト（右下）
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角度

フタ

オフセット

回転軸

表面

ワイヤフレーム

陰影なし

陰影（艶消し）

陰影（艶あり）

照度

環境光

ハイライトの強さ

ハイライトのサイズ

ブレンドの階調

非表示の面を描画

回転体オプション

パスを回転する角度を 0 ～ 360 の範囲で設定します。

オブジェクトを立体にするか（側面を閉じて立体にする ）または空洞にするか（側面を開いて空洞に
する ）を指定します。

回転軸とパスの間に距離を置き、例えばリング状のオブジェクトを作成します。0 ～ 1000 の範
囲で値を入力します。

オブジェクトの回転軸を「左端」または「右端」に設定します。

表面の陰影オプション

陰影のある表面のオプションを選択します。

オブジェクトの輪郭を描き、各表面を透明にします。

オブジェクトに新しい表面のプロパティを追加しません。3D オブジェクトは元の 2D オブ
ジェクトと同じカラーになります。

ライトを柔らかに拡散して反射したような効果が適用されます。

光沢のある金属のような輝きが適用されます。
注意：選択するオプションによって、使用できる照明オプションは異なります。オブジェクトが 3D
回転効果のみを使用する場合、表面の陰影オプションとして使用できるのは「陰影（艶消し）」また
は「陰影なし」のみです。

ライトの強さを 0 ～ 100 ％の範囲で調整します。

全体的な明るさを調整します。このオプションではすべてのオブジェクトの表面の全体の明るさを調
整できます。0 ～ 100 ％の範囲で値を入力します。

オブジェクトの光の反射率を 0 ～ 100 ％の範囲で調整します。値が小さいほど表面に光沢
がなくなり、値が大きいほど輝きのある表面になります。

ハイライトのサイズを大（100 ％）から小（0 ％）の範囲で調整します。

オブジェクトの表面に付けられる陰影の滑らかさを調整します。1 ～ 256 の範囲で値を入力
します。数値が大きいほど陰影が滑らかになり、パスの数が多くなります。

隠れている背面を表示します。オブジェクトが透明の場合、またはオブジェクトを分割し
て分離した場合に背面を表示できます。
注意：オブジェクトに透明が適用されており、透明な前面を通して隠れた背面を表示する場合は、オブジェク
トに 3D 効果を適用する前に、オブジェクト／グループコマンドを適用します。
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特色を保持（押し出し／ベベル効果、回転体効果および回転効果）

ライト

選択したライトをオブジェクトの背面に移動ボタン

選択したライトをオブジェクトの前面に移動ボタン

新規ライトボタン

ライトを削除ボタン

照度

陰影のカラー

なし

カスタム

ブラック

特色を保持

オブジェクトの特色を保持します。「陰
影のカラー」オプションで「カスタム」を選択した場合、特色は保持されません。

様々な表面の陰影の例

A. ワイヤフレーム B. 陰影なし C. 陰影（艶消し） D. 陰影（艶あり） 

照明オプション

ライトの位置を指定します。球体上の目的の場所にライトをドラッグします。

選択したライトをオブジェクトの背後に移動します。

選択したライトをオブジェクトの前面に移動します。

ライトを追加します。初期設定では、新しいライトは球面の前面中央に追加されます。

選択したライトを削除します。
注意：初期設定では、3D 効果を適用した時点でオブジェクトにライトが 1 つ割り当てられます。ライトは追
加および削除できますが、オブジェクトには少なくとも 1 つのライトが必要です。

選択したライトの強さを 0 ～ 100 ％の範囲で変更します。

選択したコマンドに応じて、オブジェクトの陰影のカラーを指定します。

陰影にカラーを付けません。

カスタムカラーを選択できます。このオプションを選択した場合は、陰影のカラーを指定
ボックスをクリックして、カラーピッカーでカラーを選択します。特色はプロセスカラーに変換され
ます。

特色のカラーワークフローを使用している場合、プロセスカラーに変換されないようにしま
す。オブジェクトの塗りのカラーには、オーバープリントブラックによる陰影が適用されます。陰影
を確認するには、表示／オーバープリントプレビューを選択します。

オブジェクトの特色を保持します。「陰影のカラー」オプションで「カスタム」を選択し

394



ページの先頭へ

ページの先頭へ

た場合、特色は保持されません。

ライト設定用の球

A. 前面にある選択したライト B. 選択したライトをオブジェクトの前面／背面に移動ボタン C. 新規ライトボ
タン D. ライトを削除ボタン 

カスタムベベルパスの追加
1. Bevels.ai ファイルを開きます。このファイルは Adobe Illustrator [version]\Support

Files\Required\Resources\ja_JP\ folder（Windows）または Adobe Illustrator
[version]\Required\Resources\ja_JP folder（Mac OS）にあります。

2. ベベル.ai ファイルで、オープンパスを 1 つ作成します。

3. ウィンドウ／シンボルを選択し、次のいずれかの操作を行ってパスをシンボルにします。

パスをシンボルパネルにドラッグします。
パスを選択した状態で、シンボルパネル内の新規シンボルボタン  をクリックする
か、パネルメニューの「新規シンボル」を選択します。

4. シンボルパネルでシンボルをダブルクリックし、シンボルオプションダイアログボックス
でベベルの名前を入力して、「OK」をクリックします。

5. ファイル／保存を選択します。

6. Illustrator をいったん終了して、再び起動します。

3D 押し出し・ベベルオプションダイアログボックスのベベルポップアップメニューに、
作成したベベルが表示されます。

7. 自分で作成したベベルを適用するには、次のいずれかの操作を行います。

押し出しによって作成した 3D オブジェクトにベベルを適用するには、3D オブジェ
クトを選択して、アピアランスパネルの「3D 押し出し・ベベル効果」をダブルク
リックします。3D 押し出し・ベベルオプションダイアログボックスで、ベベルポッ
プアップメニューからベベルを選択します。
自分で作成したベベルを2Dアートワークに適用するには、2D オブジェクトを選択し
て、効果／3D／押し出し・ベベルを選択します。3D 押し出し・ベベルオプションダ
イアログボックスで、ベベルポップアップメニューからカスタムベベルを選択しま
す。

オブジェクトの 3 次元での回転
1. オブジェクトを選択します。

2. 効果／3D／回転を選択します。

3. 効果の適用結果をドキュメントウィンドウで確認するには、「プレビュー」を選択しま
す。

4. オプションをすべて表示するには、「詳細オプション」ボタンをクリックします。元のオ
プション表示に戻すには、「基本オプション」ボタンをクリックします。

5. 以下のオプションを指定します。
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位置

表面

ページの先頭へ

オブジェクトの回転方法および基準となる面を指定します （3D 回転の位置オプ
ションの設定を参照してください）。

光沢と陰影のない表面から、プラスチックのように見える光沢のある光のあたった
表面まで、様々な表面を作成します （表面の陰影オプションを参照してください）。

6. 「OK」をクリックします。

3D オブジェクトへのアートワークのマップ

各 3D オブジェクトは複数の面で構成されます。例えば、正方形を押し出して作成した立方体は、6 つの面
（正面、背面、4 つの側面）で構成されます。3D オブジェクトの各面には、2D のアートワークをマッピング
できます。例えば、ボトル形のオブジェクト上にラベルやテキストをマッピングしたり、オブジェクトの各面
に異なるテクスチャをマッピングしたりできます。

側面にアートワークがマッピングされた 3D オブジェクト

A. シンボルアートワーク B. シンボルアートワーク C. A と B を 3D オブジェクトにマッピングした状態 

3D オブジェクトにマップできるのは、シンボルパネルに保存されている 2D アートワークだけです。シンボ
ルには、Illustrator のアートワークオブジェクト（パス、複合パス、テキスト、ラスタライズ画像、メッシュ
オブジェクト、グループ化されたオブジェクトなど）を指定できます。
3D オブジェクトにマッピングするときは、次の点に注意してください。

マッピング機能ではマッピングにシンボルを使用するので、シンボルインスタンスを編集
すると、そのシンボルインスタンスをマッピングしているすべての表面が自動的に更新さ
れます。
アートをマップダイアログボックスでは、通常のバウンディングボックスを使用して、シ
ンボルを移動、拡大・縮小、回転することができます。
3D 効果を使用してオブジェクトの表面にマッピングした場合は、その番号が記憶されま
す。3D オブジェクトを編集したり、同じ効果を別のオブジェクトに適用したりすると、
面の数が元のオブジェクトに比べて増減する可能性があります。元のマッピングで定義さ
れている数より面が少ない場合、余分なアートワークは無視されます。
シンボルの位置はオブジェクトの表面の中心を基準に決定されるので、表面の形状が変化
すると、シンボルは新しい中心を基準に再度マップされます。
アートワークのマップは、押し出し・ベベル効果や回転体効果を使用しているオブジェク
トに対して実行できます。回転効果だけを使用しているオブジェクトには実行できませ
ん。

1. 3D オブジェクトを選択します。

2. アピアランスパネルで、「3D 押し出し・ベベル」効果または、「3D 回転体」効果をダ
ブルクリックします。
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注意：

3. 「マッピング」ボタンをクリックします。

4. 選択した表面にマッピングするアートワークをシンボルポップアップメニューから選択し
ます。

5. マッピングする表面を選択するには、最初の面 、前の面 、次の面 、最後の面 
の矢印ボタンをクリックするか、テキストボックスに表面番号を入力します。

現在表示されている表面には、明るいグレーのマークが表示されます。オブジェクトの現
在の位置では非表示になる表面には、濃いグレーのマークが表示されます。ダイアログ
ボックスで表面を選択すると、ドキュメントウィンドウ内の対応する面が赤い輪郭線で囲
まれます。

6. 次のいずれかの操作を行います。

シンボルを移動するには、ポインターをバウンディングボックス内に置いてドラッグ
します。拡大・縮小するには、バウンディングボックスのサイドハンドルまたはコー
ナーハンドルをドラッグします。回転するには、バウンディングボックスのハンドル
の外側付近をドラッグします。
マッピングしたアートワークを選択した表面の境界に合わせるには、「面に合わせ
る」ボタンをクリックします。
1 つの表面からアートワークを削除するには、表面オプションを使用して表面を選択
してから、シンボルポップアップメニューで「なし」を選択するか、「消去」ボタン
をクリックします。
3D オブジェクトのすべての表面からすべてのマップを削除するには、「すべて消
去」ボタンをクリックします。
陰影やオブジェクトの照明を、マップしたアートワークに適用するには、「アート
ワークに陰影を適用」を選択します。
アートワークのマッピングだけを表示し、3D オブジェクトの形状は表示しない場合
は、「構造体を表示しない」を選択します。このオプションは、3D マッピング機能
を 3D のワープツールとして使用する場合に便利です。例えば、このオプションを使
用して、波形の線を押し出した表面にテキストをマッピングし、テキストが旗の上で
変形しているように表現することができます。
結果を確認するには、「プレビュー」を選択します。

7. アートをマップダイアログボックスで、「OK」をクリックします。

3D ツールは Illustrator の遠近グリッドツールから独立しています。遠近グリッド
に配置されると、3D オブジェクトはその他のアートと同様に扱われます。
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-->

オブジェクトのブレンド

トップへ戻る

ブレンドオブジェクトについて
ブレンドの作成
ブレンドオプション
ブレンドオブジェクトのブレンド軸の変更
ブレンドオブジェクトの重なり順の反転
ブレンドオブジェクトの解除または拡張

ブレンドオブジェクトについて
オブジェクトをブレンドすると、2 つのオブジェクト間に形状を作成して、均等に分布させることができます。2 つのオープンパスをブレンドして
オブジェクト間を滑らかに変化させたり、カラーのブレンドとオブジェクトを組み合わせて、オブジェクトの形状内にカラーの変化を付けたりす
ることもできます。
注意： オブジェクトのブレンドは、描画モードまたは透明度をオブジェクトに適用することと同じです。描画モードと透明度については、描画
モードについてを参照してください。
ブレンドを作成すると、ブレンドオブジェクトは 1 つのオブジェクトとして扱われます。元になる一方のオブジェクトを移動したり、元のオブ
ジェクトのアンカーポイントを編集したりすると、それに応じてブレンドが変化します。元のオブジェクト間にブレンドされた新しいオブジェク
トには、アンカーポイントはありません。ブレンドは拡張して、別個のオブジェクトに分割することができます。

ブレンドを使用して 2 つのオブジェクト間に均等間隔でシェイプを配置する例

ブレンドを使用して 2 つのオブジェクト間のカラーを滑らかに変化させる例
オブジェクトやカラーをブレンドするときは、次の点に注意してください。
メッシュオブジェクト間にブレンドを適用することはできません。
プロセスカラーでペイントされたオブジェクトと、特色でペイントされたオブジェクトをブレンドすると、中間オブジェクトは
ブレンドされたプロセスカラーでペイントされます。2 つの特色をブレンドすると、中間オブジェクトはプロセスカラーでペイ
ントされます。ただし、同じ特色で濃度だけが異なるオブジェクトをブレンドすると、中間オブジェクトはその特色の濃度を変
化させたカラーでペイントされます。
パターンが適用された 2 つのオブジェクトをブレンドすると、中間オブジェクトには、最前面のオブジェクトの塗りが使用さ
れます。
透明パネルで描画モードが指定されているオブジェクトをブレンドすると、中間オブジェクトには、前面のオブジェクトの描画
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モードが使用されます。
複数のアピアランス属性（効果、塗り、線）が適用されているオブジェクトをブレンドすると、それぞれのオプションがブレン
ドされます。
同じシンボルの 2 つのインスタンスをブレンドすると、中間オブジェクトは、そのシンボルインスタンスになります。異なる
シンボルの 2 つのインスタンスをブレンドすると、中間オブジェクトは、シンボルインスタンスにはなりません。
初期設定では、ブレンドは抜き透明グループとして作成されるので、中間のオブジェクトで透明オブジェクトが重なり合う場
合、これらのオブジェクトはお互いに透き通って表示されません。この設定を変更するには、ブレンドを選択して、透明パネル
で「グループの抜き」の選択を解除します。

ブレンドの作成
ブレンドツールや「ブレンドを作成」コマンドを使用すると、選択した複数のオブジェクトの形とカラーをブレンドして、一連の中間オブジェク
トであるブレンドを作成できます。

ブレンドツールを使用したブレンドの作成
1. ブレンドツール  を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

回転しないで順番にブレンドするには、オブジェクト上でアンカーポイント以外の場所をクリックします。
特定のアンカーポイントを基準にブレンドするには、ブレンドツールで基準となるアンカーポイントをクリックします。ポ
インターをアンカーポイント上に置くと、ポインターの形状が白い四角形から、黒い四角形に変わります。
オープンパスをブレンドするには、それぞれのパスの端点を選択します。

3. ブレンドにオブジェクトを追加し終わったら、ブレンドツールをもう一度クリックし、作成を終了します。
初期設定では、滑らかにカラーを変化させるのに最適なステップ数が自動的に計算されます。ステップ数またはステップ間
の距離を指定するには、ブレンドオプションを設定します（ブレンドオプションを参照してください）。

ブレンドを作成コマンドを使用したブレンドの作成
1. ブレンドするオブジェクトを選択します。
2. オブジェクト／ブレンド／作成を選択します。

初期設定では、滑らかにカラーを変化させるのに最適なステップ数が自動的に計算されます。ステップ数またはステップ間
の距離を指定するには、ブレンドオプションを設定します。

ブレンドオプション
ブレンドオプションを設定するには、ブレンドツール  をダブルクリックするか、オブジェクト／ブレンド／ブレンドオプションを選択しま
す。既存のブレンドを変更するには、まずブレンドオブジェクトを選択します。
間隔 ブレンドに追加するステップ数を決めます。
スムーズカラー  ブレンドのステップ数が自動的に計算されます。オブジェクトに異なるカラーの塗りや線が適用されている場合は、カラーの移行
が滑らかになるように、最適なステップ数が計算されます。オブジェクトに同一のカラーが含まれている場合や、グラデーションまたはパターン
が含まれている場合は、2 つのオブジェクトのバウンディングボックスのエッジ間で一番長い距離を基準にステップ数が計算されます。
ステップ数  ブレンドの開始と終了の間のステップ数を指定します。
距離  ブレンドのステップ間の距離を指定します。このオプションでは、ブレンドされた 1 つのオブジェクトの輪郭線から、次のオブジェクトの対
応する輪郭線までの距離を指定します（例えば、1 つのオブジェクトの右側の輪郭線から、次のオブジェクトの右側の輪郭線までの距離を指定しま
す）。
方向 ブレンドオブジェクトの向きを決めます。
垂直方向  ブレンドの向きをアートボードの X 軸に対して垂直にします。
パスに沿う  ブレンドの向きをパスに対して垂直にします。

「垂直方向」オプションを適用したブレンド
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「パスに沿う」オプションを適用したブレンド

ブレンドオブジェクトのブレンド軸の変更
ブレンドオブジェクトのステップはブレンド軸と呼ばれるパスに沿って整列します。初期設定では、ブレンド軸は直線です。
ブレンド軸の形状を変更するには、ダイレクト選択ツールを使用してブレンド軸のアンカーポイントとパスセグメントをドラッ
グします。
ブレンド軸を別のパスに置き換えるには、新しいブレンド軸として使用するオブジェクトを作成します。作成したブレンド軸オ
ブジェクトとブレンドオブジェクトを選択し、オブジェクト／ブレンド／ブレンド軸を置き換えを選択します。
ブレンド軸上のブレンドの順序を反転するには、ブレンドオブジェクトを選択し、オブジェクト／ブレンド／ブレンド軸を反転
を選択します。

ブレンドオブジェクトの重なり順の反転
1. ブレンドオブジェクトを選択します。
2. オブジェクト／ブレンド／前後を反転を選択します。

元の重なり順（上）と前後を反転コマンドを適用した状態（下）

ブレンドオブジェクトの解除または拡張
ブレンドオブジェクトを解除すると、ブレンドによって作成されたオブジェクトは削除され、元のオブジェクトが復元されます。ブレンドオブ
ジェクトを拡張すると、ブレンドは個々のオブジェクトに分割され、通常のオブジェクトと同様に個別に編集できるようになります。

1. ブレンドオブジェクトを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクト／ブレンド／解除を選択します。
オブジェクト／ブレンド／拡張を選択します。

関連項目
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効果を使用したオブジェクトの変形
オブジェクトの角を丸くする

効果を使用したオブジェクトの変形
効果は、形状に確定的な変更を加えることなくオブジェクトを変形できる便利な方法です。効果はいつでも変更または削除できます。
以下の効果を使用してオブジェクトを変形できます。
形状に変換 ベクトルオブジェクトの形状を長方形、角丸長方形または楕円形に変換します。形状のサイズは絶対値または相対値で指定します。角
丸長方形の場合は、丸い角の曲率を決めるために角丸の半径を指定します。
パスの変形 ベクトルオブジェクトをすばやく変形します。
パスの自由変形 4 つあるコーナーポイントをドラッグしてベクトルオブジェクトの形状を変更できます。
パンク・膨張 ベクトルオブジェクトのアンカーポイントを外側に引っ張り、セグメントを内側に曲げるか（収縮）、アンカーポイントを内側に
引っ張り、セグメントを外側に曲げます（膨張）。いずれの場合でも、アンカーポイントの移動はオブジェクトの中心点が基準になります。
ラフ ベクトルオブジェクトのパスセグメントを変形して、大小のギザギザを付けることができます。セグメントパスの最大長を絶対値または相対
値で指定します。「詳細」でギザギザのエッジの 1 インチあたりの密度を設定し、滑らかなエッジにするには「丸く」を、尖ったエッジにするに
は「ギザギザ」を選択します。
変形 オブジェクトをサイズ変更、移動、回転、リフレクト（反転）、コピーして、変形します。
ランダム・ひねり パスセグメントをランダムに内外に曲げて変形します。垂直方向および水平方向の変形量を絶対値または相対値で設定します。
パス上のアンカーポイントに向かうコントロールポイントを移動するか（「In」コントロールポイント）、パス上のアンカーポイントから出るコン
トロールポイントを移動するか（「Out」コントロールポイント）を指定します。
旋回 オブジェクトを外側から中心に向けて渦を巻くように回転させます。正の値を入力すると時計回りに旋回し、負の値を入力すると反時計回り
に旋回します。
ジグザグ オブジェクトのパスセグメントを変形して、一様のギザギザまたは波形をつけます。山と谷の間の長さを絶対値または相対値で設定しま
す。パスセグメントあたりの折り返し数を設定し、波形のエッジにするか（滑らかに）、ギザギザのエッジにするか（直線的に）を選択します。
ワープ パス、テキスト、メッシュ、ブレンド、ラスタライズ画像などのオブジェクトを変形します。プリセットのワープ形状から 1 つを選択しま
す。続いて、対象とする軸を選択し、カーブおよび適用する変形の量を指定します。

オブジェクトの角を丸くする
角を丸くする効果を使用すると、ベクトルオブジェクトのコーナーポイントを滑らかな曲線に変換できます。

1. レイヤーパネルで、角を丸くする項目をターゲットに設定します。
塗りや線など、オブジェクトの特定の属性の角を丸くする場合は、レイヤーパネルでオブジェクトをターゲットに設定したあ
と、アピアランスパネルで属性を選択します。

2. 効果／スタイライズ／角を丸くするを選択します。（このコマンドは、フィルターメニューの上部にある「スタイライズ」コ
マンドのサブメニューにもあります）。

3. 曲率を指定するには、「半径」テキストボックスに値を入力して、「OK」をクリックします。
関連項目
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リシェイプワークフローの強化とタッチ操作のサポート
バージョン 17.1 で導入

セグメントリシェイプワークフローとタッチ操作への対応

パスセグメントリシェイプワークフローの機能が強化され、タッチベースのデバイスにおけるタッチ入力によってセグメントをリシェイプできま
す。
Illustrator の以前のリリースでは、曲線セグメントはダイレクト選択ツールを使用してリシェイプできましたが、セグメントのハンドルは常に元の
角度に固定されていました。今回のリリースでは、セグメントのリシェイプ時にハンドルの角度が変わるようになりました。また、直線セグメン
トをドラッグするだけで曲線に変換できます。パスセグメントをリシェイプするには、次の 3 つの方法があります。

ペンツール

1. ペンツールを使用している状態で、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押します。

2. ポインターをパスセグメントの上に置くと、カーソルがセグメントリシェイプカーソルに変わります。

3. セグメントをドラッグすると、パスセグメントがリシェイプします。

ペンツールを使用して、結合したパスセグメントをリシェイプ

A. 元のシェイプ B. セグメントリシェイプカーソルがリシェイプ可能なセグメントを表示 C. セグメントリシェイプカーソルが
表示されている場合、クリック＆ドラッグでセグメントのシェイプを変更 D. 必要な数だけセグメントをリシェイプ E. リシェ
イプが完了して完成したシェイプ 

4. ペンツールによる描画を続けるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を放します。

5. 半円セグメントを作成するには、Shift キーを押しながらセグメントをリシェイプします。Shift キーを押すことで、ハンドルは
垂直方向に固定されて同じ長さになります。

アンカーポイントの切り換えツール

1. アンカーポイントの切り換えツールを選択し、ポインターをパスセグメントの上に合わせます。

2. セグメントリシェイプカーソルが表示されたら、パスセグメントをドラッグしてリシェイプします。

アンカーポイントツールで線セグメントをリシェイプしてアートワークを編集

A. 元のアートワーク B. アンカーポイントツールでセグメントをリシェイプ C. 編集後のシェイプ 

3. パスセグメントのコピーを作成するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら手順 2 を実行し
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ます。

4. 半円セグメントを作成するには、Shift キーを押しながらセグメントをリシェイプします。Shift キーを押すことで、ハンドルは
垂直方向に固定されて同じ長さになります。

ダイレクト選択ツール

ダイレクト選択ツールを直線セグメントで使用すると、セグメントを移動できます。ただし、ダイレクト選択ツールで曲線セグメントをリシェイ
プすると、アンカーポイントの切り換えツールやペンツールと同様、ハンドルの角度が変わります。

ハンドルを垂直方向に固定

Shift キーを押しながらペンツール、アンカーポイントの切り換えツール、ダイレクト選択ツールでセグメントをリシェイプすると、ハンドルは垂
直方向に固定されます。これにより、曲線セグメントを半円シェイプにリシェイプできます。また、ハンドルは同じ長さになります。
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タッチ対応のツールおよび機能強化 | Illustrator CC
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タッチ操作によるテキストの修正（文字タッチツール）
タッチ操作によるシェイプの修正（自由変形ツール）
OS でサポートされるジェスチャー
Illustrator CC では、タッチ対応デバイスを使用して、Illustrator のテキストやオブジェクトを簡単に操作できます。Illustrator を従来とは異なるス
タイルで操作できるように、マウスに関する機能についても操作性が強化されています。タッチ対応デバイスと同様に、マウスでもオブジェクト
を簡単に操作できます。
また、オペレーティングシステムでも多数のタッチ対応ジェスチャーが有効になっています。Illustrator のユーザーインターフェイスを使用して、
オペレーティングシステムに関連するオブジェクトの移動、パンやスワイプができます。
Illustrator の機能をタッチ操作で使用するには、次のいずれかのデバイスが必要です。

Windows 7 または 8 ベースのタッチスクリーンコンピューター
Wacom Cintiq 24HD Touch などのタッチスクリーンデバイス

ジェスチャーによるパンとズームには、次のデバイスが必要です。
直接タッチする方式のデバイス（タッチスクリーンデバイスなど）。
間接的にタッチする方式のデバイス（Mac コンピューターのトラックパッド、タッチパッドまたは Wacom Intuos5 デバイスな
ど）。

タッチ操作によるテキストの修正（文字タッチツール）
マウスのカーソルまたはタッチ対応デバイス（タッチスクリーンデバイスなど）を使用して、文字タッチツールでテキストのプロパティを変更で
きます。

1. ツールバーまたはコントロールパネルで文字タッチツール（Shift + T）を選択します。

2. テキストの文字を選択します。

3. 文字を変更（回転、拡大・縮小、移動）するには、タッチ操作またはマウスを使用して、テキストの周りに表示されるコント
ロールハンドルを操作します。

 
マウスと選択したオブジェクトの周りに表示される強化されたコントロールハンドルを使用して、オブジェクトを簡単に操作

 
タッチスクリーンデバイスと選択したオブジェクトの周りに表示される強化されたコントロールハンドルを使用して、オブ
ジェクトを簡単に操作
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タッチ操作によるシェイプの変更（自由変形ツール）
マウスまたはタッチ対応デバイス（タッチスクリーンデバイスなど）を使用して、オブジェクトを移動、拡大・縮小、回転、シアー、変形できま
す。

1. オブジェクトを選択して自由変形ツールを選択します。

2. 自由変形ツールウィジェットで、選択したオブジェクトで実行する適切な操作を選択します。コントロールハンドルを使用し
て、移動、拡大・縮小、回転、シアー、変形（遠近または自由）を行います。

 
自由変形ツールのタッチウィジェット
A. 縦横比固定 B. 自由変形 C. 選択した操作 D. 遠近変形 E. パスの自由変形 

3. 自由変形ウィジェットをアクティブにすると、選択したオブジェクトに移動可能な基準点が表示されます。
基準点をクリックして、アートボード上の任意の位置までドラッグし、基準点の位置を基準にオブジェクトを移動します。
また、8 つのコントロールハンドルのいずれかをダブルクリックして基準点として設定することもできます。回転操作は、
新しい基準点を基準に実行されます。
基準点をダブルクリックすると位置がリセットされます。

 
（左） 自由変形ツールのカーソル （右） 移動した新しい基準点の位置に応じてオブジェクトが回転 
A. 基準点 B. 移動した基準点 

コントロールハンドルにマウスを重ねると、使用できるアイコンが表示され、オブジェクトの基準点が表示されます。
基準点を別の場所にドラッグし、その新しい基準点を基準に、コントロールハンドルを使って選択したアートワークを回転
できます。

OS でサポートされるジェスチャー
タッチジェスチャー：標準のタッチジェスチャー（ピンチおよびスワイプ）でパンとズームを行うことができます。タッチ入力対応のデバイスで
は以下のジェスチャーが機能します。

2 本の指（親指と人差し指など）によるピンチインまたはピンチアウトでズーム
2 本の指をドキュメント上に置き、同時に動かしてドキュメント内でパン
スワイプまたはフリックでアートボードを移動
アートボード編集モードで、2 本の指を使用してアートボードを 90°回転
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読み込み、書き出し、保存
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アートワークファイルの読み込み

ページの先頭へ

ページの先頭へ

リンクアートワークと埋め込みアートワークについて
ファイルの配置（読み込み）
リンクパネルの埋め込みアートワークとリンクアートワーク
元のオブジェクトの編集

Adobe Illustrator では、他のアプリケーションで作成されたファイルからベクトル描画とビットマップイメー
ジの両方を読み込むことができるので、最初から新規にアートワークを作成する必要はありません。Illustrator
では、一般的なファイル形式がすべて認識されます。 Adobe 製品間の緊密な統合と、幅広いファイル形式の
サポートにより、読み込み、書き出し、コピー、ペーストを行うことでアプリケーション間で簡単にアートを
移動することができます。

リンクアートワークと埋め込みアートワークについて

グラフィックを配置する場合、グラフィックを表示して位置決めできるように、ファイルは画面解像度に基づ
いてレイアウト表示されます。しかし、実際のグラフィックファイルは、リンクと埋め込みのいずれかになり
ます。

リンクされたアートワークは、リンク先のドキュメントから独立したままドキュメントに
配置されます。その結果、ドキュメントのサイズは埋め込みの場合より小さくなります。
リンクされたアートワークは変形ツールおよび効果を使用して編集できますが、アート
ワークの各構成要素を選択して編集することはできません。 リンクされたグラフィック
は、ドキュメントのサイズを大幅に拡大することなく、何度も使用できます。また、すべ
てのリンクを一度にまとめて更新することもできます。 書き出しまたは出力を行うと、元
のグラフィックが取得され、元データの解像度から最終的な出力が生成されます。
埋め込まれたアートワークは、データそのままの解像度でドキュメントにコピーされま
す。その結果、ドキュメントのサイズはリンクの場合より大きくなります。 アートワーク
が埋め込まれているドキュメントは完全に独立していて、いつでも更新できます。

アートワークがリンクと埋め込みのどちらであるかを確認したり、アートワークのステータスを変更したりす
るには、リンクパネルを使用します。
埋め込まれたアートワークに複数のオブジェクトが含まれる場合は、各構成オブジェクトを個別に編集するこ
とができます。 例えば、アートワークに含まれるベクトルデータは Illustrator のパスに変換され、Illustrator
のツールおよびコマンドを使用して編集できるようになります。 また、ファイル形式によっては、埋め込ま
れたアートワーク内のオブジェクト階層（グループやレイヤーなど）が Illustrator でも保持されます。
 

ファイルの配置（読み込み）

ファイルを読み込むには、配置コマンドを使用する方法が一般的です。この方法でサポートされているファイ
ル形式、配置オプション、カラーが最も多いためです。 ファイルを配置した後は、リンクパネルを使用し
て、ファイルの識別、選択、監視、更新を実行します。
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ページの先頭へ

最新のファイル

変更されたファイル

1. アートワークを配置する Illustrator ドキュメントを開きます。

2. ファイル／配置を選択し、配置するファイルを選択します。

3. 選択したファイルに対するリンクを作成するには「リンク」を選択します。アートワーク
を Illustrator ドキュメントに埋め込むには「リンク」の選択を解除します。

4. 「配置」ボタンをクリックします。

5. 必要に応じて次のいずれかの操作を行います。

複数のページで構成された PDF ファイルを配置する場合は、配置するページとアー
トワークのトリミング方法を選択できます。
Adobe® Photoshop® ファイルを埋め込む場合は、レイヤーの変換方法を選択できま
す。ファイルにレイヤーカンプが含まれる場合は、読み込む画像のバージョンも選択
できます。

関連項目
AdobePDF 配置オプション
Photoshop 読み込みオプション
複数のファイルを配置する

リンクパネルの埋め込みアートワークとリンクアートワーク

リンクパネルの概要

すべてのリンクアートワークや埋め込みアートワークを表示および管理するには、リンクパネルを使用しま
す。 パネルにはアートワークの小さなサムネールが表示され、アートワークの状態がアイコンで示されま
す。

リンクパネル

A. 透明の影響 B. リンク切れのアートワーク C. 埋め込みアートワーク D. 変更されたアートワーク E. リンク
アートワーク 

リンクパネルのファイル状態オプション

リンクしているファイルは、次の状態がリンクパネルに表示されます。

最新のファイルには、ファイル名と、ドキュメント内に配置されているページ（Adobe®
InDesign®）だけが表示されます。

変更されたファイルは、ディスク上のファイルのバージョンが、ドキュメント内のバー
ジョンよりも新しいファイルです。 例えば、Illustrator に配置済みの Photoshop のグラフィックを他のユー
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無効なファイル

埋め込み

ザーが変更した場合にこのような状況が発生します。

無効なファイルは、グラフィックが他の場所にある可能性があるが、読み込み元の場所には
ないファイルです。 例えば、グラフィックをドキュメントに読み込んだ後で、オリジナルのファイルが他の
フォルダーやサーバーに移動された場合などに表示されます。 元のグラフィックへのリンクが復元されるま
では、グラフィックが最新のものかどうかは判断できません。 このアイコンが表示されているときにドキュ
メントの印刷または書き出しを行うと、グラフィックは元の解像度で印刷または書き出しできない場合があり
ます。

リンクしているファイルの内容を埋め込むと、そのリンクの管理機能は停止します。

リンクパネルの操作

パネルを表示するには、ウィンドウ／リンクを選択します。 リンクしているファイルと自
動的に埋め込まれたファイルは、それぞれファイル名で識別できます。
リンクされたグラフィックを選択して表示するには、リンクを選択し、リンクへ移動ボタ
ン  をクリックするか、リンクパネルメニューで「リンクへ移動」を選択します。選択
したグラフィックが中央に表示されます。
サムネールのサイズを変更するには、リンクパネルメニューから「パネルオプション」を
選択し、サムネールの表示オプションを選択します。
リンクを別の順序で並べ替えるには、パネルメニューで目的の順序を選択します。
サムネールを非表示にするには、リンクパネルメニューから「パネルオプション」を選択
し、「なし」を選択します。
DCS 透明情報を表示するには、リンクパネルメニューから「パネルオプション」を選択
し、「DCS 形式への透明の影響を表示」を選択します。

リンクパネルを使用したメタデータの表示と保存

リンクファイルまたは埋め込みファイルにメタデータが含まれる場合は、リンクパネルを使用してメタデータ
を表示できます。リンクファイルに関連付けられたメタデータを編集したり置換したりすることはできません
が、そのメタデータのコピーをテンプレートとして保存し、別のファイルに適用することができます。

1. リンクパネルでファイルを選択し、パネルメニューから「リンクファイル情報」を選択し
ます。

2. メタデータをテンプレートとして保存するには、メタデータが表示されているダイアログ
ボックスの最上部にあるポップアップメニューから「メタデータテンプレートの保存」を
選択します。

リンクオブジェクトまたは埋め込みオブジェクトに関するファイル情報の表示
次のいずれかの操作を行います。

リンクパネルで、リンクをダブルクリックします。 または、リンクを選択し、パネル
メニューの「リンク情報」を選択します。
注意：リンクパネルメニューの「リンク情報」と「リンクファイル情報」を混同しな
いようにしてください。「（リンク）ファイル情報」はメタデータを参照します。
アートワークウィンドウでリンクアートワークを選択します。 コントロールパネル
で、ファイル名をクリックして、「リンク情報」を選択します。

リンクアートワークまたは埋め込みアートワークがドキュメントウィンドウのどこにあるか見つけるに
は、リンクを選択して、リンクへ移動ボタンをクリックします。 または、パネルメニューの「リンクへ移
動」を選択します。
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注意：

注意：

変更されたリンクの更新

特定のリンクを更新するには、リンクパネルで変更されたリンク  を選択し、リンクを
更新ボタン  をクリックするか、リンクパネルメニューから「リンクを更新」を選択し
ます。
特定のリンクを更新するには、アートボード上のリンクオブジェクトを選択します。 コン
トロールパネルで、ファイル名をクリックして、「リンクを更新」を選択します。

初期設定では、リンク元ファイルが変更されると、リンクを更新するか問い合わせる画面が表示され
ます。 リンクを自動更新するか手動更新するかを指定するには、編集／環境設定／ファイル管理・クリップ
ボード（Windows）または Illustrator／環境設定／ファイル管理・クリップボード（Mac OS）を選択し、「リ
ンクを更新」オプションを設定します。

無効なリンクの復元または別のリンク元ファイルでのリンクの置き換え

無効なリンク（リンクパネルにリンク切れアイコン  が表示されるリンク）を復元したり、任意のリンク
ファイルを別のリンク元ファイルと置き換えたりすることができます。

1. ページ上のリンクオブジェクトを選択するか、リンクパネルでリンク名を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

リンクパネルで、リンクを再設定ボタン  をクリックするか、パネルメニューから
「リンクを再設定」を選択します。
コントロールパネルのリンクファイル名をクリックし、「再リンク」を選択します
（このオプションを表示するには、リンクオブジェクトを選択する必要がありま
す）。

3. 表示されたダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

リンクを置き換えるファイルを探して選択します。
リンクを置き換えるファイルの名前の先頭の文字または先頭の数文字を入力して、目
的のファイルを見つけ、選択します。

4. 「配置」ボタンをクリックします。

ドキュメントに配置されたすべての無効なリンクが同じフォルダーにある場合、すべてのリンクを一
度に復元できます。 リンクパネルで、すべての無効なリンクを選択してそのいずれかを復元すると、配置ダ
イアログボックスが開いたままになり、その他のリンクを再度選択できます。

リンクアートワークの配置オプションの設定
1. 次のいずれかの操作を行います。

アートワークウィンドウでリンクアートワークを選択します。 コントロールパネル
で、ファイル名をクリックして、「配置オプション」を選択します。
リンクパネルで、リンクを選択して、パネルメニューの「配置オプション」を選択し
ます。

2. 「保持」のオプションを選択します。
「置き換え」または「バウンディングボックスに合わせる」以外のオプションを選択した
場合は、バウンディングボックスを基準としてアートワークを揃える位置を基準点アイコ
ンで指定できます。 アートワークがバウンディングボックスからはみ出さないようにす
る場合は、「バウンディングボックスでクリップ」を選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

リンクファイルの埋め込み

ファイルへのリンクをドキュメントに配置する代わりに、ファイルそのものをドキュメント内に埋め込む（保
存する）ことができます。 ファイルを埋め込むと、元のファイルへのリンクは失われます。 リンクがないの
で、元のファイルが変更されてもリンクパネルに警告は表示されず、ファイルが自動的に更新されることもあ
りません。
オリジナルにリンクするのではなくファイルを埋め込むと、ドキュメントのファイルサイズが大きくなる点に
注意してください。

1. リンクパネルでファイルを選択し、パネルメニューから「画像を埋め込み」を選択しま
す。

2. アートワークウィンドウでリンクアートワークを選択します。 コントロールパネルで
「埋め込み」ボタンをクリックします。

リンクパネル上で、ファイルは表示されたまま、埋め込みリンクアイコン  が表示されます。

埋め込みファイルの埋め込み解除またはリンク再設定
1. リンクパネルで少なくとも 1 つの埋め込みファイルを選択します。

2. リンクを再設定ボタン  をクリックするか、リンクパネルメニューの「リンクを再設
定」を選択し、元のファイルを見つけて選択したら、「配置」をクリックします。

元のオブジェクトの編集

「オリジナルを編集」（Illustrator）および「元データを編集」（InDesign）コマンドを使用すると、ほとんど
のグラフィックオブジェクトは、作成時のアプリケーションで開いて、必要な編集を行うことできます。元の
ファイルを保存すると、そのファイルをリンクしたドキュメントが新しいバージョンに更新されます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

リンクパネルでリンクを選択し、オリジナルを編集 （Illustrator）または元データ
を編集（InDesign）ボタンをクリックします。または、パネルメニューの「オリジナ
ルを編集」（Illustrator）または「元データを編集」（InDesign）を選択します。
ページ上のリンクオブジェクトを選択し、編集／「オリジナルを編集」（Illustrator）
または「元データを編集」（InDesign）を編集を選択します。
ページ上のリンクオブジェクトを選択し、コントロールパネルの「オリジナルを編
集」ボタンをクリックします。

2. 元のアプリケーションで変更を加えた後、ファイルを保存します。

関連項目
ビットマップ画像の読み込み
Adobe PDF ファイルの読み込み
EPS ファイル、DCS ファイルおよび AutoCAD ファイルの読み込み
Photoshop からのアートワークの読み込み
アートワークの保存
ビデオチュートリアル - ポストカードをデザインして画像を配置する
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-->

ビットマップ画像の読み込み

トップへ戻る

トップへ戻る

ビットマップ画像について

最終的な出力の画像解像度に関するガイドライン

ビットマップ画像について

ビットマップ画像（専門的にはラスター画像と呼ばれます）では、多数の画素（ピクセル）から成る四角形のグリッドで画像を表現します。各ピ

クセルには、特定の位置とカラー値が割り当てられます。ビットマップ画像を扱うときは、オブジェクトや形を編集するのではなく、ピクセルを

編集することになります。ビットマップ画像は濃淡やカラー階調の微妙なグラデーションをより効率的に表現できるので、写真やデジタルペイン

トのような連続階調の画像で多く使用されます。

ビットマップ画像の画質は、解像度（画像に含まれる単位長さあたりのピクセル数）によって決まります。そのため、画面上で高い倍率で拡大し

たり、作成時の解像度よりも低い解像度でプリントしたりすると、細部が失われてエッジがぎざぎざになる場合があります。

同じビットマップ画像を異なる拡大率で表示した例

ビットマップ画像は大量の保存領域を必要とすることがあるので、Creative Suite コンポーネントで使用するときは、多くの場合、ファイルサイズ
を小さくするために圧縮する必要があります。画像ファイルを圧縮する場合は、レイアウトに読み込む前に、作成元のアプリケーションで圧縮す

るようにしてください。

注意： Adobe Illustrator では、効果およびグラフィックスタイルを使用して、アートワークにラスタライズ（ビットマップ画像化）効果を適用で
きます。

最終的な出力の画像解像度に関するガイドライン

ビットマップ画像には、決まった数のピクセルが含まれており、この数値は通常 1 インチあたりのピクセル数（ppi）で表されます。高解像度の画
像では、同じサイズでプリントした低解像度の画像よりもピクセル数が多く、ピクセルの大きさも小さくなります。例えば、解像度が 72 ppi の画
像の場合、1 インチ四方に 5,184 個のピクセル（= 幅 72 ピクセル x 高さ 72 ピクセル）が含まれます。同じ 1 インチ四方の画像でも解像度を 300
ppi にすると、ピクセル数は合計 90,000 になります。

ビットマップ画像を読み込んだ場合は、元のファイルで設定した解像度になります。ラスタライズ効果の解像度は、自由に設定できます。使用す

る画像解像度は、画像の用途を考慮して決定します。画像解像度を設定する場合、次の解説を参考にしてください。

商用印刷 商用印刷では、出力時の解像度（dpi）およびスクリーン線数（lpi）に応じて、150 ～ 300 ppi（またはそれ以上）の画像が必要となりま
す。制作の際には必ず印刷・出力会社に相談するようにしてください。商用印刷では大きなサイズで高解像度の画像が必要とされますが、作業す

る際には画像の表示に時間がかかるので、レイアウトには低解像度のものを使用し、印刷時に高解像度のものに置き換えることができます。

Illustrator および InDesign では、リンクパネルを使用して低解像度の画像の作業を行うことができます。InDesign では、表示／表示画質メニュー
から「一般」または「高速表示」を選択できます。Illustrator では、表示／アウトラインを選択できます。または、印刷・出力会社が Open
Prepress Interface（OPI）をサポートしている場合は、そちらから低解像度の画像を入手できる場合があります。

デスクトップ印刷 デスクトップ印刷では、通常、72 ppi（300 ppi プリンターで写真を印刷する場合）から 150 ppi（1,000 ppi までの出力デバイ
スで写真を印刷する場合）の画像が必要です。ラインアート（1 ビットの画像、白黒の画像ともいいます）の場合、画像解像度がプリンター解像度
と一致するように設定するとよいでしょう。

Web 出版 オンライン出版では一般に、目的のモニターに合うよう、ピクセルサイズを基準に画像を用意します。通常、幅 500 ピクセル x 高さ
400 ピクセル未満であれば、ブラウザーのウィンドウコントローラ部分や、キャプションなどのレイアウト要素を表示する余地を残せま
す。Windows ベースの画像は解像度 96 ppi の画面でオリジナル画像を作成し、Mac OS ベースの画像は 72 ppi の画面でオリジナル画像を作成す
ると、一般的な Web ブラウザーで見るように表示されます。これを超える範囲の画像解像度は、PDF ドキュメント上で細部を見るために拡大表
示できるようにするためまたはオンデマンドで印刷するドキュメントのために指定する場合があります。

関連項目
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Adobe PDF ファイルの読み込み

ページの先頭へ

ページの先頭へ

バウンディングボックス

アート

Adobe PDF ファイルの読み込み
Adobe PDF 配置オプション
Adobe PDF ファイルのモノトーン、ダブルトーン、トリプルトーン画像の読み込み

Adobe PDF ファイルの読み込み

Adobe Portable Document Format（PDF）は、ベクトルデータとビットマップデータの両方を表示できる汎
用ファイル形式です。 開くコマンド、配置コマンド、ペーストコマンドおよびドラッグ＆ドロップ機能を使
用すると、PDF ファイルから Illustrator にアートワークを読み込むことができます。

選択した「リンク」オプションとともに配置コマンドを使用して、PDF ファイル（ドキュ
メントが複数ページで構成される場合は PDF ファイルの 1 ページ）を 1 つの画像として
読み込みます。 リンクされたアートワークは変形ツールを使用して編集できますが、アー
トワークの各構成オブジェクトを選択して編集することはできません。

PDF ファイルの内容を編集する場合は、開くコマンドを使用するか、配置コマンドで「リ
ンク」オプションの選択を解除します。 Illustrator には、PDF ファイル内のアートワーク
の各構成オブジェクトが個別に読み込まれるので、構成オブジェクトごとに編集すること

ができます。

ベクトルオブジェクトやビットマップ画像、テキストなどの選択した構成オブジェクトを

PDF ファイルから読み込むには、ペーストコマンドまたはドラッグ＆ドロップ機能を使用
します。

注意：Illustrator ドキュメントでアートワークのカラーマネジメントを行っている場合、
埋め込まれた PDF はドキュメントの一部であるため、プリンターへの送信時にカラーマ
ネジメントが実行されます。一方、リンクされた PDF の場合、Illustrator ドキュメントで
カラーマネジメントを行っても、リンク配置されたアートワークのカラーマネジメントは

行われません。

関連項目

リンクアートワークと埋め込みアートワークについて

Adobe PDF 配置オプション

Adobe PDF ファイルを配置する場合は、どのページを読み込むかを指定します。 また、以下のトリミングオ
プションを選択して、アートワークをトリミングする方法も指定します。

PDF ページのバウンディングボックス、つまり、ページマークも含めて、ページ上
の全オブジェクトを囲む最小限の領域を配置します。

クリップアートなど、PDF ファイルの作成者が配置可能なアートワークとして作成した長方形の領域
だけを配置します。
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切り抜き

刈り込み

裁ち落とし

メディア

ページの先頭へ

Adobe Acrobat によって表示または印刷される領域だけを配置します。

トリムマークが存在する場合、印刷工程で実際にカットされる最終的なページの領域だけを配置し

ます。

裁ち落とし範囲が存在する場合、すべてのページ内容をクリップする領域だけを配置します。

ページを印刷物の製造環境で出力する場合に便利な設定です。 プリントされたページでは、裁ち落としの外
側にページマークが表示される場合があることに注意してください。

ページマークも含んだ、元の PDF ドキュメントの物理的な用紙サイズ（たとえば A4 の用紙サイ
ズ）の領域を配置します。

関連項目

ファイルの配置（読み込み）

Adobe PDF ファイルのモノトーン、ダブルトーン、トリプルトーン画像
の読み込み

Adobe PDF ファイルからアートワークを読み込む場合、Illustrator では作成できないデータを取り込む可能性
があります。 このような画像は非ネイティブ画像と呼ばれ、モノトーン、ダブルトーン、トリプルトーンの
画像などがあります。 透明部分を分割・統合コマンドを使用して特色を維持することにより、非ネイティブ
画像を Illustrator 内で生成することもできます。

Illustrator では、Illustrator 以外の形式の画像の情報を保持できるため、様々な状況に対応できます。 例え
ば、色分解を作成して出力を行う場合に、リンクされた PDF ファイルの特色情報を保持できます。

レイヤーパネルとアピアランスパネルの初期設定では、非ネイティブ画像は <画像> と表示されます。 非ネイ
ティブ画像は、選択、移動、保存および基本的な変形（拡大・縮小、回転、歪みなど）を行うことはできます

が、 構成オブジェクトを個別に選択して編集することはできません。 また、リキッドツールで編集する場合
は、作業前にラスタライズする必要があります。

非ネイティブ画像を Illustrator オブジェクトに変換するには、オブジェクト／ラスタライズを選択します。

関連項目

EPS ファイル、DCS ファイルおよび AutoCAD ファイルの読み込み
Photoshop からのアートワークの読み込み
アートワークファイルの読み込み
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-->

EPS ファイル、DCS ファイルおよび AutoCAD ファイルの読み込み

トップへ戻る

トップへ戻る

EPS ファイルの読み込み
DCS ファイルの読み込み
AutoCAD ファイルの読み込み

EPS ファイルの読み込み
Encapsulated PostScript（EPS）は、アプリケーション間でベクトルアートワークを受け渡しするときに使用される一般的なファイル形式です。
開くコマンド、配置コマンド、ペーストコマンドおよびドラッグ＆ドロップ機能を使用して、EPS ファイルから Illustrator にアートワークを読み
込むことができます。

EPS アートワークを使用して作業する場合は、次の点に注意してください。

別のアプリケーションで作成した EPS ファイルを読み込んだり、埋め込んだりすると、そのファイルに含まれているすべての
オブジェクトが Illustrator 形式に変換されます。 ただし、Illustrator で認識できないデータがファイルに含まれている場合、そ
れらのデータは失われる可能性があります。 したがって、EPS ファイルのオブジェクトを個別に編集する必要がない限り、開
いたり、埋め込みではなく、リンクを使用してファイルの作業を行うことをお勧めします。

EPS 形式では透明の設定がサポートされていないため、透明が適用されたアートワークをほかのアプリケーションから
Illustrator に配置しないように注意してください。 この場合は、PDF 1.4 形式を使用することをお勧めします。

バイナリ形式で保存された EPS ファイル（例えば、Photoshop の初期設定の EPS 形式で保存されたファイルなど）をリンク
しているアートワークをプリントまたは保存するときに、エラーメッセージが表示されることがあります。 この場合は、EPS
ファイルを ASCII 形式で保存し直すか、リンクファイルを Illustrator アートワークに埋め込むか、ASCII プリントポートではな
くバイナリプリントポートで印刷します。または、アートワークを EPS 形式ではなく AI 形式または PDF 形式で保存します。

Illustrator ドキュメントでアートワークのカラーマネジメントを行っている場合、埋め込まれた EPS はドキュメントの一部で
あるため、プリンターへの送信時にカラーマネジメントが実行されます。 一方、リンクされた EPS の場合、Illustrator ドキュ
メントでカラーマネジメントを行っても、リンク配置されたアートワークのカラーマネジメントは行われません。

EPS ファイルを読み込んだときに、色の構成が異なる同名のカラーがドキュメント内に存在する場合、警告メッセージが表示
されます。 「リンクされたファイルのカラーを使用」を選択すると、ドキュメント内のカラーがリンク先ファイルの EPS カ
ラーに置き換えられ、 このカラーが適用されているオブジェクトはすべて適切に更新されます。 「ドキュメントのカラーを使
用」を選択すると、ドキュメント内のスウォッチは変更されず、EPS ファイル内のカラーがドキュメント内のカラーで置き換
えられます。 EPS ファイルのプレビューは変更されないので、実際のカラーと異なるプレビューが表示される場合があります
が、色分解出力を行うと正しい版にプリントされます。 「すべてに適用」を選択すると、選択したオプションに応じて、すべ
ての同名カラーがドキュメントまたはリンク先ファイルのカラーに置き換えられます。

「配置した画像を含む」オプションを選択して保存した Illustrator ドキュメントを開くと、警告メッセージが表示される場合が
あります。 元の EPS 画像が見つからない場合は、EPS 画像を抽出するように指示されます。 ダイアログボックスの「抽出」
オプションを選択すると、表示中のドキュメントと同じフォルダーに画像が抽出されます。 埋め込まれたファイルはドキュメ
ント内では表示用画像が作成されていないため内容を確認できませんが、正しくプリントされます。

初期設定では、リンクされた EPS ファイルは、高解像度のプレビュー画像として表示されます。リンクされた EPS ファイル
がドキュメントウィンドウに表示されない場合は、そのファイルのプレビューが失われている可能性があります（プレビューを

PICT 形式で保存した EPS ファイルを Mac OS から Windows へ転送すると、プレビューが失われることがあります）。 EPS
ファイルのプレビューを復元するには、プレビューを TIFF 形式として EPS ファイルを保存し直します。EPS を配置したとき
にパフォーマンスが低下する場合は、プレビューの解像度を低くします。編集／環境設定／ファイル管理・クリップボード

（Windows）または Illustrator／環境設定／ファイル管理・クリップボード（Mac OS）を選択し、「リンクされた EPS に低解
像度の表示用画像（プレビュー）を使用」を選択します。

DCS ファイルの読み込み
Desktop Color Separation（DCS）は、標準 EPS 形式の一種です。 DCS 1.0 形式では CMYK 画像だけがサポートされますが、DCS 2.0 形式では
マルチチャンネル CMYK ファイルに加えて複数の特色インキもサポートされます （特色インキは Illustrator のスウォッチパネルでは特色として表
示されます）。 Illustrator では、Photoshop で作成した DCS 1.0 および DCS 2.0 ファイルのクリッピングパスが認識されます。 Illustrator で
は、DCS ファイルをリンクできますが、DCS ファイルを埋め込んだり、開いたりすることができません。

リンクパネルで DCS 透明の影響を表示するには、リンクパネルメニューから「パネルオプション」を選択し、「DCS 形式への透明の影響を表
示」を選択します。
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トップへ戻るAutoCAD ファイルの読み込み
注意： Illustrator では、AutoCAD 2007 以降で保存されたファイルを開くことができません。
AutoCAD ファイルには、DXF と DWG の両方の形式があります。 AutoCAD のバージョン 2.5 から、バージョン 2007 までのファイルを読み込め
ます。読み込みの際は、拡大・縮小、単位マッピング（AutoCAD ファイルで長さに関するすべてのデータを解釈するためのカスタム単位）、線幅
の拡大・縮小を設定できるほか、どのレイアウトを読み込むかやアートワークを中央揃えにするかどうかを指定できます。

Illustrator は、大半の AutoCAD データに対応しています。これには、3D オブジェクト、形状とパス、外部参照、領域オブジェクト、スプラインオ
ブジェクト（元の形状を維持するベジェオブジェクトにマッピング）、ラスタライズオブジェクトおよびテキストオブジェクトが含まれます。外

部参照が含まれている AutoCAD ファイルを読み込むと、参照の内容が Illustrator によって読み取られ、Illustrator ファイル内の適切な場所に配置
されます。 外部参照が見つからない場合は、ファイル参照のダイアログが開き、ファイルを検索して取得できるようになります。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Photoshop からのアートワークの読み込み

ページの先頭へ

レイヤーカンプ

リンクの更新時

配置時のレイヤー表示を維持

Photoshop のレイヤー表示を使用

Photoshop レイヤーをオブジェクトに変換

Photoshop 読み込みオプション
Photoshop から Illustrator への画像の一部の移動
Photoshop から Illustrator へのパスの移動

Photoshop（PSD）ファイルから Illustrator にアートワークを読み込むには、開くコマンド、配置コマンド、
ペーストコマンドおよびドラッグ＆ドロップ機能を使用します。

Illustrator では、レイヤーカンプ、編集可能なテキスト、パスなど、Photoshop のほとんどのデータを使用で
きます。 つまり、Photoshop と Illustrator の間では、アートワークの編集機能を失うことなくファイルを受け
渡すことができます。 2 つのアプリケーション間でファイルを転送しやすいように、表示が無効になっている
調整レイヤーが Illustrator に読み込まれ（アクセスはできません）、Photoshop に再び書き出すと復元されま
す。

特色（ファイルごとに最大 31 チャンネル）は、単一の N チャンネルラスタライズ画像として読み込まれ、プ
ロセスカラー画像上に配置されます。 特色は、Photoshop での名前と同じ名前のカスタムカラーとしてス
ウォッチパネルに追加されます。 読み込まれた特色は正しく色分解されます。

ダブルトーンの PSD ファイルは、256 個のインデックスからなるカラースペースとダブルトーンインキをす
べて含んだ N チャンネルカラースペースを持つ統合ラスタライズ画像として読み込まれます。 Illustrator で
は、N チャンネルが使用されるので、Photoshop で設定されている描画モードの相互関係が異なって表示され
る場合があります。 古いカラーライブラリのインキカラーはグレーに設定されます。

Photoshop データを変換するときに、警告メッセージが表示される場合があります。 例えば、16 ビットの
Photoshop ファイルを Illustrator に読み込むと、その画像が 8 ビットの単一コンポジットとして読み込まれる
ことを知らせるメッセージが表示されます。

Photoshop 読み込みオプション

複数のレイヤーを含む Photoshop ファイルを開くか配置するときには、次のオプションを設定できます。

Photoshop ファイルがレイヤーカンプを含む場合、読み込む画像のバージョンを指定しま
す。 「プレビューを表示」を選択すると、選択したレイヤーカンプのプレビューが表示されます。 「コメン
ト」テキストボックスには Photoshop ファイルのコメントが表示されます。

レイヤーカンプを含むリンクされた Photoshop ファイルを更新するときに、レイヤーの表示
設定をどう処理するかを指定します。

ファイルを最初に配置したときのレイヤーカンプのレイヤー表示の状態

に基づいて、リンクされた画像を更新します。

Photoshop ファイルの現在のレイヤー表示の状態に基づいて、リ
ンクされた画像を更新します。

アピアランスを保持したまま、できるかぎりレイヤー構造と編集

可能なテキストを保持します。 ただし、Illustrator でサポートされていない機能がファイルに含まれている場
合、アートワークのアピアランスはレイヤーを結合およびラスタライズすることで保持されます。 以下に例
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複数の Photoshop レイヤーを 1 つの画像に統合

非表示のレイヤーを読み込み

スライスの読み込み

ページの先頭へ

ページの先頭へ

を挙げます。

ディザ合成描画モードを使用するレイヤーセットや、クリッピングマスク内のすべてのレ

イヤーが 1 つのレイヤーに結合されます。
調整レイヤーおよび「ノックアウト（抜き）」のオプションを使用したレイヤーは、基礎

となるレイヤーと結合されます。透明ピクセルを含み、描画モードとして覆い焼きカ

ラー、焼き込みカラー、差の絶対値、焼き込み（リニア）、覆い焼き（リニア）、ビビッ

ドライト、リニアライト、ピンライトを使用しているレイヤーも同様に結合されます。

レイヤー効果が適用されたレイヤーは結合される可能性があります。結合方法はレイヤー

の描画モード、透明ピクセル有無、レイヤーの描画オプションによって異なります。

結合が必要な非表示のレイヤーは破棄されます。

注意：「Photoshop レイヤーをオブジェクトに変換」オプションは、Photoshop ファイルをリンクするときは
使用できません。

ファイルを単一のビットマップ画像として読み込みます。

変換されたファイルでは、ドキュメントのクリッピングパスを除いて、個々のオブジェクトは保持されませ

ん。 不透明部分は画像の一部として保持されますが、編集はできません。

非表示のレイヤーも含めて、Photoshop ファイルからすべてのレイヤーを読み
込みます。 このオプションは Photoshop ファイルをリンクするときは使用できません。

Photoshop ファイルに含まれているスライスを保持します。 このオプションは、スライ
スを含むファイルを開く、または埋め込むときのみ使用できます。

Photoshop から Illustrator への画像の一部の移動

1. Photoshop で、移動するピクセルを選択します （詳しくは、Photoshop ヘルプを参照し
てください）。

2. 次のいずれかの操作を行います。

Photoshop で選択した範囲をコピーし、Illustrator 上にペーストします。 Photoshop
でコピーコマンドを選択したときに、レイヤーマスクがアクティブになっていると、

メインのレイヤーではなくマスクがコピーされます。

Photoshop の移動ツールを選択して、選択範囲を Illustrator にドラッグします。
Illustrator では透明なピクセルが白に変換されます。

Photoshop から Illustrator へのパスの移動

1. Photoshop で、パスコンポーネント選択ツールまたはパス選択ツールを使用して、移動す
るパスを選択します。

シェイプベクトルマスク、作業用パス、保存されたパスなど、パスパネルに表示されるパ

スまたはパスセグメントを選択できます。 パスの選択について詳しくは、Photoshop ヘ
ルプを参照してください。

2. Illustrator にパスをコピー＆ペーストするか、またはパスをドラッグします。

3. ペーストオプションダイアログボックスで、ペーストするパスの形式（複合シェイプまた
は複合パス）を選択します。 複合パスとしてペーストする方が処理時間は短くなります
が、編集機能の一部が失われる可能性があります。

Photoshop ドキュメントからピクセル抜きですべてのパスを読み込むに
は、Photoshop でファイル／書き出し／Illustrator へのパス書き出しを選択し、 書き
出したファイルを Illustrator で開きます。

関連項目
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ビットマップ画像の読み込み

Adobe PDF ファイルの読み込み
EPS ファイル、DCS ファイルおよび AutoCAD ファイルの読み込み
アートワークファイルの読み込み
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アートワークの保存

注意：

ページの先頭へ

バージョン

Illustrator 形式での保存
EPS 形式での保存
SVG 形式での保存
Microsoft Office 用のアートワークの保存
ベクトルグラフィックのビットマップ画像への変換

Illustrator ドキュメントを保存すると、アートワークデータはファイルに書き出されます。 データの構造は、
選択したファイル形式によって異なります。

アートワークを保存できる基本的なファイル形式には、AI、PDF、EPS、FXG および SVG の 5 種類があり
ます。これらのファイル形式は、ネイティブ形式と呼ばれ、複数のアートボードも含めて、Illustrator データ
をすべて保持できます （PDF 形式と SVG 形式で保存する場合、すべての Illustrator データを保持するには
「Illustrator の編集機能を保持」オプションを選択する必要があります）。EPS および FXG では、各アート
ボードを個別のファイルに保存できます。SVG では、作業アートボードのみが保存されますが、すべての
アートボードの内容が表示されます。

Illustrator 以外で使用できるように、様々なファイル形式でアートワークを書き出すことができます。 これら
の形式は、Illustrator で再び開いたときに一部のデータを読み込めない場合があるので、非ネイティブ形式と
呼ばれます。 作業中のアートワークは Illustrator 形式で保存し、完成したアートワークを目的の形式で書き出
すことをお勧めします。

バイナリ形式（Photoshop の初期設定の EPS 形式など）で保存された EPS ファイルがリンクファイ
ルとして配置されている場合、アートワークを保存するとエラーメッセージが表示されることがあります。

エラーメッセージが表示された場合は、該当する EPS ファイルを ASCII 形式で保存し直して再配置するか、
リンクファイルを Illustrator アートワークに埋め込むか、または EPS 形式ではなく AI または PDF 形式で
アートワークを保存してください。

Web 用に保存することに関するビデオについては、Web 用にアートワークを保存するを参照してください。

Illustrator 形式での保存

ドキュメント内に複数のアートボードがあり、以前のバージョンの Illustrator に保存する場合は、各アート
ボードを別々のファイルとして保存するか、すべてのアートボードのコンテンツを 1 つのファイルに結合する
ことができます。

1. ファイル／別名で保存、または、ファイル／複製を保存を選択します。

2. ファイル名を入力し、ファイルの保存先を選択します。

3. ファイル形式として「Adobe Illustrator（*.AI）」を選択して、「保存」ボタンをクリック
します。

4. Illustrator オプションダイアログボックスで、以下のオプションを必要に応じて設定し、
「OK」をクリックします。

ファイルと互換性を持たせる Illustrator のバージョンを指定します。
Illustrator の現バージョンの機能には、以前の形式ではサポートされていないものがあり
ます。 そのため、現バージョン以外のバージョンを選択すると、保存オプションの一部
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使用している文字の割合が次より少ない場合サブセットフォントにする

PDF 互換ファイルを作成

配置した画像を含む

ICC プロファイルを埋め込む

圧縮を使用

各アートボードを個別のファイルに保存

「透明」オプション

ページの先頭へ

が使用できなくなり、該当するデータは変更されます。 ダイアログボックスの下部に表
示される警告を読んで、データがどのように変更されるかを確認してください。

ドキュメントで

使用されているフォントの文字数によって、文字だけでなくフォント全体を埋め込むかど

うかを指定します。 例えば、1,000 文字あるフォントのうち、ドキュメントに 10 文字し
か使用されていない場合、フォント全体ではなくサブセットフォントを埋め込んでファイ

ルサイズを小さくすることができます。

Illustrator ファイルに、PDF 形式として使用できるデータを保
存します。 Illustrator ファイルにほかの Adobe アプリケーションとの互換性を持たせる
場合に、このオプションを選択します。

アートワークにリンクされているファイルを埋め込みます。

カラーマネジメントされたドキュメントを作成します。

PDF データを圧縮して Illustrator ファイルに保存します。 圧縮を使用すると
ドキュメントの保存に時間がかかるので、保存時間がとても長くなる場合（8 ～ 15 分か
かる場合）は選択しないでください。

各アートボードを個別のファイルに保存しま

す。すべてのアートボードが入った別のマスターファイルも作成されます。アートボード

に接するすべてのコンテンツが、そのアートボードのファイルに含まれます。1 つのアー
トボードに合わせるためにアートワークを変更する必要がある場合は、警告メッセージが

表示されます。このオプションを選択しない場合、アートボードは 1 つのドキュメント
に結合され、オブジェクトガイドと（Illustrator CS3 では）トリムエリアに変換されま
す。保存されたファイルに使用されるアートボードは、初期設定のドキュメント起動プロ

ファイルのサイズを基にしています。

バージョン 9.0 より前の Illustrator 形式を選択した場合に、透明オ
ブジェクトをどう処理するかを指定します。「パスを保持（透明部分を破棄）」を選択す

ると、透明効果が破棄され、透明アートワークは不透明度 100 ％、描画モードは「通
常」にリセットされます。 「アピアランスとオーバープリントを保持」を選択すると、
透明オブジェクトと重なり合わない部分のオーバープリントが保持されます。 透明オブ
ジェクトと重なり合う部分のオーバープリントは分割・統合されます。

注意：領域が複雑に重なり合っているアートワークを高解像度で出力する場合は、一度

「キャンセル」をクリックし、ラスタライズの設定を行ってから操作を続けてください。

関連項目

ラスタライズのオプション

EPS 形式での保存

EPS（Encapsulated PostScript）ファイルは、ほとんどすべての DTP プログラム、ワードプロセッサー、お
よびグラフィックアプリケーションで読み込んだり配置したりすることができます。 EPS 形式のファイルに
は、Adobe Illustrator で作成できる数多くのグラフィックオブジェクトが保存され、Illustrator ファイルとして
再び開いたり編集したりすることができます。 EPS ファイルは PostScript 言語に基づいて作成されるので、
ベクトルグラフィックとビットマップグラフィックの両方を含むことができます。複数のアートボードを含む

アートワークの場合には、EPS 形式で保存するとアートボードが保持されます。

1. アートワークに透明部分（オーバープリントも含む）があり、高解像度の出力が必要な場
合は、ウィンドウ／分割・統合プレビューを選択して、分割・統合の効果を確認します。

2. ファイル／別名で保存、または、ファイル／複製を保存を選択します。
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バージョン

形式

透明

不透明

「透明」オプション

他のアプリケーション用にフォントを埋め込む

配置した画像を含む

サムネールを作成

3. ファイル名を入力し、ファイルの保存先を選択します。

4. ファイル形式として「Illustrator EPS（*.EPS）」を選択して、「保存」ボタンをクリッ
クします。

5. アートボードごとに個別のファイルを作成するには、「各アートボードごと」をクリック
し、「すべて」を選択するか範囲を指定します。個別のファイルは、すべてのアートボー

ドが含まれたマスター EPS ファイルと共に保存されます。このオプションの選択を解除
すると、すべてのアートボードを保持した 1 つの EPS ファイルが作成されます。

6. EPS オプションダイアログボックスで、以下のオプションを必要に応じて設定し、
「OK」をクリックします。

ファイルと互換性を持たせる Illustrator のバージョンを指定します。
Illustrator の現バージョンの機能には、以前の形式ではサポートされていないものがあり
ます。 そのため、現バージョン以外のバージョンを選択すると、保存オプションの一部
が使用できなくなり、該当するデータは変更されます。 ダイアログボックスの下部に表
示される警告を読んで、データがどのように変更されるかを確認してください。

ファイルに保存されるプレビュー画像の種類を指定します。プレビュー画像

は、EPS ファイルを直接表示できないアプリケーションで表示されます。 プレビュー画
像を作成しない場合は、形式ポップアップメニューで「なし」を選択します。 作成する
場合は、白黒またはカラー形式を選択します。

TIFF（8-bit カラー）形式を選択する場合は、プレビュー画像の背景オプションも選択し
ます。

透明な背景を生成します。

塗りつぶしの背景を生成します（EPS ドキュメントを Microsoft Office ア
プリケーションで使用する場合は、「不透明」を選択します）。

透明オブジェクトとオーバープリントの処理方法を指定します。 使
用可能なオプションは、ダイアログボックスの上部で選択するファイル形式のバージョン

によって変わります。

CS 形式を選択した場合は、オーバープリントに設定された重なり合っているカラーの保
存方法を指定し、透明部分の分割・統合用のプリセット（オプションセット）を選択しま

す。 分割・統合設定をカスタマイズするには、「カスタム」をクリックします。
バージョン 8.0 より前の形式を選択した場合、「パスを保持（透明部分を破棄）」を選択
すると、透明効果が破棄され、透明アートワークは不透明度 100 ％、描画モードは「通
常」にリセットされます。 「アピアランスとオーバープリントを保持」を選択すると、
透明オブジェクトと重なり合わない部分のオーバープリントが保持されます。 透明オブ
ジェクトと重なり合う部分のオーバープリントは分割・統合されます。

フォントの製造元により適切な埋め込み

が許可されているすべてのフォントを埋め込みます。 フォントを埋め込むと、ファイル
を InDesign などの別のアプリケーションに配置したときも、最初に指定したフォントで
表示されプリントされます。 ただし、該当するフォントがインストールされていないコ
ンピューターで、フォントが埋め込まれたファイルを Illustrator で開くと、フォントは置
き換えられます。 これは埋め込まれたフォントが不正に使用されるのを防ぐための処置
です。

注意：このオプションを選択すると、保存ファイルのサイズが大きくなります。

アートワークにリンクされているファイルを埋め込みます。

アートワークのサムネール画像を作成します。 サムネールは
Illustrator の開くダイアログボックスと配置ダイアログボックスに表示されます。
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CMYK PostScript を RGB ファイルに含む

コンパチブルグラデーション＆グラデーションメッシュプリント

Adobe PostScript®

ページの先頭へ

SVG プロファイル

SVG 1.0 および SVG 1.1

RGB 出力をサポートしていないアプリケー
ションで RGB カラードキュメントをプリントできます。 Illustrator で EPS ファイルを
再び開くと、RGB カラーは保持されます。

古いプリンターや

PostScript デバイスにおいて、グラデーションオブジェクトを JPEG 形式に変換すること
でグラデーションとグラデーションメッシュをプリントできるようにします。 このオプ
ションを選択すると、グラデーションを正しくプリントできるプリンターではプリントの

処理速度が低下することがあります。

ファイルの保存に使用する PostScript のレベルを指定します。
PostScript レベル 2 では、グレースケールベクトルオブジェクトとビットマップ画像のほ
かにカラー画像も再現でき、ベクトルオブジェクトとビットマップ画像の両方で

RGB、CYMK、および CIE ベースのカラーモードがサポートされます。 PostScript 3 で
は、PostScript® 3™ プリンターにプリントするときのメッシュオブジェクトのプリント
機能など、レベル 2 にさらに機能が追加されています。 PostScript レベル 2 のプリン
ターでグラデーションメッシュオブジェクトをプリントすると、オブジェクトがビット

マップ画像に変換されてプリントされるので、グラデーションメッシュオブジェクトを含

むアートワークをプリントする場合は、PostScript 3 プリンターを使用してください。

関連項目

透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存

オーバープリントについて

SVG 形式での保存

SVG は、高品質でインタラクティブな Web グラフィックを作成するベクトル形式です。 SVG 形式に
は、SVG と SVG 圧縮（SVGZ）の 2 つのバージョンがあります。 SVGZ はファイルサイズを 50 ～ 80 ％小
さくできますが、SVGZ ファイルはテキストエディターでは編集できません。

アートワークを SVG 形式で保存すると、メッシュオブジェクトがラスタライズされます。 また、アルファ
チャンネルを含まない画像は、JPEG 形式に変換されます。 アルファチャンネルがある画像は、PNG 形式に
変換されます。複数のアートボードが含まれるドキュメントを SVG に保存する場合、作業アートボードが保
持されます。個々のアートボードを別々の SVG ファイルとして保存することはできません。

1. アートワークに SVG 効果が含まれる場合は、SVG 効果が適用された各オブジェクトを
選択し、アピアランスパネルの下部（透明設定項目のすぐ上）に効果を移動します。

SVG 効果の後に別の効果が適用されていると、SVG 出力はラスタライズオブジェクトに
なります。また、アートワークに複数のアートボードが含まれている場合は、書き出す

アートボードを選択します。

2. ファイル／別名で保存、または、ファイル／複製を保存を選択します。

3. ファイル名を入力し、ファイルの保存先を選択します。

4. ファイル形式として「SVG（*.SVG）」または「SVG 圧縮（*.SVGZ）」を選択して、
「保存」をクリックします。

5. SVG オプションダイアログボックスで、以下のオプションを必要に応じて設定し、
「OK」をクリックします。

書き出すファイルの SVG XML DTD（Document Type Definition）を
指定します。

デスクトップコンピューターで表示する SVG ファイ
ルに適しています。 SVG 1.1 は完全版の SVG 仕様で、サブセットとして、SVG
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SVG Basic 1.1

SVG Tiny 1.1 および SVG Tiny 1.1+

SVG Tiny 1.2

文字

Adobe CEF

SVG

アウトラインに変換

サブセット

「画像」オプション

Illustrator の編集機能を保持

Tiny 1.1、SVG Tiny 1.1 +、SVG Basic 1.1 があります。

携帯機器など処理能力が中程度のデバイスで表示する SVG ファ
イルに適しています。SVG Basic プロファイルは、一部の携帯機器ではサポート
されていません。そのため、このオプションを選択しても、すべての携帯機器で

SVG ファイルが表示可能であるとは保証できません。SVG Basic は非四角形の
クリッピングと一部の SVG フィルター効果をサポートしません。

携帯電話のような、小型デバイスで表示す

る SVG ファイルに適しています。すべての携帯電話が SVG Tiny プロファイル
と SVG Tiny Plus プロファイルをサポートするわけではないことに注意してくだ
さい。そのため、このオプションを選択しても、すべての小型デバイスで SVG
ファイルが表示可能であることは保証されません。

PDA、携帯電話、ラップトップ、デスクトップコンピューターな
どの様々なデバイスで表示する SVG ファイルに適しています。
SVG Tiny はグラデーション、透明、クリッピング、マスク、シンボル、パター
ン、下線付きテキスト、取り消し線付きテキスト、縦書きテキスト、SVG フィル
ター効果をサポートしません。SVG Tiny + プロファイルはグラデーションと透
明部分を表示できますが、クリッピング、マスク、シンボル、SVG フィルター効
果はサポートしません。

ヒント：SVG プロファイルについて詳しくは、World Wide Web
Consortium（W3C）Web サイト（www.w3.org）を参照してください。

フォントの書き出し方法を指定します。

フォントのヒント情報を使用して、小さいフォントをきれいに表示

します。 これは、Adobe SVG Viewer ではサポートされていますが、その他の
SVG ビューアではサポートされていない場合があります。

フォントのヒント情報を使用しません。 これはすべての SVG ビューアで
サポートされています。

文字をベクトルパスに変換します。 このオプションを使用
すると、すべての SVG ビューアで文字のアピアランスが保持されます。

書き出す SVG ファイルに埋め込む文字（特定のフォントの文字）を指定し
ます。 ユーザーのシステムに必要なフォントがインストールされている場合は、サブ
セットポップアップメニューで「なし」を選択します。 「使用される文字のみ」を選択
すると、現在のアートワークに存在する文字だけがファイルに含められます。その他の値

（「英数字」、「英数字と使用される文字」、「英数字と欧文特殊文字」、「英数字、欧

文特殊文字と使用される文字」、「すべての文字」）は、SVG ファイルで使用される文
字が変動する場合（サーバーでテキストを生成する場合やユーザーが入力したテキストを

表示する場合など）に便利です。

ラスタライズされた画像をファイルに直接埋め込むかどうか、また

は書き出した JPEG または PNG 画像を元の Illustrator ファイルからリンクするかどうか
を指定します。 画像を埋め込むとファイルサイズは大きくなりますが、ラスタライズ画
像を常に使用できるようになります。

AI ファイルを SVG ファイルに埋め込んで、Illustrator 固有
のデータを保持します（ファイルサイズは大きくなります）。 SVG ファイルを
Illustrator で再び開いて編集する場合はこのオプションを選択します。 SVG データを手
作業で変更した場合、ファイルを再び開いてもその変更内容は反映されません。 これは
ファイルの AI 部分が読み込まれ、SVG 部分は読み込まれないためです。
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CSS プロパティ

小数点以下の桁数

エンコーディング

Adobe SVG Viewer 用に最適化

Adobe Graphics Server データを含める

スライスデータを含める

XMP を含む

<tspan> エレメントの出力を制御

パス上テキストに <textPath> エレメントを使用

SVG コードを表示

Web プレビュー

Device Central

SVG コードでのスタイル属性の保存方法を指定します。 初期設定の
「プレゼンテーション属性」方式を選択すると、階層構造の最上位のプロパティが適用さ

れ、特定の編集や変換を最も柔軟に行うことができます。「スタイル属性」方式を選択す

ると、最も読みやすいファイルが作成されますが、ファイルサイズが大きくなります。

「スタイル属性」方式は、SVG コードを変換して使用する場合、例えば、XSLT
（Extensible Stylesheet Language Transformation）で変換する場合に選択します。「ス
タイル属性（実体参照）」方式では、レンダリング時間が短縮され、SVG ファイルサイ
ズも小さくなります。「スタイル要素」方式は、ファイルを HTML ドキュメントと共有
する場合に使用します。 「スタイル要素」を選択すると、SVG ファイルを変更し
て、HTML ファイルから参照可能な外部のスタイルシートにスタイル要素を移動できま
す。ただし、「スタイル要素」オプションを選択すると、レンダリング速度が低下しま

す。

SVG ファイルでのベクトルデータの精度を指定します。 小数点以下
の桁数は 1 ～ 7 の範囲で設定できます。 大きい値を設定するとファイルサイズが大きく
なりますが、画質が向上します。

SVG ファイルで文字をエンコードする方法を指定します。
UTF（Unicode Transformation Format）エンコーディングは、すべての XML プロセッ
サーでサポートされています（UTF-8 は 8 ビット形式で、UTF-16 は 16 ビット形式で
す）。 「ISO 8859-1」および「Unicode（UTF-16）」エンコーディングでは、ファイル
のメタデータは保持されません。

最高レベルの Illustrator データを保持し、SVG ファイ
ルを手動で編集できます。 SVG フィルター効果などの機能を高速にレンダリングする場
合は、このオプションを選択します。

SVG ファイルの変数の置換に必要なすべての
情報を含めます。

スライスの位置と最適化設定を含めます。

SVG ファイルに XMP メタデータを含めます。 メタデータを入力するに
は、ファイル／情報を選択するか、Bridge Browser を使用します。

書き出し時に自動カーニング設定を無視します。その

ため、ファイル内の <tspan> エレメントの数が少なくなります。 このオプションは、編
集しやすくコンパクトな SVG ファイルを作成する場合に選択します。 自動カーニングさ
れた文字のアピアランスを保持する必要がある場合は、このオプションの選択を解除しま

す。

パス上のテキストを <textPath> 要素と
して書き出します。 ただし、この書き出し方法では視覚的な同等性を常に維持できると
は限らないため、SVG ビューアで表示した場合に Illustrator とは異なる表示になる場合
があります。 特に、オーバーフローテキストは SVG ビューアでは表示されるようになり
ます。

SVG ファイルのコードがブラウザーウィンドウに表示されます。

SVG ファイルがブラウザーウィンドウに表示されます。

ファイルを Device Central で開いて、特定の携帯電話またはデバイス上
でプレビューできるようにします。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

関連項目

SVG について
Adobe Device Central と Illustrator の併用
テンプレートと変数によるデータ駆動型グラフィック

Microsoft Office 用のアートワークの保存

Microsoft Office 用に保存コマンドを使用すると、Microsoft Office アプリケーションで使用できる PNG ファ
イルを作成できます。

1. ファイル／Microsoft Office 用に保存を選択します。

2. Microsoft Office 用に保存ダイアログボックスで、ファイルを保存する場所を選択し、
ファイル名を入力して「保存」ボタンをクリックします。

解像度、透明、背景色などの PNG 設定をカスタマイズする場合は、Microsoft Office
用に保存コマンドではなく書き出しコマンドを使用します。 アートワークを PNG 形
式で保存するには、「Web およびデバイス用に保存」コマンドを使用することもでき
ます。

ベクトルグラフィックのビットマップ画像への変換

ラスタライズ処理について

ラスタライズ処理とは、ベクトルグラフィックをビットマップ画像に変更する処理です。 ラスタライズ処理
を行うと、グラフィックのパスがピクセルに変換されます。 変換後のピクセルのサイズやその他の特性は、
設定したラスタライズオプションによって異なります。

個々のベクトルオブジェクトは、オブジェクト／ラスタライズを選択するか、ラスタライズ効果を使用してラ

スタライズできます。 ドキュメントを JPEG や GIF、TIFF のようなビットマップ形式で書き出して、ドキュ
メント全体をラスタライズすることもできます。

関連項目

ラスタライズ効果について

ラスタライズのオプション

ベクトルオブジェクトのラスタライズ

1. オブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトを完全にラスタライズする場合は、オブジェクト／ラスタライズを選択

します。

オブジェクトの構造は変更しないで見かけだけをラスタライズする場合は、効果／ラ

スタライズを選択します。

3. ラスタライズオプションを設定し、「OK」をクリックします。

関連項目

ビデオチュートリアル - 出力用のファイルを保存する方法
ビデオチュートリアル - Web 用にアートワークを保存する
アートワークの書き出し
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ファイルのパッケージ

ファイルの位置

フォルダー名

リンクをコピー

リンクを別のフォルダーに収集

リンクされたファイルとドキュメントを再リンク

ドキュメントで使用されているフォントをコピー（欧文フォントのみ）

注意：

レポートを作成

この機能は、Adobe Illustrator CS6、CC およびそれ以降で使用できます。Adobe Creative Cloud に加入する方法については、Adobe Creative
Cloud をご覧ください。

フォント（中国語、韓国語、日本語を除く）やリンクグラフィックなど、作成したドキュメントに使用されているファイルを収集して、ハンドオ

フに必要なファイルを簡単に揃えることができます。ファイルをパッケージ化すると、Illustrator ドキュメント、必要なフォント、リンクグラ
フィック、パッケージレポートが含まれたフォルダーが作成されます。パッケージレポートには、パッケージされたファイルに関する情報が含ま

れ、テキストファイルとして保存されます。

1. ファイル／パッケージを選択します。

 
パッケージダイアログボックス

2. フォルダーおよびファイルの位置を指定します。

パッケージフォルダーを作成する場所を指定します。

パッケージの名前を指定します。デフォルトでは、フォルダー名は Illustrator ドキュメントの名前が付けられま
す。

3. 次のオプションを指定します。

リンクグラフィックおよびリンクファイルをパッケージフォルダーにコピーします。

リンクフォルダーを作成して、すべてのリンクアセットをそのフォルダーに保存します。この

オプションを選択しない場合、.ai ファイルと同じフォルダー内にアセットがコピーされます。

リンクをパッケージフォルダーの場所に変更します。このオプションを選択

しない場合、各アセットはパッケージ内に収集されますが、パッケージされた Illustrator ドキュメントでは、リンク元はオリジ
ナルの場所のまま保持されます。

フォントファミリー全体ではなく、すべての必要な

フォントファイルがコピーされます。

フォントをパッケージする際、警告が表示されます。フォントのコピーに関する許可があるかどうかを確認するには、

ライセンス許諾契約書をご覧ください。

パッケージファイルに付随する概要レポートを作成します。このレポートには、特色のオブジェクト、すべて

の使用フォントおよび所在不明のフォント、所在不明のリンクに関する概要とすべてのリンク画像または埋め込み画像の詳細

が含まれます。

4. 「パッケージ」をクリックします。次のフォルダー構造が作成されます。各アセットはそれぞれのフォルダーに配置されま
す。
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パッケージフォルダーの構造
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画像の埋め込み解除

  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。
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この機能は、Adobe Illustrator CS6、CC およびそれ以降で使用できます。Adobe Creative Cloud に加入する方法については、Adobe Creative
Cloud をご覧ください。

Illustrator ファイルに画像を埋め込んだ場合、画像はドキュメント内に保存されます。埋め込まれた画像を抽出して、画像の埋め込みを解除し、抽
出された PSD または TIFF ファイルとして置き換えることができます。また、抽出したファイルは Illustrator 以外で使用したり、編集することも
できます。

1. ドキュメント内で埋め込み画像を選択し、次のいずれかの操作を行います。

コントロールパネルで、「埋め込みを解除」をクリックします。

リンクパネルメニューから、埋め込みを解除を選択します。

 

2. 埋め込みを解除ダイアログボックスで、新しいファイル（PSD または TIFF のみ）の名前と場所を指定して、「保存」をク
リックします。

アートワークの埋め込みが解除され、Illustrator ファイルにリンクされます。

リンクおよび埋め込みファイルについて詳しくは、アートワークファイルの読み込みを参照してください。
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Behance へ公開

トップへ

注意：

注意：

トップへ

Illustrator のセットアップ - Behance の共有ワークフロー
Behance へ公開ダイアログの起動
Illustrator および Behance アカウントのセットアップ
新しいアートワークの Behance へのアップロード
アートワークの新しいバージョン（改訂版）の Behance へのアップロード

Illustrator のセットアップ - Behance の共有ワークフロー
Illustrator から Behance の共有機能を使用するには、有効な Adobe ID を使用してサインインする必要があります。

Adobe Illustrator 内から直接 Behance にアートワークをアップロードできます。現在選択されているアートボード上のどのアートワークで
も、Behence で共有できます。JPEG 画像が生成され、Adobe ID にリンクされている Behance アカウントにアップロードされます。

Behance へ公開ダイアログの起動
Illustrator から Behance を起動する方法は 2 通りあります。

ファイル／Behance へ公開をクリックします。 

アクティブな Illustrator ウィンドウの左下隅にある  アイコンをクリックします。

Illustrator および Behance アカウントのセットアップ
ワークフローをセットアップする方法は 2 通りあります。Illustrator Behance ワークフローを開始すると、Behance へ公開ダイアログが表示され
ます。

Behance アカウントをお持ちでない場合は、Start your Public Portfolio（パブリックポートフォリオの開始）をクリックして、
このダイアログから新しいアカウントを作成します。これで Adobe ID と Behance が関連付けられます。
Behance アカウントをお持ちで、Behance アカウントを Adobe ID と関連付けていない場合は、資格情報を入力してこの 2 つ
のアカウントをリンクします。

 
Behance アカウントの新規登録、または Illustrator と既存の Behance アカウントとの連携のセットアップ

Illustrator からサインアウトすると、Behance からも自動的にサインアウトします。Behance を使用したコラボレーションを続行するに
は、Illustrator を再起動し、Adobe ID を使ってサインインして、Behance を使用します。
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重要：

新しいアートワークの Behance へのアップロード

1. Behance で展示したい、またはフィードバックを受け取りたいアートボードを選択します。

幅が高さ（または高さが幅）の 10 倍を超えるアートボードは、アップロードされません。

2. Behance アイコンをクリックするか、ファイル／Behance へ公開をクリックします。

3. Share on Behance（Enter Information）（Behance へ公開（情報の入力））ダイアログで、「New Work（新しい作品）」を
選択し、残りの情報を入力します。

Tags（タグ）。「Tags（タグ）」ボタンをクリックし、既存のタグを表示するか、新しいタグを入力します。複数のタグ
は、コンマで区切ります。

Comments（コメント）。コメントを追加して会話を始めます。
Visibility（表示）。全員に共有するか、フィードバックサークル限定で共有するか、共有の範囲を設定します。

「Continue（続行）」をクリックします。

 
「New Work（新しい作品）」を選択して、新しいアートワークをアップロードします。

4. 「Share on Behance（Select Cover Image）（Behance へ公開（カバーイメージの選択））」ダイアログ内で、アートワーク
を識別するためのサムネールとして使用するアートワークの一部を選択します。

「Crop Cover and Publish（カバーの切り抜きと公開）」をクリックします。

 
サムネールとして使用するアートワークの部分を選択します。

5. 最後の画面で、リンクまたはボタンをクリックして、Behance Web サイトに移動し、アップロードしたアートワークを表示で
きます。
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トップへ

 
リンクまたはボタンをクリックして Behance を開く

アートワークの新しいバージョン（改訂版）の Behance へのアップロード

1. Behance で展示またはフィードバックを受け取りたいアートボードを選択します。

2. Behance アイコンをクリックするか、ファイル／Behance へ公開をクリックします。

3. 「Share on Behance（Enter Information）（Behance へ公開（情報の入力））」ダイアログで、「Revision（改訂）」を選択
します。

4. 「Choose Existing（既存の作品の選択）」ドロップダウンをスクロールして、アップロードするアートワークの以前のバー
ジョンを選択します。アートワークを選択すると、選択した以前のアートワークに関連付けられているタグや表示の情報が自

動的に設定されます。

「Continue（続行）」をクリックします。

 
「Revision（改訂）」を選択し、「Choose Existing（既存の作品の選択）」ドロップダウンからアートワークの最新のバー
ジョンを選択します。

5. 「Share on Behance（Select Cover Image）（Behance へ公開（カバーイメージの選択））」ダイアログ内で、アートワーク
を識別するためのサムネールとして使用するアートワークの一部を選択します。

「Crop Cover and Publish（カバーの切り抜きと公開）」をクリックします。
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サムネールとして使用するアートワークの部分を選択します。

6. 最後の画面で、リンクまたはボタンをクリックして、Behance Web サイトに移動し、アップロードしたアートワークを表示で
きます。

 
リンクまたはボタンをクリックして Behance を開く
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-->

Adobe PDF ファイルの作成

トップへ戻る

トップへ戻る

Adobe PDF について
Adobe PDF ファイルの作成
Adobe PDF プリセット
PDF プリセットのカスタマイズ
PDF プリセットの読み込み

Adobe PDF について
Portable Document Format（PDF）は、文書の作成元のアプリケーションやプラットフォームに依存せずに文書のフォント、画像、レイアウトを
保持する汎用的なファイル形式です。Adobe PDF は、電子文書とフォームを配布および交換するための安全で信頼できる世界標準です。Adobe
PDF ファイルはコンパクトかつ完結したフォーマットであり、無料の Adobe Reader® ソフトウェアを使用してだれでも共有、表示、プリントで
きます。

Adobe PDF は印刷出版のワークフローにおいて非常に効率的です。アートワークのコンポジットを Adobe PDF で保存すると、ユーザーと出力セ
ンターの両方で表示、編集、管理、校正を行える、コンパクトで信頼性の高いファイルを作成できます。ワークフローの適切なタイミングで、出

力センターは入稿された Adobe PDF ファイルをそのまま出力するか、各種ツールを使用してプリフライトチェック、トラップ、面付け、色分解な
ど後工程の処理を行います。

Adobe PDF で保存するときは、PDF/X に準拠したファイルも作成できます。PDF/X（Portable Document Format Exchange）とは、Adobe PDF
のサブセットで、印刷上の問題となるカラー、フォントおよびトラップ変数の多くが削除されています。PDF/X は、PDF/X をサポートしているア
プリケーションや出力デバイスで、ワークフローの作成または印刷工程におけるデジタルマスターとして PDF をやり取りする場合に使用します。

Adobe PDF により、電子ドキュメントに関する以下の問題が解消されます。

一般的な問題 Adobe PDF ソリューション

ファイルを受け取っても作成元のアプリケーション

を持っていないとファイルを開けない。

PDF は作成元のアプリケーションがなくても誰でも開くことが
できます。必要なのは無償の Adobe Reader ソフトウェアだけ
です。

紙と電子文書を組み合わせたアーカイブは、検索に

手間取り、スペースを占領し、文書を作成したアプ

リケーションが必要である。

PDF はサイズが小さく検索にも手間がかからず、Reader を使用
していつでもアクセスできます。また、リンク機能によ

り、PDF 内の移動も容易です。

文書がハンドヘルドデバイス上で正しく表示されな

い。

タグ付き PDF を使用すると、Palm OS®、Symbian™、Pocket
PC® デバイスなどのモバイルプラットフォームでテキストの折
り返し表示が可能になります。

文書のフォーマットが複雑になると視覚障害者は利

用できない。

タグ付き PDF にコンテンツと構造に関する情報を含めることに
より、スクリーンリーダーでの読み取りが可能です。

Adobe PDF ファイルの作成
Illustrator では、複数の種類の PDF ファイルを作成できます。 例えば、複数ページからなる PDF、レイヤー化された PDF、PDF/X 準拠ファイル
などを作成できます。 レイヤー化された PDF を作成すると、様々な場面で使用可能なレイヤー構造の PDF を保存できます。 PDF/X 準拠ファイ
ルを使用すると、カラー、フォント、トラッピングなどに関連した負担を軽減できます。

Creative Suite アプリケーションからの PDF の作成に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0209_jp を参照してください。レビューま
たはプリプレス用の PDF 1.7 への書き出しに関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0210_jp（英語）を参照してください。 インタラク
ティブ形式の PDF の作成に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0211_jp（英語）を参照してください。

関連項目

印刷用 PDF ファイルのカラーマネジメント

Adobe PDF の作成
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1. ファイル／別名で保存、または、ファイル／複製を保存を選択します。

2. ファイル名を入力し、ファイルの保存先を選択します。

3. ファイル形式として「Adobe PDF（*.PDF）」を選択して、「保存」ボタンをクリックします。

4. Adobe PDF プリセットメニューからプリセットを選択するか、ダイアログボックスの左側にあるリストからカテゴリを選択し
てオプションをカスタマイズします。

5. 「PDF を保存」ボタンをクリックします。

オプションを初期設定に戻すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら「リセット」をク
リックします。

複数ページの Adobe PDF の作成
1. ドキュメント内での複数のアートボードの作成

2. ファイル／別名で保存を選択し、ファイル形式として Adobe PDF を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

すべてのアートボードを 1 つの PDF に保存するには、「すべて」を選択します。

一部のアートボードを 1 つの PDF に保存するには、「範囲」を選択してアートボードの範囲を入力します。

4. 「保存」をクリックして、Adobe PDF を保存ダイアログボックスで別の PDF オプションを設定します。

5. 「PDF を保存」ボタンをクリックします。

レイヤー化された Adobe PDF の作成
Adobe InDesign と Adobe Acrobat はどちらも Adobe PDF ファイル内のレイヤーの表示と非表示を切り替える機能を備えています。 Illustrator で
レイヤー化された PDF ファイルを保存すると、様々な場面でアートワークを使用できるようになります。 例えば、多言語の出版物の場合、同じ
アートワークを複数バージョン作成しなくても、すべての言語のテキストを含む PDF ファイルを 1 つ作成することができます。

1. アートワークの調整可能な要素（表示と非表示を切り替える要素）をサブレイヤー内にネストさせないで、別の上位レイヤー
に分けます。

例えば、複数言語で共用するアートワークを作成する場合は、各言語のテキストを別の上位レイヤーにおきます。

2. ファイルを Adobe PDF 形式で保存します。

3. Adobe PDF を保存ダイアログボックスで、「互換性のある形式」として「Acrobat 8（PDF 1.7）」または「Acrobat 7（PDF
1.6）」を選択します。

4. 「上位レベルのレイヤーから Acrobat レイヤーを作成」を選択し、ほかの PDF オプションを設定して、「PDF を保存」ボタ
ンをクリックします。

Adobe PDF/X 準拠ファイルの作成
PDF/X（Portable Document Format Exchange）とは、印刷上の問題となるカラー、フォントおよびトラッピング変数の多くを削除し、印刷業務
用のためのグラフィックコンテンツ交換用の（CMYK データ間の完全交換が規定されている）ISO 標準規格です。 Illustrator
は、PDF/X-1a（CMYK ワークフロー用）、 PDF/X-3（カラーマネジメントワークフロー用）および PDF/X-4（分割・統合ではなくライブとして
透明性を保持するためのサポートが追加されたカラーマネジメントワークフロー用）をサポートしています。

PDF/X 準拠ファイルは、PDF ファイルの保存時に作成できます。

1. Adobe PDF を保存ダイアログボックスで、PDF/X プリセットを選択するか、準拠する規格メニューで PDF/X 形式を選択しま
す。

2. Adobe PDF を保存ダイアログボックスの左側にあるリストで「出力」を選択し、「PDF/X」オプションを設定します。

サイズの小さい PDF ドキュメントの作成
Illustrator CS5 には、最小のファイルサイズでドキュメントを保存するオプションが追加されました。Illustrator からサイズの小さい PDF を生成す
るには次の操作を行います。

1. ファイル／別名で保存を選択し、Adobe PDF 形式で保存します。

2. Adobe PDF を保存ダイアログボックスで、Adobe PDF プリセットから「最小ファイルサイズ」オプションを選択します。

必ず「Illustrator の編集機能を保持」チェックボックスの選択を解除し、ドキュメントに Illustrator リソースが保存されないよ
うにしてください。

Adobe PDF プリセット
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PDF プリセットとは、PDF 作成処理を制御する各種設定を 1 つにまとめたものです。これらの設定は、PDF の用途に合わせてファイルサイズと
品質とのバランスをとるように設計されています。 定義済みのプリセットのほとんどは、InDesign、Illustrator、Photoshop、Acrobat などの
Adobe Creative Suite コンポーネント間で共有されます。また、独自の出力条件に合わせてカスタムプリセットを作成し、それを共有することもで
きます。

次に示すプリセットのいくつかを使用するには、必要に応じて Extras フォルダー（プリセットがデフォルトでインストールされる場所）から
Settings フォルダーに移動する必要があります。 通常、Extras フォルダーと Settings フォルダーは、Windows Vista と Windows 7 では
ProgramData¥Adobe¥AdobePDF に、Windows XP では Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Adobe¥Adobe PDF に、Mac OS で
はライブラリ/Application Support/Adobe/Adobe PDF にあります。 プリセットの中には、一部の Creative Suite コンポーネントで使用できないも
のがあります。

カスタム設定は、Windows XP では Documents and Settings¥[ユーザー名]¥Application Data¥Adobe¥Adobe PDF¥Settings に、Windows Vista と
Windows 7 では Users¥[ユーザー名]¥AppData¥Roaming¥Adobe¥Adobe PDF¥Settings に、Mac OS では ユーザー[ユーザー名]/ライブラ
リ/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings にあります。

PDF 設定は定期的に確認するようにしてください。設定が自動的にデフォルトの状態に戻ることはありません。アプリケーションやユーティリ
ティで PDF を作成するときは、最後に定義または選択された PDF 設定のセットが使用されます。

高品質印刷 デスクトッププリンターや校正デバイスでの高画質印刷に適した PDF を作成します。このプリセットは PDF 1.4 を使用し、カラー画
像とグレースケール画像を 300 ppi に、モノクロ画像を 1200 ppi にダウンサンプリングします。さらに、全フォントのサブセットを埋め込み、カ
ラーを変更せず、（透明をサポートしているファイルタイプで）透明部分を統合しません。このプリセットを使用して作成した PDF
は、Acrobat5.0 および Acrobat Reader 5.0 以降で開くことができます。 InDesign ではこれに加えて、タグ付き PDF が作成されます。
Illustrator 初期設定（Illustrator のみ） Illustrator データがすべて保持された PDF を作成します。 このプリセットを使用して作成した PDF
は、Illustrator で再度開いたときにもデータの損失はありません。
オーバーサイズページ（Acrobat のみ） 200 x 200 インチより大きい図面や設計図の表示と印刷に適した PDF を作成します。 このプリセットを
使用して作成した PDF は、Acrobat および Acrobat Reader 7.0 以降で開くことができます。
PDF/A-1b: 2005（CMYK および RGB）（Acrobat のみ）  電子文書の長期保存（アーカイブ用）に使用します。PDF/A-1b は PDF 1.4 を使用
し、選択された規格に応じて、すべてのカラーを CMYK または RGB に変換します。このプリセットを使用して作成した PDF は、Acrobat 5.0 お
よび Adobe Reader 5.0 以降で開くことができます。
PDF/X-1a（2001 および 2003） PDF/X-1a では、全フォントを埋め込むこと、適切なトンボと裁ち落としを指定すること、および、カラーを
CMYK と特色のいずれか一方または両方で表示することが必要になります。この規格に準拠したファイルには、使用する印刷条件に関する情報を
含める必要があります。PDF/X-1a に準拠して作成された PDF ファイルは、Acrobat 4.0 および Acrobat Reader 4.0 以降で開くことができま
す。

PDF/X-1a は PDF 1.3 を使用し、カラー画像とグレースケール画像を 300 ppi に、モノクロ画像を 1200 ppi にダウンサンプリングします。さら
に、全フォントのサブセットを埋め込み、タグなし PDF を作成し、「高解像度」設定を使用して透明部分を統合します。

注意： PDF/X-1a:2003 および PDF/X-3:2003 プリセットはインストール時にコンピューターにインストールされますが、Extras フォルダーから
Settings フォルダーに移動しない限り使用できません。
PDF/X-3 ISO 標準規格の PDF/X-3:2002 に準拠したPDFを作成します。この設定で作成された PDF ファイルは、Acrobat 4.0 および Acrobat
Reader 4.0 以降で開くことができます。
PDF/X-4（2008） ISO PDF/X-4:2008 ファイルを作成するこのプリセットは、透明効果（透明が分割、統合されない）と ICC カラーマネジメント
をサポートします。このプリセットと共に書き出される PDF ファイルは、PDF 1.4 形式になります。画像はダウンサンプルおよび圧縮され、フォ
ントは PDF/X-1a および PDF/X-3 設定と同じ方法で埋め込まれます。PDF/X-4:2008 準拠 PDF ファイルは、Creative Suite 4 および 5 のコンポー
ネント（Illustrator、InDesign、Photoshop）から直接作成できます。Acrobat 9 Pro は PDF ファイルの PDF/X-4:2008 への準拠を検証およびプリ
フライトすると共に、可能であれば、非 PDF/X ファイルを PDF/X-4:2008 に変換します。
信頼できる PDF 印刷出版ワークフローには、最適な PDF ファイル形式として PDF/X-4:2008 を使用することをお勧めします。

プレス品質 高画質の印刷工程用の PDF ファイルを作成します（デジタル印刷やイメージセッタまたは CTP への色分解など）。ただし、PDF/X 準
拠のファイルは作成されません。 このプリセットでは、コンテンツの品質が最優先されます。このプリセットの目的は、印刷・出力会社でドキュ
メントを正しく印刷するために必要となるすべての情報を PDF ファイル内に保持することにあります。 このプリセットは PDF 1.4 を使用し、カ
ラーを CMYK に変換し、カラー画像とグレースケール画像を 300 ppi に、モノクロ画像を 1200 ppi にダウンサンプリングします。さらに、可能
な場合全フォントのサブセットを埋め込み、（透明をサポートしているファイルタイプにおいて）透明を維持します。

このプリセットを使用して作成した PDF ファイルは、Acrobat 5.0 および Acrobat Reader 5.0 以降で開くことができます。

注意： 印刷・出力会社に送る Adobe PDF ファイルを作成する場合は、あらかじめ出力解像度などの設定をどのようにするかを確認するか、推奨
設定を含む .joboptions ファイルを入手してください。 印刷・出力会社によっては、PDF 設定をカスタマイズし、独自の .joboptions ファイルを提
供する必要があります。

Rich Content PDF タグ、ハイパーリンク、ブックマーク、インタラクティブ要素およびレイヤーを含む PDF ファイルを作成します。 このプリ
セットでは PDF 1.5 を使用し、全フォントのサブセットを埋め込みます。また、Web サーバーから一度に 1 ページずつ送信（バイトサービング）
するための最適化を行います。このプリセットを使用して作成した PDF ファイルは、Acrobat 6.0 および Adobe Reader 6.0 以降で開くことができ
ます（このプリセットは Adobe PDF フォルダーの Extras フォルダーの中にあります）。
注意： このプリセットは、一部のアプリケーションの初期バージョンでは「eBook」という名前でした。
最小ファイルサイズ Web やインターネットでの表示、または電子メールでの配信に適した PDF ファイルを作成します。このプリセットは、圧
縮、ダウンサンプリングおよび比較的低い画像解像度を使用します。すべてのカラーを sRGB に変換し、フォントを埋め込みます。また、Web
サーバーから一度に 1 ページずつ送信（バイトサービング）するための最適化を行います。PDF ファイルを印刷する場合、最適な結果を得るに
は、このプリセットを使用しないでください。

このプリセットを使用して作成した PDF ファイルは、Acrobat 5.0 および Acrobat Reader 5.0 以降で開くことができます。

雑誌広告送稿用 雑誌広告デジタル送稿推進協議会によって策定されたデータ制作ルールに基づいて、雑誌広告送稿用のPDFファイルを作成しま
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す。

標準（Acrobat のみ） デスクトッププリンターやデジタルコピー機での印刷、CD での配布、クライアントに送付する校正刷りの作成を目的とし
た PDF ファイルを作成します。このプリセットは圧縮とダウンサンプリングを使用してファイルサイズを縮小しますが、それと同時に、ファイル
内で使用されていて埋め込みが許可されている全フォントのサブセットを埋め込み、すべてのカラーを sRGB に変換し、中解像度に出力します。
Windows フォントのサブセットはデフォルトでは埋め込まれません。 この設定ファイルを使用して作成した PDF ファイルは、Acrobat 5.0 および
Acrobat Reader 5.0 以降で開くことができます。

Creative Suite コンポーネント用の共有 PDF 設定について詳しくは、Creative Suite DVD に収録されている PDF の統合に関するドキュメント
を参照してください。

PDF プリセットのカスタマイズ
初期設定の PDF プリセットは最善の取り組みをもとにしたものですが、ユーザーまたはプリンターのワークフローによっては、内蔵のプリセット
では実現できない特殊な PDF 設定が必要になることもあります。 その場合は、ユーザー自身または印刷会社がカスタムプリセットを作成すること
ができます。

1. 編集／Adobe PDF プリセットを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

新しいプリセットを作成するには、「新規」ボタンをクリックします。 既存のプリセットを元に新しいプリセットを作成
する場合は、まず既存のプリセットを選択します。

既存のカスタムプリセットを編集するには、プリセットを選択して「編集」ボタンをクリックします （初期設定のプリ
セットは編集できません）。

プリセットを削除する場合は、そのプリセットを選択して、「削除」をクリックします。

デフォルトの Adobe PDF フォルダーの Settings フォルダー以外の場所にプリセットを保存する場合は、その場所を選択し
て「別名で保存」をクリックします。場所を指定して「保存」をクリックします。

3. PDF のオプションを設定して、「OK」をクリックします。

別の方法として、PDF ファイルを保存するときに、Adobe PDF を保存ダイアログボックスの下部にある「プリセットを保存」ボタンをクリックし
て、カスタムプリセットを作成することもできます。

プリセットを同僚と共用する場合は、プリセットを選択して「書き出し」ボタンをクリックします。 選択したプリセットは別の .joboptions
ファイルに保存され、これをメールやコンピューターネットワーク経由で同僚に送ることができます。

PDF プリセットの読み込み
Illustrator には、追加の PDF プリセット（.joboptions）ファイルが付属しています。印刷会社や同僚から受け取ったカスタム PDF プリセットファ
イルを使用しなければならないこともあります。

 このような付属の PDF プリセットやカスタム PDF プリセットをすべての Creative Suite アプリケーションに読み込むには、次のどちらかの操
作を行います。

.joboptions ファイルをダブルクリックします。

編集／Adobe PDF プリセットを選択します。 「読み込み」ボタンをクリックし、読み込む .joboptions ファイルを選択しま
す。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Adobe PDF オプションの設定
PDF/X について
PDF の互換性レベル
PDF の一般オプション
PDF の圧縮とダウンサンプルのオプション
PDF のトンボと裁ち落としのオプション
PDF のカラーマネジメントオプションと PDF/X オプション
PDF のフォントと分割・統合のオプション
PDF ファイルへのセキュリティの追加
セキュリティオプション

Adobe PDF オプションはいくつかのカテゴリに分けられています。 いずれかのオプションに変更を加えると、プリセット名が「カスタム」に変更
されます。 カテゴリは Adobe PDF を保存ダイアログボックスの左側に一覧表示されています。ただし「準拠する規格」オプションと「互換性の
ある形式」オプションはダイアログボックスの上部に表示されています。

Adobe PDF オプションの設定
Adobe PDF オプションはいくつかのカテゴリに分けられています。 いずれかのオプションに変更を加えると、プリセット名が「カスタム」に変更
されます。 カテゴリは Adobe PDF を保存ダイアログボックスの左側に一覧表示されています。ただし「準拠する規格」オプションと「互換性の
ある形式」オプションはダイアログボックスの上部に表示されています。

準拠する規格 ファイルの PDF 規格を指定します。
互換性のある形式 ファイルの PDF バージョンを指定します。
一般 基本的なファイルオプションを指定します。

圧縮 アートワークの圧縮およびダウンサンプルを行うかどうか、行う場合はその方法と設定を指定します。

トンボと裁ち落とし プリンターのトンボと裁ち落とし、ページ情報などを指定します。 このオプションはプリントダイアログボックスで表示され
るものと同様ですが、PDF は、既知のページサイズで出力されないため計算方法が多少異なっています。
出力 カラーおよび PDF/X 出力インテントのプロファイルを PDF ファイルに保存する方法を指定します。
詳細設定 フォント、オーバープリント、透明を PDF ファイルに保存する方法を指定します。
セキュリティ PDF ファイルにセキュリティ機能を追加します。
設定内容 現在の PDF 設定の概要が表示されます。 設定内容を ASCII テキストファイルとして保存するには、「設定内容を保存」ボタンをクリッ
クします。

PDF/X について
PDF/X 規格は、International Organization for Standardization（ISO）で定義されています。 PDF/X 規格はグラフィックコンテンツの交換に適用
されます。 PDF を変換する際、処理対象のファイルが指定された規格に適合しているかどうかがチェックされます。 PDF が指定の ISO 規格に適
合していない場合は、変換をキャンセルするか、非互換ファイルの作成を続行するかのどちらかを選択するよう求めるメッセージが表示されま

す。 印刷出版ワークフローで最も一般的な規格は、PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4 などの複数の PDF/X フォーマットです。

注意： PDF/X について詳しくは、ISO Web サイトおよび アドビ システムズ社の Web サイトを参照してください。

PDF の互換性レベル
PDF を作成するときは、使用する PDF バージョンを指定する必要があります。 PDF バージョンを変更するには、PDF として保存するときまたは
PDF プリセットを編集するときに、別のプリセットに切り替えるか、互換性オプションを選択します。

原則として、下位互換性が特に必要でない限り最新バージョン（この場合はバージョン 1.7）を使用してください。 最新バージョンには、最新の
機能がすべて含まれています。 ただし、広く配布するドキュメントを作成する場合は、Acrobat 5.0（PDF 1.4）または Acrobat 6.0（PDF 1.5）を
選択して、すべてのユーザーがドキュメントを表示およびプリントできるようにすることをお勧めします。

次の表は、異なる互換性設定を使用して作成した PDF の機能の一部を比較したものです。

注意： Acrobat 8.0 および 9.0 でも PDF 1.7 を使用します。
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Acrobat 3.0（PDF
1.3）

Acrobat 5.0（PDF 1.4） Acrobat 6.0（PDF 1.5） Acrobat 7.0（PDF 1.6）およ
び Acrobat X（PDF 1.7）

PDF は、Acrobat
3.0 および Acrobat
Reader 3.0 以降で
開くことができま

す。

PDF は、Acrobat 3.0 および
Acrobat Reader 3.0 以降で
開くことができます。ただ

し、新しいバージョンに固

有の機能については使用で

きない場合や表示されない

場合があります。

ほとんどの PDF は、Acrobat
4.0 および Acrobat Reader 4.0
以降で開くことができます。

ただし、新しいバージョンに

固有の機能については使用で

きない場合や表示されない場

合があります。

ほとんどの PDF は、Acrobat
4.0 および Acrobat Reader 4.0
以降で開くことができます。

ただし、新しいバージョンに

固有の機能については使用で

きない場合や表示されない場

合があります。

透明効果を使用し

たアートワークを

含めることはでき

ません。透明部分

は PDF 1.3 に変換
する前に統合する

必要があります。

アートワーク内での透明効

果部分の使用がサポートさ

れています。透明部分の統

合は Acrobat Distiller の機能
によって行われます。

アートワーク内での透明効果

部分の使用がサポートされて

います。透明部分の統合は

Acrobat Distiller の機能によっ
て行われます。

アートワーク内での透明効果

部分の使用がサポートされて

います。透明部分の統合は

Acrobat Distiller の機能によっ
て行われます。

レイヤーはサポー

トされません。

レイヤーはサポートされま

せん。

Illustrator CS や InDesign CS
以降の、レイヤー化された

PDF ドキュメントの生成をサ
ポートするアプリケーション

で PDF を作成すると、レイ
ヤーが維持されます。

Illustrator CS や InDesign CS
以降の、レイヤー化された

PDF ドキュメントの生成をサ
ポートするアプリケーション

で PDF を作成すると、レイ
ヤーが維持されます。

8 チャンネルの
DeviceN カラース
ペースがサポート

されます。

8 チャンネルの DeviceN カ
ラースペースがサポートさ

れます。

最高 31 チャンネルまでの
DeviceN カラースペースがサ
ポートされます。

最高 31 チャンネルまでの
DeviceN カラースペースがサ
ポートされます。

マルチバイトの

フォントが埋め込

めます。埋め込み

時のフォントの変

換は Distiller に
よって行われま

す。

マルチバイトのフォントが

埋め込めます。

マルチバイトのフォントが埋

め込めます。

マルチバイトのフォントが埋

め込めます。

40-bit RC4 セキュ
リティがサポート

されます。

128-bit RC4 セキュリティが
サポートされます。

128-bit RC4 セキュリティがサ
ポートされます。

128-bit RC4 および 128-bit
AES（Advanced Encryption
Standard）セキュリティがサ
ポートされます。

PDF の一般オプション
Adobe PDF を保存ダイアログボックスの「一般」パネルでは、次のオプションを設定できます。

説明 選択したプリセットの説明が表示されます。説明文は編集できます。 クリップボードを使用してコピー＆ペーストすることもできます。 プ
リセットの説明を編集したり、プリセットの設定を変更すると、プリセット名の後ろに「（変更）」という文字が付加され 説明文の前に [元とする
セット：<現在のプリセット名>] という文字が追加されます。
Illustrator の編集機能を保持 すべての Illustrator データを PDF ファイルに保存します。 Adobe Illustrator で PDF を再度開いて編集する場合に選
択します。

重要： 「Illustrator の編集機能を保持」オプションを指定すると、大幅な圧縮とダウンサンプルを行う場合に影響が生じます。 ファイルサイズを
考慮する必要がある場合は、このオプションの選択を解除してください。

サムネールを埋め込み  PDF に各ページのサムネールプレビューを埋め込みます。ファイルサイズは増加します。Acrobat 5.0 以降のユーザーが
PDF を表示および印刷する場合は、この設定の選択を解除します。これらのバージョンでは PDF のページパネルをクリックするたびに、サムネイ
ルが動的に生成されます。

Web 表示用に最適化 PDF ファイルを Web ブラウザーで高速表示できるように最適化します。
保存後 PDF ファイルを表示 新しく作成した PDF ファイルをデフォルトの PDF 表示アプリケーションで開きます。
上位レベルのレイヤーから Acrobat レイヤーを作成 Illustrator の上位のレイヤーを Acrobat レイヤーとして PDF ファイルに保存します。 これに
より Adobe Acrobat 6、7、8 のユーザーは 1 つのファイルから複数のバージョンのドキュメントを生成できます。
注意： このオプションは、「互換性のある形式」が「Acrobat 6（PDF 1.5）」、「Acrobat 7（PDF 1.6）」、および「Acrobat 8（PDF 1.7）」に
設定されている場合にだけ使用できます。

PDF の圧縮とダウンサンプルのオプション
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アートワークを Adobe PDF で保存するときには、テキストとラインアートの圧縮およびビットマップ画像の圧縮とダウンサンプルが行えます。
選択した設定によっては、圧縮とダウンサンプルにより、細部と精度を完全にまたはほぼ完全に保持したまま大幅に PDF ファイルのサイズを削減
できます。

Adobe PDF を保存ダイアログボックスの「圧縮」パネルは、3 つのセクションに分かれています。 ここではそれぞれ、アートワーク内のカラー画
像、グレースケール画像、白黒画像の圧縮と再サンプルに関するオプションを指定します。

重要： 「一般」パネルの「Illustrator の編集機能を保持」オプションを指定すると、大幅な圧縮とダウンサンプルを行う場合に影響が生じます。
ファイルサイズを考慮する必要がある場合は、このオプションの選択を解除してください。

ダウンサンプル PDF ファイルを Web で使用する予定がある場合は、ダウンサンプルを使用すると高い圧縮率が得られます。 PDF ファイルを高解
像度でプリントする予定がある場合は、ダウンサンプルは使用しないでください。 オプションの選択を解除して、すべてのダウンサンプルオプ
ションを無効にしてください。

ダウンサンプルとは、画像内のピクセル数を減らすことです。 カラー画像、グレースケール画像のダウンサンプルを行うには、ダウンサンプル
（バイリニア法）、ダウンサンプル（バイキュービック法）またはサブサンプル（バイリニア法）の中から補間方法を選択して、解像度を 1 イン
チあたりのピクセル数で入力します。 次に「次の解像度を超える場合」テキストボックスに解像度を入力します。 このしきい値よりも高い解像度
の画像はすべてダウンサンプルが行われます。

選択する補間方法によって、ピクセルの削減方法が異なります。

ダウンサンプル（バイリニア法）  サンプル領域のピクセルが平均化され、領域全体が指定解像度の平均ピクセルカラーに置き換えられます。
サブサンプル（バイリニア法）  サンプル領域の中心にあるピクセルが選択され、その領域全体が選択されたピクセルカラーに置き換えられます。
サブサンプルではダウンサンプルに比べて変換時間が大幅に短縮されますが、生成される画像はより粗く断続したものになります。

ダウンサンプル（バイキュービック法）  加重平均を使用してピクセルカラーが決定されます。この方式では「ダウンサンプル（バイリニア法）」
よりも通常よい結果が得られます。 バイキュービック法は最も時間がかかりますが、最も正確な方法で最も滑らかなグラデーションが得られま
す。

圧縮 使用する圧縮の種類を指定します。 「自動」オプションを選択すると、ファイルに含まれるアートワークの最適な圧縮方式と画質が自動的に
設定されます。 ほとんどのファイルでは、このオプションを選択すると最適な結果が得られます。 最大の互換性を得るには、「自動（JPEG）」
を選択します。 より高い圧縮率を得るには「自動（JPEG2000）」を選択します。
ZIP 圧縮 単色の広い領域がある画像か、繰り返しのパターンが使われているモノクロ画像に効果が大きい圧縮方法です。 ZIP 圧縮は「画質」の設
定によって可逆圧縮（劣化なし）と非可逆圧縮（劣化あり）のどちらかの方法で行われます。

JPEG 圧縮  グレイスケールやカラー画像に適しています。 JPEG 圧縮は非可逆圧縮（劣化あり）方式で、画像データの削除によって画質が低下す
る場合があります。ただし、情報の損失を最低限に抑えて、ファイルサイズを小さくしています。 JPEG 圧縮ではデータが削除されるので、ZIP
圧縮よりもファイルサイズを大幅に縮小することができます。

JPEG2000 画像データの圧縮とパッケージングのための新しい国際基準です。 JPEG 圧縮と同様、JPEG 2000 圧縮は、グレースケール画像やカ
ラー画像に適しています。 また、プログレッシブ表示などの利点もあります。
CCITT および Run Length 圧縮  白黒のビットマップ画像にだけ利用できます。 CCITT（Consultative Committee on International Telegraphy and
Telephony）圧縮は、モノクロ画像や、1 ビットの色数でスキャンした画像に適しています。 Group 4 は汎用の圧縮方式で、ほとんどの白黒画像を
適切に圧縮することができます。 Group 3 はファックス機で多用されている方式で、白黒のビットマップを一度に 1 行ずつ圧縮します。 Run
Length 圧縮は、塗りつぶしの黒または白が広いエリアを占める画像に適しています。
画質 適用する圧縮の程度を指定します。 選択できるオプションは圧縮方式によって異なります。 JPEG 圧縮の場合は、「最低」、「低」、
「中」、「高」、「最高」のオプションを選択できます。 ZIP 圧縮の場合は、「4 ビット」または「8 ビット」のオプションを選択できます。 4
ビット画像で 4 ビットの ZIP 圧縮を使用する場合、または 4 ビット画像や 8 ビット画像で 8 ビット ZIP 圧縮を使用する場合、ZIP 圧縮は可逆圧縮
（劣化なし）で行われます。つまり、ファイルサイズを小さくしてもデータは削除されないので、画質は影響を受けません。 8 ビット画像で 4
ビットの ZIP 圧縮を使用すると、データが失われるので画質が影響を受ける場合があります。
タイルサイズ このオプションは、「圧縮」設定が「JPEG2000」の場合にだけ使用できます。 プログレッシブで表示を行うときのタイルサイズを
指定します。

テキストとラインアートの圧縮 圧縮をファイル内のすべてのテキストとラインアートに適用します。 この方法では、ディテールの損失と画質の低
下はありません。

PDF のトンボと裁ち落としのオプション
裁ち落としとは、アートワークのプリント用バウンディングボックスの外側や、トンボやトリムマークの外側にプリントするアートワークの部分

のことを指します。 断裁後のページの端まで完全にインキを付けたい場合や、ドキュメントの仕上がり線内に画像を収めたい場合は、アートワー
クに裁ち落としを設定しておくことで、プリント処理で生じる余白の誤差を調整することができます。

Adobe PDF を保存ダイアログボックスの「トンボ・裁ち落とし」パネルでは、裁ち落とし範囲の指定と、ファイルへの各種トンボの追加を行いま
す。

すべてのトンボとページ情報をプリント すべてのトンボ（トリムマーク、レジストレーションマーク、カラーバーおよびページ情報）を PDF
ファイルに指定します。

種類 プリントするページに対して、「西洋式」または「日本式」のトンボの種類を選択します。

トンボ トリミング領域の四隅にマークを付け、PDF の仕上がり領域の境界を示します。
太さ トンボの線の太さを指定します。

レジストレーションマーク アートボードの外側に色版の位置合わせのためのマークを付けます。

オフセット アートボードからのすべてのトンボの距離を指定します。 トンボはオフセットで指定された領域の端に配置されます。
カラーバー 小さい四角形でカラーを追加し、それぞれの特色およびプロセスカラーを示します。 プロセスカラーに変換される特色は、プロセスカ
ラーで表されます。 このマークは、出力センターや印刷会社が印刷機のインキ濃度を調節するために使用します。
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ページ情報 ページのアートボードの外側にページ情報を配置します。ページ情報にはファイル名、ページ番号、現在の日時および色版の名前が含

まれます。

ドキュメントの裁ち落とし設定を使用 このダイアログボックスの裁ち落とし設定ではなく、ドキュメントの裁ち落とし設定を使用します。

裁ち落とし（天、地、左、右） アートワークの裁ち落としを調整します。  ボタンが選択されている場合、これらの 4 つの値が同じ数値に設定さ
れます。つまり、1 つを変更すると残りの 3 つも更新されます。

PDF のカラーマネジメントオプションと PDF/X オプション
Adobe PDF を保存ダイアログボックスの「出力」パネルでは、次のオプションを設定できます。 「出力」オプションで何を指定できるかは、「カ
ラーマネジメント」が設定されているかどうかと、どの PDF 規格が選択されているかによって異なります。

カラー変換 Adobe PDF ファイルのカラー情報を表示する方法を設定します。 カラーの設定されたオブジェクトを RGB または CMYK に変換する
場合、ポップアップメニューから出力先のプロファイルを選択してください。 すべての特色情報はカラー変換を行っても保持されます。プロセス
カラーだけが指定されたカラースペースに変換されます。

変換しない カラーデータをそのまま保持します。 これは PDF/X-3 選択時の初期設定です。
出力先の設定に変換（カラー値を保持）  タグ付けされていないコンテンツのカラー値を、出力先プロファイルと同じカラースペースに保持します
（出力先プロファイルに変換するのではなく、出力先プロファイルを割り当てます）。 その他のコンテンツはすべて、出力先のカラースペースに
変換されます。 このオプションは、カラーマネジメントがオフになっている場合は使用できません。 プロファイルを出力ファイルに含めるかどう
かは、「プロファイルの埋め込み」の設定によって決まります。

出力先の設定に変換 出力先用に選択したプロファイルにすべてのカラーを変換します。 プロファイルを出力ファイルに含めるかどうかは、「プ
ロファイルの埋め込み」の設定によって決まります。

注意： 「出力先の設定に変換」を選択していて、出力先がドキュメントプロファイルに一致しない場合は、オプションの横に警告アイコンが表示
されます。

出力先 使用しているモニターや SWOP 標準などの最終的な RGB または CMYK の出力デバイスが記述されているプロファイルを指定します。 こ
のプロファイルを使用して、Illustrator はドキュメントのカラー情報（カラー設定ダイアログボックスの「作業用スペース」セクションで定義され
たソースプロファイル）を対象の出力デバイスのカラースペースに変換します。

プロファイルの埋め込み カラープロファイルをファイルに含めるかどうかを指定します。

出力インテントのプロファイル ドキュメントのプリント条件の特性を指定します。 出力インテントプロファイルは、PDF/X に準拠したファイル
を作成するために必要です。 このメニューは、Adobe PDF を保存ダイアログボックスで PDF/X（またはプリセット）が選択されている場合のみ
利用可能です。 このオプションは、カラーマネジメントがオンかオフかに依存します。 例えば、カラーマネジメントがオフに設定されている場
合、メニューには、利用可能なプリンタープロファイルが表示されます。 カラーマネジメントがオンに設定されている場合、メニューにはあらか
じめ用意されているほかのプリンタープロファイルに加えて、CMYK 出力デバイスである場合には出力先と同じプロファイルがリストされます。
出力条件 名前 想定したプリント条件を記述します。 この項目は、PDF ドキュメントを受け取る人に役立ちます。
出力条件 ID 想定したプリント条件に関する詳細情報の ID を示します。 ICC レジストリに含まれるプリント条件の場合、ID は自動的に入力されま
す。

レジストリ名 レジストリに関する詳細情報の Web アドレスを示します。 ICC レジストリ名の場合、URL は自動的に入力されます。
トラッピング済みとしてマーク ドキュメントのトラップ状態を示します。 PDF/X に準拠するには、True（選択）または False（選択解除）を指定
する必要があります。 この要件を満たさないドキュメントは PDF/X の準拠チェックに失敗します。

PDF のフォントと分割・統合のオプション
Adobe PDF を保存ダイアログボックスの「詳細設定」パネルでは、次のオプションを設定できます。

使用している文字の割合が次より少ない場合サブセットフォントにする ドキュメントで使用されているフォントの文字数によって、文字だけでな

くフォント全体を埋め込むかどうかを指定します。 例えば、1,000 文字あるフォントのうち、ドキュメントに 10 文字しか使用されていない場合、
フォント全体ではなくサブセットフォントを埋め込んでファイルサイズを小さくすることができます。

オーバープリント 重なり合うカラーがオーバープリントに設定されている場合、それらのカラーを保存する方法を指定します。 オーバープリント
をそのまま保持するか破棄するかを選択できます。 ダイアログボックス上部にある「互換性のある形式」が「Acrobat 4（PDF 1.3）」に設定され
ている場合は、アートワークを分割・統合してオーバープリントをシミュレートすることもできます。

プリセット ダイアログボックス上部にある「互換性のある形式」が「Acrobat 4（PDF 1.3）」に設定されていて、アートワークに透明部分が含ま
れる場合は、透明の分割・統合用のプリセット（オプションセット）を指定できます。 または、「カスタム」ボタンをクリックして分割・統合設
定をカスタマイズすることもできます。

注意： 「Acrobat 5（PDF 1.4）」、「Acrobat 6（PDF 1.5）」、「Acrobat 7（PDF 1.6）」を選択した場合は、アートワーク内の透明部分が自動
的に保持されます。 したがって、これらの互換性レベルが指定されている場合は「オーバープリント」および「設定」オプションはグレー表示に
なり設定できません。

PDF ファイルへのセキュリティの追加
PDF で保存するときに、パスワード保護とセキュリティ制限を設け、特定のユーザーだけがファイルを開けるようにするだけでなく、内容のコ
ピーと抽出、ドキュメントのプリントも特定のユーザーだけに制限することができます。

PDF ファイルには、ドキュメントを開くためのパスワード（文書を開くパスワード）や、セキュリティ設定を変更するためのパスワード（権限パ
スワード）を設定することができます。ファイルにセキュリティ制限を設定する場合は両方のパスワードを指定してください。そうしなければ、

ファイルを開けるユーザーであれば誰でも制限を解除できてしまいます。権限パスワードでファイルを開くと、セキュリティ制限は一時的に解除
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されます。

PDF ファイルのパスワード保護には、RSA 社の RC4 セキュリティ方式が採用されています。一般カテゴリーの「互換性」の設定に応じて、暗号
化レベルには「高」または「低」が設定されます。

注意： Adobe PDF プリセットでは、パスワードとセキュリティ設定がサポートされていません。Adobe PDF を書き出しダイアログボックスでパ
スワードとセキュリティ設定を選択し、「プリセットを保存」をクリックしても、パスワードとセキュリティ設定はプリセットには保存されませ

ん。

セキュリティオプション

PDF を作成するとき、または PDF にパスワード保護を適用するときには、次のオプションを設定できます。 設定できるオプションは。「互換
性」の設定により異なります。 「セキュリティ」のオプションは、PDF/X 標準またはプリセットでは設定できません。

互換性のある形式 パスワードで保護されるドキュメントを開くための暗号の種類を設定します。 「Acrobat 6（PDF 1.5）」およびそれ以降を選択
すると、検索用のメタデータが有効になります。

互換性設定が新しいバージョンに設定されている PDF ドキュメントは、それ以前のバージョンの Acrobat では開くことができません。 例えば、
「Acrobat 8（PDF 1.7）」およびそれ以降オプションを選択した場合、Acrobat 6.0 またはそれ以前のバージョンではこの文書を開くことができま
せん。

ドキュメントを開くときにパスワードが必要 このオプションを選択すると、ユーザーが文書を開くときに指定のパスワードを入力するよう求めら

れます。

ドキュメントを開くパスワード ユーザーが PDF ファイルを開くときに入力する必要があるパスワードを指定します。
注意： パスワードを忘れた場合、ドキュメントからパスワードを取得する方法はありません。 パスワードを忘れたときのために、パスワードを別
の安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

セキュリティと権限の設定変更にパスワードを要求 PDF ファイルのセキュリティ設定へのアクセスを制限します。 ファイルを Adobe Acrobat で
開く場合、ユーザーはファイルを閲覧できますが、ファイルのセキュリティと権限の設定を変更するには特定の権限パスワードを入力する必要が

あります。 ファイルを Illustrator、Photoshop または InDesign で開く場合、ファイルを読み取り専用モードで開くことはできないので、ユーザー
は権限パスワードを入力する必要があります。

権限パスワード 権限設定を変更するときに必要なパスワードを指定します。 このオプションは、前のオプションが選択されている場合にのみ使用
できます。

プリントの許可 PDF ドキュメント上で、ユーザーに許可する印刷レベルを指定します。
なし  ユーザーがドキュメントをプリントできないようにします。
低解像度（150 dpi）  150 dpi 以下の解像度で印刷を許可します。 各ページはビットマップ画像として印刷されるため、印刷速度が低下すること
があります。 このオプションは、「互換性」オプションが Acrobat 5（PDF 1.4）またはそれ以降に設定されている場合にのみ使用できます。
高解像度  ユーザーはドキュメントを任意の解像度でプリントすることができます。高度な高品質プリント機能をサポートする PostScript プリン
ターおよびその他のプリンターに、高品質のベクトル出力を送ることができます。

変更を許可 PDF ドキュメント上で許可する編集操作を定義します。
なし  フォームフィールドへの入力や注釈の追加など、「変更を許可」オプションに表示されている、文書に対する変更をユーザーが実行できなく
なります。

ページの挿入、削除、回転  ユーザーはページの挿入、削除、回転、およびブックマークとサムネールの作成ができます。 このオプションは、高
レベルの暗号化（128 ビット RC4 または AES）が設定されている場合にのみ使用できます。
フォームフィールドへの記入と署名  ユーザーはフォームへの入力とデジタル署名の追加ができます。 このオプションでは、コメントの追加と
フォームフィールドの作成はできません。 このオプションは、高レベルの暗号化（128 ビット RC4 または AES）が設定されている場合にのみ使
用できます。

注釈、フォームフィールドの記入と署名  ユーザーは注釈の追加、デジタル署名の追加、フォームへの入力ができます。 このオプションでは、
ページオブジェクトの移動とフォームフィールドの作成はできません。

ページの抽出以外  ユーザーはドキュメントの編集、フォームフィールドの作成と入力、注釈の追加、デジタル署名の追加ができます。
テキスト、画像、およびその他の内容のコピーを有効にする ユーザーは PDF の内容を選択してコピーできます。
スクリーンリーダーデバイスのテキストアクセスを有効にする 視覚に障害を持つユーザーがスクリーンリーダーを使用して文書を判読できるよう

にしますが、文書の内容をコピーまたは抽出することはできません。 このオプションは、高レベルの暗号化（128 ビット RC4 または AES）が設
定されている場合にのみ使用できます。

文書メタデータを暗号化しない ユーザーに対して PDF の内容のコピーと抽出を許可します。 このオプションは、「互換性のある形式」が
Acrobat 6（PDF1.5）以降に設定されている場合にのみ使用できます。 このオプションを選択すると、ストレージ／検索システムおよび検索エン
ジンがドキュメントに格納されているメタデータにアクセスできるようになります。

関連項目

  印刷用 PDF ファイルのカラーマネジメント

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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アートワークの書き出し

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

AutoCAD Drawing と AutoCAD Interchange File（DWG および DXF）形式

BMP 形式

アートワークの書き出し
アートワーク書き出し時のファイル形式
AutoCAD 書き出しオプション
Flash 書き出しオプション
JPEG 書き出しオプション
Photoshop 書き出しオプション
PNG 書き出しオプション
TIFF 書き出しオプション

アートワークの書き出し
1. ファイル／書き出しを選択します。

2. ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力します。

3. 「ファイルの種類」（Windows）または「フォーマット」（Mac OS）でファイル形式を
選択します。

4. 「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。

Illustrator からコンテンツを書き出すことに関するビデオについては、出力用のファイルを保存する方法を参
照してください。

関連項目
アートワークの保存について

アートワーク書き出し時のファイル形式
複数のアートボードを書き出すことができる形式は、SWF、JPEG、PSD、PNG および TIFF のみで

す。

AutoCAD 図面は、AutoCAD
で作成されたベクトルグラフィックを保存するための標準的なファイル形式です。 AutoCAD Interchange File
は、AutoCAD 図面の書き出しや、ほかのアプリケーションからの図面の読み込みに使用される形式です。 詳
しくは、AutoCAD 書き出しオプションを参照してください。
注意：初期設定で、Illustrator アートワークの白いストロークまたは塗りは、黒いストロークまたは塗りとし
て AutoCAD 形式に書き出されます。同様に、Illustrator の黒いストロークまたは塗りは、白いストロークまた
は塗りとして AutoCAD 形式に書き出されます。

標準の Windows 画像形式です。 アートワークをラスタライズするためのカラーモード、解像度、
アンチエイリアス設定を指定できます。また、形式（Windows または OS/2）およびカラーの総数（またはモ
ノクロ階調数）を決めるピクセルあたりのビット数も指定できます。 Windows 形式を使用した 4 ビットと
8ビットの画像には、RLE 圧縮も指定できます。
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Enhanced Metafile（EMF）形式

JPEG（Joint Photographic Experts Group）形式

Macintosh PICT 形式

Flash（SWF）形式

Photoshop（PSD）形式

PNG（Portable Network Graphics）形式

Targa（TGA）形式

テキスト（TXT）形式

TIFF（Tagged-Image File Format）形式

Windows Metafile（WMF）形式

Windows アプリケーションでベクトルグラフィックデータの書き出しに使
用するデータ交換用ファイル形式として広く使用されています。 Illustrator では、アートワークを EMF 形式
に書き出すときに、一部のベクトルデータがラスタライズされることがあります。

写真の保存に広く使用されています。 JPEG では画像の
カラー情報がすべて保持されますが、データの一部が破棄されてファイルサイズが圧縮されます。 JPEG は
Web 上で画像表示に使用される標準ファイル形式です。 詳しくは、JPEG 書き出しオプションを参照してく
ださい。 「Web およびデバイス用に保存」コマンドを使用して、画像を JPEG 形式で保存することもできま
す。
注意：JPEG 形式でファイルを保存するたびに、波状のパターンや濃淡にむらのあるバンディングなど、余分
なものが追加され、画質に影響があります。JPEG ファイルを保存するときは、前に保存した JPEG からでは
なく、必ず元の画像から保存してください。

Mac OS のグラフィックアプリケーションと DTP アプリケーションで、アプリケー
ション間の画像転送に使用されます。 PICT 形式は、単色の範囲が大きい画像の圧縮に特に効果的です。

インタラクティブなアニメーション Web グラフィック用のベクトルベースの画像形式で
す。 アートワークを Flash（SWF）形式で書き出して Web デザインで使用すると、Flash Player プラグイン
が組み込まれているブラウザーで再生することできます。 詳しくは、Flash 書き出しオプションを参照してく
ださい。 「Web およびデバイス用に保存」コマンドを使用して画像を SWF ファイルとして保存すること
も、Flash 動的テキストまたは入力テキストとしてテキストを書き出すこともできます（Flash への書き出し
用のタグテキストを参照）。Illustrator のアートワークは、Flash 形式で書き出すだけでなく、コピー＆ペース
トして Flash にコピーすることもできます。 アートワークの精度は、クリップボード全体で維持されます。
Flex スキンとして使用するベクトルオブジェクトを Adobe Illustrator で作成し、Create Flex Skin（Flex スキ
ン作成）スクリプトを使用して書き出します。Flex スキンと Flex Builder について詳しくは、Flex のハウ
ツーリソースを参照してください。

標準の Photoshop 形式です。 Photoshop ファイル形式に書き出すことができない
データがアートワークに含まれている場合、Illustrator では、ドキュメントのレイヤーを結合するか、アート
ワークをラスタライズすることで、アートワークのアピアランスが保持されます。 その結果、適切な書き出
しオプションを選択しても、レイヤー、サブレイヤー、複合シェイプ、編集可能なテキストが Photoshop
ファイルに保存されない場合があります。 詳しくは、Photoshop 書き出しオプションを参照してください。

劣化しない圧縮と Web 上の画像の表示に使用されます。 GIF と
は異なり、PNG は 24 ビット画像をサポートしており、ギザギザしたエッジのない透明な背景を生成します。
ただし、一部の Web ブラウザーでは PNG 画像はサポートされません。 PNG では、グレースケール画像およ
び RGB 画像の透明部分は保持されます。 詳しくは、PNG 書き出しオプションを参照してください。 「Web
およびデバイス用に保存」コマンドを使用して、画像を PNG 形式で保存することもできます。

Truevision® ビデオボードを搭載したシステムで使用されるファイル形式です。 アート
ワークをラスタライズするためのカラーモデル、解像度、アンチエイリアス設定を指定できます。また、カ
ラーの総数（またはモノクロ階調数）を決めるピクセルあたりのビット数も指定できます。

アートワーク内のテキストをテキストファイルに書き出すときに使用します （テキス
トファイルへのテキストの書き出しを参照してください）。

アプリケーション間とコンピュータープラットフォーム間でファ
イルを受け渡しする場合に使用されます。 TIFF は、多くのペイントアプリケーション、画像編集アプリケー
ションおよび DTP アプリケーションでサポートされているビットマップ画像形式です。 多くのデスクトップ
スキャナーは TIFF ファイルを出力できます。 詳しくは、TIFF 書き出しオプションを参照してください。

16 ビット Windows アプリケーションで使用される中間データ交換用ファ
イル形式です。 WMF 形式は、ほとんどすべての Windows 描画およびレイアウトプログラムでサポートされ
ています。 WMF 形式ではベクトルオブジェクトのサポートに制限があるので、可能であれば、WMF 形式の
代わりに EMF 形式を使用してください。
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ページの先頭へ

AutoCAD バージョン

拡大／縮小

線幅を拡大／縮小

カラー数

ラスタライズファイル形式

アピアランスを保持

編集機能を最大限に保持

選択したアートだけを書き出し

アピアランスのパスを変更

テキストのアウトライン化

ページの先頭へ

AutoCAD 書き出しオプション

アートワークを DXF 形式または DWG 形式で書き出すときには、以下のオプションを設定できます。

書き出すファイルをサポートする AutoCAD のバージョンを指定します。

拡大／縮小単位の値を入力して、AutoCAD ファイルを作成するときに長さの単位を Illustrator で
どのように解釈するかを指定します。

書き出すファイルで、図面の他の部分とともに線幅を拡大／縮小します。

書き出すファイルの色深度を指定します。

書き出し時にラスタライズされる画像とオブジェクトを PNG と JPEG のどちら
の形式で保存するかを指定します。 透明設定は PNG でしかサポートされていません。画像とオブジェクトの
アピアランスを最大限に保持する必要がある場合は、PNG を選択してください。

アピアランスを保持する必要があり、書き出すファイルを編集する必要がない場合に選
択します。 このオプションを選択すると、編集機能が大きく損なわれる可能性があります。 例えば、テキス
トはアウトライン化され、効果はラスタライズされる場合があります。このオプションと「編集機能を最大限
に保持」オプションはいずれか 1 つを選択できますが、両方を選択することはできません。

AutoCAD でファイルを編集する必要性の方がアピアランスを保持する必要性より高
い場合に選択します。 このオプションを選択すると、スタイル効果を適用した場合は特に、アピアランスが
大きく損なわれる可能性があります。 このオプションと「アピアランスを保持」オプションはいずれか 1 つ
を選択できますが、両方を選択することはできません。

書き出し時にファイル上の選択したアートワークのみを書き出します。 アー
トワークが選択されていない場合は、空のファイルが書き出されます。

元のアピアランスを保持するため、AutoCAD のパスを必要に応じて変更します。
例えば、書き出し時にパスが他のオブジェクトと重なり、オブジェクトのアピアランスを変えてしまう場合
に、このオプションを使用すると、オブジェクトのアピアランスを保持できるようにパスが変更されます。

アピアランスを保持するために、書き出し前にすべてのテキストをパスに変換し
ます。 Illustrator と AutoCAD では、テキスト属性の解釈が異なる場合があります。 このオプションを選択す
ると、視覚的な精度を最大限に保持できますが、編集機能は損なわれます。 AutoCAD でテキストを編集する
必要がある場合は、このオプションを選択しないでください。

Flash 書き出しオプション

アートワークを SWF 形式で書き出すときには、以下の基本オプションと詳細オプションを設定できます。複
数のアートボードを SWF 形式に書き出すことができます。
「Web プレビュー」をクリックすると、デフォルトの Web ブラウザーでファイルをプレビューできます（ブ
ラウザーに、Flash Player のブラウザープラグインがインストールされている必要があります）。また、
「Device Central」をクリックすると、特定の携帯電話またはモバイルデバイス上の Flash Player でファイル
をプレビューできます。
注意：Illustrator のアートワークは、ペーストするだけで Flash ドキュメントに取り込むことができます。パ
ス、ストローク、グラデーション、テキスト（Flash テキストを指定）、マスク、効果（テキスト上のドロッ
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プリセット

書き出し形式

AI ファイルを SWF ファイルに変換

AI レイヤーを SWF フレームに変換

AI レイヤーを SWF ファイルに変換

AI レイヤーを SWF シンボルに変換

AI アートボードを SWF ファイルに変換

バージョン

アートボードサイズにクリップ

アピアランスを保持

ファイルを圧縮

パネル内のシンボルを書き出し

プシャドウなど）およびシンボルはすべて保持されます。また、Flash レイヤー、フレーム、グラフィックシ
ンボルのいずれかを選択して、ペースト時にどのようにレイヤーを読み込むかを指定することもできます。
複数のアートボードを書き出す方法を指定してから、書き出しダイアログボックスの「保存」（Windows）ま
たは「書き出し」（Mac OS）をクリックします。アートボードを個別の SWF ファイルとして書き出すに
は、書き出しダイアログボックスの「各アートボードごと」を選択します。アートボードの一部だけを書き出
すには、書き出す範囲を指定します。その後、「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をク
リックし、次のオプションを指定します。

書き出しで使用するプリセットオプション設定ファイルを指定します。 初期設定を変更した場
合、このオプションは「カスタム」に切り替わります。 カスタムオプション設定を新しいプリセットとして
保存すると、他のファイルで再使用できるようになります。 オプション設定をプリセットとして保存するに
は、「プリセットを保存」をクリックします。

Illustrator レイヤーの変換方法を指定します。

アートワークを 1 つのフレームに書き出します。 レイヤーのク
リッピングマスクを保持する場合は、このオプションを選択します。

各レイヤー上のアートワークを別々の SWF フレームに書き出
し、アニメーション SWF を作成します。

各レイヤー上のアートワークを別々の SWF ファイルに書き出し
ます。 この方法では複数の SWF ファイルが作成され、各ファイルには Illustrator の 1 レイヤーの
アートワークが 1 フレームとして保持されます。

各レイヤーのアートワークをシンボルに変換し、単一の SWF
ファイルに書き出します。 AI レイヤーは、SWF ムービークリップシンボルとして書き出されます。
シンボルの名前は、対応するレイヤー名に基づいて決定されます。

選択したアートボードをそれぞれ別々の SWF ファイルに書
き出します。 保存ダイアログボックスで複数のアートボードを保持することを選択した場合に使用で
きるのはこのオプションのみです。このオプションを選択してプリセットを保存した場合、そのプリ
セットは複数のアートボードを含むファイルにのみ使用できます。

書き出したファイルを閲覧する Flash Player のバージョンを指定します。バージョン 5 以前の
Flash では、「ファイルを圧縮」オプションを使用できません。 バージョン 3 以前では、「動的テキスト」と
「テキスト入力」を使用できません。

選択したアートボードの境界線の内側にある Illustrator アートワークを SWF
ファイルに書き出します。アートボードの境界線の外側にあるアートワークは書き出されません。複数のアー
トボードを書き出す場合、このオプションが選択され無効になっています。

アートワークを書き出す前に単一のレイヤーに統合するには、「アピアランスを保持」
を選択します。 このオプションを選択すると、ファイルの編集機能が制限されます。

SWF データを圧縮し、ファイルサイズを小さくします。 Flash Player 6 以前の Flash Player
は圧縮ファイルを開いたり表示したりできません。 ファイルの表示に使用される Flash Player のバージョン
がはっきりしない場合は、このオプションを選択しないでください。

シンボルパネル内のシンボルをすべて書き出します。 シンボルのアートワー
クにアクティブなインスタンスがない場合、シンボルは書き出すフレームに含まれません。ただし、Flash 作
成環境の Flash シンボルライブラリで使用することはできます。
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テキストをアウトラインとして書き出し

テキストのカーニング情報を無視

メタデータを含める

読み込みから保護する

パスワード

曲線の精度

背景色

ローカルでの再生に関するセキュリティ

画像形式

JPEG 画質

方式

解像度

フレームレート

ループ処理

ブレンドをアニメーション化

文字をベクトルパスに変換します。 このオプションを使用すると、
すべての Flash Player で文字のアピアランスが保持されます。 テキスト編集機能を最大限に確保するには、
このオプションをオフにします。

カーニング値を使用せずにテキストを書き出します。

ファイルに関連付けられたメタデータを書き出します。 ファイルサイズを抑えるため、
最小限の XMP 情報のみが書き出されます。 例えば、サムネールは除外されます。

書き出した SWF ファイルの変更を禁止します。

権限のないユーザーによってファイルが開かれたり、Adobe Flash 以外のアプリケーションで
ファイルが開かれたりしないようにするためのパスワードを入力します。

ベジェ曲線の精度を指定します。 値を小さくすると、書き出されるファイルのサイズは小さくな
りますが、曲線の精度はわずかに低下します。 値を大きくすると、ベジェ曲線の表示精度は高くなります
が、ファイルサイズが大きくなります。

書き出す SWF ファイルの背景色を指定します。

再生時にローカルファイルへのアクセスのみを許可するか、ネット
ワークファイルへのアクセスも許可するかどうかを指定します。

詳細オプションを指定するには、「詳細」をクリックし、次のいずれかを指定します。

アートワークの圧縮形式を指定します。 「劣化なし」では、高画質が保持されますが、SWF ファ
イルのサイズは大きくなります。 「劣化あり（JPEG）」では、SWF ファイルのサイズは小さくなります
が、画質に影響が生じます。 Flash でファイルの操作を続ける場合は「劣化なし」を、最終的な SWF ファイ
ルを書き出す場合は「劣化あり（JPEG）」を選択します。

書き出す画像の細部のレベルを指定します。 画質が高いほど、ファイルサイズが大きくなります
（このオプションは、「劣化あり（JPEG）」を選択した場合にだけ使用できます）。

JPEG 圧縮の種類を指定します。 「ベースライン（標準）」では標準タイプの圧縮を適用し、「ベース
ライン（最適化）」では最適化を適用します （これらのオプションは、「劣化あり（JPEG）」を選択した場
合にだけ使用できます）。

ビットマップ画像のスクリーン解像度を調整します。 書き出された SWF ファイルの解像度は、72 ～
600 ピクセル/インチ（ppi）になります。 解像度の値を高くすると画質は高くなりますが、ファイルサイズが
大きくなります。

Flash Player でアニメーションを再生する速度を指定します （このオプションは、「AI レイ
ヤーを SWF フレームに変換」を選択した場合にだけ使用できます）。

Flash Player でアニメーションを再生するときに、連続して再生します （このオプションは、
「AI レイヤーを SWF フレームに変換」を選択した場合にだけ使用できます）。

ブレンドオブジェクトをアニメーションにするかどうかを指定します。 このオ
プションを選択すると、書き出す前に手作業でブレンドオブジェクトをレイヤーに分配したのと同じ結果にな
ります。 ブレンドは、レイヤーの順序に関係なく、常に先頭から順にアニメーション化されます。
「ブレンドをアニメーション化」を選択した場合は、ブレンドの書き出し方法を選択します。
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シーケンス内

ビルド内

レイヤーの順序

静的レイヤーの書き出し

ページの先頭へ

画質

カラーモデル

「方式」および「スキャン」

深度

アンチエイリアス

イメージマップ

ICC プロファイルを埋め込む

ブレンド内の各オブジェクトを、アニメーション内の別々のフレームに書き出します。

アニメーションフレームでオブジェクトを累積的に重ね合わせます。 例えば、ブレンドの
一番下のオブジェクトはすべてのフレームに表示され、ブレンドの一番上のオブジェクトは最後のフ
レームだけに表示されます。

アニメーションのタイムラインを指定します。 「下から上へ」を選択すると、レイヤーパネ
ルの一番下のレイヤーから順にレイヤーが書き出されます。 「上から下へ」を選択すると、レイヤーパネル
の一番上のレイヤーから順にレイヤーが書き出されます （このオプションは、「AI レイヤーを SWF フレー
ムに変換」を選択した場合にだけ使用できます）。

書き出したすべての SWF フレームで静的コンテンツとして使用するレイヤーまた
はサブレイヤーを指定します。 選択したレイヤーまたはサブレイヤーの内容が、書き出したすべての SWF フ
レームで背景画像として使用されます （このオプションは、「AI レイヤーを SWF フレームに変換」を選択
した場合にだけ使用できます）。

関連項目
アニメーションの作成
複数のアートボードの設定
Illustrator と Flash の操作

JPEG 書き出しオプション

ドキュメントに複数のアートボードが含まれる場合、アートボードを書き出す方法を指定してから、書き出し
ダイアログボックスの「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。各アート
ボードを個別の JPEG ファイルとして書き出すには、書き出しダイアログボックスの「各アートボードごと」
を選択します。アートボードの一部だけを書き出すには、書き出す範囲を指定します。その後、「保存」
（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックし、次のオプションを指定します。

JPEG ファイルの画質とサイズを指定します。 画質メニューでオプションを選択するか、「画質」テキ
ストボックスに 0 ～ 10 の範囲で値を入力します。

JPEG ファイルのカラーモデルを指定します。

「ベースライン（標準）」を選択すると、ほとんどの Web ブラウザーで認識さ
れる形式が使用されます。「ベースライン（最適化）」を選択すると、カラーが最適化され、ファイルサイズ
がわずかに小さくなります。「プログレッシブ」を選択すると、画像のダウンロード時に徐々に鮮明に表示さ
れるように画像がスキャンされます。「プログレッシブ」を選択した場合はスキャンの段階を指定できます。
「ベースライン（最適化）」と「プログレッシブ」のオプションが指定された JPEG 画像は Web ブラウザー
によってはサポートされない場合があります。

JPEG ファイルの解像度を指定します。 「カスタム」を選択して解像度を指定することもできます。

エッジのサンプリングを行い、アートワークのギザギザを取り除きます。 このオプション
をオフにしておくと、ラインアートをラスタライズするときにハードエッジが保持されます。

イメージマップ用のコードを生成します。 このオプションを選択した場合は、「クライアン
ト側（.html）」または「サーバー側（.map）」を選択して、生成するファイルの種類を指定できます。

JPEG ファイル内に ICC プロファイルを保存します。

関連項目
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ページの先頭へ

カラーモデル

解像度

統合画像

レイヤーを保持

テキストの編集機能を保持

編集機能を最大限に保持

アンチエイリアス

ICC プロファイルを埋め込む

ページの先頭へ

デジタルグラフィックのカラーについて

Photoshop 書き出しオプション

ドキュメントに複数のアートボードが含まれる場合、アートボードを書き出す方法を指定してから、書き出し
ダイアログボックスの「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。各アート
ボードを個別の PSD ファイルとして書き出すには、書き出しダイアログボックスの「各アートボードごと」
を選択します。アートボードの一部だけを書き出すには、書き出す範囲を指定します。その後、「保存」
（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックし、次のオプションを指定します。

書き出すファイルのカラーモードを指定します。 CMYK ドキュメントを RGB モードで書き出
す場合、または RGB ドキュメントを CMYK モードで書き出す場合は、透明部分のアピアランス（特に描画
モードが含まれるもの）が予期しない結果になることがあります。 カラーモードを変更する場合は、アート
ワークを統合画像として書き出す必要があります（「レイヤーを保持」オプションは使用できません）。

書き出すファイルの解像度を指定します。

すべてのレイヤーを結合し、Illustrator アートワークをラスタライズ画像として書き出します。 こ
のオプションを選択すると、アートワークのアピアランスが保持されます。

グループ、複合シェイプ、ネストレイヤーおよびスライスを編集可能な個別の Photoshop レ
イヤーとして書き出します。 6 レベル以上の深さのネストレイヤーは、単一の Photoshop レイヤーに結合さ
れます。 透明オブジェクト（不透明マスク、100 ％未満の一定の不透明度または標準以外の描画モードが設
定されたオブジェクト）を編集可能な Photoshop ライブレイヤーとして書き出すには、「編集機能を最大限
に保持」を選択します。

レイヤー内の横組みおよび縦組みのポイントテキスト（最大 5 レベルのネストレ
イヤーを含む）を編集可能な Photoshop テキストに書き出します。 これによってアートワークのアピアラン
スが損なわれる場合は、このオプションを選択解除してテキストをラスタライズすることができます。

アートワークのアピアランスに影響がない場合、Illustrator の各上位レイヤーのサブ
レイヤーを Photoshop レイヤーとして書き出します。 上位レイヤーは Photoshop のレイヤーセットになりま
す。 透明オブジェクトは編集可能な透明オブジェクトのままです。 このオプションではまた、アートワーク
のアピアランスに影響がない場合、上位レイヤーの各複合シェイプの Photoshop シェイプレイヤーを作成し
ます。 実線が適用された複合シェイプを書き出すには、「連結」の種類を「ラウンド結合」に変更します。
このオプションを選択するかどうかに関係なく、6 レベル以上の深さのレイヤーはすべて単一の Photoshop レ
イヤーに結合されます。
注意：Illustrator では、グラフィックスタイル、破線およびブラシが適用された複合シェイプは書き出せませ
ん。これらの複合シェイプはラスタライズされます。

エッジのサンプリングを行い、アートワークのギザギザを取り除きます。 このオプション
をオフにしておくと、ラインアートをラスタライズするときにハードエッジが保持されます。

カラーマネジメントされたドキュメントを作成します。

関連項目
最終的な出力の画像解像度に関するガイドライン
デジタルグラフィックのカラーについて
オブジェクトに対する線の適用
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解像度

カラー

アンチエイリアス

インターレース

ページの先頭へ

カラーモデル

解像度

アンチエイリアス

LZW 圧縮

バイト順序

PNG 書き出しオプション

ドキュメントに複数のアートボードが含まれる場合、アートボードを書き出す方法を指定してから、書き出し
ダイアログボックスの「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。各アート
ボードを個別の PNG ファイルとして書き出すには、書き出しダイアログボックスの「各アートボードごと」
を選択します。アートボードの一部だけを書き出すには、書き出す範囲を指定します。その後、「保存」
（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックし、次のオプションを指定します。

ラスタライズする画像の解像度を指定します。 解像度の値を高くすると画質は高くなりますが、ファ
イルサイズが大きくなります。
注意：アプリケーションによっては、PNG ファイルは指定した解像度に関係なく 72 ppi で開かれることがあ
ります。この場合、画像のサイズは変更されます （例えば、150 ppi で保存したアートワークは 72 ppi で保
存したアートワークの 2 倍以上の大きさになります）。 したがって、目的のアプリケーションで 72 ppi 以外
の解像度がサポートされることを確認した場合にだけ、解像度を変更してください。

透明部分に適用するカラーを指定します。 「透明」を選択すると透明が保持されます。「ホワイト」
を選択すると透明部分にホワイトが適用され、「ブラック」を選択すると透明部分にブラックが適用されま
す。「その他」を選択すると、透明部分に適用するカラーを選択できます。

エッジのサンプリングを行い、アートワークのギザギザを取り除きます。 このオプション
をオフにしておくと、ラインアートをラスタライズするときにハードエッジが保持されます。

ブラウザー内にファイルが完全にダウンロードされるまでの間、低解像度の画像を表示しま
す。 インターレースを使用するとダウンロード時間が短く感じられますが、ファイルサイズが大きくなりま
す。

関連項目
最終的な出力の画像解像度に関するガイドライン

TIFF 書き出しオプション

ドキュメントに複数のアートボードが含まれる場合、アートボードを書き出す方法を指定してから、書き出し
ダイアログボックスの「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。各アート
ボードを個別の TIFF ファイルとして書き出すには、書き出しダイアログボックスの「各アートボードごと」
を選択します。アートボードの一部だけを書き出すには、書き出す範囲を指定します。その後、「保存」
（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックし、次のオプションを指定します。

書き出すファイルのカラーモデルを指定します。

ラスタライズする画像の解像度を指定します。 解像度の値を高くすると画質は高くなりますが、ファ
イルサイズが大きくなります。

エッジのサンプリングを行い、アートワークのギザギザを取り除きます。 このオプション
をオフにしておくと、ラインアートをラスタライズするときにハードエッジが保持されます。

LZW 圧縮を適用します。LZW 圧縮は、画像の細部を保持する可逆圧縮（劣化なし）方式です。 こ
のオプションを選択するとファイルサイズが小さくなります。

画像ファイルを書き出すときの適切なバイト順序を、プラットフォームを選択して指定します。
Illustrator や最近のアプリケーションのほとんどは、いずれかのプラットフォームのバイト順序を使用してい
ます。 ファイルを開くプログラムの種類がわからない場合は、ファイルを読み込むプラットフォームを選択
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ICC プロファイルを埋め込む

してください。

カラーマネジメントされたドキュメントを作成します。

関連項目
最終的な出力の画像解像度に関するガイドライン
デジタルグラフィックのカラーについて
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-->

ファイル情報とメタデータ

トップへ戻る

トップへ戻る

メタデータについて
ドキュメント情報パネルの概要
メタデータとは、ファイルに関する標準化された情報のセットです。具体的には、作者名、解像度、カラースペース、著作権、ファイルに適用す
るキーワードなどです。
ドキュメント情報パネルのファイル情報には、一般的なファイル情報とオブジェクトの特性が、グラフィックスタイルの数とスタイル名、特色、
グラデーション、フォント、配置画像などと共に表示されます。

メタデータについて
メタデータとは、ファイルに関する標準化された情報のセットです。この情報には、作者名、解像度、カラースペース、著作権、ファイルに適用
されているキーワードなどがあります。例えば、ほとんどのデジタルカメラでは、画像の高さと幅、ファイル形式、撮影日時などの基本的な情報
が画像に添付されます。メタデータはワークフローの簡略化やファイルの整理に使用できます。

XMP 標準について
メタ情報は Extensible Metadata Platform（XMP）標準を使用して保存されます。Adobe Bridge、Adobe Illustrator、Adobe InDesign および
Adobe Photoshop はこの標準に基づいて設計されています。 Photoshop® Camera Raw による画像の調整内容は XMP メタデータとして保存され
ます。 XMP は XML に基づいており、ほとんどの場合、メタデータは該当のファイルに保存されます。これらの情報を該当のファイルに保存でき
ない場合、メタデータはサイドカーファイルと呼ばれる別のファイルに保存されます。XMP は、Adobe アプリケーション間および印刷出版関連の
工程でのメタデータの交換に役立ちます。例えば、あるファイルのメタデータをテンプレートとして保存し、そのメタデータを別のファイルに読
み込むことができます。
Exif、IPTC（IIM）、GPS、TIFF などの他の形式で保存されているメタデータは、より簡単に表示および管理できるように XMP と同期さ
れ、XMP で記述されます。（Adobe Drive などの）他のアプリケーションおよび機能でも、バージョンに関するコメントなどの情報は XMP を使
用してやり取りおよび保存されます。この情報は、Adobe Bridge を使用して検索できます。
ほとんどの場合、PSD から JPG へファイル形式を変更した場合でも、メタデータはファイルと共に残っています。 Adobe ドキュメントまたはプ
ロジェクトにファイルを配置する際も、メタデータは保持されます。

C++ または Java を使用して開発する場合は、XMP Toolkit SDK を使用してメタデータの処理および交換をカスタマイズできます。Adobe
Flash や Flex を使用して開発する場合は、XMP File Info SDK を使用してファイル情報ダイアログボックスをカスタマイズできます。詳しく
は、アドビ システムズ社の Web サイトを参照してください。

Adobe Bridge および Adobe Creative Suite コンポーネントでのメタデータの処理
ファイルとバージョンの整理、検索、管理を行うことができる Adobe Bridge の強力な機能の多くは、ファイル内の XMP メタデータを利用してい
ます。Adobe Bridge には、メタデータを操作する方法が 2 つ用意されています。メタデータパネルを使用する方法と、ファイル情報ダイアログ
ボックスを使用する方法です。
場合によっては、同じメタデータのプロパティに複数の表示が存在することがあります。例えば、ある表示で「作者」というラベルを持つプロパ
ティが、他の表示では「作成者」というラベルを持つことが考えられますが、いずれの場合も情報元として参照するプロパティは同じです。特定
のワークフローに合わせてこれらの表示画面をカスタマイズした場合でも、XMP によって標準化された状態が維持されます。

ドキュメント情報パネルの概要
ドキュメント情報パネルを使用すると、ドキュメントの情報やオブジェクトの情報、また、グラフィックスタイル、特色、パターン、グラデー
ション、フォントおよび配置画像の名前と数を確認することができます。 このパネルを表示するには、ウィンドウ／ドキュメント情報を選択しま
す。
別の種類の情報を表示するには、パネルメニューでオプションを選択します。オプションには、「ドキュメント」、「オブジェ
クト」、「グラフィックスタイル」、「ブラシ」、「特色オブジェクト」、「パターンオブジェクト」、「グラデーションオブ
ジェクト」、「フォント」、「リンクされた画像」、「埋め込まれた画像」、「フォントの詳細」があります。
選択したオブジェクトの情報だけを表示するには、パネルメニューの「選択内容のみ」を選択します。 このオプションの選択
が解除されている場合は、ドキュメント全体の情報が一覧表示されます。
ファイル情報をテキストファイルに保存するには、パネルメニューの「保存」を選択します。 ファイル名と場所を指定して、
「保存」をクリックします。

455



 

アートボードのサイズを表示するには、アートボードツールをクリックし、パネルメニューから「ドキュメント」を選択して、
目的のアートボードを選択します。

関連項目
  ファイル情報ダイアログボックスでのメタデータの追加
  メタデータテンプレートの操作
  ドキュメントへのメタデータの読み込み

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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SVG グラフィックスタイルの CSS での書き出し | Illustrator CC

  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

未使用のスタイルの書き出し

グラフィックスタイル名の書き出し

複数の要素が含まれるアートワークを制作する場合、デザイナーはテーマに沿って作業を進めます。例えば、Web サイトのデザインでは、スタイ
ルや外観において緊密にかかわり合った様々なアセットを作成する必要があります。あるデザイナーが特定のスタイルを使用し、別のデザイナー
が異なるスタイル（定義済みではあるが未使用のもの）を使用して他のアセットを作成する場合もあります。
Illustrator CC では、SVG として保存する機能を使用して、以下のことが可能です。

SVG 形式でアートワークを書き出す場合、作成はしたものの現アートワークでは使用されていない未使用のスタイ
ルを書き出すかどうかを選択できます。これによって、他のデザイナーや開発者は、未使用のグラフィックスタイルを読み込んで、他のアート
ワークで使用できるようになります。

書き出された CSS コードで、グラフィックスタイルに関連する名前が付けられるようになったことで、適切
なグラフィックスタイルを容易に識別できるようになりました。

 
書き出された CSS コードにグラフィックスタイル名（左）が含まれるようになり、未使用のスタイル（右）も含めることができます

未使用のスタイルを書き出すには：
1. ファイルを SVG 形式で保存する場合は、ファイル／別名で保存をクリックします。

2. 保存するファイル形式としてドロップダウンで SVG を選択し、ファイル名を入力して、「保存」ボタンをクリックします。

3. SVG オプションダイアログで「詳細オプション」をクリックし、「詳細オプション」セクションで「未使用グラフィックスタ
イルを含める」を選択して、「OK」をクリックします。

 
SVG 形式で保存するときに未使用のグラフィックスタイルを含めるオプション
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CSS の抽出 | Illustrator CC

ページの先頭へ

ビデオ：Illustrator CC での CSS の抽出
CSS コードの表示と抽出
サンプル CSS コード

Illustrator で HTML ページのデザインを作成できます。これは、Web 開発者が HTML エディターでページにレイアウト、スタイル、オブジェクト
をコードするために役立つ視覚的なガイドです。しかし、コンポーネントやオブジェクトの正確なアピアランスや位置を複製することは時間と手

間のかかる作業です。

Illustrator CC を使うと、HTML ページのレイアウトを作成するときに、ページ上のオブジェクトや、コンポーネントのアピアランスを決める、基
礎となる CSS コードを生成および書き出すことができます。CSS では、テキストやオブジェクトのアピアランスを制御できます（文字やグラ
フィックのスタイルと類似）。各オブジェクトの CSS コード、または Illustrator でデザインされたレイアウト全体の CSS コードを書き出すこと
ができます。   

CSS プロパティパネル（ウィンドウ／CSS プロパティ）では、次のことができます。

選択したオブジェクトの CSS コードを表示する
選択したオブジェクトの CSS コードをコピーする
一部またはすべての選択した Illustrator 要素を CSS ファイルに書き出す
使用されているラスタライズ可能な画像を書き出す

ブラウザー固有の CSS コードを生成する

CSS コードの表示と抽出

CSS コードを生成するには、次のいずれかの操作を行います。

Illustrator ドキュメント内のオブジェクトがレイヤーパネルで名前がつけられていることを確認してください。
ウィンドウ／CSS プロパティを選択し、パネルメニューの書き出しオプションをクリックし、「名称未設定オブジェクト用
に CSS を生成」チェックボックスをオンにします。

1. ウィンドウ／CSS プロパティを選択します。
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A. 警告（一部のスタイルを CSS コードに変換できなかった場合） B. CSS 書き出しオプションダイアログボックス C. 選択し
た CSS をファイルに書き出し D. 選択したスタイルをクリップボードにコピー E. CSS を生成 F. フライアウトメニュー G. 選
択したオブジェクトで使用されるスタイル H. CSS コード 

2. 開いている Illustrator ドキュメントで、次のいずれかの操作を行います。

1 つのオブジェクトを選択します。オブジェクトの CSSコードは、CSS プロパティパネルに表示されます。
Shift キーを押しながら複数のオブジェクトを選択してCSS プロパティパネルのCSS を生成ボタンをクリックします。
Ctrl/Cmd + A キーを押してすべてのオブジェクトを選択し、CSS プロパティパネルのCSS を生成ボタンをクリックしま
す。

生成された CSS コードが表示されます。

3. 生成された CSS コードを取得するには、次のいずれかの操作を行います。

選択したコードをコピーするには、特定のコードを選択してから次の操作を行います。

クリップボードにコピーするには、選択スタイルをコピーをクリックします

ファイルに書き出すには、パネルメニューをクリックし、「選択した CSS を書き出し」をクリックします

すべてのコードをコピーするには、CSS コードで何も選択せず、次の操作を行います。
クリップボードにコピーするには、選択スタイルをコピーをクリックします

ファイルに書き出すには、パネルメニューをクリックし、「すべて書き出し」をクリックします

4. CSS コードをファイルに保存する間に、次のオプションから選択します。
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注意：

ページの先頭へ

生成される CSS コードの内容を変更するには、CSS プロパティパネルで「書き出しオプション」をクリックし、適切
な選択を行います。

サンプル CSS コード

グラデーションが適用された長方形（すべてのブラウザー）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

.GRADIENT_BOX
{
  background : -moz-linear-gradient(0% 50% 0deg,rgba(255, 242, 0, 1) 0%,rgba(254, 236, 1, 1) 
10.31%,rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%,rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%,rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%,rgba(243, 99, 
24, 1) 77.37%,rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%,rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, 
rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 
1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),color-
stop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251, 
190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),color-
stop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
  background : -o-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 
218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 
77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  background : -ms-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 
218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 
77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#FFF200', endColorstr='#ED1C24' 
,GradientType=0)";
  background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 
4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, 
rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  border-style : Solid;
  border-color : #231F20;
  border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
  border-width : 1px;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#FFF200',endColorstr='#ED1C24' , 
GradientType=1);
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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グラデーションが適用された長方形（webkit ベースのブラウザーのみ）

複数のオブジェクト

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

.GRADIENT_BOX
{
  background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, 
rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 
1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),color-
stop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251, 
190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),color-
stop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
  background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 
4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, 
rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  border-style : Solid;
  border-color : #231F20;
  border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
  border-width : 1px;
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

.NormalCharacterStyle
{
  font-family : Myriad Pro;
  font-size : 12px;
}
.st0
{
  border-style : Solid;
  border-color : #FFFFFF;
  border-color : rgba(255, 255, 255, 1);
  border-width : 0px;
}
.GRADIENT_BOX
{
  background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, 
rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 
1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),color-
stop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251, 
190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),color-
stop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
  background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 
4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, 
rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
  border-style : Solid;
  border-color : #231F20;
  border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
  border-width : 1px;
}
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リンク情報

名前
ファイル形式
カラースペース
ファイルの位置

PPI

サイズ

この機能は、Adobe Illustrator CS6、CC およびそれ以降で使用できます。Adobe Creative Cloud に加入する方法については、Adobe Creative
Cloud をご覧ください。
リンクパネル（ウィンドウ／リンク）では、Illustrator ドキュメントに配置されたすべてのアートワーク（埋め込みまたはリンク）の一覧が表示さ
れます。リンクパネル内に「リンク情報」が表示されています。リンクされたファイルのファイル情報を見るには、次のいずれかの操作を行いま
す。
リンクパネル内で、リンクをダブルクリックします。
リンクパネル内で、リンクを選択し、リンク情報を表示ボタンをクリックします。
リンクされたオブジェクトを選択し、コントロールパネルのオブジェクトの種類のハイパーリンクをクリックしてリンクパネル
を開きます。次に、「リンク情報」ボタンをクリックします。

 
選択したオブジェクトの「リンク情報」を表示するには、オブジェクトタイプのハイパーリンクをクリックします。 
A. オブジェクトタイプ B. リンクされたファイルの詳細 

 
リンク情報を表示したリンクパネル 
A. リンク情報を表示 B. リンクアクション C. リンク情報領域 D. 前へ / 次へナビゲーションアイコン 

リンクを再設定、リンクへ移動、リンクを更新、オリジナルを編集するには、アイコンをクリックします。これらのオプションは、従来同様にパ
ネルメニューからアクセスすることもできます。
パネルのリンク情報には、次の情報が表示されます。

リンクファイルの名前。
リンクファイルのファイル形式およびリンクの種類（リンクまたは埋め込み）。
リンクファイルのカラースペースおよびカラープロファイル。埋め込みファイルの場合は空白です。
リンクファイルのフォルダーの位置を表示。フォルダーアイコンをクリックすると、そのフォルダーをエクスプローラー

（Windows）または Finder（Mac OS）で開きます。
リンクファイルの実際の PPI（Pixels per Inch）。
リンクファイルのオリジナルのサイズ。この値は、リンクファイルを変形（サイズ変更、回転）しても変わりません。
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拡大・縮小
作成日時
更新日時
透明度

アートワークの拡大・縮小の値および回転の値。
ファイルの作成日時。
ファイルの最新の更新日時。
画像にアルファ透明度が含まれるかどうかを示します。

リンクパネルについて詳しくは、リンクパネルの概要を参照してください。
以前のバージョンの Illustrator でリンク情報を表示するには、ウィンドウ／ドキュメント情報を選択し、パネルメニューから「リンクされた画
像」を選択します。詳しくは、ドキュメント情報パネルの概要を参照してください。
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複数のファイルを配置する | Illustrator CC

注意：

外部ファイルを Illustrator ドキュメントに読み込むには、配置コマンドを使用する方法が一般的です。配置機能でサポートされているファイル形
式、配置オプション、カラーが最も多いためです。ファイルを配置した後は、リンクパネルを使用して、ファイルの識別、選択、監視、更新を実
行します。
一度の操作で 1 つまたは複数のファイルを配置できます。この機能を使用すると、複数の画像を選択してから、それらの画像を 1 点ずつ Illustrator
ドキュメントに配置していくことができます。

一度に複数のファイルを配置する
1. 外部ファイルを配置する Illustrator ファイルを開き、ファイル／配置をクリックします。

2. 配置ダイアログボックスで、Ctrl（Command）または Shift（Option）キーを使用して複数のファイルを選択します。

 
利用できるアセットから 1 つまたは複数のファイルを選択し、必要に応じて「読み込みオプションを表示」を選択します。 
A. 1つまたは複数のファイルを選択 B. 「読み込みオプションを表示」チェックボックス 

3. 次のいずれかの操作を行います。
「配置」ボタンをクリックします。Illustrator ドキュメントで、ポインターがグラフィック配置アイコンに変わります。
「読み込みオプションを表示」チェックボックスを選択し、「配置」をクリックします。Illustrator で読み込み設定を指定
したアセットの読み込みオプションダイアログボックスが表示されます。各アセットについてオプションの選択が終了する
と、ポインターがグラフィック配置アイコンに変わります。
読み込みオプションダイアログボックスで指定する設定によって、グラフィック配置ポインターの隣に表示されるア

セットのプレビュー画像が決まります。

 
ポインターが変わり、複数のグラフィックが読み込まれていることを示します。 
A. グラフィック配置ポインター B. 読み込んだグラフィックのリストにおける現在のアセットの位置 C. 読み込んだアセットの
総数 D. 現在のアセットのサムネールプレビュー 
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  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー

4. 左向き矢印キーと右向き矢印キーを使用して、読み込んだアセットのリスト内を移動します。左向き矢印キーまたは右向き矢
印キーを押すたびに、現在のアセットのサムネールプレビューが表示されます。

5. 画像を配置するには、次のいずれかの操作を行います。
任意の位置でグラフィック配置ポインターをポイントし、Illustrator ファイル内の正確な位置をクリックします。現在のア
セットが元のサイズで配置されます。
任意の位置でグラフィック配置ポインターをポイントし、グラフィック配置ポインターをドラッグします。現在のアセット
が長方形のバウンディングボックスに配置されます。長方形の縦横比は元のアセットのサイズに比例します。

6. アセットの読み込みオプションをすばやく表示して変更するには、次の操作を行います。
左向き矢印キーまたは右向き矢印キーを押して、読み込んだアセットをプレビューします。
読み込みオプションを変更するアセットのプレビューが表示されたら、Shift キーを押しながらマウスボタンをクリックし
ます。
必要なオプションを変更して、「OK」をクリックします。

7. 配置する目的で読み込んだアセットを破棄するには、矢印キーで該当するアセットに移動し、Esc キーを押します。
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タイプ

467



-->

テキストの読み込みと書き出し

トップへ戻る

トップへ戻る

テキストの読み込み
テキストの書き出し

テキストの読み込み
アートワークには、別のアプリケーションで作成したファイルからテキストを読み込むことができます。 Illustrator では、次の形式のテキストを読
み込むことができます。

Microsoft® Word for Windows 97、98、2000、2002、2003 および 2007

Microsoft Word for Mac OS X、2004 および 2008

リッチテキスト形式（RTF）
ANSI、Unicode、Shift JIS、GB2312、繁体中国語（Big 5）、キリル文字、GB18030、ギリシャ語、トルコ語、バルト語、中
央ヨーロッパ言語エンコーディングを使用したプレーンテキスト（ASCII）
コピー＆ペーストするのではなく、ファイルからテキストを読み込むことの利点の 1 つとして、読み込んだテキストの文字書
式と段落書式がそのまま維持されるということがあります。 例えば、RTF ファイルからテキストを読み込むと、Illustrator でも
そのフォントとスタイルの属性が保持されます。 また、プレーンテキストファイルからテキストを読み込むときに、エンコー
ディングやフォーマットのオプションを設定することもできます。
重要： Microsoft Word ファイルまたは RTF ファイルからテキストを読み込む場合は、そのファイルで使用されているフォント
がシステムに組み込まれていることを確認してください。 フォント名が同じでも形式が異なる場合（Type 1、TrueType または
CID）も含め、フォントやフォントスタイルが見つからない場合は、予期しない結果が生じることがあります。 日本語システ
ムでは、文字セットの違いによって、Windows で入力されたテキストを Mac OS で表示できない場合があります。

新しいファイルへのテキストの読み込み
1. ファイル／開くを選択します。
2. 目的のテキストファイルを選択し、「開く」をクリックします。

既存のファイルへのテキストの読み込み
1. ファイル／配置を選択します。 読み込むファイルを選択して、「配置」をクリックします。
2. プレーンテキスト（.txt）ファイルを読み込む場合は、次の操作を行ってから「OK」をクリックします。

ファイルの作成に使用した文字セットとプラットフォームを指定します。
「改行」オプションを選択し、ファイル内の余分な改行の処理方法を指定します。
ファイルのスペース文字列をタブに置換するには、「空白」オプションを選択します。 タブに置換するスペースの数を入
力します。

テキストの書き出し

テキストのテキストファイルへの書き出し
1. 文字ツールを使用して、書き出すテキストを選択します。
2. ファイル／書き出しを選択します。
3. 書き出しダイアログボックスで、ファイルを保存する場所を選択します。
4. ファイルの種類として、テキスト形式（TXT）を選択します。
5. 「ファイル名」テキストボックスに新規のテキストファイルの名前を入力し、「保存」（Windows）または「書き出し」
（Mac OS）をクリックします。

6. プラットフォームとエンコーディング方法を選択して、「書き出し」をクリックします。

Flash に書き出すためのテキストへのタグ付け
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Illustrator から Adobe Flash には様々な方法でテキストを書き出すことができます。 テキストは、静的テキスト、動的テキスト、または入力テキ
ストとして書き出せます。 動的テキストを使用すると、ユーザーがテキストをクリックしたときに開くサイトの URL を指定できます。 動的テキ
ストと入力テキストについて詳しくは、Flash のヘルプを参照してください。
Flash テキストには、ポイント文字、エリア内文字、またはパス上文字を入れることができます。SWF 形式では、すべてのテキストはエリア内文
字に変換されます。 バウンディングボックスは変化せず、このボックスに適用されたすべての変形は SWF 形式でも保持されます。 スレッドテキ
ストオブジェクトは個別に書き出されます。スレッドのすべてのオブジェクトにタグを付け、書き出すには、それぞれを選択してタグを付けたこ
とを確認します。オーバーフローテキストは、そのままの状態で Flash Player に読み込まれます。
テキストにタグを付けたら、Illustrator からテキストを書き出すことで、またはテキストをコピー＆ペーストすることで、Flash に読み込むことが
できます。
Illustrator と Flash の間でテキストを効率的に使用する方法に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0199_jp を参照してください。
注意： テキストのタグ付けとタグ解除によって、Illustrator の元のテキストが変更されることはありません。 タグは、元のテキストを変更するこ
となくいつでも変更できます。

1. テキストオブジェクトを選択し、コントロールパネルの「Flash テキスト」をクリックします。
2. Flash テキストパネルで、書式メニューから次のいずれかを選択します。
静的テキスト テキストを通常のテキストオブジェクトとして Flash Player に書き出します。このオブジェクトは、Flash で動
的に変更したり、プログラムで変更したりできません。静的テキストの内容と外観は、テキストを作成したときに決まりま
す。
動的テキスト テキストを動的テキストとして書き出します。このテキストは、ActionScript のコマンドとタグを使用してプロ
グラムで実行時に更新できます。動的テキストは、スポーツの点数、株価、ニュースの見出し、また、テキストを動的に更新
する同様の目的で使用できます。
テキスト入力 テキストを入力テキストとして書き出します。これは動的テキストと同じですが、入力テキストでは、ユーザー
は Flash Player でテキストを編集できます。 入力テキストは、フォーム、調査、またユーザーがテキストを入力または編集す
るその他の同様の目的で使用します。

3. （オプション）テキストオブジェクトのインスタンス名を入力します。 インスタンス名を入力しないと、レイヤーパネルのそ
のテキストオブジェクトの初期設定の名前が、Flash でテキストオブジェクトの操作に使用されます。

4. レンダリングのタイプを指定します。 「デバイスフォントを使用」オプションは、字形をデバイスフォントに変換します（デ
バイスフォントではアンチエイリアスは使用できません）。
注意： フォント名は、通常はそのまま使用され、フォントを検索するために、再生プラットフォームのフォントシステムに直
接渡されます。 ただし、再生プラットフォームに応じて異なるフォント名にマッピングされる、特殊な間接的なフォント名が
いくつかあります。 これらの間接的なマッピングは、Flash Player のプラットフォームに固有の各ポートにハードコードさ
れ、各プラットフォームのフォントは、システムのデフォルトフォントや、使用可能なその他のフォントから選択されます。
もう 1 つの注意事項として、間接的なマッピングは、プラットフォーム間での間接的なフォントの類似性を最大化するために
指定されている点があります。
アニメーション アニメーションへの出力用にテキストを最適化します。
読みやすさ 読みやすさを中心にテキストを最適化します。
カスタム テキストの「太さ」と「シャープネス」のカスタム値を指定できます。
デバイスフォントを使用 字形をデバイスフォントに変換します。 デバイスフォントではアンチエイリアスは使用できませ
ん。
_sans、_serif、_typewriter プラットフォーム間で欧文代用フォントをマッピングし、類似したアピアランスを保証しま
す。
Gothic、Tohaba（Gothic Mono）、Mincho プラットフォーム間で日本語代用フォントをマッピングし、類似したアピアラ
ンスを保証します。
注意： 代用フォントについて詳しくは、アドビの Web サイトから Flash の仕様に関するドキュメントを参照してください。

5. （オプション）次のいずれかを選択します。
選択可能 書き出されたテキストを Flash で選択できるようにします。
テキストの周囲にボーダーを表示 テキストの境界を Flash で表示できるようにします。
文字オプションを編集 文字を埋め込むダイアログボックスを開き、特定の文字をテキストオブジェクトに埋め込めるよう
にします。 表示されるリストから埋め込む文字を選択し、「追加する文字を指定する」テキストボックスに文字を入力し、
「自動入力」をクリックして、埋め込む必要がある文字または文字の組み合わせを自動的に選択します。

6. （オプション）テキストに動的テキストとしてタグを付けると、そのテキストをクリックしたときに開くページの URL を指定
することができます。次に、ターゲットウィンドウを選択して、そのページの読み込み先を指定できます。
_self 現在のウィンドウの現在のフレームを指定します。
_blank 新規ウィンドウを指定します。
_parent 現在のフレームの親を指定します。
_top 現在のウィンドウの最上位レベルのフレームを指定します。
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7. テキストに入力テキストとしてタグを付けた場合は、テキストオブジェクトに入力できる最大の文字数を指定します。
テキストに Flash テキストとしてタグを付けた場合は、選択／オブジェクト／Flash 動的テキストまたは Flash テキスト入力を選択して、その
ようなすべてのテキストを一度に選択できます。

関連項目
Flash テキストのビデオ

  SWF 最適化オプション（Illustrator）

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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テキストの作成

ページの先頭へ

注意：

注意：

ページの先頭へ

任意の位置へのテキストの入力
エリア内への文字の入力
テキストエリアの操作
テキストの段組の作成
テキストエリアのヘッドラインを横幅いっぱいに合わせる
オブジェクト間のスレッドテキストの設定
オブジェクトへのテキストの回り込み
オブジェクトへのテキストの整列
アートワークから空のテキストオブジェクトの削除

任意の位置へのテキストの入力

ポイント文字は横組みまたは縦組みの文字列です。クリックした位置が始点となり、文字を入力した分だけ文
字列が伸長します。 各テキスト行は独立しています。編集すると拡大または縮小しますが、次の行に折り返
すことはありません。 この入力方法は、アートワークに短い文字列を追加するときに便利です。

1. 文字ツール  または文字（縦）ツール  を選択します。
ポインターが、点線のボックスで囲まれた I ビームに変わります。I ビームの下部に近い
ところにある短い水平線が文字のベースラインの位置で、この上に文字が配置されます。

2. コントロールパネル、文字パネル、または段落パネルでテキストの書式オプションを設定
します。

3. 文字列の入力を開始する位置をクリックします。

文字ツールで既存のオブジェクトをクリックしないように注意してください。ク
リックするとそのオブジェクトが、テキストエリアまたはテキスト用パスに変換されま
す。 文字列を入力する場所にオブジェクトが既に存在する場合は、そのオブジェクトを
ロックするか非表示にします。

4. 文字を入力します。 同じ文字オブジェクト内部で新しいテキスト行を開始するに
は、Enter キーまたは Return キーを押します。

5. 文字を入力したら、選択ツール  をクリックしてテキストオブジェクトを選択しま
す。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらテキストをク
リックして選択することもできます。

Illustrator でテキストを操作することについて詳しくは、このビデオを参照してください。

エリア内への文字の入力

エリア内文字（段落文字とも呼ばれる）は、オブジェクトのバウンディングボックス内に横組みまたは縦組み
で文字列が流し込まれます。境界線に達した文字は、エリア内に収まるように自動的に折り返されます。 こ
の入力方法は、複数のテキスト段落で構成されたパンフレットなどを作成するときに便利です。
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注意：

1. テキストエリアを定義します。

文字ツール または文字（縦）ツール  を選択し、斜めにドラッグして長方形の
テキストエリアを定義します。
テキストエリアとして使用するオブジェクトを描画します （オブジェクトに塗りや線
の属性が適用されていても自動的に削除されるため影響はありません）。 次に、文字
ツール 、文字（縦）ツール 、エリア内文字ツール 、またはエリア内文字
（縦）ツール  を選択し、オブジェクトのパス上の任意の場所をクリックします。

ドラッグによるテキストエリアの作成（上）と既存のオブジェクトを使用したテキストエ
リアの作成（下）

オブジェクトがオープンパスの場合は、エリア内文字ツールを使用してテキスト
エリアを定義する必要があります。 パスの各端点の間に仮の線が引かれ、境界線が定義
されます。

2. コントロールパネル、文字パネル、または段落パネルでテキストの書式オプションを設定
します。

3. 文字を入力します。 改行するには、Enter キーまたは Return キーを押します。

4. 文字を入力したら、選択ツール  をクリックしてテキストオブジェクトを選択しま
す。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらテキストをク
リックして選択することもできます。

文字がエリア内に収まらない場合は、テキストエリアの下にプラス記号（+）付きの小さ
いボックスが表示されます。

オーバーフローテキストの例

テキストエリアのサイズを変更するか、パスを拡張すると、オーバーフローした文字が表
示されるようになります。 テキストを別のオブジェクトにつなげてスレッドテキストを
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注意：

ページの先頭へ

作成することもできます。

Illustrator でテキストを操作することについて詳しくは、このビデオを参照してく
ださい。

テキストエリアの操作

テキストエリアのサイズ変更

ポイント文字、エリア内文字、パスに沿った文字のいずれかの作成に応じて、様々な方法でテキストのサイズ
を変更できます。
ポイント文字を使用した入力には文字数制限がないため、テキストボックスなどのサイズ変更は発生しませ
ん。
エリア内文字ツールを使用するときは、オブジェクトをドラッグして、選択したエリア内に入力します。この
とき、ダイレクト選択ツールを使用してオブジェクトのサイズを変更すると、文字のサイズが変更されます。
パスに沿って文字を入力するとき、選択したパスに文字が収まらない場合は、オブジェクト間で文字を連結す
ることができます（詳しくは、オブジェクト間のスレッドテキストの設定を参照）。この場合も、ダイレクト
選択ツールを使用してパスのサイズを変更すると、文字のサイズが変更されます。

バウンディングボックスが、バウンディングボックスを表示に設定されていることを確認してください。
バウンディングボックスが表示されていない場合は、表示／バウンディングボックスを表示を選択しま
す。

サイズを変更するには、次のいずれかの操作を行います。

選択ツールまたはレイヤーパネルを使用してテキストオブジェクトを選択し、バウン
ディングボックスのハンドルをドラッグします。

選択ツールを使用したテキストエリアのサイズ変更

ダイレクト選択ツール  を使用して、テキストエリアのパスの先端または角を選択し
ます。 次に、ドラッグしてパスの形状を調整します。
ヒント：ダイレクト選択ツールを使用してテキストエリアのパスを調整するには、ア
ウトラインモードで操作すると簡単です。

473



ダイレクト選択ツールを使用したテキストエリアのサイズ変更

選択ツールまたはレイヤーパネルを使用してテキストオブジェクトを選択し、書式／
エリア内文字オプションを選択します。 「幅」および「高さ」に値を入力して、
「OK」をクリックします。 テキストエリアが長方形ではない場合、この値によって
オブジェクトのバウンディングボックスのサイズが指定されます。

テキストエリアのマージンの変更

エリア内文字オブジェクトでは、テキストと境界線の間のマージンを調整できます。 このマージンを外枠か
らの間隔と呼びます。

1. エリア内文字オブジェクトを選択します。

2. 書式／エリア内文字オプションを選択します。

3. 「外枠からの間隔」に値を指定して、「OK」をクリックします。

外枠からの間隔がない文字（左）と外枠からの間隔がある文字（右）

テキストエリアの 1 列目のベースラインの上下移動

エリア内文字オブジェクトでは、1 列目のテキストとオブジェクトの上端からの位置を調整できます。 この位
置を 1 列目のベースラインのオフセットと呼びます。 例えば、オブジェクトの上端に接するようにテキスト
を配置したり、オブジェクトの上端から特定の間隔を空けてテキストを配置したりできます。

1 列目のベースラインを「キャップハイト」に設定した文字列（左）と 1 列目のベースラインを「行送り」に
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アセント

キャップハイト

行送り

x ハイト

仮想ボディの高さ

固定

レガシー

ページの先頭へ

段数

サイズ

固定

設定した文字列（右）

1. エリア内文字オブジェクトを選択します。

2. 書式／エリア内文字オプションを選択します。

3. 「1 列目のベースライン」で、次のいずれかのオプションを選択します。

そのフォントの「d」の上端が、テキストエリアの上端に接する位置になりま
す。

大文字の上端がテキストオブジェクトのテキストエリアの上端に接する
位置になります。

テキストエリアの上端からテキストの 1 列目のベースラインまでの間隔として、
テキストの行送り値が使用されます。

そのフォントの「x」の上端が、テキストエリアの上端に接する位置になりま
す。

日本語フォントの仮想ボディの上端がテキストエリアの上端に接しま
す。 このオプションは、環境設定ダイアログボックスの「日本語オプションを表示」の
設定に関係なく使用できます。

1 列目のテキストのベースラインとテキストエリアの上端の間隔が「最小」ボック
スで指定した値になります。

1 列目のベースラインに Adobe Illustrator 10 またはそれ以前のバージョンのデ
フォルトを使用します。

4. 「最小」には、ベースラインオフセットの値を指定します。

関連項目
ベースラインのシフト
日本語オプションの表示

テキストの段組の作成
1. エリア内文字オブジェクトを選択します。

2. 書式／エリア内文字オプションを選択します。

3. エリア内文字オプションダイアログボックスの「行」セクションと「列」セクションで、
次のオプションを設定します。

オブジェクトの行数と列数を指定します。

各行の高さと各列の幅を指定します。

テキストエリアのサイズを変更したときに段組サイズを変更するかどうかを指定し
ます。 このオプションを選択した場合、テキストエリアのサイズを変更すると段組の数
は変わりますが、各段組のサイズは変わりません。 このオプションを選択しない場合、
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間隔

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

テキストエリアのサイズを変更すると各段組のサイズが変わります。

段組のサイズ変更オプション

段組の間隔を指定します。

4. ダイアログボックスの「オプション」セクションで、「テキストの方向」オプションを選
択して段組間のテキストの方向を指定します。横組み  または縦組み  を選択しま
す。

5. 「OK」をクリックします。

テキストエリアのヘッドラインを横幅いっぱいに合わせる
1. 文字ツールを選択して、テキストエリアの幅に合わせる段落をクリックします。

2. 書式／ヘッドラインを合わせるを選択します。

文字の書式設定を変更した場合は、必ずヘッドラインを合わせるコマンドを適用
し直してください。

オブジェクト間のスレッドテキストの設定

1 つのオブジェクトから次のオブジェクトにテキストをスレッド（継続）するには、その 2 つのオブジェクト
をリンクします。 リンクするテキストオブジェクトの形状に制限はありません。ただし、テキストはエリア
内またはパスに沿って入力する必要があり、任意の位置に入力することはできません。
エリア内文字オブジェクトには、それぞれスレッド入力ポイントとスレッド出力ポイントがあります。これら
を使用して他のオブジェクトにリンクしたり、リンクするテキストオブジェクトをコピーして作成したりでき
ます。 空の矩形ポイントは、テキストがすべて表示され、オブジェクトがリンクされていないことを表しま
す。 ポイントに矢印が表示されている場合は、オブジェクトが別のオブジェクトにリンクしていることを表
します。 スレッド出力ポイントに赤いプラス記号が表示されている場合は、そのオブジェクト内にさらにテ
キストがあることを表します。 表示されていないこのようなテキストをオーバーフローテキストと呼びま
す。
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注意：

ページの先頭へ

リンクされたテキストオブジェクト上の入出力ポイント

スレッドを解除して、最初のオブジェクトまたは次のオブジェクトのどちらかにテキストを配置したり、ス
レッドのリンクをすべて解除して、テキストだけをその場所に残すこともできます。

スレッドテキストを操作する場合は、スレッドを表示すると便利です。 スレッドを表示するには、表
示／テキストのスレッドを表示を選択して、リンクされたオブジェクトを選択します。

スレッドテキスト
1. 選択ツールを使用して、エリア内文字オブジェクトを選択します。

2. 選択したテキストオブジェクトのスレッド入力ポイントまたはスレッド出力ポイントをク
リックします。 ポインターが読み込みテキストアイコン  に変わります。

3. 次のいずれかの操作を行います。

既存のオブジェクトにリンクするには、ポインターをそのオブジェクトのパスに合わ
せます。 ポインターが  に変わります。パスをクリックするとオブジェクトがリン
クされます。
新規にオブジェクトを作成してリンクするには、アートボードの空白部分をクリック
またはドラッグします。 クリックすると、元のオブジェクトとサイズおよび形状が同
じオブジェクトが作成されます。ドラッグすると、任意のサイズの長方形オブジェク
トが作成されます。
別の方法でスレッドテキストを作成することもできます。その場合は、エリア内文字
オブジェクトを選択して、リンクするオブジェクトを選択し、書式／スレッドテキス
トオプション／作成を選択します。

スレッドの削除またはリンク解除
1. リンクされているテキストオブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

2 つのオブジェクト間のスレッドを解除するには、スレッドの入力ポイントまたは出
力ポイントをダブルクリックします。 テキストが最初のオブジェクトに配置されま
す。
テキストスレッドからオブジェクトを除外するには、書式／スレッドテキストオプ
ション／選択部分をスレッドから除外を選択します。 テキストが次のオブジェクトに
配置されます。
スレッドのリンクをすべて解除するには、書式／スレッドテキストオプション／ス
レッドのリンクを解除を選択します。 テキストはその場に残ります。

オブジェクトへのテキストの回り込み
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注意：

オフセット

テキストオブジェクト、読み込んだイメージ、Illustrator で作成したオブジェクトなど、任意のオブジェクト
にエリアテキストを回り込ませることができます。 回り込み対象オブジェクトが埋め込まれたビットマップ
イメージの場合、テキストの回り込みは、不透明または部分的に不透明のピクセルに対して行われ、完全に透
明なピクセルは無視されます。
回り込みは、オブジェクトの重なり順によって決まります。この順序は、レイヤー名の横の三角形をクリック
することによりレイヤーパネルで表示できます。 テキストをオブジェクトに回り込ませるには、回り込み対
象オブジェクトがテキストと同じレイヤーにあり、レイヤー階層でテキストの前面に置かれていなければなり
ません。 レイヤーパネルでそのレイヤーを上下にドラッグして、階層を変更することができます。

オブジェクトへのテキストの回り込み

A. 回り込み対象オブジェクト B. 回り込んだテキスト 

関連項目
オブジェクトの重ね合わせ
パステキストの作成

テキストの回り込み
1. 回り込ませるテキストについて、次の条件を満たしていることを確認します。

エリア内文字である（ボックスに入力されている）。
回り込み対象オブジェクトと同じレイヤーにある。
同レイヤーの階層で、回り込み対象オブジェクトの下に配置されている。

レイヤーに複数のテキストオブジェクトがあり、回り込み対象オブジェクトに対
して回り込ませたくないテキストオブジェクトがある場合は、そのテキストオブジェクト
を回り込み対象オブジェクトよりも前面に配置するか別のレイヤーに移動します。

2. テキストを回り込ませるオブジェクトを選択します。

3. オブジェクト／テキストの回り込み／作成を選択します。

回り込みオプションの設定

テキストを回り込ませる前または後のいずれでも回り込みオプションを設定できます。

1. 回り込み対象オブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／テキストの回り込み／テキストの回り込みオプションを選択し、次のオプ
ションを指定します。

テキストと回り込み対象オブジェクトの間の余白を指定します。 正の値また
は負の値を入力できます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

回り込みを反転

ページの先頭へ

ページの先頭へ

回り込み対象オブジェクトの内側にテキストが回り込みます。

オブジェクトからのテキストの回り込みの解除
1. 回り込み対象オブジェクトを選択します。

2. オブジェクト／テキストの回り込み／解除を選択します。

オブジェクトへのテキストの整列

フォントメトリクスではなく、実際の字形のバウンディングボックスに従ってテキストを整列するには、次の
操作を行います。

1. 効果／パス／オブジェクトのアウトラインを選択して、「オブジェクトのアウトライン」
ライブ効果をテキストに適用します。

2. 整列パネルメニューから「プレビュー境界を使用」オプションを選択して、プレビュー境
界の使用を有効にします。

これらの設定を行うと、テキストをライブな状態に保持したまま、アウトライン化したテキストとまったく同
じように整列させることができます。

アートワークから空のテキストオブジェクトの削除

文字を含まないテキストパスやテキストエリアをアートワークから削除できます。削除するとアートワークの
ファイルサイズが小さくなり、プリントや編集の効率が向上します。 空のテキストオブジェクトは、アート
ワークで文字ツールをクリックした後に別のツールを選択した場合などに作成されます。

1. オブジェクト／パス／パスの削除を選択します。

2. 「空のテキストパス」オプションを選択して、「OK」をクリックします。
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パステキストの作成

ページの先頭へ

注意：

パス上のテキストの入力
パスに沿った文字の移動または反転
パス上に入力する効果の適用
パス上文字の垂直方向位置の調整
鋭いカーブ上の文字間隔の調整

パス上文字は、オープンパスまたはクローズパスに沿って文字を入力できます。水平方向に入力すると、文字
はベースラインとなるパスに対して平行になります。 垂直方向に入力すると、文字はベースラインとなるパ
スに対して垂直になります。 どちらの場合でも、文字は、パスにポイントが追加された方向に沿って並べら
れます。

パス上のテキストの入力
1. 次のいずれかの操作を行います。

パスに沿って横組み文字を作成するには、文字ツール  またはパス上文字ツール 
 を選択します。

パスに沿って縦組み文字を作成するには、文字（縦）ツール  またはパス上文字
（縦）ツール  を選択します。

2. コントロールパネル、文字パネル、または段落パネルでテキストの書式オプションを設定
します。

3. ポインターをパス上に置き、クリックします （パスに塗りや線の属性が適用されていて
も自動的に削除されるため影響はありません）。

オープンパスではなくクローズパスの場合は、パス上文字ツールを使用する必要
があります。

4. 文字を入力します。

5. 文字を入力したら、選択ツール  をクリックしてテキストオブジェクトを選択しま
す。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらテキストをク
リックして選択することもできます。

文字がエリア内またはパス上に収まらない場合は、テキストエリアの下にプラス記号（+）付きの小さいボッ
クスが表示されます。

オーバーフローテキストの例
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ページの先頭へ

テキストエリアのサイズを変更するか、パスを拡張すると、オーバーフローした文字が表示されるようになり
ます。 テキストを別のオブジェクトにつなげてスレッドテキストを作成することもできます。
パステキストの作成に関するビデオについては、「パステキストの作成」を参照してください。

パスに沿った文字の移動または反転
1. テキストオブジェクトを選択します。

文字列の先頭、パスの末尾およびその中間点にブラケットが表示されます。

2. ポインターを文字列の先頭のブラケットに合わせると、ポインターの横に小さいアイコン
 が表示されます。

3. 次のいずれかの操作を行います。

テキストをパスに沿って移動するには、中央のブラケットをパスに沿ってドラッグし
ます。 パスの反対側にドラッグしないようにするには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

パスに沿った文字の移動

テキストの方向を反転してパスの反対側に移動するには、パスを横切るようにブラ
ケットをドラッグします。 または、書式／パス上文字オプション／パス上文字オプ
ションを選択し、「反転」を選択して、「OK」をクリックします。

パスの反対側への文字の移動

ヒント：文字の方向を変更しないでパスの反対側に文字を移動するには、文字パネル
の「ベースラインシフトを設定」オプションを使用します。たとえば、円のパス上に
文字を左から右に入力した場合、「ベースラインシフトを設定」テキストボックスに
負の値を入力して文字の位置を下げます。これにより、円の内側に文字の上部を揃え
ることができます。
パステキストの作成に関するビデオについては、「パステキストの作成」を参照して
ください。
 

関連項目
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

アセンダ

ディセンダ

中央

ベースライン

ベースラインのシフト

パス上に入力する効果の適用

パス上文字に効果を使用すると、パス上に配置した文字の向きや位置を変えることができます。効果を適用す
る前に、まずパス上文字を作成する必要があります。

1. テキストオブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

書式／パス上文字オプションを選択し、サブメニューから効果を選択します。
書式／パス上文字オプション／パス上文字オプションを選択します。 効果メニューか
らオプションを選択して、「OK」をクリックします。
注意：完全な円形パス上の文字に引力効果を適用すると、初期設定の虹効果を適用し
たような結果になります。楕円形、正方形、長方形、またはその他の不規則な形状の
パスで同じ結果を得ることができます。

パス上文字の効果

パス上文字の垂直方向位置の調整
1. テキストオブジェクトを選択します。

2. 書式／パス上文字オプション／パス上文字オプションを選択します。

3. パス上の位置ポップアップメニューでオプションを選択し、テキストパスに対する文字の
整列方法を指定します。ここでは、フォント全体の高さを基準にします。

フォントの上端をパスに揃えます。

フォントの下端をパスに揃えます。

フォントの上端と下端の中間点をパスに揃えます。

ベースラインをパスに揃えます。 これが初期設定値です。
注意：アセンダまたはディセンダのない文字（アルファベットの e など）や、ベースラ
インのない文字（アポストロフィなど）は、アセンダ、ディセンダおよびベースラインの
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ページの先頭へ

注意：

ある文字に合わせて整列されます。このようなフォントの寸法はフォントデザイナーに
よって指定されています。
ヒント：垂直方向の位置をさらに調整するには、文字パネルの「ベースラインシフトを設
定」を使用します。たとえば、文字の位置を下げるには、「ベースラインシフトを設定」
ボックスに負の値を入力します。

鋭いカーブ上の文字間隔の調整

鋭いカーブや鋭角上に文字を配置すると、文字が扇形に広がり余分なスペースが入っているように見えること
があります。 カーブ上の文字の間隔は、パス上文字オプションダイアログボックスの「間隔」オプションを
使用して調節することができます。

1. テキストオブジェクトを選択します。

2. 書式／パス上文字オプション／パス上文字オプションを選択します。

3. 「間隔」に値をポイントで入力します。 値を大きくするほど、鋭いカーブや鋭角上にあ
る文字間の間隔が狭くなります。

調整していない文字列（左）と間隔を調整した文字列（右）

「間隔」の値は、直線上にある文字には影響しません。 パス上の任意の位置にあ
る文字の間隔を調整するには、文字を選択してからカーニングまたはトラッキングを適用
します。
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-->

文字の拡大や縮小と回転

 

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

変形する文字の選択
文字の拡大や縮小率の調整
文字の回転

変形する文字の選択
オブジェクトと同じように、文字の回転、リフレクト、拡大・縮小、シアーを行えます。 ただし、変形の結果は文字の選択方法によって異なりま
す。
バウンディングパスと共に文字を変形するには、テキストオブジェクトを選択し、回転ツールを使用してオブジェクトおよびテ
キストを回転します。
バウンディングパスのみを変形し、文字は変形しない場合は、選択ツールでテキストオブジェクトを選択し、ドラッグします。

テキストパスの回転（左）と文字およびパスの回転（右）

文字の拡大や縮小率の調整
元のサイズを基準にして、文字の縦と横の比率を設定することができます。 比率が設定されていない文字の縦横比は 100 ％です。 フォントファミ
リーによっては、標準の文字スタイルより横幅の広い幅広フォントが含まれているものもあります。 拡大や縮小をすると文字の形が歪むので、
フォントファミリーに幅の狭いフォントまたは幅の広いフォントがある場合は、そのフォントを使用することをお勧めします。

1. 変更する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。テキストを選択しなかった場合、拡大や縮小は新しく作成するテ
キストに適用されます。

2. 文字パネルで、垂直比率オプション  または水平比率オプション  を設定します。

文字の回転
テキストオブジェクト内の文字を特定の角度だけ回転するには、回転する文字列またはテキストオブジェクトを選択します
（テキストを選択しなかった場合、回転は新しく作成するテキストに適用されます）。 文字パネルで、文字の回転オプション 

 を設定します。
横組みと縦組みを切り替えるには、テキストオブジェクトを選択し、書式／組み方向／横組みまたは書式／組み方向／縦組みを
選択します。
テキストオブジェクト全体（文字とバウンディングボックスの両方）を回転するには、バウンディングボックス、自由変形ツー
ル、回転ツール、回転コマンドまたは変形パネルを使用して、回転操作を実行します。
日本語の縦組みテキストで複数の文字を回転するには、縦中横オプションを使用して、複数の文字を回転します。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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スペルチェックと言語の辞書

トップへ戻る

トップへ戻る
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スペルチェック
スペルチェック用の辞書の編集
テキストの言語指定
Unicode について

スペルチェック
1. 編集／スペルチェックを選択します。
2. 単語の検出と無視のオプションを表示するには、ダイアログボックスの下部にある矢印アイコンをクリックし、必要に応じて
オプションを設定します。

3. 「開始」をクリックして、スペルチェックを開始します。
4. スペルが間違っている単語またはその他の検出条件による単語が表示されたら、次のいずれかの操作を行います。

単語を修正せずにスペルチェックを続行するには、「無視」または「すべて無視」をクリックします。
「候補」で単語を選択するか、検出された単語のボックスで正しい単語に修正します。次に、「置換」をクリックすると、
強調表示されているスペルミスの単語だけが修正されます。「すべてを置換」をクリックして、ドキュメント内の同じスペ
ルミスの単語をすべて修正することもできます。
スペルの間違いではない単語で辞書にない単語は、「辞書に追加」をクリックすると辞書に登録できます。辞書に登録した
単語は、次回からはスペルミスとして検出されません。

5. ドキュメントのスペルチェックが完了したら、「完了」をクリックします。
Illustrator では、指定した言語に基づいて、様々な言語のスペルミスをチェックできます。

スペルチェック用の辞書の編集
1. 編集／カスタム辞書を編集を選択します。
2. 次の操作を行い、「完了」をクリックします。

辞書に新しい単語を追加するには、「単語」ボックスに単語を入力して「追加」をクリックします。
辞書から単語を削除するには、リストで単語を選択して「削除」をクリックします。
辞書の単語を修正するには、リストで単語を選択して、 新しい単語を「単語」ボックスに入力し、「置換」をクリックし
ます。

テキストの言語指定
Illustrator では、スペルチェックとハイフネーションを行うときに、該当するテキストに最も近い言語の辞書が使用されます。 それぞれの辞書に
は、数十万語が標準的な音節規則で収められています。 ドキュメント全体で使用する言語を指定することも、選択したテキストに対して言語を指
定することもできます。

同一単語の各言語によるハイフネーションの違い
A. 英語の場合 B.  ドイツ語の旧正書法 C. ドイツ語の新正書法
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すべてのテキストに対する言語の指定
1. 編集／環境設定／ハイフネーション（Windows）または Illustrator／環境設定／ハイフネーション（Mac OS）を選択します。
2. 言語ポップアップメニューで辞書として使用する言語を選択して、「OK」をクリックします。

選択したテキストに対する言語の指定
1. テキストを選択します。
2. 文字パネルの言語ポップアップメニューから辞書として使用する言語を選択します。 言語メニューが表示されていない場合
は、文字パネルメニューの「オプションを表示」を選択します。

Unicode について
Illustrator では Unicode がサポートされています。Unicode は、使用する言語やコンピューターの種類にかかわらず、すべての文字に一意の番号を
割り当てる標準規格です。 Unicode は次のような特徴を備えています。
移植性 ファイルを別のコンピューターに移動しても、文字が変わりません。 ドキュメントに外国語のテキストを加えても混乱が起きません。これ
は、外国語の文字も、他の言語と重ならない独自の文字コードを持つためです。
プラットフォーム非依存  Windows も Mac OS も現在では Unicode をサポートしているため、この両者間でのファイル交換が簡単になりま
す。Windows と Mac OS のコンピューター間でファイルを移動したという理由だけで Illustrator ファイルの校正を行う必要はなくなりました。
多様性  Unicode 準拠フォントは大量の文字に対応しているため、特殊な文字も簡単に利用できます。
柔軟性  Unicode に対応していると、書体を置き換えても字形は置き換わりません。 Unicode 準拠のフォントでは、どの書体を使用しても g とい
う字形は常に g です。
このような特徴があるため、例えばフランスのデザイナーが韓国のクライアントのためにデザインし、それを米国のデザイナーに引き継いでも、
テキストの扱いに苦労することはなくなります。 米国のデザイナーは、オペレーティングシステムで正しい言語を有効にし、外国語のフォントを
読み込むだけで、作業を続けることができます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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フォント

トップへ戻る

トップへ戻る

フォントについて
OpenType フォント
フォントのプレビュー
フォントファミリーとスタイルの選択
書体サイズの指定
フォントの検索と置換
所在不明のフォントの操作

フォントについて
フォントは、文字、数字、記号などのセットで、例えば、13 級の小塚明朝 Pro R などのように、太さ（ウェイト）、平均的な字幅、スタイルと
いった属性を持っています。
書体（フォントファミリーまたはタイプフェイスとも呼びます）は、小塚明朝など、共通の体裁を持つフォントの集まりで、一緒に使用するよう
に設計されています。
フォントスタイルは、フォントファミリーに含まれるフォントのバリエーションです。 欧文フォントでは、Roman または Plain（フォントファミ
リーごとに名称は異なります）は、フォントファミリーの中で基本となるフォントで、「regular」、「bold」、「semibold」、「italic」、「bold
italic」などのフォントスタイルがあります。
アジア言語フォントでは、太さ（ウェイトとも呼ばれます）のバリエーションによってフォントスタイル名が設定されているケースが多いようで
す。 例えば日本語フォントの小塚明朝 Pro R には、EL（Extra Light）、L（Light）、R（Regular）、M（Medium）、B（Bold）、H（Heavy）の
6 種類のウェイトがあります。 なお、フォントスタイル名の表示はフォントメーカーによって異なります。 スタイルの異なるフォントはそれぞれ
独立したファイルとして提供されます。 あるスタイルのファイルがインストールされていない場合は、フォントスタイルとして選択することはで
きません。
システムにインストールされているフォントに加えて、次のフォルダー内のフォントファイルも使用できます。Fonts フォルダーがない場合はフォ
ルダーを作成すれば使用できるようになります。
Windows Program Files¥Common Files¥Adobe¥Fonts
Mac OS ライブラリ/Application Support/Adobe/Fonts
Type 1、TrueType、Open Type または CID フォントをローカルの Fonts フォルダーにインストールした場合、フォントは Adobe アプリケーショ
ン内でのみ表示されます。

OpenType フォント
OpenType フォントは、Windows® と Mac OS® で同じフォントファイルを使用するため、プラットフォーム間でファイルを移動する際に、フォ
ントの代用などを意識せずに使用することができます。 OpenType フォントには、現在の PostScript や TrueType フォントでは実現されていない
スワッシュ字形や任意の合字など、多くの機能を組み込むことが可能です。

OpenType フォントには  アイコンが表示されます。
OpenType フォント使用時は、テキスト内の欧文合字、スモールキャップス、分数、オールドスタイルのライニング数字のような異体字を自動的
に置き換えることができます。

標準フォント字形（左）と OpenType フォント機能（右）
A.  上付き序数表記 B.  任意の合字 C.  スワッシュ
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OpenType フォントには、より豊富な言語サポートと高度な文字制御を提供するために、拡張文字セットおよびレイアウト機能が含まれているこ
とがあります。 中央ヨーロッパ（CE）言語をサポートするアドビの OpenType フォントには、アプリケーションのフォントメニューのフォント
名に「Pro」という語が含まれています。 中央ヨーロッパ言語をサポートしない OpenType フォントには、「Standard」というラベルが付されて
おり、「Std」という接尾辞が付いています。 また、すべての OpenType フォントは、PostScript Type 1 フォントおよび TrueType フォントと一
緒にインストールすることができます。
OpenType フォントについて詳しくは、www.adobe.com/go/opentype_jp を参照してください。

フォントのプレビュー
文字パネルまたはアプリケーションのフォントを選択できるその他の領域のフォントファミリーおよびフォントスタイルメニューで、フォントの
サンプルを表示できます。 また、次のアイコンでフォントの種類が示されます。

OpenType 

Type 1 

TrueType 

マルチプルマスター 

合成フォント 

テキスト環境設定でプレビュー機能をオフにしたり、フォント名またはフォントサンプルのポイントサイズを変更したりするこ
とができます。

フォントファミリーとスタイルの選択
1. 変更する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。 テキストを選択しなかった場合、フォントは新しく作成するテキ
ストに適用されます。

2. コントロールパネル、書式メニューまたは文字パネルを使用して、フォントファミリとフォントスタイルを選択します。
コントロールパネルで、フォントファミリとフォントスタイルを設定します。
書式メニューで、フォントまたは最近使用したフォントサブメニューからフォント名を選択します。 使用可能なフォント
がそのフォントデザインで表示されるため、フォントメニューを使用する方法が便利です。
文字パネルで、フォントファミリとフォントスタイルを設定します。 ポップアップメニューから選択するほかに、フォン
ト名が英語で表示されている場合は、テキストボックス内をクリックして、名前の先頭の数文字を入力して選択することも
できます。
最近使用したフォントサブメニューに表示されるフォント数を変更するには、編集／環境設定／テキスト（Windows）
または Illustrator／環境設定／テキスト（Mac OS）を選択し、「最近使用したフォントの表示数」オプションを設定し
ます。

書体サイズの指定
1. 変更する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。テキストを選択しなかった場合、書体サイズは新しく作成するテ
キストに適用されます。

2. 次のいずれかの操作を行います。
文字パネルまたはコントロールパネルで、「フォントサイズ」オプションを設定します。
書式／サイズメニューでサイズを選択します。 「その他」を選択すると、文字パネルで新しいサイズを入力できます。
文字サイズの単位は、環境設定ダイアログボックスで変更できます。このオプションは Fireworks では使用できませ
ん。

フォントの検索と置換
1. 書式／フォント検索を選択します。

フォントの検索ダイアログボックスを移動すると、ドキュメント内のすべてのテキストが確認できるようになります。
2. ダイアログボックスの上部で、検索するフォントの名前を選択します。 最初に該当するテキストがドキュメントウィンドウ内
で強調表示されます。

3. ダイアログボックスの下部で置換するフォントを選択します。 次の操作を行って、置換するフォントのリストをカスタマイズ
できます。
置換するフォントポップアップメニューでオプションを選択します。「ドキュメント」を選択すると、ドキュメントで使用
されているフォントだけが表示され、「システム」を選択すると、コンピューターにインストールされているフォントがす

488

http://www.adobe.com/go/opentype_jp


 

トップへ戻る

べて表示されます。
「対象フォント」で、一覧に表示するフォントの種類を選択し、表示しないフォントの種類の選択を解除します。

4. 次のいずれかの操作を行います。
「置換」をクリックすると、強調表示されたテキストのフォントが置換されます。
「すべて置換」をクリックすると、該当するフォントがすべて置換されます。
該当するフォントがドキュメント内ですべて置換されると、そのフォント名が「使用中のフォント」の一覧から削除されま
す。

5. 手順 2 ～ 4 を繰り返して、他のフォントを検索、置換します。
6. 「完了」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
注意： フォント検索コマンドを使用してフォントを置換した場合、フォント以外の文字の属性は変更されません。

所在不明のフォントの操作
システムにインストールされていないフォントをドキュメントで使用している場合、そのドキュメントを開くと警告メッセージが表示されます。
所在不明のフォントが示され、使用可能な類似のフォントで置き換えられます。
所在不明のフォントを別のフォントと置き換えるには、所在不明のフォントを使用している文字を選択し、使用可能な別のフォ
ントを適用します。
所在不明のフォントを Illustrator で使用できるようにするには、そのフォントをシステムにインストールするか、フォント管理
アプリケーションを使用してそのフォントを有効にします。
代替フォントをピンク色で強調表示するには、ファイル／ドキュメント設定を選択し、「代替フォントを強調表示」（必要に応
じて「代替字形を強調表示」）を選択してから「OK」をクリックします。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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環境に無いフォントの検索（Typekit のワークフロー）
Illustrator CC の 2014 リリースで導入

ページの先頭へ

Illustrator CC の 2014 リリース以降、アートワークファイルを開く際に環境に無いフォントを検出すると、環
境にないフォントを Typekit ライブラリで探して確認するようになりました。Typekit Web で入手可能な場合
は、すぐにそのフォントをコンピューターに同期させて、Illustrator アートワークのアピアランスを元に戻す
ことができます。

Typekit Web サイトから入手可能（Typekit の購読を使用）なフォントを使用する一般的な方法について
は、Typekit フォントを参照してください。

強化されたフォント検索ダイアログ
Typekit を使用して環境に無いフォントの検索
代替フォントの環境設定

強化されたフォント検索ダイアログ

フォント検索ダイアログが強化され、詳しい情報が表示されるようになりました。また、最新のインターフェ
イスでさらに多くの機能を利用できます。

A. 同期中アイコン B. 環境に無いフォントアイコン C. 「同期」チェックボックス D. 「フォントを同期」ボタ
ン E. フライアウトメニュー F. ステータス 
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同期中アイコン

環境に無いフォントアイコン

「同期」チェックボックス

「フォントを同期」ボタン

フライアウトメニュー

ステータス

ページの先頭へ

この機能強化には次のものが含まれています：

Typekit ライブラリから同期中の環境に無いフォントを示します。

環境に無いフォントを示します。

このチェックボックスをオンにすると、環境に無いフォントが同期されま
す。

このボタンをクリックすると、Typekit Web サイトから、環境に無いフォ
ントをローカルコンピューターに同期します。

フライアウトメニューをクリックし、表示されたフォントのリストをフィル
ターするために、チェックボックスをオンにします。

実行中の現在のアクションを表示します。

Typekit を使用して環境に無いフォントの検索

重要：この機能を動作させるには、次の操作を行う必要があります。
1. Creative Cloud アプリケーションにログインします
2. Creative Cloud アプリケーションでフォントの同期を有効にします（Creative Cloud アプ
リケーション／環境設定／「フォント」タブ／「同期オン / オフ」オプション）

1. テキスト要素が含まれるアートワークファイルを開きます。テキスト要素で、ローカルコ
ンピューターで使用できないフォントが使用されている場合、テキストはピンクで強調表
示されます。

環境に無いフォントのテキスト要素はピンクで強調表示されます。

2. 環境に無いフォントダイアログボックスに、環境に無いフォントのリストが表示されま
す。フォント名に回転ホイールが表示されている場合、Typekit ライブラリにフォントが
あるかどうかのチェックが進行中であることを示します。 

フォント名のチェックボックスがオンの場合は、そのフォントが Typekit ライブラリ
にあることを示します。これらのフォントを同期させるには、「フォントを同期」ボ
タンをクリックします。
フォント名のチェックボックスがオフの場合は、そのフォントが Typekit Web サイト
にないことを示します。フォントを見つけて代用するには、「フォントを検索」ボタ
ンをクリックします。
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環境に無いフォントダイアログボックスで、Typekit Web サイトにフォントがあるかどう
かのチェックが実行されます。

3. （オプション）環境に無いフォントのリストをさらに詳しく調べるには、環境に無いフォ
ントダイアログボックスで「フォントを検索」ボタンをクリックし、次のいずれかの操作
を行います。
「ドキュメントフォント」リストで、環境に無いフォントのチェックボックスをオン
にして、「フォントを同期」ボタンをクリックします。
「置換するフォント」ドロップダウンを使用して、Typekit Web サイトにない任意の
フォントを他のフォントで代用します。
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フォント検索ダイアログボックスを使用して、環境に無いフォントを同期させるか、ド
キュメントまたはコンピューターにある別のフォントで代用します。

4. 環境に無いフォントダイアログボックスで、「閉じる」ボタンをクリックします。
環境に無いフォントがコンピューターに同期されると、Creative Cloud アプリケーション
により、ダウンロードされたフォントの数（フォントが 1 つの場合はその名前）を示す
通知が表示されます。ドキュメントが更新され、テキスト要素が正しいフォントで表示さ
れます。

環境に無いフォントが Typekit Web サイトから同期されると、テキスト要素の背景はピ
ンクではなくなります。

代替フォントの環境設定

コンピューターで使用できないフォントが Illustrator ドキュメントのテキストで使用されている場合、そのテ
キストは代替フォントを使用してレンダリングされ、コンテンツはピンクで強調表示されます。
代替フォントの強調は環境設定ダイアログボックスで設定します（Ctrl （Windows）また
は Command （Mac OS） + K キー／「テキスト」タブ／「代替フォントを強調表示」
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注意：

チェックボックス）。
デフォルトでは設定は有効です。
現在、これは Illustrator 固有の設定で、開いているすべてのファイルに適用されます。

このリリースの前は、「代替フォントを強調表示」はドキュメント設定ダイアログボックスで使用で
きましたが、ファイル固有の設定でした。Illustrator CC の 2014 リリース以降、このオプションはアプリケー
ションレベルの設定になりました。
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テキストの機能強化
Illustrator CC（2014 リリース）で導入
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テキスト関連のレイアウトと入力機能が Illustrator CC の 2014 リリースで機能強化されています：
組版の様々な表記（後述の表を参照）を表すものとして、いくつかの制御文字（書式／制御文字を表示）が追加されました。
段落の終わりの表記と行末の表記は、異なる字形です。
制御文字の表示に使用されるフォントが、Adobe Sans MM に変更されています。
Illustrator テキストエディターにおいて、ソフトリターンで終わる行の揃えが考慮されるようになりました（Shift +
Enter/Return キー）。
Illustrator テキストエディターで、IVS（全角文字列）がサポートされるようになりました。これによって、以下の 2 つの重要
な機能強化が実現されます。

1. 読み込んだテキストまたはコピーしたテキストは、ソースで入力されていたのと同じ正しい字形で表示されます。
2. IVS サポートフォントを使用して入力すると、期待どおりの字形で表示します。

元の文字 元の Unicode 代替字形 代替字形名 代替 Unicode

スペース 0020 · 中黒 00B7

段落の終わり 000D ¶ 段落記号 00B6

タブ 0009 » 右向き二重山括弧引用記号 00BB

ソフトリターン（強
制改行）

0003 ¬ 否定記号 00AC

段落区切り 2029 ¬ 否定記号 00AC

テキスト終了  # 番号記号 0023

任意ハイフン 00AD - ハイフン 002D

EM スペース 2003 _ EM ダッシュ 2014

EN スペース 2002 - EN ダッシュ 2013

極細スペース 200A  分音記号 00A8

細いスペース 2009  キャロン 02C7
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Typekit フォントの使用
Illustrator CC 2014 の更新内容（2014 年 6 月）

警告：

Typekit フォントの使用

Creative Cloud のユーザーは、ご使用のコンピューターに同期された Typekit フォントを使用できます。これ
らのフォントは、もともとインストールされているフォントと一緒に表示されます。そして今回、フォントリ

ストに Typekit フォントのみを表示できるようになりました。これによって、お気に入りの Typekit フォント
を簡単に選択できます。

Typekit フォントはプロテクトされたフォントです。Illustrator のパッケージファイルを作成する際
に、他のフォントと共にパッケージされません。ファイルに Typekit フォントをパッケージ化する場
合、Illustrator CC 以降を実行している別のコンピューターで Illustrator ファイルを開く際、使用できないフォ
ントが通知されます。フォント検索ダイアログを使用して、使用できないフォントを特定して Typekit の Web
サイトからダウンロードできます。

詳しくは、環境に無いフォントの検索を参照してください。

Typekit フォントのフィルタリング

1. Illustrator で使用できるフォントのリストを表示するには、次のいずれかの操作を行いま
す。

文字パネル（Ctrl + T キー）からフォントファミリードロップダウンを表示します。
コントロールパネルからフォントファミリードロップダウンを表示します。

2. フォントファミリードロップダウンで、Typekit フォントフィルターアイコンをクリック
します。

A. Typekit フォントフィルター B. Typekit の Web サイト C. Typekit フォントアイコン 

フィルタリングなしの表示では、Typekit フォントアイコンによってそのフォントが
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Typekit フォントであることがわかります。

3. お気に入りのフォントを見つける、または Typekit からフォントを追加するには、ドロッ
プダウンの Typekit Web サイトアイコンをクリックします。

Typekit フォントフィルターは、次の 2 つの場所で使用できます。

文字パネル（Ctrl + T キー）のフォントファミリードロップダウン
コントロールパネルのフォントファミリードロップダウン

Typekit フォントのフィルタリング：

Typekit フォントフィルター（上図の A）をクリックすると、Typekit フォントのみが表示
されます。

Typekit Web サイトアイコン（上図の B）をクリックすると、デフォルトのブラウザーで
Typekit の Web サイトが開きます。
フィルタリングなしの表示では、すべての Typekit フォントに Typekit フォントアイコン
が表示されます。

フォントを検索するには、ドロップダウンでフォント名の全部または一部を入力します。

Illustrator から Typekit の Web サイトにアクセスする方法：

Illustrator から直接 Typekit の Web サイトにアクセスすると、自動的にサインインも行われます。Typekit の
Web サイトにアクセスするには、次のいずれかの操作を行います。

コントロールパネルでフォントファミリードロップダウンをクリックし、Typekit Web サ
イトアイコンをクリックします。

文字パネル（Ctrl（Windows）／Command（Mac OS）+ T）でフォントファミリード
ロップダウンをクリックし、Typekit Web サイトアイコンをクリックします。

環境に無いフォントのワークフロー（Illustrator CC 2014）

ローカルコンピューターにはない Typekit ベースのフォントを使用している Illustrator ファイルを開く場合が
あるかもしれません。Illustrator CC 2014 の機能強化されたフォント検索ダイアログには、Typekit Web サイ
トで入手可能なフォントを検出して、環境に無いフォントをローカルコンピューターに同期するオプションが

あります。

詳しくは、環境に無いフォントの Typekit ワークフローを使用した検索の記事を参照してください。
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文字スタイルと段落スタイル

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

文字スタイルと段落スタイルについて

文字スタイルまたは段落スタイルの作成

文字スタイルまたは段落スタイルの編集

スタイルの属性変更の解除

文字スタイルまたは段落スタイルの削除

他の Illustrator ドキュメントからの文字スタイルと段落スタイルの読み込み

文字スタイルと段落スタイルについて

文字スタイルとは、文字書式の属性を集めたもので、選択したテキスト範囲に適用することができます。 段落スタイルとは、文字書式と段落書式
の両方の属性を集めたもので、選択した段落または段落範囲に適用することができます。 文字スタイルと段落スタイルを使用すると、時間を短縮
でき、ドキュメント内の書式を統一できます。

文字スタイルパネルと段落スタイルパネルを使用して、文字スタイルと段落スタイルの作成、適用、管理を行います。 スタイルを適用するには、
テキストを選択し、パネルで適用するスタイル名をクリックします。 テキストを選択しなかった場合、スタイルは新しく作成するテキストに適用
されます。

段落スタイルパネル

A.  スタイル名 B.  選択されているテキストのスタイル（属性変更あり） C.  パネルメニュー D.  新規スタイルを作成ボタン E.  削除アイコン

テキストを選択するか、テキスト内にカーソルを置くと、使用されているスタイルが文字スタイルパネルおよび段落スタイルパネル内で強調表示

されます。 初期設定では、ドキュメントのすべての文字には「標準文字スタイル」が割り当てられ、すべての段落には「標準段落スタイル」が割
り当てられます。 初期設定の各種スタイルを基にして、他のすべてのスタイルを作成できます。

スタイル名の横にプラス（+）記号が表示されている場合は、そのスタイルに属性変更があることを表します。 属性変更とは、スタイルに定義さ
れている属性と一致しない書式がある状態を指します。文字パネルや OpenType パネルで設定を変更すると、現在の文字スタイルに対して属性変
更が生じます。同様に、段落パネルで設定を変更すると、現在の段落スタイルに対して属性変更が生じます。

Illustrator での文字スタイルと段落スタイルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0047_jp（英語）を参照してください。

文字スタイルまたは段落スタイルの作成

1. 既存のテキストの書式を基に新しいスタイルを作成する場合は、テキストを選択します。
2. 文字スタイルパネルまたは段落スタイルパネルで、次のいずれかの操作を行います。

初期設定の名前でスタイルを作成するには、新規スタイルを作成ボタンをクリックします。

名前を指定してスタイルを作成するには、パネルメニューの「新規文字スタイル」または「新規段落スタイル」を選択しま

す。名前を入力して、「OK」をクリックします。

文字スタイルまたは段落スタイルのコピーを作成するには、スタイルを新規スタイルを作成ボタンにドラッグします。

文字スタイルまたは段落スタイルの編集

新しく作成したスタイルと同様に、初期設定の文字スタイルと段落スタイルの定義を変更することができます。 スタイルの定義を変更すると、そ
のスタイルが適用されているすべてのテキストの書式が変更され、新しく定義した書式に置き換えられます。
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

1. 文字スタイルパネルまたは段落スタイルパネルで、次のいずれかの操作を行います。

パネルでスタイルを選択し、文字スタイルパネルメニューの「文字スタイルオプション」または段落スタイルパネルメ

ニューの「段落スタイルオプション」を選択します。

スタイル名をダブルクリックします。

注意： ダブルクリックすると、テキストが選択されている場合はそのテキストにスタイルが反映され、テキストが選択さ
れていない場合は新しく入力するテキストにスタイルが適用されます。 スタイルを適用しない場合は、Shift + Ctrl キー
（Windows）または Shift + Command キー（Mac OS）を押しながらスタイル名をダブルクリックします。

2. ダイアログボックスの左側にあるスタイル設定オプションのカテゴリを選択して、必要なオプションを設定します。 別のカテ
ゴリを選択すると、別のスタイル設定オプショングループに切り替えることができます。

書式設定オプションについて詳細情報が必要な場合は、Illustrator ヘルプでオプション名を検索します。

3. オプションの設定が完了したら、「OK」をクリックします。

スタイルの属性変更の解除

文字スタイルパネルまたは段落スタイルパネルでスタイル名の横にプラス記号が表示されている場合、そのスタイルに属性変更があることを意味

します。 属性変更とは、スタイルに定義されている属性と一致しない書式がある状態を指します。 スタイルの属性変更を解除するには、いくつか
の方法があります。

属性の変更を解除して、テキストのアピアランスをスタイルの定義に戻すには、同じスタイルを再度適用するか、パネルメ

ニューの「属性変更を解除」を選択します。

異なるスタイルを適用するときに属性の変更を解除するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しなが
らスタイル名をクリックします。

スタイルを再定義してテキストの現在のアピアランスを保持するには、テキスト内の少なくとも 1 文字を選択して、パネルメ
ニューの「文字スタイルの再定義」または「段落スタイルの再定義」を選択します。

スタイルを使用してテキストの書式を統一する場合は、属性の変更を解除することをお勧めします。 テキストを一度しか使用
せず、すばやく書式を設定する場合は、変更された属性があっても問題はありません。

文字スタイルまたは段落スタイルの削除

スタイルを削除しても、そのスタイルが適用されていた段落のアピアランスは変化しませんが、段落へのスタイルの割り当てが解除されます。

1. 文字スタイルパネルまたは段落スタイルパネルで、スタイル名を 1 つまたは複数選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

パネルメニューの「文字スタイルを削除」または「段落スタイルを削除」を選択します。

パネルの下部にある削除アイコン  をクリックします。

パネル下部にある削除アイコンにスタイルをドラッグします。

使用されていないスタイルをすべて削除するには、パネルメニューの「未使用項目を選択」を選択して、削除アイコン

をクリックします。

他の Illustrator ドキュメントからの文字スタイルと段落スタイルの読み込み
1. 文字スタイルパネルまたは段落スタイルパネルで、次のいずれかの操作を行います。

パネルメニューの「文字スタイルの読み込み」または「段落スタイルの読み込み」を選択します。

パネルメニューの「すべてのスタイルの読み込み」を選択すると、文字スタイルと段落スタイルの両方が読み込まれます。

2. スタイルを読み込む Illustrator ドキュメントをダブルクリックします。

関連項目

Illustrator でのスタイルの使用のビデオ

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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合成フォントの作成

トップへ戻る

合成フォントの作成

合成フォントの特殊文字

合成フォントの削除

合成フォントの書き出し

日本語フォントの文字と欧文フォントの文字を組み合わせて、1 つの合成フォントとして使用することができます。 合成フォントはフォントリス
トの最初に表示されます。

合成フォントは日本語フォントを基にして作成する必要があります。 例えば、中国語または韓国語フォントが含まれるフォントを作成すること
も、別のアプリケーションからコピーした、中国語または韓国語に基づく合成フォントを使用することもできません。

合成フォントの作成

日本語フォントの文字と欧文フォントの文字を組み合わせて、1 つの合成フォントとして使用することができます。 合成フォントはフォントリス
トの最初に表示されます。

重要： 合成フォントは日本語フォントを基にして作成する必要があります。 例えば、中国語または韓国語フォントが含まれるフォントを作成する
ことも、別のアプリケーションからコピーした、中国語または韓国語に基づく合成フォントを使用することもできません。

1. 書式／合成フォントを選択します。 このコマンドが表示されていない場合は、「テキスト」環境設定で「日本語オプションを
表示」を選択します。

2. 「新規」をクリックし、合成フォント名を入力して、「OK」をクリックします。
3. 既存の合成フォントがある場合は、新しく作成する合成フォントの基になる合成フォントを選択することができます。
4. 文字のカテゴリを選択します。

文字カテゴリ

A. 漢字 B.  かな C. 全角約物 D. 全角記号 E. 半角欧文 F. 半角数字

5. 単位ポップアップメニューから、フォント属性に使用する単位（「％」または「級」）を選択します。
6. 選択した文字カテゴリのフォント属性を設定します。 カテゴリによっては、設定できない属性もあります。
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フォント属性

A. フォントファミリ B.  フォントスタイル C. サイズ D. ベースライン E. 垂直比率 F. 水平比率 G. 文字中央で拡
大・縮小

7. 合成フォントのサンプルを表示するには、「サンプルを表示」をクリックします。

サンプルは、次の方法で変更できます。

サンプルの右側にあるボタンをクリックして、平均字面 、仮想ボディ 、欧文ベースライン 、キャップハイト 
、最大アセント / ディセント 、アセンダハイト 、x ハイト  の線の表示を切り替えます。

ズームポップアップメニューで表示倍率を選択します。

8. 「保存」をクリックし、合成フォントの設定を保存してから、「OK」をクリックします。

合成フォントの文字カテゴリ

漢字 合成フォントの基本フォントです。 他の文字カテゴリのサイズとベースラインは、ここで指定されたフォントのサイズとベースラインに基づ
いて設定されます。

かな ひらがなとカタカナに使用されるフォントです。

全角約物 全角約物に使用されるフォントです。

全角記号 全角記号に使用されるフォントです。

半角欧文 半角欧文に使用されるフォントです。

半角数字 半角数字に使用されるフォントです。 通常は欧文フォントを指定します。

合成フォントのフォント属性

フォントファミリとフォントスタイル 文字に使用されるフォントです。

サイズ 漢字のサイズを基準とした文字のサイズです。 同じフォントサイズを指定しても、フォントによって実際のサイズが異なる場合がありま
す。

ベースライン 漢字のベースラインを基準としたベースラインの位置です。

垂直比率、水平比率 文字の拡大・縮小率です。 拡大や縮小ができるのは、かな、半角カタカナ、外字、半角欧文および半角数字です。
文字の中央で拡大・縮小 かな文字の拡大または縮小方法を指定します。 このオプションを選択すると、文字は中央を基準に拡大または縮小されま
す。 このオプションの選択を解除すると、文字は欧文のベースラインを基準に拡大や縮小されます。
すべての文字に対して同比率の変形を指定するには、「サイズ」の値を指定し、垂直比率と水平比率の値は 100 ％に固定します。 文字の変形
の比率が水平と垂直で異なる場合は、「サイズ」は 100 ％に固定した状態で水平および垂直比率を設定します。

合成フォントの特殊文字

1. 書式／合成フォントを選択します。 このコマンドが表示されていない場合は、「テキスト」環境設定で「日本語オプションを
表示」を選択します。

2. 合成フォントダイアログボックスの「特殊文字」をクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行います。

既存の特殊文字セットを変更するには、編集する特殊文字セットを選択します。

特殊文字セットを作成するには、「新規」をクリックして特殊文字セット名を入力し、「OK」をクリックします。既存の
特殊文字セットの中から元とするセットを選択して、新しく特殊文字セットを作成することもできます。

4. 次のいずれかの操作を行います。
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文字を直接入力して追加するには、文字ポップアップメニューの「直接入力」を選択し、ボックスに文字を入力して、「追

加」をクリックします。

文字コードを使用して文字を追加するには、文字ポップアップメニューでエンコード形式を選択し、文字コードを入力し

て、「追加」をクリックします。

注意： 32 ビット文字を特殊文字セットに追加することはできません。

文字を削除するには、リストボックスで削除する文字を選択して、「削除」をクリックします。

5. 特殊文字セットを設定したら、「保存」をクリックしてから「OK」をクリックします。
注意： 合成フォントに複数の特殊文字セットが設定されている場合は、一番下のセットが優先されます。

合成フォントの削除

1. 書式／合成フォントを選択します。 このコマンドが表示されていない場合は、「テキスト」環境設定で「日本語オプションを
表示」を選択します。

2. 合成フォントダイアログボックスで合成フォントを選択します。
3. 「フォントを削除」をクリックして、「はい」をクリックします。

合成フォントの書き出し

Illustrator から書き出した合成フォントは、日本語版の Adobe InDesign 2 以降のバージョンで読み込むことができます。

1. 書式／合成フォントを選択します。 このコマンドが表示されていない場合は、「テキスト」環境設定で「日本語オプションを
表示」を選択します。

2. 合成フォントダイアログボックスで、「書き出し」をクリックします。
3. ファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力して、「保存」をクリックします。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Illustrator 10 からのテキストの更新

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

Illustrator 10 で作成した文字の更新
ドキュメント内のすべてのレガシーテキストの更新
選択したレガシーテキストの更新
Illustrator 10 およびそれ以前のバージョンで作成したテキストオブジェクトを、それより後のバージョンの Illustrator で編集するには、テキストオ
ブジェクトを更新する必要があります。更新すると、段落スタイルと文字スタイル、オプティカルカーニング、OpenType® フォントの完全サポー
トなど、Illustrator CS5 のテキスト機能をすべて使用できるようになります。

Illustrator 10 で作成した文字の更新
Illustrator 10 およびそれ以前のバージョンで作成したテキストオブジェクトを、それより後のバージョンの Illustrator で編集するには、テキストオ
ブジェクトを更新する必要があります。更新すると、段落スタイルと文字スタイル、オプティカルカーニング、OpenType® フォントの完全サポー
トなど、Illustrator CS5 のテキスト機能をすべて使用できるようになります。
編集する必要がない場合は、テキストを更新する必要はありません。 更新されていないテキストをレガシーテキストと呼びます。 レガシーテキス
トは、表示、移動、プリントは可能ですが、編集することはできません。 レガシーテキストを選択すると、バウンディングボックス全体に「x」が
表示されます。
レガシーテキストの更新後、テキストの表示が若干変わる場合があります。 これは自分で簡単に再調整することができます。元のテキストをコ
ピーして再調整の参考にすることもできます。 初期設定では、以前のバージョンのファイルを開くと、ファイル名の末尾に自動的に [更新済み] と
いう文字が追加されます。そのため、ファイルのコピーが作成されることになり、元のファイルはそのまま残ります。 元のファイルを後で更新す
ることも、更新した場合は、元のバージョンに戻ることもできます。
注意： ファイル名に文字を付加しない場合は、編集／環境設定／一般（Windows）または Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を選択し、「以
前のバージョンファイルを開くときに [更新済み] をファイル名に追加」の選択を解除します。

ドキュメント内のすべてのレガシーテキストの更新
 次のいずれかの操作を行います。
ドキュメントを開くときに表示される警告メッセージで「更新」をクリックします。
ドキュメントを開いた後に、書式／テキストを更新／すべてのテキストを更新を選択します。

選択したレガシーテキストの更新
 次のいずれかの操作を行います。
コピーを作成せずにテキストを更新するには、テキストオブジェクトを選択して、書式／テキストを更新／選択したテキストを
更新を選択します。 または、文字ツールを選択して更新するテキスト内をクリックするか、選択ツールを使用して更新するテ
キストをダブルクリックします。 次に、「更新」をクリックします。
更新したテキストの下のレイヤーにレガシーテキストのコピーを保持するには、まず文字ツールを選択して更新するテキスト内
をクリックします。 または、選択ツールを使用して更新するテキストをダブルクリックします。 次に、「テキストオブジェク
トをコピー」をクリックします。 この操作により、更新したテキストとレガシーテキストのレイアウトを比較できます。

レガシーテキストの更新時にコピーを作成した場合は、以下のコマンドを使用できます。
書式／テキストを更新／コピーを表示またはコピーを隠すを使用して、コピーしたレガシーテキストの表示と非表示を切り替え
ます。
書式／テキストを更新／コピーを選択を使用して、コピーしたレガシーテキストを選択します。
書式／テキストを更新／コピーを削除を使用して、コピーしたレガシーテキストを削除します。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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行と文字の間隔

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

行送りの設定
ベースラインのシフト
カーニングと字送りの調整
文字幅の調整をオフまたはオンにする

行送りの設定

行と行の垂直方向の間隔は行送りと呼ばれます。 行送りとは、1 つのテキスト行のベースラインからその上の
行のベースラインまでの距離を示します。 ベースラインとは、文字の下の部分を結ぶ見えない線を指しま
す。
初期設定である「自動」行送りでは、行送りが書体サイズの 120 ％に設定されます（例えば、10 ポイントの
文字の行送りは 12 ポイントになります）。「自動」オプションが使用されている場合は、文字パネルの行送
りメニューに行送り値が括弧で示されます。 この初期設定の自動行送りの値を変更するには、段落パネルメ
ニューの「ジャスティフィケーション設定」を選択して、0 ～ 500 ％の範囲で値を指定します。
初期設定では、行送りは文字の属性として指定されるので、1 つの段落に複数の行送り値を適用することがで
きます。 1 つの行に複数の行送り値が指定されている場合は、最大値がその行の行送りになります。

横組みの日本語テキストでは、行送りの基準を行のベースラインにするか、行の上端にするかを指定
できます。

1. 変更する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。 テキストを選択しなかった
場合、行送りは新しく作成するテキストに適用されます。

2. 文字パネルで、行送りオプション （縦組みテキストの場合は ）を設定します。

ベースラインのシフト

「ベースラインシフト」オプションを使用すると、横組みテキストのベースラインに相対して文字を上下に移
動することができます（縦組みテキストの場合は、左右に移動）。 ベースラインの移動は、分数を手動で作
成したり、絵文字フォントの位置を調整したりする場合に使用します。

1. 変更する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。テキストを選択しなかった場
合、ベースラインの移動は新しく作成するテキストに適用されます。

2. 文字パネルで、ベースラインシフトオプションを設定します。 正の値を入力すると、選
択した文字のベースラインが周囲の文字のベースラインよりも上に移動します。負の値を
入力すると、下に移動します。

ベースラインシフト値を設定した文字
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注意：

注意：

カーニングと字送りの調整

カーニングとは、特定の文字の組み合わせの文字間隔を調整する処理です。 トラッキングとは、選択したテ
キストまたはテキストブロック全体の文字間隔を調整する処理です。

カーニング値および字送り値は日本語のテキストにも有効ですが、通常、これらのオプションは欧文
文字間のアキを調整するために使用されます。

メトリクスカーニングまたはオプティカルカーニングを使用すると、自動的に文字をカーニングすることがで
きます。 メトリクスカーニング（自動カーニングとも呼ばれます）では、ほとんどのフォントに含まれるペ
アカーニング情報が使用されます。 ペアカーニングには、特定の文字の組み合わせに対する間隔情報が定義
されています。 この文字の組み合わせに
は、LA、P.、To、Try、Ta、Tu、Te、Ty、Wa、WA、We、Wo、Ya、Yo などがあります。 メトリクスカー
ニングを使用するように初期設定されているので、テキストの入力または読み込み時に、特定の文字の組み合
わせに対して自動的にカーニングが行われます。
欧文フォントの中には、固有のペアカーニング情報を持っているフォントもありますが、 最小限のカーニン
グしか定義されていないか、まったくカーニングが定義されていないフォントを使用する場合や、1 行内に異
なるフォントやサイズを使用している場合は、オプティカルカーニングオプションを使用してカーニングを調
整します。 オプティカルカーニングでは、文字の形状に基づいて、隣接する文字の間隔が調整されます。

カーニングとトラッキングのオプション

A. 元のテキスト B. オプティカルカーニングを行ったテキスト C. W と a に手動カーニングを行ったテキス
ト D. トラッキングを行ったテキスト E. カーニングとトラッキングを行ったテキスト 

手動カーニングを使用して、2 つの文字間の間隔を調整することもできます。 トラッキングと手動カーニング
で設定した値はテキストに対してそれぞれ適用されるので、まず個々の文字間隔を調整してからテキストブ
ロック全体の文字間隔を調整すると、文字間の相対的なカーニングを保持できます。
文字間をクリックして挿入ポイントを置くと、文字パネルにカーニング値が表示されます。 オプティカル
カーニング値（既定のペアカーニング値）は、かっこ内に表示されます。 同様に、単語またはテキストの範
囲を選択すると、文字パネルにトラッキング値が表示されます。
字送りとカーニングの値は、現在の書体サイズを基準とした 1/1000 em 単位で指定します。 1 em は、6 ポイ
ントのフォントでは 6 ポイントになり、10 ポイントのフォントでは 10 ポイントになります。 カーニングと
字送りは、現在の書体サイズに比例します。

カーニング値およびトラッキング値は日本語のテキストにも有効ですが、通常これらのオプションは
欧文文字間のアキを調整するために使用されます。

カーニングの調整
次のいずれかの操作を行います。

選択した文字のフォントに定義されたカーニング情報を使用するには、文字パネルの
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カーニングオプションで「自動」または「メトリクス」を選択します。
選択した文字の間隔をその文字サイズに基づいて自動的に調整するには、文字パネル
のカーニングオプションで「オプティカル」を選択します。
手動でカーニングを調整するには、2 つの文字の間に挿入ポイントを置き、文字パネ
ルでカーニングオプションの値を設定します （テキストの一部を選択している場合
は、手動カーニングを行うことはできません。 代わりにトラッキングを使用しま
す）。
ヒント：Alt+ 右 / 左向き矢印キー（Windows）または Option+ 右 / 左向き矢印キー
（Mac OS）を押して、2 つの文字間のカーニングを増減します。
選択した文字のカーニングをオフにするには、文字パネルでカーニングオプションを
0（ゼロ）に設定します。
その他：文字の操作方法の一覧を表示するには、ヘルプで「ショートカットキー」を
検索します。

トラッキングの調整
1. 調整する文字範囲またはテキストオブジェクトを選択します。

2. 文字パネルで、トラッキングオプションを設定します。

文字幅の調整をオフまたはオンにする

このソフトウェアでは初期設定で、「文字幅を調整」オプションが使用されます。 そのため、文字間隔は一
定ではなく、1 ピクセル未満の単位で文字幅が調整されることもあります。
多くの場合、「文字幅を調整」オプションを選択すると、テキストの見た目と読みやすさの両方の点で最適な
文字間隔が設定されます。 ただし、小さいサイズの文字（20 ポイント未満）をオンライン表示する場合、
「文字幅を調整」オプションが選択されていると、文字同士がくっついたり間隔が開きすぎたりして読みにく
くなります。
「文字幅を調整」をオフにして、文字間隔を全ピクセル増分に固定すると、小さいテキスト同士がくっついて
しまうのを防ぐことができます。 「文字幅を調整」オプションの設定は、テキストレイヤー上のすべての文
字に適用されます。選択した文字だけに適用することはできません。

次のいずれかの操作を行います。

ピクセル単位でドキュメント全体の文字間隔を設定するには、文字パネルメニューの
「システムレイアウト」を選択します。
文字幅の調整を再び有効にするには、文字パネルメニューの「文字幅を調整」を選択
します。

関連項目
テキストの作成
ビデオチュートリアル - テキストの操作
テキストに関する 8 つのヒント（インスパイア）
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タブ

トップへ戻る

トップへ戻る

タブパネルの概要
タブの設定
タブの繰り返し
タブの移動
タブの削除
小数点揃えタブの文字の指定
タブリーダーの追加
タブパネル（ウィンドウ／書式／タブ）を使用すると、段落またはテキストオブジェクトにタブ位置を設定できます。タブの使用と設定について
詳しくは、Web ヘルプを参照してください。

タブパネルの概要
タブパネル（ウィンドウ／書式／タブ）を使用すると、段落またはテキストオブジェクトにタブ位置を設定できます。

タブパネル
A. タブ揃えボタン B.  タブの位置 C. リーダーボックス D. 揃え文字 E. パネルメニュー F. タブ定規 G. 磁石アイコン（テキスト上にパネ
ルを配置）
追加のコマンドやオプションはタブパネルメニューから使用できます。 このメニューを使用するには、パネルの右上隅にある三角形をクリックし
ます。

タブパネルと選択したテキストオブジェクトとの整列
タブパネルは作業エリア内のどこにでも移動できますが、通常はテキストオブジェクトと並べて置くのが便利です。

  磁石アイコン  をクリックします。 タブパネルは選択したテキストオブジェクトのすぐ上に移動し、ゼロ原点が左端に整列されます。 必要に
応じて、パネルの右下の角をドラッグして、定規を伸縮することができます。

定規の単位へのタブ位置のスナップ
初期設定では、タブ定規の任意の位置にタブを配置できます。

 パネルメニューから「単位にスナップ」を選択するか、Shift キーを押したままタブ位置をドラッグします。

タブ定規の測定単位の変更
タブ定規の測定単位は、環境設定ダイアログボックスの「単位」で「一般」に指定した単位はすべてのファイルに使用され、ドキュメント設定ダ
イアログボックスで指定した単位は現在のファイルに使用されます。
すべてのファイルの測定単位を変更するには、「単位」環境設定の「一般」で新しい単位を指定します。
現在のファイルの測定単位を変更するには、ドキュメント設定ダイアログボックスで新しい単位を指定します。

タブの設定
タブは段落全体に適用されます。 最初のタブを設定すると、そのタブより左側にある初期設定のタブはすべて削除されます。 続けてタブを設定す
ると、設定したタブの間にある初期設定のタブはすべて削除されます。

1. 段落内にカーソルを置きます。または、テキストオブジェクト内のすべての段落にタブを設定する場合は、テキストオブジェ
クトを選択します。
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2. タブパネルで、タブ揃えボタンをクリックして、タブ位置を基準としたテキスト揃えの方法を指定します。
左揃えタブ 横組みテキストの左側がタブに揃えられ、右端は不揃いになります。
中央揃えタブ テキストがタブ間の中央に揃えられます。
右揃えタブ 横組みテキストの右側がタブに揃えられ、左端は不揃いになります。
下揃えタブ 縦組みテキストの下端がタブに揃えられ、上端は不揃いになります。
上揃えタブ 縦組みテキストの上端がタブに揃えられ、下端は不揃いになります。
小数点揃えタブ テキストが小数点やドル記号などの特定の文字の位置で揃えられます。 このオプションは数字を縦に配置する
場合に便利です。
各タブ揃えの方法は、タブを選択してタブ揃えボタンの 1 つをクリックするだけで変更できます。

3. 次のいずれかの操作を行います。
タブ定規上で新しくタブを設定する位置をクリックします。
「位置」ボックスに数値を入力して、Enter キーまたは Return キーを押します。「位置」ボックスが選択されている場合
は、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押すと、タブの値が 1 ポイントずつ増減します。
注意： タブ定規を使用するときは、1 より小さい単位でタブ位置を設定することはできません。 ただし、「位置」ボック
スで位置を指定した場合は、0.01 ポイント単位でタブ位置を設定できます。

4. 手順 2 ～ 3 を繰り返して、さらにタブを追加します。
注意： タブパネルを使用したインデントの設定について詳しくは、テキストのインデントを参照してください。

タブの繰り返し
「繰り返し」（InDesign）、または「タブの繰り返し」（Illustrator）コマンドを使用すると、左インデントまたは 1 つ前のタブから現在のタブま
での距離に基づいて、複数のタブが作成されます。

1. 段落にテキスト挿入点を置きます。
2. タブパネルで定規上のタブ位置を選択します。
3. パネルメニューの「繰り返し」（InDesign）、または「タブの繰り返し」（Illustrator）を選択します。

繰り返して作成されたタブ
A.  タブ揃えボタン B.  定規上のタブ位置 C.  パネルメニュー

タブの移動
1. タブパネルで定規上のタブ位置を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

「位置」テキストボックスに移動先の位置を入力して、Enter キーまたは Return キーを押します。
タブを新しい位置にドラッグします。
すべてのタブをまとめて移動するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグし
ます。
タブの移動中は、選択したテキスト内にガイドが表示されます。

タブの削除
 次のいずれかの操作を行います。
タブをタブ定規の外にドラッグします。
タブを選択して、パネルメニューの「タブを削除」を選択します。
すべてのタブを消去するには、パネルメニューの「すべてのタブを消去」を選択します。

小数点揃えタブの文字の指定

508



 

トップへ戻る

小数点揃えタブは、小数点やドル記号などの指定した文字を基準にしてテキストを整列するときに使用します。
1. タブパネルのタブ定規上で、小数点揃えタブ  を作成するか選択します。
2. 「揃え文字」ボックスで、整列の基準となる文字を入力します。 任意の文字を入力またはペーストできます。 整列する段落に
指定した文字が含まれていることを確認してください。

小数点揃えタブを使用して整列したテキスト

タブリーダーの追加
タブリーダーとは、タブと次のテキストまでの間に表示させるドットやダッシュなどの文字の繰り返しのことです。

1. タブパネルで定規上のタブ位置を選択します。
2. ボックスに、最大 8 文字までの文字のパターンを入力して、Enter キーまたは Return キーを押します。 入力した文字が、タ
ブの幅内で繰り返されます。

3. タブリーダーのフォントまたはその他の書式を変更するには、テキストエリアでタブ文字を選択して、文字パネルまたは書式
メニューを使用して書式を設定し、適用します。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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特殊文字

ページの先頭へ

ページの先頭へ

文字セットと異体字について
字形パネルの概要
字形パネルを使用して文字を挿入または置換する
OpenType パネルの概要
テキスト内の代替字形の強調表示
合字と前後関係に依存する字形の使用
スワッシュ字形、タイトル用字形およびデザインのバリエーションの使用
制御文字の表示と非表示の切り替え

文字セットと異体字について

書体には、キーボードに表示されている文字以外にも多くの字形が含まれています。 フォントの種類によっ
て、合字、分数、スワッシュ字形、飾り文字、上付き序数、タイトル用字形、デザインのバリエーション、上
付き文字、下付き文字、オールドスタイル数字、ライニング数字などが含まれます。 字形とは、文字の特定
の形を表します。 例えば、フォントによっては、スワッシュ字形やスモールキャップスなど、大文字の A を
いくつかの形で表すことができます。
異体字を挿入する方法は 2 つあります。

字形パネルを使用すると、任意の書体の字形を表示して挿入できます。
OpenType パネルを使用すると、異体字を使用する条件を設定できます。 例えば、特定の
テキストブロックで合字やタイトル用字形、分数を使用するなどを指定することができま
す。 異体字を 1 つずつ挿入する方法よりも OpenType パネルを使用する方が簡単で、書
体に対する異体字のばらつきがなくなります。 ただし、このパネルは OpenType フォン
トの場合にのみ使用可能です。

字形パネルの概要

字形パネル（書式／字形または、ウィンドウ／書式／字形）を使用すると、あるフォントの字形を表示した
り、特定の字形をドキュメントに挿入したりできます。
初期設定では、字形パネルには現在選択されているフォントの字形がすべて表示されます。 フォントを変更
するには、パネルの下部で別のフォントファミリとフォントスタイルを選択します。 ドキュメントで文字列
を選択している場合は、パネルの上部にある表示メニューで「現在の選択文字の異体字」を選択して異体字を
表示できます。
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注意：

ページの先頭へ

字形パネル

A. 表示メニュー B. フォントファミリー C. フォントスタイル D. ズームボタン 

字形パネルで OpenType フォントを選択した場合は、表示メニューでカテゴリを選択して、特定の種類の字
形だけをパネルに表示できます。 また、字形ボックスの右下隅に表示される三角形をクリックして異体字の
ポップアップメニューを表示することもできます。

異体字のポップアップメニュー

字形パネルを使用して文字を挿入または置換する
1. 文字を挿入するには、文字を入力する位置を文字ツールでクリックして挿入ポイントを配
置し、字形パネルで挿入する文字をダブルクリックします。

2. 文字を置換するには、表示ポップアップメニューから「現在の選択文字の異体字」を選択
し、文字ツールを使用してドキュメント内の文字を選択します。 字形パネルに目的の字
形がある場合は、該当する字形をダブルクリックします。

日本語の字形にはさらに置換オプションが用意されています。

OpenType パネルの概要

OpenType パネル（ウィンドウ／書式／OpenType）では、OpenType フォントの異体字を使用する方法を指
定します。 例えば、新規または既存のテキストで標準的な合字を使用するように指定できます。
OpenType フォントには様々な機能がありますが、フォントによっては OpenType パネルの一部のオプショ
ンを使用できない場合もあることに注意してください。 フォントに含まれる文字は、字形パネルを使用して
表示できます。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

OpenType パネル

A. 欧文合字 B. 前後関係に依存する字形 C. 任意の合字 D. スワッシュ字形 E. デザインのバリエーション F. タ
イトル用字形 G. 上付き序数表記 H. スラッシュを用いた分数 I. パネルメニュー J. OpenType 数字スタイルを
選択 K. OpenType 位置を選択 

日本語の OpenType フォントでは、追加のオプションも使用できます。

追加のコマンドやオプションは、OpenType パネルの右上隅にある OpenType パネルメニューから使用でき
ます。 

関連項目
日本語 OpenType フォントの属性の設定

テキスト内の代替字形の強調表示
1. ファイル／ドキュメント設定を選択します。

2. 「代替字形を強調表示」を選択して、「OK」をクリックします。テキスト内の代替字形
が強調表示されます。

合字と前後関係に依存する字形の使用

合字とは、特定の文字の組み合わせの代わりに使用できる出版用の文字です。 ほとんどのフォントで
は、fi、fl、ff、ffi、ffl などの標準的な文字の組み合わせの代わりに合字を使用できます。 さらに、ct、st、ft な
どの任意の合字を使用できるフォントもあります。 合字の文字は連結して表示されますが、編集機能は保持
されるので、スペルチェックで間違って検出されることはありません。
前後関係に依存する字形とは、いくつかの筆記体の書体に用意されている代替字形で、文字を美しく連結する
場合に使用できます。 例えば、Caflisch Script Pro フォントで前後関係に依存する字形を使用した場合、
「bloom」という単語の「bl」は連結され、手書きの文字のような印象を与えることができます。

1. 設定を適用する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。 テキストを選択しな
かった場合、設定は作成する新しいテキストに適用されます。

2. OpenType フォントが選択されていることを確認します。

3. OpenType パネルで、次のいずれかの操作を行います。

標準の欧文合字ボタンをクリックすると、標準の文字の組み合わせ（fi、fl、ff、ffi、ffl
など）の合字を使用するかどうかを設定できます。
任意の合字ボタンをクリックすると、標準以外の合字を使用するかどうかを設定でき
ます。
前後関係に依存する字形ボタンをクリックすると、前後関係に依存する字形を使用す
るかどうかを設定できます。

スワッシュ字形、タイトル用字形およびデザインのバリエーションの使
用

多くの OpenType フォントには、スタイル文字が用意されており、文字に装飾を加えることができます。 ス
ワッシュ字形とは、装飾曲線を施した文字です。 タイトル用字形とは、タイトルなどの大きなフォントサイ
ズ設定で使用するためにデザインされた文字で、通常はすべて大文字で使用します。 デザインのバリエー
ションとは、美術的な効果を出すためのスタイル文字です。
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1. 設定を適用する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。 テキストを選択しな
かった場合、設定は作成する新しいテキストに適用されます。

2. OpenType フォントが選択されていることを確認します。

3. OpenType パネルで、次のいずれかの操作を行います。

スワッシュ字形ボタンをクリックすると、スワッシュ字形を使用するかどうかを設定
できます。
デザインのバリエーションボタンをクリックすると、デザインのバリエーションを使
用するかどうかを設定できます。
タイトル用字形ボタンをクリックすると、タイトル用字形を使用するかどうかを設定
できます。

制御文字の表示と非表示の切り替え

制御文字には、ハードリターン（改行）、ソフトリターン（改行）、タブ、スペース、ハードスペース（分離
禁止スペース）、全角スペース、任意ハイフン、テキスト終端文字があります。
文字の書式設定および編集時に制御文字を表示するには、書式／制御文字を表示を選択します。 チェック
マークは制御文字が表示されることを示します。

関連項目
OpenType フォント
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日本語の書式設定

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

日本語オプションの表示
日本語 OpenType フォントの属性の設定
日本語の文字の異なる字形への置き換え
日本語テキストの行送りの指定
縦組みテキスト内の半角文字の回転
縦中横の使用
アキの使用
割注の使用
日本語の文字揃え
文字組みの使用
禁則処理の使用
ぶら下がりオプションの指定
繰り返し文字の処理の使用
Illustrator には、日本語の書式設定を行うための各種のオプションがあります。例えば、日本語 Open Type フォント属性、縦中横、アキ、割注、
文字揃え、文字組み、禁則、ぶら下がり、繰り返し文字の処理などを設定するオプションがあります。さらに、日本語フォントと欧文フォントを
組み合わせて、合成フォントを作成することもできます。
注意： Windows XP で簡体字中国語の GB18030 フォントをサポートするには、Illustrator CS5¥Simplified Chinese¥Goodies¥Optional Extensions
¥GB18030 フォルダーにある「お読みください」ファイルを参照してください。

日本語オプションの表示
日本語以外のオペレーティングシステムおよび Illustrator では、初期設定で、文字パネル、段落パネル、OpenType パネル、および書式メニューに
日本語オプションが表示されません。

1. 編集／環境設定／テキスト（Windows）または Illustrator／環境設定／テキスト（Mac OS）を選択します。
2. 「日本語オプションを表示」を選択して、「OK」をクリックします。
フォント名の表示方法も、「フォント名を英語表記」を選択または選択解除して、英語で表示するか日本語で表示するかを指
定できます。

注意： 多言語機能を利用する場合は、使用中のオペレーティングシステムでその言語がサポートされている必要があります。 詳しくは、オペレー
ティングシステムソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。

日本語 OpenType フォントの属性の設定
日本語 OpenType フォントには、現在の PostScript フォントや TrueType フォントでは使用できない数多くの機能があります。 また、日本語
OpenType フォントには様々な文字の異体字が用意されています。

1. 設定を適用する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。 テキストを選択しなかった場合、設定は作成する新しいテ
キストに適用されます。

2. OpenType フォントが選択されていることを確認します。
書式／フォントメニューを確認します。OpenType フォントには  アイコンが表示されます。

3. OpenType パネルで、必要に応じて以下のオプションを設定します。
プロポーショナルメトリクス フォントのプロポーショナルメトリクスに従ってカーニングを行います。
横または縦組み用かな 拗音、促音、ルビ文字など、横組みと縦組みで異なる字形を使用するひらがなのフォントを切り替えま
す。
欧文イタリック 半角の英数字をイタリックに変更します。

日本語の文字の異なる字形への置き換え
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1. 置き換える文字を選択します。
2. 字形パネルメニューからオプションを選択します。 以下のオプションが表示されていない場合は、「テキスト」環境設定で
「日本語オプションを表示」を選択します。 オプションが薄くグレー表示されている場合、現在のフォントでそのオプション
の異体字は使用できません。
旧字体 選択した文字を旧字体に置き換えます。
エキスパート字形 選択した文字をエキスパート字形に置き換えます。
JIS 04 字形 選択した文字を JIS 04 字形に置き換えます。
JIS 90 字形 選択した文字を JIS 90 字形に置き換えます。
JIS 78 字形 選択した文字を JIS 78 字形に置き換えます。
JIS 83 字形 選択した文字を JIS 83 字形に置き換えます。
等幅半角字形 選択したラテン文字の字形を等幅半角字形に置き換えます。
等幅三分字形 選択したラテン文字の字形を等幅三分字形に置き換えます。
等幅四分字形 選択したラテン文字の字形を等幅四分字形に置き換えます。
異体字を標準字形に戻すには、異体字を選択し、字形パネルメニューの「標準字形に戻す」を選択します。 文字スタイルを
使用して置き換えた字形は、この方法で元に戻すことはできません。

日本語テキストの行送りの指定
1. 調整する段落を選択します。
2. 段落パネルメニューで行送りオプションを選択します。
日本語基準の行送り 行の上端間の距離がテキストの行間として計測されます。 日本語基準の行送りを使用すると、段落内の 1
行目のテキストはバウンディングボックスの一番上に揃えられます。
欧文基準の行送り 横組みテキストの場合、テキストのベースライン間の距離がテキストの行間と見なされます。 欧文基準の行
送りを使用すると、テキストの 1 行目とバウンディングボックスとの間に間隔があけられます。 選択されているオプションの
横にはチェックマークが表示されます。
注意： 選択した行送り基準オプションは、行送りの幅には影響しません。行送りを測定する方法を指定するだけです。

縦組みテキスト内の半角文字の回転
縦組みテキスト内で、欧文字や数字などの半角文字の方向を変更できます。 初期設定では、半角文字は個別に回転されません。
半角文字を回転させる場合は、文字パネルメニューの「縦組み中の欧文回転」を選択します。

回転前の欧文テキストと回転後の欧文テキスト

縦中横の使用
縦中横（組み文字または連文字とも呼ばれる）は、縦組みテキスト内にある横組みのテキストブロックです。 縦中横を使用すると、縦組みテキス
ト内の数字、日付、短い外国語などの半角文字を読みやすくすることができます。

縦中横を設定していない数字（左）と縦中横を使用して回転した数字（右）
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1. 文字を選択し、文字パネルメニューから「縦中横」を選択します （「縦中横」を解除するには、もう一度選択します）。
2. 文字パネルメニューの「縦中横設定」を選択すると、以下のオプションが設定できます。
上下位置 正の値を指定するとテキストが上に移動し、負の値を指定すると下に移動します。
左右位置 正の値を指定するとテキストが右に移動し、負の値を指定すると左に移動します。
縦中横の文字間隔を調整するには、文字パネルの「文字ツメ」または「字送り」を使用します。

注意： 「縦中横」オプションが表示されていない場合は、「テキスト」環境設定で「日本語オプションを表示」を選択する必
要があります。

アキの使用
アキとは、文字の前後の空白を指します。 通常、文字間には、段落の文字組みアキ量設定に基づいて一定の間隔が空けられます。 文字パネルの
「アキを挿入」オプションを使用すると、特定の文字の文字組みアキ量設定を変更することができます。 例えば、始め括弧の前にアキを挿入する
には、「アキを挿入（左 / 上）」オプションを使用します。

アキを挿入していない括弧（左）とアキを挿入した括弧（右）
 文字ツールを使用して調整する文字を選択し、文字パネルで次のいずれかの操作を行います。
文字の前後にアキを追加するには、追加するアキの量を文字パネルのアキを挿入（左 / 上）メニュー  またはアキを挿入（右
/ 下）メニュー  で選択します。 例えば、「二分」を選択すると全角の半分のスペースが挿入され、「四分」を選択すると全
角の 4 分の 1 のスペースが挿入されます。
文字間のアキを詰めるには、文字ツメ  で割合を指定します。 パーセント値が高いほど、文字間のアキは狭くなります。
アキを挿入オプションと文字ツメオプションが表示されていない場合は、「テキスト」環境設定で「日本語オプションを表
示」を選択します。

文字ツメを設定していない文字（左）と文字ツメを設定した文字（右）

割注の使用
文字パネルの「割注」オプションを選択すると、選択した書体のサイズを縮小して、横組みテキストの場合は縦に複数行、縦組みテキストの場合
は横に複数行折り返すことができます。

割注を使用した縦組みテキストと横組みテキスト
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トップへ戻る

トップへ戻る

1. テキストを選択し、文字パネルメニューから「割注」を選択します （解除するには、もう一度選択します）。
2. 文字パネルメニューの「割注設定」を選択すると、以下のオプションが設定できます。
行数 割注を折り返す行数を指定します。
行の間隔 割注テキストの行間の距離を指定します。
拡大・縮小 割注テキストのサイズを、本文のサイズに対するパーセント値で設定します。
行揃え 割注テキストの行揃え方法を指定します。 例えば、縦組みのテキストエリアで「上揃え」を選択すると、割注テキスト
の行頭が割注テキストブロックの上端に揃えられます。 プレビューでは、割注テキストが本文に対してどの位置に表示される
かが示されます。
改行オプション 本文中で割注テキストが改行される際に、1 行目と最終行に配置される最小文字数を指定します。

日本語の文字揃え
文字揃えとは、日本語テキストで文字を揃えることです。 1 行のテキストにサイズの異なる文字が含まれている場合は、最も大きい文字に対する
テキストの整列位置を指定できます。整列位置は、仮想ボディの上、中央または下（縦組みテキストの場合は、右、中央または左）、欧文ベース
ライン、平均字面の上または下（縦組みテキストの場合は、右または左）から選択できます。 平均字面（ICF）とは、フォントデザイナーがフォ
ントを構成する全角字形をデザインするときに基準とする、標準の高さと幅です。

文字揃えオプション
A.  小さい文字を大きい文字の下に合わせて整列 B.  小さい文字を大きい文字の中央に合わせて整列 C.  小さい文字を大きい文字の上に合わせて
整列

 文字パネルメニューの「文字揃え」サブメニューからオプションを選択します。
欧文ベースライン 大きい文字のベースラインに小さい文字が揃えられます。
仮想ボディの上 / 右、仮想ボディの中央、仮想ボディの下 / 左 大きい文字の仮想ボディの指定された位置に小さい文字を揃えます。 縦組みのテキ
ストエリアでは、「仮想ボディの上 / 右」を選択するとテキストが仮想ボディの右に揃えられ、「仮想ボディの下 / 左」を選択するとテキストが仮
想ボディの左に揃えられます。
平均字面の上 / 右、平均字面の下 / 左 大きい文字の平均字面の指定した位置に小さい文字が揃えられます。 縦組みテキストのテキストエリアで
は、「平均字面の上 / 右」を選択するとテキストが平均字面の右に揃えられ、「平均字面の下 / 左」を選択するとテキストが平均字面の左に揃えら
れます。

文字組みの使用
文字組みでは、日本語のテキストで使用する和文字、欧文字、句読点、特殊文字、行頭文字、行末文字、数字などの間隔を指定します。 また、段
落のインデントを指定することもできます。
現在 Illustrator で採用されている文字間隔の規則は、日本工業規格（JIS）の仕様 JISx4051-1995 に準拠しています。 Illustrator であらかじめ定義
されている文字組みセットを選択して使用することができます。
さらに、独自の文字組みセットを作成することもできます。 作成した文字組みセットで、読点と始め括弧の間隔などのよく使用する文字の間隔設
定を編集できます。 例えば、インタビュー記事において、質問の前に em ダッシュを挿入したり、回答を括弧で囲んだりする場合に使用する文字
組みセットを作成できます。

段落の文字組みセットの選択
1. 文字パネルで、「カーニング」を 0 に設定します。
2. 段落パネルで、文字組みポップアップメニューからオプションを選択します。
なし 文字組みは適用されません。
約物半角 句読点などの約物に半角の間隔設定を使用します。
行末約物半角 行末以外のほとんどの約物に全角の間隔設定を使用します。
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トップへ戻る

「約物半角」を適用したテキスト（左）と「行末約物半角」を適用したテキスト（右）

行末約物全角 ほとんどの約物と行末約物に全角の間隔設定を使用します。
約物全角 句読点などの約物に全角の間隔設定を使用します。

「行末約物全角」を適用したテキスト（左）と「約物全角」を適用したテキスト（右）

文字組みセットの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。

書式／文字組みアキ量設定を選択します。
段落パネルで、文字組みポップアップメニューの「設定」を選択します。

2. 文字組みアキ量設定ダイアログボックスで、「新規」をクリックします。
3. 新しい文字組みセット名を入力し、作成するセットの元とするセットを指定して、「OK」をクリックします。
4. 単位ポップアップメニューの「％」または「分」を選択します。
5. 各オプションで、「最適」、「最小」および「最大」の値を指定します。 「最小」値は、禁則処理によって行を詰めるときに
使用されます。「最適」値より小さい値を指定します。 「最大」値は、両端揃えで行を広げるときに使用されます。「最適」
値より大きい値を指定します。
文字の種類によって、間隔を変更しない場合には、「最適」、「最小」および「最大」に同じ値を指定します。

6. 「保存」または「OK」をクリックして、設定を保存します。 設定を保存しない場合は、「キャンセル」をクリックします。
日本語のテキストで半角スペースや欧文の括弧を多用すると、テキストの組版に問題が発生する可能性が高くなります。 日
本語の組版では、欧文の括弧の代わりに全角の括弧を使用することをお勧めします。 欧文の括弧は、日本語テキストで長い
英文を使用する場合や、欧文の括弧を使用しないと深刻な問題が発生する場合にだけ使用してください。

文字組みセットの操作
 文字組みアキ量設定ダイアログボックスで、必要に応じて次の操作を行います。
文字組みセットを書き出すには、「書き出し」をクリックして、ファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力して、「保
存」をクリックします。書き出したファイルは、MJK 形式で保存されます。
文字組みセットを読み込むには、「読み込み」をクリックして、MJK 形式ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
文字組みセットを削除するには、名前ポップアップメニューから文字組みセット名を選択して、「削除」をクリックします。
削除する文字組みセットが適用されているテキストは、すべて初期設定の状態に戻ります。

注意： あらかじめ定義されている文字組みセットは削除できません。

禁則処理の使用
禁則処理を使用すると、日本語テキストの改行が調整されます。 行の最初や最後に配置しない文字を禁則文字と呼びます。 Illustrator には、強い
禁則処理セットと弱い禁則処理セットがあり、Photoshop には弱い禁則処理セットと最大禁則処理セットがあります。 弱い禁則処理セットでは、
長母音記号や小さいひらがなの禁則処理は行われません。 これらの既存のセットを使用したり、禁則文字を追加または削除して新しいセットを作
成したりすることができます。
日本語のぶら下がり文字や、次の行の先頭に置かない文字を定義することもできます。
文字を追い込むか追い出すかを指定して、禁則文字の配置を調整することができます。
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トップへ戻る

段落の禁則処理セットの選択
 段落パネルで、禁則処理セットポップアップメニューからオプションを選択します。
なし 禁則処理は行われません。
「弱い禁則」または「強い禁則」 選択した文字が行頭または行末にこないようにします。

禁則処理セットの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。

書式／禁則処理設定を選択します。
段落パネルで、禁則処理ポップアップメニューの「設定」を選択します。

2. 禁則処理設定ダイアログボックスで、「新規」をクリックします。
3. 新しく作成する禁則処理セット名を入力し、作成するセットの元とする設定を指定して、「OK」をクリックします。
4. 文字をフィールドに追加するには、フィールドを選択して、次のいずれかの操作を行います。

「追加文字」ボックスに文字を入力して、「追加」をクリックします。
Shift JIS、JIS、句点または Unicode から文字コード規格を選択し、文字コードを入力して、「追加」をクリックします。

5. フィールドの文字を削除するには、文字を選択して、「削除」をクリックします。 または、Backspace キー（Windows）また
は Delete キー（Mac OS）を押します。

6. 現在選択している文字のコードを確認するには、Shift JIS、JIS、句点または Unicode を選択すると、文字コードが表示されま
す。

7. 「保存」または「OK」をクリックして、設定を保存します。 設定を保存しない場合は、「キャンセル」をクリックします。

禁則処理セットの使用
 禁則処理設定ダイアログボックスで、必要に応じて次の操作を行います。
禁則処理セットを書き出すには、「書き出し」をクリックします。 ファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力して、
「保存」をクリックします。
書き出したファイルは、KSK 形式で保存されます。
禁則処理セットを読み込むには、「読み込み」をクリックします。 KSK 形式のファイルを選択して、「開く」をクリックしま
す。
禁則処理セットを削除するには、ポップアップメニューで削除する禁則処理セット名を選択し、 「セットを削除」をクリック
します。
注意： あらかじめ定義されている禁則処理セットは削除できません。

禁則処理の改行オプションの指定
以下の改行オプションを使用するには、禁則処理または文字組みを選択する必要があります。

 段落パネルメニューから「禁則調整方式」を選択し、以下のいずれかの方法を選択します。
追い込み優先 文字を前の行に上げて、禁則文字が行の先頭または末尾になることを防ぎます。
追い出し優先 文字を次の行に下げて、禁則文字が行の先頭または末尾になることを防ぎます。
追い出しのみ 常に文字を次の行に下げて、禁則文字が行の先頭または末尾になることを防ぎます。 前の行には上げられません。
選択されている方法の横にはチェックマークが表示されます。

分離禁止処理のオンとオフの切り替え
分離禁止処理が選択されている場合、禁則処理設定ダイアログボックスの「分離禁止文字」セクションで設定した文字は分離されません。

 段落パネルで、パネルメニューの「分離禁止処理」を選択します。
注意： このオプションは、禁則処理が設定されている場合のみ使用できます。

ぶら下がりオプションの指定
ぶら下がりを設定すると、1 バイト文字や 2 バイト文字の句読点が、段落のバウンディングボックスの外側に配置されます。

1. 段落パネルで、パネルメニューの「ぶら下がり」を選択します。
2. サブメニューでオプションを選択します。
なし ぶら下がりの設定は適用されません。
標準 バウンディングボックスの端が揃うように句読点をぶら下げます。
強制 行末にある句読点をバウンディングボックスの外に追い出して、その行のテキストを均等配置します。
注意： 禁則処理が「なし」に設定されている場合、「ぶら下がり」オプションは使用できません。

519



 

トップへ戻る繰り返し文字の処理の使用
段落パネルの「繰り返し文字の処理」オプションを使用すると、日本語の繰り返し文字の処理を指定できます。 初期設定では、本文中で同じ文字
が続けて繰り返されている場合に、2 番目の文字が繰り返し文字記号に置き換えられます。 このオプションを選択しているときに、2 つの文字が
改行により分割された場合は、両方で元の文字が表示されます。

「繰り返し文字の処理」オプションを使用しないテキスト（右）と使用したテキスト（左）
1. 文字ツールを使用して、繰り返し文字の処理を適用する段落を選択します。 テキストがない場合は、新しく入力するテキスト
に設定が適用されます。

2. 段落パネルで、パネルメニューから「繰り返し文字の処理」を選択します。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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書式設定の種類

ページの先頭へ

種類の選択
テキストの検索と置換
文字のカラーとアピアランスの変更
文字パネルの概要
テキストの下線や打ち消し線の適用
オールキャップスおよびすべてスモールキャップスの適用
大文字と小文字のスタイルの変更
引用符の種類の指定
文字のアンチエイリアスオプションの設定
上付き文字または下付き文字の作成
テキストからアウトラインへの変換
OpenType フォントの数字スタイルの選択
OpenType フォントでの分数と上付き序数の書式設定
句読点の自動調節の使用

種類の選択

文字を選択すると、文字の編集、文字パネルを使用した書式の設定、塗りや線の属性の適用、透明度の変更な
どができます。 このような操作は、1 文字のみ、指定した範囲の文字またはテキストオブジェクト内のすべて
の文字に適用できます。 文字を選択すると、ドキュメントウィンドウでは選択した文字が強調表示され、ア
ピアランスパネルに「文字」と表示されます。
テキストオブジェクトを選択すると、オブジェクト内のすべての文字に対して一括で書式オプションを適用で
きます。適用できるオプションには、文字パネルおよび段落パネルでの設定、塗りや線の属性、透明の設定な
どがあります。 また、選択したテキストオブジェクトに対して、効果、複数の塗りと線および不透明マスク
を適用できます （これらは個別に選択した文字に対して適用することはできません）。 テキストオブジェク
トを選択すると、ドキュメントウィンドウでオブジェクトの周囲にバウンディングボックスが表示され、アピ
アランスパネルには「テキスト」と表示されます。
テキストパスを選択すると、パスの形状を調整したり、塗りや線の属性を適用したりできます。 この選択方
法では、ポイント文字は選択できません。 テキストパスを選択すると、アピアランスパネルには「パス」と
表示されます。

文字の選択
任意の文字ツールを選択して、次のいずれかの操作を行います。

ドラッグして 1 つ以上の文字を選択します。 Shift キーを押しながらドラッグする
と、選択範囲を拡大または縮小できます。
単語にポインターを置いてダブルクリックすると、単語を選択できます。
段落内にポインターを置いてトリプルクリックすると、段落全体を選択できます。
1 つ以上の文字を選択して、選択／すべてを選択すると、テキストエリア内のすべて
の文字を選択できます。
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注意：

ページの先頭へ

テキストオブジェクトの選択

テキストオブジェクトを選択すると、オブジェクト内のすべての文字に対して一括で書式オプションを適用で
きます。適用できるオプションには、文字パネルおよび段落パネルでの設定、塗りや線の属性、透明の設定な
どがあります。 また、選択したテキストオブジェクトに対して、効果、複数の塗りと線および不透明マスク
を適用できます （これらは個別に選択した文字に対して適用することはできません）。 テキストオブジェク
トを選択すると、ドキュメントウィンドウでオブジェクトの周囲にバウンディングボックスが表示され、アピ
アランスパネルには「テキスト」と表示されます。

次のいずれかの操作を行います。

ドキュメントウィンドウで、選択ツール  またはダイレクト選択ツール  を使用して
テキストオブジェクトをクリックします。 Shift キーを押しながらクリックすると、テ
キストオブジェクトを追加で選択できます。
レイヤーパネルで、選択するテキストオブジェクトを特定してから、その項目の右端
（ターゲットボタンとスクロールバーの間）をクリックします。 Shift キーを押しなが
らレイヤーパネルの項目の右端をクリックすると、現在の選択範囲にテキストオブ
ジェクトを追加したり削除したりできます。
ドキュメント内のすべてのテキストオブジェクトを選択するには、選択／オブジェク
ト／テキストオブジェクトを選択します。

テキストパスの選択

テキストパスを選択すると、パスの形状を調整したり、塗りや線の属性を適用したりできます。 この選択方
法では、ポイント文字は選択できません。 テキストパスを選択すると、アピアランスパネルには「パス」と
表示されます。

テキストパスを選択するには、アウトラインモードで操作すると簡単です。

1. ダイレクト選択ツール  またはグループ選択ツール  を選択します。

2. テキストオブジェクトが選択されている場合は、オブジェクトのバウンディングボックス
の外側をクリックして選択を解除します。

3. 文字をクリックしないように注意しながら、テキストパスをクリックします（文字をク
リックすると、テキストパスではなくテキストオブジェクトが選択されます）。

環境設定ダイアログボックスの「テキストオブジェクトの選択範囲をパスに制限」では、ドキュメン
トウィンドウでテキストオブジェクトを選択するときに選択ツールでクリックして選択できる範囲を設定しま
す。このオプションが選択されている場合、文字を選択するにはテキストパス上を直接クリックする必要があ
ります。このオプションの選択が解除されている場合、文字やパスをクリックして、文字を選択することがで
きます。この環境設定は、編集／環境設定／テキスト（Windows）または Illustrator／環境設定／テキスト
（Mac OS）を選択すると設定できます。

テキストの検索と置換
1. 編集／検索と置換を選択します。

2. 検索する文字列と、必要に応じて置換する文字列を入力します。

「検索文字列」オプションと「置換文字列」オプションの右側にあるポップアップメ
ニューで、様々な特殊文字を選択できます。

3. 指定した文字列の検索方法をカスタマイズするには、必要に応じて次のオプションを選択
します。
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大文字と小文字を区別

単語として検索

下から検索

非表示のレイヤーを検索

ロックされたレイヤーを検索

ページの先頭へ

ページの先頭へ

「検索文字列」ボックスに入力されている単語の大文字と小文字
が完全に一致する単語を検索します。

「検索文字列」ボックス内のテキストと同じ単語だけを検索します。

テキストオブジェクトのレイヤーでの重なり順で下から上に検索します。

非表示のレイヤーにあるテキストも検索します。 このオプショ
ンを選択しない場合、非表示のレイヤーにあるテキストは無視されます。

ロックされたレイヤーにあるテキストも検索します。 この
オプションを選択しない場合、ロックされたレイヤーにあるテキストは無視されます。

4. 「検索」をクリックして、検索を開始します。

5. 該当する文字列が検索されたら、次のいずれかの操作を行います。

「置換」をクリックすると、文字列が置換されます。次の文字列を検索するには「次
を検索」をクリックします。
「置換して検索」をクリックすると、文字列が置換され、次の文字列が検索されま
す。
「すべてを置換」をクリックすると、ドキュメント内の該当するすべての文字列が置
換されます。

6. 「完了」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

検索と置換ダイアログボックスを閉じた後、次の文字列を検索するには、編集／次を
検索を選択します。

文字のカラーとアピアランスの変更

テキストオブジェクトのカラーとアピアランスは、塗り、線、透明設定、効果、グラフィックスタイルを適用
して変更できます。 テキストはラスタライズしない限りいつでも編集可能です。

1. 次のいずれかの操作を行います。

テキストオブジェクト内の特定の文字のアピアランスを変更するには、変更する文字
を選択します。
テキストオブジェクト内のすべての文字のアピアランスを変更したり、複数の塗りや
線を適用したりするには、テキストオブジェクトを選択します。
テキストパスに塗りまたは線を適用するには、テキストパスを選択します。

2. 必要に応じて塗り、線、透明設定、効果およびグラフィックスタイルを適用します。

テキストオブジェクトを選択してカラーを変更すると、テキストオブジェクト内の個々の
文字の属性は変更されます。

コントロールパネルを使用すると、選択した文字のカラーをすばやく変更できます。

関連項目
アピアランス属性について

文字パネルの概要
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ページの先頭へ

文字パネル（ウィンドウ／書式／文字）を使用してオプションを適用し、ドキュメント内の個々の文字に書式
を設定することができます。 文字を選択するか、文字ツールをアクティブにすると、コントロールパネルの
オプションを使用して文字の書式を設定することもできます。

文字パネル

A. フォント B. フォントスタイル C. フォントサイズ D. カーニング E. 水平比率 F. ベースラインシフト G. 行
送り H. トラッキング I. 垂直比率 J. 文字の回転 K. 言語 

A. フォント B. フォントスタイル C. フォントサイズ D. 左揃え E. 中央揃え F. 右揃え 

初期設定では、文字パネルには頻繁に使用されるオプションだけが表示されます。 すべてのオプションを表
示するには、オプションメニューから「オプションを表示」を選択します。 パネルのタブの上下の三角形を
クリックして、オプション表示を順番に切り替えることもできます。

関連項目
文字スタイルと段落スタイル

テキストの下線や打ち消し線の適用
1. 下線または打ち消し線を適用するテキストを選択します。 テキストを選択しなかった場
合、設定は作成する新しいテキストに適用されます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

テキストに下線を適用するには、文字パネルの下線ボタン  をクリックします。
テキストに打ち消し線を適用するには、文字パネルの打ち消し線ボタン  をクリック
します。

下線および打ち消し線のデフォルトの線幅は、フォントサイズによって変化します。

オールキャップスおよびすべてスモールキャップスの適用

テキストにスモールキャップスを適用すると、フォントにスモールキャップスがある場合はその文字が使用さ
れます。 スモールキャップスがない場合は、標準の大文字を縮小してスモールキャップスを合成します。
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すべて大文字

すべて小文字

単語の先頭のみ大文字

文頭のみ大文字

ページの先頭へ

標準の大文字（上）とスモールキャップス（下）

1. 変更する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。 テキストを選択しなかった
場合、設定は作成する新しいテキストに適用されます。

2. 文字パネルメニューから「オールキャップス」または「スモールキャップス」を選択しま
す。

合成したスモールキャップスのサイズを指定するには、ファイル／ドキュメント設定を選択します。「スモー
ルキャップス」に、元のフォントサイズに対するスモールキャップスのサイズをパーセント値で入力します
（初期設定値は 70 ％です）。

テキストの大文字と小文字の表記方法を、すべて大文字、すべて小文字、単語の先頭のみ大文字または文
頭のみ大文字に変更するには、書式／大文字と小文字の変更を選択します。

大文字と小文字のスタイルの変更
1. 変更する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。

2. 書式／大文字と小文字の変更サブメニューから、次のいずれかを選択します。

すべての欧文文字を大文字に変更します。
注意：すべて大文字コマンドを使用すると、任意の合字は標準の文字に変更されます。任
意の合字が単語の先頭にある場合は、単語の先頭のみ大文字コマンドと文頭のみ大文字コ
マンドを使用したときにも、任意の合字が標準の文字に変更されます。

すべての欧文文字を小文字に変更します。

各単語の先頭を大文字に変更します。

各文の先頭を大文字に変更します。
注意：文頭のみ大文字コマンドでは、ピリオド（.）、感嘆符（!）および疑問符（?）が
文の終わりと判断されます。 略語、ファイル名、URL など、文の終わり以外でこれらの
文字が使用されている場合、「文頭のみ大文字」を適用すると、意図しない大文字と小文
字の変更が行われることがあります。 さらに、固有名詞が小文字に変更されることもあ
ります。
ヒント：OpenType フォントを使用している場合は、「オールキャップス」の書式設定を
使用する方が美しい文字になります。

引用符の種類の指定

活字タイプの引用符はカーリークオート（curly quotes）とも呼ばれ、フォントの曲線と合うようにデザイン
されています。 一般に、活字タイプの引用符は、引用符およびアポストロフィとして使用されます。 まっす
ぐな引用符は、一般的にフィートやインチの省略形として使用されています。

ファイル／ドキュメント設定を選択して、次のいずれかの操作を行い、「OK」をクリッ
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なし

アートに最適（スーパーサンプリング）

文字に最適（ヒント）

ページの先頭へ

クします。

まっすぐな引用符を使用するには、「引用符の調節」の選択を解除します。
活字タイプの引用符を使用するには、「引用符の調節」を選択して引用符を設定する
言語を選択し、「二重引用符」と「引用符」のオプションを選択します。
注意：引用符のオプションは様々な言語に対して設定できます。これらの引用符は、
文字パネルまたは環境設定ダイアログボックスの「言語」で指定した言語のテキスト
に適用されます。
ヒント：句読点の自動調節コマンドを使用して、まっすぐな引用符を活字タイプの引
用符に置換することができます。

文字のアンチエイリアスオプションの設定

アートワークを JPEG、GIF、PNG などのビットマップ形式で保存すると、すべてのオブジェクトは 72 ピク
セル／インチでラスタライズされ、アンチエイリアスが適用されます。 ただし、アートワークに文字が含ま
れている場合、初期設定のアンチエイリアス設定では望ましい結果が得られないことがあります。 Illustrator
には、文字のラスタライズ専用のオプションがいくつかあります。 これらのオプションを使用するには、テ
キストオブジェクトをラスタライズしてからアートワークを保存する必要があります。

1. テキストオブジェクトを選択して、次のいずれかの操作を行います。

文字を完全にラスタライズするには、オブジェクト／ラスタライズを選択します。
オブジェクトの構造を変更しないで見かけだけをラスタライズするには、効果／ラス
タライズを選択します。

2. アンチエイリアスオプションを選択します。

アンチエイリアスは適用されず、ラスタライズしたときに文字の縁がぎざぎざにな
ります。

指定された解像度でテキストオブジェクトを含
めたすべてのオブジェクトをラスタライズし、アンチエイリアスを適用するデフォルトオ
プションです。デフォルトの解像度は 300 ピクセル/インチです。

文字に最適なアンチエイリアスが適用されます。 アンチエイリア
スを使用すると、ラスタライズ画像のぎざぎざしたエッジが目立たなくなり、画面上で文
字が滑らかに表示されます。 ただし、これによって小さい文字が読みにくくなることが
あります。

上付き文字または下付き文字の作成

上付き文字および下付き文字は、フォントのベースラインに対して上下される縮小サイズのテキストです。
上付き文字または下付き文字を作成すると、事前に定義されたベースラインシフト値と書体サイズが適用され
ます。これらの値は、現在のフォントサイズと行送りに対する縮小率に基づいています。この縮小率はドキュ
メント設定ダイアログボックスの「書式」セクションで設定できます。

標準フォントでの上付き文字または下付き文字の作成
1. 変更する文字を選択します。 テキストを選択しなかった場合、新しく作成するテキスト
はすべて上付き文字または下付き文字として表示されます。
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デフォルトの位置

上付き文字

下付き文字

分子

分母

ページの先頭へ

2. 文字パネルメニューの「上付き文字」または「下付き文字」を選択します。文字パネルは
コントロールパネルからアクセスできます。

文字パネルメニューの上付き文字および下付き文字

A. CALLOUT_DEFINITION B. CALLOUT_DEFINITION C. CALLOUT_DEFINITION 

OpenType フォントでの上付き文字または下付き文字の作成
1. 上付き文字または下付き文字に変更する文字列を選択します。 テキストを選択しなかっ
た場合、設定は作成する新しいテキストに適用されます。

2. OpenType フォントが選択されていることを確認します。 フォントが OpenType フォン
トかどうかを判断する 1 つの方法は、書式／フォントメニューによる確認で
す。OpenType フォントには  アイコンが付きます。

3. OpenType パネルで、位置ポップアップメニューからオプションを選択します。

現在のフォントのデフォルトの位置を使用します。

上付き文字を使用します（現在のフォントにある場合）。

下付き文字を使用します（現在のフォントにある場合）。

分数の分子用の文字を使用します（現在のフォントにある場合）。

分数の分母用の文字を使用します（現在のフォントにある場合）。

上付き文字または下付き文字のサイズと位置の変更
ファイル／ドキュメント設定を選択し、上付き文字と下付き文字に対して次の値を指定し
て、「OK」をクリックします。

「サイズ」では、上付き文字および下付き文字に使用するフォントサイズをパーセン
ト値で入力します。
「位置」では、標準の行送りに対して上付き文字および下付き文字を移動する距離を
パーセント値で入力します。

テキストからアウトラインへの変換
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注意：

ページの先頭へ

デフォルトの数字

等幅ライニング数字

ライニング数字

テキストはアウトライン（複合パス）に変換して、他のグラフィックオブジェクトと同じように編集および操
作できます。 アウトラインとしてのテキストは、大きく表示される文字を変更する場合に便利です。ただ
し、本文のテキストやサイズの小さい文字の編集には適しません。
フォントアウトライン情報は、システムにインストールされた実際のフォントファイルから取得されます。
文字からアウトラインを作成すると、文字は現在の位置で変換されます。線や塗りなどのグラフィック属性は
すべてそのまま保持されます。

文字の変形

A. アウトライン化されたテキストオブジェクト B. グループを解除し、変形を行った文字 

ビットマップフォントやアウトラインプロテクトフォントをアウトラインに変換することはできませ
ん。

文字をアウトラインに変換すると、文字のヒント情報が失われます。ヒント情報とはフォントに組み込まれた
命令で、フォントの形状を調整して様々なサイズで表示またはプリントできるように最適化するものです。
文字を拡大・縮小する場合は、変換の前にポイントサイズを調整してください。
変換は選択したテキストオブジェクト全体に対して行われます。文字列内の 1 つの文字だけを変換することは
できません。 1 つの文字だけをアウトラインに変換するには、その文字オブジェクトだけを個別に作成しま
す。

1. テキストオブジェクトを選択します。

2. 文字／アウトラインを作成を選択します。

OpenType フォントの数字スタイルの選択
1. 既存の数字のスタイルを変更するには、変更する文字列またはテキストオブジェクトを選
択します。 テキストを選択しなかった場合、設定は作成する新しいテキストに適用され
ます。

2. OpenType フォントが選択されていることを確認します。

3. OpenType パネルで、数字ポップアップメニューからオプションを選択します。

現在のフォントのデフォルトスタイルを使用します。

文字幅がすべて同じで文字高も揃った数字を使用します（現在の
フォントにある場合）。 このオプションは、表などですべての行において整然と数字を
配置する場合などに適しています。

文字高が揃っており、文字幅には変化のある数字を使用します（現在の
フォントにある場合）。 このオプションは、オールキャップスを使用するテキストに適
しています。
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オールドスタイル数字

等幅オールドスタイル数字

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ff、fi、ffi 合字

ff、fl、ffl 合字

引用符の調節

余分なスペース、スペースの調節

en ダッシュと em ダッシュ、句読点の自動調節、en および emEn、Em ダッシュ

文字幅だけでなく文字高も異なる数字を使用します（現在のフォ
ントにある場合）。 このオプションは、オールキャップスを使用しない、古典的で洗練
された印象を与えるテキストに適しています。

固定文字幅で文字高には変化のある数字を使用します（現在
のフォントにある場合）。 このオプションは、古典的な印象を与えるオールドスタイル
数字を、年次報告書などで列内に整列させて使用する場合に適しています。

OpenType フォントでの分数と上付き序数の書式設定

OpenType フォントの使用時には、序数を上付き文字形式で表示するように書式を自動設定することができま
す（  など）。スペイン語の単語 segunda（ ）および segundo（ ）の上付き文字「a」および「o」も適
切に表示されます。スラッシュで区切られた数字（1/2 など）を 1 文字の分数（  など）に変換することもで
きます。

1. 設定を適用する文字列またはテキストオブジェクトを選択します。 テキストを選択しな
かった場合、設定は作成する新しいテキストに適用されます。

2. OpenType フォントが選択されていることを確認します。

3. OpenType パネルで、上付き序数表記ボタンをクリックして上付き序数表記を使用するか
どうか、分数ボタンをクリックして分数を使用するかどうかを設定することができます。
これらのボタンは、フォントに上付き序数と分数がある場合にだけ効果があります。

句読点の自動調節の使用

句読点の自動調節コマンドは、キーボードから入力された句読点文字を検索して、活字タイプの句読点に置換
します。 また、フォントに合字と分数が含まれている場合、句読点の自動調節コマンドを使用して、ドキュ
メント内のテキストすべてに合字と分数を挿入することもできます。

OpenType フォントを使用している場合は、句読点の自動調節ダイアログボックスではなく、OpenType
パネルを使用して合字と分数を調節します。

1. ドキュメント内の全テキストではなく特定のテキストにある文字を置換する場合は、該当
するテキストオブジェクトまたは文字列を選択します。

2. 書式／句読点の自動調節を選択します。

3. 必要に応じて、次のオプションを選択します。

ff、fi または ffi という文字の組み合わせを合字にします。

ff、fl または ffl という文字の組み合わせを合字にします。

キーボードから入力されたまっすぐな引用符を活字タイプの引用符に変更
します。
注意：「引用符の調節」オプションでは、ドキュメント設定ダイアログボックスの「二重
引用符」および「引用符」の設定に関係なく、まっすぐな引用符が常に活字タイプの引用
符に置換されます。

ピリオドの後ろにある余分なスペースを削除します。

キー
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

省略記号

分数

ボードから入力された 2 個のダッシュを en ダッシュに、3 個のダッシュを em ダッシュ
に置換します。

キーボードから入力された 3 個のピリオドを省略記号に置換します。

複数の文字で表現されている分数を 1 つの文字に置換します。

4. 「ドキュメント全体」を選択すると、ファイル全体が置換の対象となり、「選択された文
字のみ」を選択すると、選択したテキスト内だけが置換の対象になります。

5. 置換された数をリスト表示するには、「結果をレポート」を選択します。

6. 「OK」をクリックして、選択した文字を検索し、置換します。

関連項目
テキストの操作と書式設定に使用するキー
OpenType フォント
OpenType パネルの概要
合字と前後関係に依存する字形の使用
テキストの作成
ビデオチュートリアル - テキストの操作
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段落の書式設定

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

段落パネルの概要
テキストの行揃え
テキストの均等配置
両端揃えしたテキストでの単語間と文字間の調整
テキストのインデント
段落間隔の調整
ぶら下がり文字

段落パネルの概要
コラムと段落の書式設定を変更するには、段落パネル（ウィンドウ／書式／段落）を使用します。 文字を選択するか、文字ツールをアクティブに
すると、コントロールパネルのオプションを使用して段落の書式を設定することもできます。
文字および段落スタイルの操作に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0047_jp（英語）を参照してください。

段落パネル（すべてのオプションを表示）
A. 行揃えと均等配置 B.  左インデント C. 1 行目左インデント D. 段落前のアキ E. ハイフネーション F. 右インデント G. 段落後のアキ

A. フォントファミリ B.  フォントスタイル C. フォ
ントサイズ D. 左揃え E. 中央揃え F. 右揃え
初期設定では、段落パネルには頻繁に使用されるオプションだけが表示されます。 すべてのオプションを表示するには、パネルメニューの「オプ
ションを表示」を選択します。 パネルのタブの上下の三角形をクリックして、オプション表示を順番に切り替えることもできます。

テキストの行揃え
エリア内文字やパス上文字は、テキストエリアやテキストパスの一方または両方の端にテキストを行揃えすることができます。

1. 対象のテキストオブジェクトを選択するか、段落内にカーソルを置きます。
テキストオブジェクトを選択せず、段落内にカーソルも置いていない場合、その設定は新しく作成するテキストに適用されま
す。

2. コントロールパネルまたは段落パネルで、行揃えボタンの 1 つをクリックします。

テキストの均等配置
テキストを両方の端に揃えると、両端揃えになります。 最終行を含めるか除外して、段落内のすべてのテキストを両端揃えにできます。

1. 両端揃えにするテキストオブジェクトを選択するか、段落内にカーソルを置きます。
テキストオブジェクトを選択せず、段落内にカーソルも置いていない場合、その設定は新しく作成するテキストに適用されま
す。
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2. 段落パネルで、均等配置ボタンの 1 つをクリックします。

両端揃えしたテキストでの単語間と文字間の調整
Adobe アプリケーションでは、単語間と文字間および文字の拡大や縮小の調整方法を設定することができます。 間隔の調整は、両端揃えしたテキ
ストに効果的です。両端揃えしていないテキストにも適用できます。

1. 変更する段落内にカーソルを置くか、変更する段落のすべてのテキストオブジェクトまたはフレームを選択します。
2. 段落パネルメニューの「ジャスティフィケーション設定」を選択します。
3. 「単語間隔」、「文字間隔」および「グリフ幅拡大 / 縮小」に値を入力します。 「最小」および「最大」の値は、両端揃えし
た段落で許容可能な間隔の範囲を指定します。 「最適」の値は、両端揃えした段落と両端揃えしていない段落の両方に最適な
間隔を指定します。
単語間隔 スペースバーを押したときに挿入される単語間の間隔です。 「単語間隔」値は、0 ～ 1000 ％の間で指定しま
す。100 ％では、単語間に余分なアキは挿入されません。
文字間隔 カーニング値またはトラッキング（字送り）値も含めた文字間の距離です。 「文字間隔」には、-100 ～ 500 ％の範
囲で値を設定できます。0 ％に設定すると文字間にアキは挿入されず、100 ％に設定すると文字間に文字と同じ幅のアキが挿
入されます。
グリフ幅拡大 / 縮小 文字幅です（グリフ（字形）とはフォントの任意の 1 文字のことです）。 グリフ幅の値は 50% から
200% の範囲内で指定します。
間隔オプションは、段落全体に適用されます。 段落内の特定の文字間隔を調整するには、「トラッキング（字送り）」オプ
ションを使用します。

4. 「1 文字揃え」オプションを設定して、1 行内に単語が 1 つだけになった場合の文字揃えの方法を指定します。
段落の幅が狭い場合、1 行が 1 つの単語だけになってしまうことがあります。 また、ジャスティフィケーションが最大に設定
されている場合は、単語の文字間隔が空きすぎてしまいます。 このような場合、単語を中央に配置したり、左右のマージンに
揃えたりすることができます。

テキストのインデント
インデントとは、テキストオブジェクトの境界線とテキストとの間に挿入する間隔を指します。 インデントは、選択した段落にのみ適用されるた
め、段落ごとに異なるインデントを設定することができます。
インデントの設定は、タブパネル、コントロールパネル、段落パネルを使用して行うことができます。 エリア内文字の場合は、タブを使用したり
テキストオブジェクトの外枠からの間隔を変更したりして、インデントを調整することもできます。
日本語を使用した作業では、段落パネルの代わりに文字組みアキ量設定を使用して 1 行目のインデントを設定できます。 段落パネルおよび文字
組みアキ量設定の両方で 1 行目のインデントを設定した場合は、その合計値がインデントに適用されます。

段落パネルを使用したインデントの設定
1. 文字ツール  を使用して、インデントする段落をクリックします。
2. 段落パネルで適切なインデント値を調整します。 例えば、次の操作を行います。

段落全体を 25 ミリインデントするには、値（25 mm など）を「左／上インデント」ボックス  に入力します。
段落の先頭行だけを 25 ミリインデントするには、値（25 mm など）を「一行目左／上インデント」ボックス  に入力
します。
25 ミリのぶら下がりインデントを作成するには、「左／上インデント」に正の値（25 mm など）を入力し、「一行目左／
上インデント」に負の値（-25 mm など）を入力します。

タブパネルを使用したインデントの設定
1. 文字ツール  を使用して、インデントする段落をクリックします。
2. タブパネルのインデントマーカー  を使用して、次のいずれかの操作を行います。

上のマーカーをドラッグして、1 行目のテキストにインデントを設定します。 下のマーカーをドラッグして、1 行目以外の
すべてのインデントを設定します。 Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら下のマーカー
をドラッグすると、両方のマーカーが移動し、段落全体のインデントが設定されます。
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先頭行にインデントを設定した段落（左）と、インデントを設定していない段落（右）

上のマーカーを選択して「位置」ボックスに値を入力し、1 行目のテキストのインデントを設定します。 下のマーカーを
選択して「位置」ボックスに値を入力し、1 行目以外のすべてを移動します。

ぶら下がりインデントの作成
ぶら下がりインデントは、段落内の先頭行以外にインデントを適用し、先頭行だけを突き出させたインデントです。 段落の先頭にインライングラ
フィックを追加するときや、箇条書きリストを作成するときに便利です。

インデントなし（左）とぶら下がりインデント（右）

1. 文字ツール  を使用して、インデントする段落をクリックします。
2. コントロールパネルまたはタブパネルで、「左／上インデント」の値（0 以上の数値）を入力します。
3. 先頭行をぶら下げるには、次のいずれかの操作を行います。

段落パネルで、「1 行目左／上インデント」  にマイナスの値を入力します。
タブパネルで、上のマーカーを左へドラッグするか、または下のマーカーを右へドラッグします。

段落間隔の調整
1. 変更する段落内にカーソルを置くか、変更する段落のすべてのテキストオブジェクトを選択します。 段落内にカーソルを置か
ず、テキストオブジェクトも選択していない場合、設定は新しく作成するテキストに適用されます。

2. 段落パネルで、段落前のアキ（  または ）および段落後のアキ（  または ）の値を調整します。
注意： 段落が列の上端から開始する場合は、段落前にアキは追加されません。 この場合、1 行目の行送りを増やすか、テキス
トオブジェクトの外枠からの間隔を変更して、段落の前を空けます。

ぶら下がり文字
ぶら下がり文字の設定では、句読点を段落のバウンディングボックスの外側に配置して、テキストの両端を整えます。

ぶら下がり文字を設定していない段落（左）とぶら下がり文字を設定した段落（右）
ぶら下がり文字では、次のオプションを設定できます。
ぶら下がり（欧文） 特定の段落に対して句読点の配置が調整されます。 この設定がオンになっている場合、引用符、二重引用符、ハイフン、ピリ
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オド、コンマはテキストエリアから 100 ％外側に配置され、アスタリスク、チルダ、括弧、en ダッシュ、em ダッシュ、コロン、セミコロンはテ
キストエリアから 50 ％外側に配置されます。 この設定を適用するには、段落内にカーソルを置いて、段落パネルメニューの「ぶら下がり（欧
文）」を選択します。
最適なマージン揃え テキストオブジェクト内のすべての段落に対して句読点の配置が調整されます。 この設定がオンになっている場合、欧文の句
読点と、W や A などの文字のエッジがテキストマージンの外側に配置され、テキストの外観を揃えることができます。 この設定を適用するには、
テキストオブジェクトを選択して、書式／最適なマージン揃えを選択します。
ぶら下がり 日本語で使用されるダブルバイトの句読点の配置が調整されます。 ダブルバイトの句読点には、「ぶら下がり（欧文）」や「最適な
マージン揃え」のオプションは適用されません。
句読点のぶら下がりが行われるテキストエリアは、段落揃えの設定によって異なることに注意してください。 左揃えの段落では段落の左端で、右
揃えの段落では段落の右端でぶら下がりが行われます。 上揃えの段落では段落の上端で、下揃えの段落では段落の下端でぶら下がりが行われま
す。 中央揃えや均等揃えの段落では、段落の両端でぶら下がりが行われます。
注意： 句読点の後に引用符が続く場合は、句読点と引用符の両方がテキストエリアの外に配置されます。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ハイフネーションと改行
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ハイフネーションの自動調整
ハイフネーション辞書の使用
単語の分割禁止
コンポーザーとコンポーザーの方法
ハイフネーション設定を調整するか、ハイフネーション辞書を使用することによって、単語や行をどのように分割するかを指定できます。
Illustrator では、単語や行の分割に Adobe InDesign と同じ組版の方法を使用します。これらの機能の使用について詳しくは、Web ヘルプを参照し
てください。

ハイフネーションの自動調整
ハイフネーションを設定すると、行の水平方向の間隔を調整でき、ページ上に文字を美しく配置することができます。 ハイフネーションオプショ
ンは、単語をハイフンでつなげることができるかどうか、また、つなげることができる場合は、使用可能な分割を指定します。

1. 自動ハイフネーションを使用するには、次のいずれかの操作を行います。
自動ハイフネーションをオンまたはオフにするには、段落パネルで「ハイフネーション」オプションを選択または選択解除
します。
特定の段落だけにハイフネーションの設定を適用するには、それらの段落だけを選択します。
ハイフン辞書を選択するには、文字パネルの下部にある言語メニューから言語を選択します。

2. オプションを指定するには、段落パネルメニューから「ハイフネーション設定」を選択し、以下のオプションを指定します。
単語の最小文字数 ハイフンで区切る単語の最小文字数を指定します。
先頭の後、最後の前 ハイフンで区切ることが可能な単語の先頭または最後の最小文字数を指定します。 例えば、これらの値に
3 を指定すると、aromatic は、ar- omatic または aromat- ic ではなく、aro- matic のように区切られます。
最大のハイフン数 ハイフネーションを連続して実行する行の最大行数を指定します。 0 を指定すると無制限になり、行末のハ
イフンが何行連続してもいいことになります。
ハイフネーション領域 段落の右端からの距離を指定して、行の中でハイフネーションが許されない部分を設定します。 0 を指
定すると、ハイフネーションはすべて許可されます。 このオプションは、Adobe 日本語単数行コンポーザーを使用している場
合にだけ適用されます。
大文字の単語をハイフンで区切る 大文字の単語がハイフンで区切られないようにするには選択します。

注意： ハイフネーションの設定は、欧文文字にのみ適用されます。日本語フォントで使用される 2 バイト文字は、これらの設定に影響を受けませ
ん。

ハイフネーション辞書の使用
Illustrator では、単語のハイフネーション方法を決定するときに、該当するテキストに最も近い言語の辞書が使用されます。 この機能により、1 文
字のテキストにも異なる言語を指定できます。 また、環境設定ダイアログボックスで、初期設定の辞書を選択してカスタマイズすることもできま
す。

1. 編集／環境設定／ハイフネーション（Windows）または Illustrator／環境設定／ハイフネーション（Mac OS）を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

初期設定のハイフネーション辞書を選択するには、「言語」でオプションを選択し、「OK」をクリックします。
「ハイフネーションの例外」リストに単語を追加するには、「新規」ボックスに単語を入力して、「追加」をクリックしま
す。
「ハイフネーションの例外」リストから単語を削除するには、単語を選択して、「削除」をクリックします。

単語の分割禁止
固有名詞や、ハイフンで分割すると読み誤る可能性のある単語を行末で分割しないように設定することができます。 イニシャルや名前など、複数
の単語で構成される語句が 2 行にまたがらないようにすることもできます。
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1. 分割されないようにする単語を選択します。
2. 文字パネルメニューから「分割禁止」を選択します。
注意： 長すぎる文字列に「分割禁止」オプションを適用した場合、単語の途中で行が折り返されることがあります。ただ
し、1 行以上文字列に「分割禁止」オプションを適用した場合は、文字が表示されなくなります。

コンポーザーとコンポーザーの方法
ページ上の文字のレイアウトは、コンポーザー（組版）と呼ばれる処理の複雑な相互作用に左右されます。 Adobe アプリケーションでは、単語間
隔、文字間隔、グリフ幅拡大 / 縮小、ハイフネーションなどのオプションで指定した値に基づいて、可能な改行位置の中から最適な改行位置が割り
出されます。
組版方法は、Illustrator では Adobe 日本語段落コンポーザーか Adobe 日本語単数行コンポーザー、Photoshop では Adobe 欧文複数行コンポー
ザーか Adobe 欧文単数行コンポーザーのいずれかを選択できます。 いずれの方式でも、段落に設定されたハイフネーションおよびジャスティフィ
ケーションオプションの値に基づいて、可能な改行位置の中から最適な改行位置が割り出されます。 組版方法は、選択した段落にのみ適用される
ため、段落ごとに異なる組版方法を設定することができます。

段落コンポーザー（Illustrator）または複数行コンポーザー（Photoshop）
段落コンポーザー（Illustrator）または複数行コンポーザー（Photoshop）では、複数行を対象として改行位置を調整し、後の行で不要な改行が行
われないように、段落内の前の行を最適化します。
段落コンポーザー（Illustrator）または複数行コンポーザー（Photoshop）は改行位置を識別して評価し、次の規則に従って優先度を判断すること
で組版を行います。
左揃え、右揃え、中央揃えのテキストでは、右端までテキストがある行の方が優先度が高くなります。
両端揃えのテキストでは、文字間隔および単語間隔が均等であることを最優先します。
ハイフネーションは最小限に抑えます。

単数行コンポーザー[たんすうぎょうこんぽーざー]
単数行コンポーザーは、従来の方式に従って、1 行ずつ組版を行います。 このオプションは、改行位置を手動で調整する場合に便利です。 単数行
コンポーザーは、次の規則に従って改行位置を調整します。
短い行より長い行を優先します。
両端揃えのテキストでは、ハイフネーションを行うよりも単語間隔を調整します。
両端揃えでないテキストでは、文字間隔の調整よりもハイフネーションを優先します。
間隔を調整する必要がある場合は、間隔を広げるよりも狭める処理を優先します。
組版方法を選択するには、段落パネルメニューで組版方法を選択します。 組版方法をすべての段落に適用するには、まずテキ
ストオブジェクトを選択します。現在の段落のみに適用するには、まずその段落内にカーソルを置きます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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アラビア語およびヘブライ語のテキスト

ページの先頭へ

Adobe 多言語対応コンポーザー
テキストの方向
数字の種類
従来フォントのサポート
初期設定のフォント
Kashida の自動挿入
欧文合字
Microsoft Word からのコピー＆ペースト
ハイフネーション
検索と置換
付加記号
字形

本ソフトウェアの中東言語版および北アフリカ言語版に、アラビア語とヘブライ語の入力に適した新機能と機
能改善が加わりました。

Adobe 多言語対応コンポーザー

Adobe 多言語対応コンポーザーにより、中東言語でのコンテンツ作成が可能です。アラビア語、ヘブライ語、
英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語およびその他のラテン系言語の入力、混在が可能です。
段落パネルメニューから利用可能なコンポーザーを選択できます（ウィンドウ／段落／パネルメニュー）。例
えば、InDesign では、Adobe 多言語対応段落コンポーザーを使用できます。また Illustrator では、中東単独行
コンポーザーを使用できます。
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Adobe 多言語対応コンポーザー

ファイルにアラビア語およびヘブライ語の名前を付けて保存することもできます。

関連項目
テキストの組版
段落の書式設定

テキストの方向

アラビア語およびヘブライ語でコンテンツを作成するには、初期設定のテキストの方向を右から左（RTL）に
設定します。また、左から右（LTR）のテキストも含まれるドキュメントの場合は、2 つの方向をシームレス
に切り替えられます。
段落パネルから段落の方向を選択します。

段落方向の選択

同じ段落内で言語が混在する場合、文字レベルでテキストの方向を指定できます。また、日付や数字を入力す
るには、文字レベルでテキストの方向を指定します。
文字パネルのメニューから、文字の方向を選択して方向を選択します。
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文字の方向

数字の種類

アラビア語またはヘブライ語での作業では、使用する数字の種類を選択できます。アラビア数字、ヒンディー
数字およびペルシャ数字から選択できます。
初期設定のアラビア語では、ヒンディー数字が自動選択され、ヘブライ語では、アラビア数字が選択されま
す。ただし、必要に応じて、アラビア数字に切り替えることができます。

1. 表示されるテキストから数字を選択します。
2. 文字パネル（Ctrl+T）では、「数字」リストを使用して数字を表示するフォントを選択し
ます。

アラビア語スクリプトの入力時にネイティブな数字を使用するオプションを有効にすると、アラビア数字が必
ず使用するようにできます。このオプションを設定するには、編集／環境設定／高度なテキストを選択しま
す。

数字の種類の選択

従来フォントのサポート
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ページの先頭へ

これまで使用してきたフォント（AXT フォントなど）は、このリリースでも継続して使用できます。ただ
し、テキストベースの要素には、新しい Open Type のフォントの使用を推奨します。

見つからない字形の保護（編集／環境設定／テキスト）は、初期設定で有効になっています。使用している
フォントでは字形が使用できない箇所では、テキストは自動的に処理されます。

初期設定のフォント

中東版または北アフリカ版をインストールすると、初期設定のタイピングフォントは、初期設定でインストー
ル固有の言語に設定されます。例えば、英語／アラビア語対応版をインストールすると、初期設定の入力フォ
ントは Adobe Arabic に設定されます。同様に、英語／ヘブライ語対応版をインストールすると、初期設定の
入力フォントは Adobe Hebrew（Photoshop の場合は Myriad Hebrew）になります。

Kashida の自動挿入

アラビア語では、テキストは Kashida を追加して揃えます。Kashida はアラビア語の文字に追加されて、文字
を伸ばします。空白は変更されません。Kashida の自動挿入を使用して、アラビア語テキストの段落を揃えま
す。
段落パネルから段落を選択し（ウィンドウ／書式と表／段落）、Kashida を挿入ドロップダウンリストから設
定を選択します。選択肢は、「なし」、「短く」、「中」、「長く」または「デザイン」です。Kashida は、
段落を揃える場合にのみ挿入されます。この設定は、整列が設定されている段落には適用できません。
Kashida を文字グループに適用するには、文字を選択して文字パネルメニューから「Kashida」を選択しま
す。

Kashida の自動挿入

欧文合字

アラビア語およびヘブライ語では、文字ペアに合字を自動的に適用できます。合字は、所定の Open Type
フォントで使用できる場合には、特定の文字ペアに対するタイポグラフィックな置き換え文字です。
文字パネルメニューや制御パネルメニューから合字を選択すると、フォントに定義されている標準の合字が生
成されます。
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1. テキストを選択します。
2. 文字パネルメニューまたは制御パネルメニューから合字を選択します。
ただし、Open Type フォントの中には、さらに装飾を施したオプションの合字が含まれている場合がありま
す。そのような合字は、「任意の合字」を選択すると生成されます。こうした合字は、文字パネ
ル／OpenType／任意の合字で確認できます。

自動合字の有効化

Microsoft Word からのコピー＆ペースト

Microsoft Word からテキストをコピーし、ドキュメントに直接ペーストすることができます。ペーストしたテ
キストの整列と方向は、自動的にアラビア語またはヘブライ語のテキストの設定になります。

ハイフネーション

文中の単語が 1 行に入りきらない場合、次の行に自動的にラップされます。ラップが発生するときのテキスト
揃えの種類は、見た目がよくなく、言語学的にも正しくない行に不要なスペースを表示させる場合がありま
す。ハイフネーションにより、行の終わりにくる語をハイフンを使って分割できます。この分割により、文章
がよりよい方法で次の行へとラップされます。
混合テキスト：Kashida 挿入機能は、混合テキストでのハイフネーションの方法に影響を及ぼしま
す。Kashida 挿入機能が有効な場合、該当する位置に Kashida が挿入され、アラビア語ではないテキストには
ハイフネーションを行いません。Kashida 機能が無効な場合、アラビア語以外のテキストにのみハイフネー
ションが考慮されます。
ヘブライ語テキスト：ハイフネーションはできません。ハイフネーションを有効化し、設定をカスタマイズす
るには、段落パネル／パネルメニュー／ハイフネーション設定を選択します。
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ハイフネーションオプション

検索と置換

アラビア語とヘブライ語で全文検索と置換を実行できます。単純なテキストの検索と置換だけでなく、特定の
特性を持つテキストの検索と置換もできます。例えば、付加記号、Kashida、特殊文字（Alef 等）、他言語の
数字（Hindi の数字等）などの特性を指定できます。
テキストの検索と置換を実行するには次の操作を行います：

InDesign：編集／検索と置換

Illustrator：編集／検索と置換

InDesign では、文字種変換タブ（編集／検索と置換）で、アラビア数字、ヒンディー数字、ペルシャ数字間
の検索と置換を行います。例えば、ヒンディー語で入力した数字を検索し、アラビア語に変換できます。

付加記号

アラビア語スクリプトでは、付加記号が字形となり、子音の長さや短母音を示します。付加記号は、スクリプ
トの上または下に置かれます。テキストの体裁を整えるため、または、特定のフォントを読みやすくするた
め、付加記号の垂直位置や水平位置を制御できます。

1. 付加記号のあるテキストを選択します。
2. 文字パネルで、スクリプトに関係する付加記号の位置を変更します。変更できる値は、付
加記号の水平位置を調整と 付加記号の垂直位置を調整です。
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ページの先頭へ

付加記号の位置の変更

字形

アラビア語およびヘブライ語では、初期設定の文字セットから字形を適用できます。ただし、初期設定の文字
設定または別の言語設定から字形を参照、選択、適用するには、字形パネルを使用を使用します：

InDesign： ウィンドウ／書式と表／字形
Illustrator： ウィンドウ／型／字形

字形の参照、選択、適用
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タッチ対応のツールおよび機能強化 | Illustrator CC

トップへ

トップへ

タッチ操作によるテキストの修正（文字タッチツール）
タッチ操作によるシェイプの修正（自由変形ツール）
OS でサポートされるジェスチャー
Illustrator CC では、タッチ対応デバイスを使用して、Illustrator のテキストやオブジェクトを簡単に操作できます。Illustrator を従来とは異なるス
タイルで操作できるように、マウスに関する機能についても操作性が強化されています。タッチ対応デバイスと同様に、マウスでもオブジェクト
を簡単に操作できます。
また、オペレーティングシステムでも多数のタッチ対応ジェスチャーが有効になっています。Illustrator のユーザーインターフェイスを使用して、
オペレーティングシステムに関連するオブジェクトの移動、パンやスワイプができます。
Illustrator の機能をタッチ操作で使用するには、次のいずれかのデバイスが必要です。

Windows 7 または 8 ベースのタッチスクリーンコンピューター
Wacom Cintiq 24HD Touch などのタッチスクリーンデバイス

ジェスチャーによるパンとズームには、次のデバイスが必要です。
直接タッチする方式のデバイス（タッチスクリーンデバイスなど）。
間接的にタッチする方式のデバイス（Mac コンピューターのトラックパッド、タッチパッドまたは Wacom Intuos5 デバイスな
ど）。

タッチ操作によるテキストの修正（文字タッチツール）
マウスのカーソルまたはタッチ対応デバイス（タッチスクリーンデバイスなど）を使用して、文字タッチツールでテキストのプロパティを変更で
きます。

1. ツールバーまたはコントロールパネルで文字タッチツール（Shift + T）を選択します。

2. テキストの文字を選択します。

3. 文字を変更（回転、拡大・縮小、移動）するには、タッチ操作またはマウスを使用して、テキストの周りに表示されるコント
ロールハンドルを操作します。

 
マウスと選択したオブジェクトの周りに表示される強化されたコントロールハンドルを使用して、オブジェクトを簡単に操作

 
タッチスクリーンデバイスと選択したオブジェクトの周りに表示される強化されたコントロールハンドルを使用して、オブ
ジェクトを簡単に操作
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トップへ

タッチ操作によるシェイプの変更（自由変形ツール）
マウスまたはタッチ対応デバイス（タッチスクリーンデバイスなど）を使用して、オブジェクトを移動、拡大・縮小、回転、シアー、変形できま
す。

1. オブジェクトを選択して自由変形ツールを選択します。

2. 自由変形ツールウィジェットで、選択したオブジェクトで実行する適切な操作を選択します。コントロールハンドルを使用し
て、移動、拡大・縮小、回転、シアー、変形（遠近または自由）を行います。

 
自由変形ツールのタッチウィジェット
A. 縦横比固定 B. 自由変形 C. 選択した操作 D. 遠近変形 E. パスの自由変形 

3. 自由変形ウィジェットをアクティブにすると、選択したオブジェクトに移動可能な基準点が表示されます。
基準点をクリックして、アートボード上の任意の位置までドラッグし、基準点の位置を基準にオブジェクトを移動します。
また、8 つのコントロールハンドルのいずれかをダブルクリックして基準点として設定することもできます。回転操作は、
新しい基準点を基準に実行されます。
基準点をダブルクリックすると位置がリセットされます。

 
（左） 自由変形ツールのカーソル （右） 移動した新しい基準点の位置に応じてオブジェクトが回転 
A. 基準点 B. 移動した基準点 

コントロールハンドルにマウスを重ねると、使用できるアイコンが表示され、オブジェクトの基準点が表示されます。
基準点を別の場所にドラッグし、その新しい基準点を基準に、コントロールハンドルを使って選択したアートワークを回転
できます。

OS でサポートされるジェスチャー
タッチジェスチャー：標準のタッチジェスチャー（ピンチおよびスワイプ）でパンとズームを行うことができます。タッチ入力対応のデバイスで
は以下のジェスチャーが機能します。

2 本の指（親指と人差し指など）によるピンチインまたはピンチアウトでズーム
2 本の指をドキュメント上に置き、同時に動かしてドキュメント内でパン
スワイプまたはフリックでアートボードを移動
アートボード編集モードで、2 本の指を使用してアートボードを 90°回転
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新しいコンポーザーによるインド言語のサポート | Illustrator CC

注意：

Illustrator CC では、インド言語のサポートが強化されており、インド言語のテキストを使用してドキュメントを作成できます。中東言語および南
アジア言語のコンポーザーが追加され、数多くの非西洋文字の字面を正しく整えます。
中東言語および南アジア言語コンポーザーは、次のインド言語をサポートしています。
ベンガル語
グジャラート語
ヒンディー語
カンナダ語
マラヤーラム語
マラーティー語
オリヤー語
パンジャーブ語
タミル語
テルグ語

この機能は環境設定メニュー（Ctrl + K）で有効にできます。このオプションは、環境設定／テキスト／インド言語のオプションを表示で使用でき
ます。

以前のバージョンの Illustrator の「日本語オプションを表示」オプションは、「東アジア言語のオプションを表示」に変更されました。

 
環境設定でインド言語オプションを有効にします

インド言語オプションを有効にすると、段落パネル（コントロールパネルまたは Ctrl + T で利用可能）メニューで以下の 2 種類の追加コンポー
ザーが利用できるようになります。
中東言語および南アジア言語単数行コンポーザー
中東言語および南アジア言語段落コンポーザー
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注意：

 
インド言語のサポートを有効にすると、2 つの新しいコンポーザーが利用できるようになります

環境設定／テキストで、インド言語とアジア言語の両方のオプションを同時に選択することはできません。両方をオフにするか、どちらか
一方のみを選択できます。
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特殊効果の作成

548



-->

アピアランス属性

トップへ戻る

トップへ戻る

アピアランス属性について
アピアランスパネルの概要
アピアランス属性を新しいオブジェクトに適用する方法の指定
アピアランス属性の項目のターゲット設定
アピアランス属性の操作
Adobe Illustrator で効果、アピアランスパネルおよびグラフィックスタイルパネルを使用すると、オブジェクト、グループまたは、レイヤーのアピ
アランスを変えることができます。また、1 つのオブジェクトを複数の必須部分に分割して、オブジェクト要素を個別に修正することもできます。

アピアランス属性について
アピアランス属性は、基本構造を変更せずにオブジェクトの外観にのみ作用するプロパティです。 アピアランス属性には、塗り、線、透明度およ
び効果があります。 オブジェクトにアピアランス属性を適用した後、その属性を編集または削除した場合でも、基本となるオブジェクトや、その
オブジェクトに適用されている他の属性は変更されません。
アピアランス属性はレイヤー階層のどのレベルに対しても設定できます。 例えば、あるレイヤーにドロップシャドウ効果を適用すると、そのレイ
ヤー上のすべてのオブジェクトにドロップシャドウが適用されます。 ただし、オブジェクトをレイヤーの外に移動すると、ドロップシャドウ効果
は失われます。これは、ドロップシャドウ効果がレイヤー上の各オブジェクトに対してではなく、レイヤーに対して適用されているためです。
アピアランスパネルは、アピアランス属性の操作に使用します。 レイヤー、グループ、オブジェクト、さらには塗りや線にもアピアランス属性を
適用できるので、アートワーク内の属性の階層が非常に複雑になることがあります。 例えば、ある効果をレイヤー全体に適用し、別の効果をその
レイヤーのオブジェクトに適用した場合、どちらの効果によってアートワークが変化したのかを判断することが困難な場合があります。 アピアラ
ンスパネルには、オブジェクト、グループまたはレイヤーに適用している塗り、線、グラフィックスタイルおよび効果が表示されます。
アピアランスパネルとグラフィックスタイルパネルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_jp を参照してください。

アピアランスパネルの概要
アピアランスパネル（ウィンドウ／アピアランス）を使用して、オブジェクト、グループまたはレイヤーのアピアランス属性を表示し調整しま
す。 塗りと線は重なり順に表示されます。パネルの一番上がアートワークの最前面、一番下が最背面にあたります。 効果は、アートワークに適用
した順序で上から順に表示されます。
アピアランスパネルとグラフィックスタイルパネルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_jp を参照してください。

グループ化されたオブジェクトの各属性を示すアピアランスパネル
A. 線、塗り、ドロップシャドウ効果が適用されたパス B.  効果が適用されたパス C. 新規線を追加ボタン D. 新規塗りを追加ボタン E. 新規
効果を追加ボタン F. アピアランスを消去ボタン G. 選択した項目を複製ボタン

アピアランスパネルの項目内容の表示
他の項目が含まれたレイヤーやグループなどを選択すると、アピアランスパネルに内容項目が表示されます。

 「内容」項目をダブルクリックします。
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アピアランスパネルでのテキストオブジェクトの文字属性の表示
テキストオブジェクトを選択すると、アピアランスパネルに文字項目が表示されます。

1. アピアランスパネルの文字項目をダブルクリックします。
注意： アピアランスが混在したテキストの個々の文字属性を表示するには、その文字を選択します。

2. パネルの上部にある「テキスト」をクリックして、メインビューに戻ります。

選択したオブジェクトの属性のオンとオフの切り替え
個々の属性をオンまたはオフにするには、属性の横にある目のアイコンをクリックします。
非表示の属性をすべてオンにするには、アピアランスパネルメニューから「すべての非表示属性を表示」を選択します。

属性の編集
属性行をクリックして、値を表示し設定します。
下線付きのテキスト文字をクリックして、表示されるダイアログボックスに新しい値を指定します。

アピアランスパネルでのサムネールの表示または非表示
 アピアランスパネルメニューの「サムネールを表示」または「サムネールを隠す」を選択します。

アピアランス属性を新しいオブジェクトに適用する方法の指定
新しいオブジェクトにアピアランス属性を継承させるか、または基本属性のみを適用するかを指定できます。
塗りと線だけを新しいオブジェクトに適用するには、パネルメニューの「新規アートに基本アピアランスを適用」を選択しま
す。
現在のアピアランス属性をそのまま新しいオブジェクトに適用するには、パネルメニューの「新規アートに基本アピアランスを
適用」の選択を解除します。

アピアランス属性の項目のターゲット設定
レイヤー、グループまたはオブジェクトにアピアランス属性を設定したり、スタイルや効果を適用したりする場合は、事前にレイヤーパネル
でターゲット項目を指定しておく必要があります。 オブジェクトやグループを何らかの方法で選択すると、そのオブジェクトやグループはレイ
ヤーパネルでもターゲットとして指定されます。ただし、レイヤーをターゲットとして指定するには、必ずレイヤーパネルを使用する必要があり
ます。

アピアランス属性を含む項目はグレーのターゲットアイコンで表示されます。
A. ターゲット指定とアピアランスのコラム B.  選択コラム C. アピアランス属性を持つグループ D. アピアランス属性を持つレイヤー E. ア
ピアランス属性を持つオブジェクト
ターゲットアイコンは、レイヤー階層の項目がアピアランス属性を持っているかどうか、およびターゲットとして指定されているかどうかを示し
ます。

 は、その項目がターゲットとして指定されておらず、1 つの塗りと 1 つの線以外にアピアランス属性を持っていないことを
示します。

 は、その項目がターゲットとして指定されていませんが、アピアランス属性を持っていることを示します。
 は、その項目がターゲットとして指定されていますが、1 つの塗りと 1 つの線以外にアピアランス属性を持っていないこと
を示します。
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 は、その項目がターゲットとして指定されており、アピアランス属性を持っていることを示します。
レイヤーパネルで項目をターゲットに指定するには、項目のターゲットアイコンをクリックします。二重リング  または 
は、その項目がターゲットとして指定されていることを示します。さらに別の項目をターゲットとして追加指定するに
は、Shift キーを押しながら目的の項目をクリックします。
注意： オブジェクトまたはグループを何らかの方法で選択すると、その項目はレイヤーパネルでもターゲットとして指定され
ます。一方、レイヤーをターゲットとして指定するには、レイヤーパネルでターゲットアイコンをクリックする必要がありま
す。

アピアランス属性の操作

アピアランス属性の編集と追加
効果などのアピアランス属性を開き、いつでも設定を変更できます。

 アピアランスパネルで、次のいずれかの操作を行います。
属性を編集するには、青い下線付きの属性の名前をクリックし、表示されるダイアログボックスに変更を指定します。
塗りのカラーを編集するには、塗りの行をクリックして、カラーボックスから新しいカラーを選択します。
新しい効果を追加するには、新規効果を追加アイコン  をクリックします。
属性を削除するには、属性の行をクリックして、削除アイコン  をクリックします。

アピアランス属性の複製
 アピアランスパネルで属性を選択し、次のいずれかの操作を行います。
アピアランスパネルで選択した項目を複製ボタン  をクリックするか、パネルメニューの「項目を複製」を選択します。
パネル内で、選択した項目を複製ボタンの上にアピアランス属性をドラッグします。

アピアランス属性の重なり順の変更
 アピアランスパネル内でアピアランス属性を上下にドラッグします（項目の横にある三角形の切り替えボタンをクリックすると、内容が表示さ
れます）。ドラッグしているアピアランス属性のアウトラインが適切な位置に表示されたら、マウスボタンを放します。

線に適用したドロップシャドウ効果（上部）および塗りに移動した同じドロップシャドウ効果（下部）

アピアランス属性の削除または非表示
1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
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アートワークに適用された属性を一時的に非表示にするには、アピアランスパネルの表示アイコン  をクリックします。
もう一度クリックすると、適用された属性が再び表示されます。
特定の属性を削除するには、アピアランスパネルでその属性を選択して、削除ボタン  をクリックします。または、パネ
ルメニューの「項目を削除」を選択するか、属性を削除ボタンにドラッグします。
塗りと線以外のすべてのアピアランス属性を削除するには、パネルメニューの「基本アピアランスを適用」を選択します。
または、レイヤーパネルで項目のターゲットアイコンを、削除ボタンにドラッグします。
塗りまたは線を含むすべてのアピアランス属性を削除するには、アピアランスパネルでアピアランスを消去ボタン  をク
リックするか、パネルメニューの「アピアランスを消去」を選択します。

オブジェクト間でのアピアランス属性のコピー
アピアランス属性をドラッグするか、スポイトツールを使用すると、アピアランス属性をコピーまたは移動できます。

ドラッグによるアピアランス属性のコピー
1. アピアランスをコピーするオブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

アピアランスパネルの上部にあるサムネールをドキュメントウィンドウのオブジェクトに向かってドラッグします。サム
ネールが表示されていない場合は、パネルメニューの「サムネールを表示」を選択します。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、コピーしたいアピアランス属性を持つターゲットアイ
コンを適用先の項目までドラッグします。
アピアランス属性を移動するには、レイヤーパネルで、目的の属性を持つ項目のターゲットアイコンを、その属性を適用す
る項目にドラッグします。

スポイトツールを使用したアピアランス属性のコピー
スポイトツールを使用して、文字オブジェクトの文字、段落、塗り、線の属性も含めて、あるオブジェクトのアピアランス属性を別のオブジェク
トにコピーすることができます。 スポイトツールは、初期設定では、選択されているオブジェクトのすべての属性をコピーします。スポイトツー
ルの対象となる属性を変更するには、スポイトダイアログボックスを使用します。

1. 変更するオブジェクト、テキストオブジェクトまたは文字列を選択します。
2. スポイトツール  を選択します。
3. 抽出する属性を持つオブジェクトの上にスポイトツールを移動します。文字の上に正しく移動すると、ポインターに小さな T
字が表示されます。

4. 次のいずれかの操作を行います。
スポイトツールをクリックすると、すべてのアピアランス属性が抽出され、選択したオブジェクトに適用されます。
Shift キーを押しながらグラデーション、パターン、メッシュオブジェクトまたは画像の一部をクリックすると、クリック
した場所のカラーだけが抽出され、選択した塗りや線に適用できます。
オブジェクトのアピアランス属性を、選択したオブジェクトのアピアランス属性に追加するには、Shift + Alt キー
（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しながらオブジェクトをクリックします。または、最初にオブ
ジェクトをクリックしてから Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しても同じ結果にな
ります。
注意： また、選択されていないオブジェクトをクリックして、その属性を抽出し、Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押しながら別の選択されていないオブジェクトをクリックして、属性を適用することもできます。

スポイトツールを使用したデスクトップからの属性のコピー
1. 選択ツールで、属性を変更するオブジェクトを選択します。
2. スポイトツールを選択します。
3. ドキュメント内をクリックし、そのままマウスボタンを押し続けます。
4. マウスボタンを押したまま、コピーする属性を持つデスクトップ上のオブジェクトまでマウスポインターを移動します。オブ
ジェクトの上で、マウスボタンを放します。
重要： 現在のドキュメント以外の場所でスポイトツールを使用すると、RGB カラーのみが抽出されます。スポイトツールの
右側に表示される黒い正方形は、画面から RGB カラーを抽出していることを示します。

スポイトツールを使用してコピーできる属性の指定
1. スポイトツールをダブルクリックします。
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2. スポイトツールでコピーする属性を選択します。透明、塗りと線の各種プロパティなどに加えて、文字列と段落のプロパティ
のアピアランス属性も抽出できます。

3. ラスタライズ画像からの抽出ポップアップメニューで、サンプルを抽出するエリアサイズを選択します。
4. 「OK」をクリックします。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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効果について
効果の適用
ラスタライズ効果について
ラスタライズのオプション
ビットマップ画像への効果の適用
効果のパフォーマンスの向上
効果の修正または削除

効果について
Illustrator には様々な効果が含まれ、オブジェクト、グループまたはレイヤーに適用してその特性を変更することができます。
Illustrator CS3 以前には効果とフィルターが含まれていましたが、現在の Illustrator に含まれているのは効果のみです（SVG フィルターを除く）。
フィルターと効果の主な違いは、フィルターはオブジェクトまたはレイヤーを完全に変更しますが、効果およびそのプロパティはいつでも変更ま
たは削除できることです。
オブジェクトに効果を適用すると、その効果がアピアランスパネルに表示されます。アピアランスパネルから、効果を編集、移動、複製、削除す
ること、またはグラフィックスタイルの一部として保存することができます。効果を使用する場合は、オブジェクトを分割・拡張してからでない
と新しいポイントにアクセスできません。
注意： 以前のバージョンの Illustrator には、フィルターと効果が含まれていました。
効果メニューの上半分の効果はベクトル効果です。これらの効果を、アピアランスパネルでベクトルオブジェクトのみ、またはビットマップオブ
ジェクトの塗りまた線のみに適用することができます。なお、効果メニューの上半分のうち、3D 効果、SVG フィルター、ワープ効果、変形効
果、ドロップシャドウ、ぼかし、光彩（内側）、光彩（外側）の効果および効果カテゴリはこの規則の例外であり、ベクトルオブジェクトとビッ
トマップオブジェクトの両方に適用できます。
効果メニューの下半分の効果はラスタライズ効果です。これらの効果はベクトルオブジェクトかビットマップオブジェクトに適用できます。
アピアランスパネルとグラフィックスタイルパネルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_jp を参照してください。

効果の適用
1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定します。
塗りや線などの特定のオブジェクト属性に効果を適用する場合は、オブジェクトを選択してから、アピアランスパネルで属性
を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。
効果メニューからコマンドを選択します。
アピアランスパネルの新規効果を追加アイコン  をクリックし、効果を選択します。

3. ダイアログボックスが表示された場合は、オプションを設定して、「OK」をクリックします。
最後に使用した効果と設定を適用するには、効果／[効果名] を適用を選択します。最後に使用した効果を適用してそのオプ
ションを設定するには、効果／[効果名] を選択します。

ラスタライズ効果について
ラスタライズ効果とは、ベクトルデータではなくピクセルを生成する効果です。ラスタライズ効果には、SVG フィルター、効果メニューの下部に
ある Photoshop 効果、および効果／スタイライズサブメニューの「ドロップシャドウ」、「光彩（内側）」、「光彩（外側）」および「ぼかし」
コマンドが含まれます。
Illustrator CS5 の解像度に依存しない効果（RIE）によって、次の機能が可能になります。
ドキュメントのラスタライズ効果設定（DRES）の解像度が変更された場合、効果のアピアランスの変化が最小限になるか、変
化しないように、効果のパラメーターが異なる値に変換されます。効果ダイアログボックスに新しく変更されたパラメーターの
値が反映されます。
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複数のパラメーターを持つ効果の場合は、ドキュメントのラスタライズ効果の解像度設定に関連するパラメーターのみが変換さ
れます。
例えば、ハーフトーンパターンダイアログボックスには異なるパラメーターがあります。ただし、DRES が変更された場合に
は、サイズの値のみが変更されます。

解像度の値を 300 ppi から 150 ppi に変更する前後のハーフトーンパターン効果

ドキュメントのラスタライズオプションは、効果／ドキュメントのラスタライズ効果設定を選択して設定します（ラスタライズのオプションを参
照してください）。
画面上では効果が適切に表示されていても、プリントするとディテールが失われたり、エッジがギザギザに見えたりする場合は、ドキュメント
のラスタライズ効果の解像度を高くしてください。

ラスタライズのオプション
以下のオプションは、ドキュメント内のすべてのラスタライズ効果に対して設定できます。ベクトルオブジェクトをラスタライズするときにも設
定できます。
カラーモード ラスタライズ時に使用するカラーモードを指定します。ドキュメントのカラーモードに応じて、RGB カラー画像または CMYK カ
ラー画像を生成できます。また、グレースケール画像やモノクロ 2 階調（1 ビット）画像も生成できます。1 ビット画像は、選択した背景オプショ
ンに応じて、白黒または黒と透明の組み合わせになります。
解像度 ラスタライズ画像の 1 インチあたりのピクセル数（ppi）を指定します。ベクトルオブジェクトをラスタライズする場合は、「ドキュメント
のラスタライズ効果の解像度を使用」を選択して、グローバルな解像度設定を使用します。
背景 ベクトルグラフィックの透明領域をピクセルに変換する方法を指定します。透明領域を白いピクセルで塗りつぶす場合は「ホワイト」を選択
し、背景を透明にする場合は「透明」を選択します。「透明」を選択した場合は、1 ビット画像以外のすべての画像に対して、アルファチャンネル
が作成されます。アートワークを Photoshop に書き出した場合、アルファチャンネルは保持されます（このオプションでは、「クリッピングマス
クを作成」オプションよりも美しいアンチエイリアスが適用されます）。
アンチエイリアス アンチエイリアスを適用して、ラスタライズ画像のエッジがギザギザに表示されるのを防ぎます。ドキュメントのラスタライズ
オプションを設定するときは、このオプションの選択を解除して、細い線や小さな文字の鮮明さが保持されるようにします。
ベクトルオブジェクトのラスタライズ時は、「なし」を選択して、アンチエイリアスを適用せず、ラスタライズ時にラインアートのハードエッジ
が保持されるようにします。「アートに最適（スーパーサンプリング）」を選択すると、文字のないアートワークに最適なアンチエイリアスが適
用されます。「文字に最適（ヒント）」を選択すると、文字に最適なアンチエイリアスが適用されます。
クリッピングマスクを作成 ラスタライズした画像の背景を透明にするマスクが作成されます。「背景」に「透明」を選択した場合、クリッピング
マスクを作成する必要はありません。
オブジェクトの周囲に追加 ラスタライズした画像に、指定したピクセル数の幅のパディングまたは境界線を追加します。画像のサイズは、元のサ
イズに「オブジェクトの周囲に追加」で設定した値を加えたものになります。この設定を使用して、スナップ写真のような効果を作成することも
できます。それには、「オブジェクトの周囲に追加」で値を指定し、「背景」で「ホワイト」を選択します。「クリッピングマスクを作成」の選
択は解除します。画像を囲む縁のように見える白い境界線が元のオブジェクトに追加されます。この画像に、ドロップシャドウ効果または光彩
（外側）効果を適用すると、元の画像がスナップ写真のように見えます。

ビットマップ画像への効果の適用
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効果を使用すると、ベクトルオブジェクトと同じようにビットマップオブジェクトにも特殊効果を適用できます。例えば、印象派的な効果を適用
したり、照明を変化させたり、画像を変形したりすることで、様々な視覚的効果を得ることができます。
ビットマップオブジェクトに対して効果を適用するときは、以下の点に注意してください。
効果は、リンクされたビットマップオブジェクトには適用されません。リンクされたビットマップに効果を適用すると、元の
ビットマップではなく、ファイルに埋め込まれたビットマップのコピーに効果が適用されます。効果を元のオブジェクトに適用
するには、元のビットマップオブジェクトをドキュメントに埋め込む必要があります。
Adobe Illustrator は、アドビ製品（Adobe Photoshop など）の効果に加え、サードパーティのソフトウェア会社で開発されたプ
ラグインフィルターの一部もサポートしています。インストールしたプラグインの効果は効果メニューに表示され、Illustrator
の効果と同じように使用できます。
効果の中には、特に高解像度のビットマップ画像に適用すると、大量のメモリを必要とするものがあります。

効果のパフォーマンスの向上
一部の効果は非常に多くのメモリを必要とします。以下のテクニックは、このような効果を適用するときにパフォーマンスを向上させるのに役立
ちます。
効果のダイアログボックスで「プレビュー」を選択すると、意図したとおりの結果を得ることができ、時間を節約できます。
設定を変更します。「ガラス」などのコマンドは、非常に多くのメモリを使用します。設定を調整して処理速度を確認してくだ
さい。
グレースケールのプリンターでプリントする場合は、効果を適用する前にビットマップ画像のコピーを用意し、グレースケール
に変換しておきます。ただし、カラーのビットマップ画像に効果を適用してからグレースケールに変換した場合と、グレース
ケール画像に同じ効果を適用した場合とでは結果が異なる可能性があるので注意してください。

効果の修正または削除
アピアランスパネルを使用して、効果を修正または削除します。

1. 効果を使用しているオブジェクトまたはグループを選択します。またはレイヤーパネルでレイヤーをターゲットとして指定し
ます。

2. 次のいずれかの操作を行います。
効果を修正するには、アピアランスパネルで青い下線付きの名前をクリックします。効果のダイアログボックスで、必要に
応じてオプションを変更して、「OK」をクリックします。
効果を削除するには、アピアランスパネルで効果を選択して、削除ボタンをクリックします。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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効果のまとめ
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効果のクイックリファレンス
アーティスティック効果
ぼかし効果
ブラシストローク効果
変形効果（メニューの下部）
ピクセレート効果
シャープ効果
スケッチ効果
表現手法効果
テクスチャ効果
ビデオ効果
テクスチャおよびガラス表面のコントロールの使用

効果のクイックリファレンス

効果 機能

効果
／3D

オープンパス、クローズパス、ビットマップオブジェクトを 3 次元（3D）オブジェクトに変換します。回転し
たり、光を当てたり、陰影を付けたりできるようになります。
参照：3D オブジェクトの作成

効果／
アー
ティス
ティッ
ク

紙面上に描いた絵画のようなアピアランスをシミュレートします。
参照：アーティスティック効果

効果／
ぼかし

画像を修正して、画像内のはっきりとした輪郭線に隣接するピクセル、および影の部分のピクセルが平均化さ
れるので、カラーの変化が滑らかに描かれます。
参照：ぼかし効果

効果／
ブラシ
スト
ローク

様々なブラシやインクの線の効果を使用して、絵画のような外観にします。
参照：ブラシストローク効果

効果／
形状に
変換

ベクトルオブジェクトまたはビットマップオブジェクトを変形します。
参照：効果を使用したオブジェクトの変形

効果／
トリム
マーク

選択されたオブジェクトにトリムマークを適用します。
参照：切り抜きまたは整列用のトリムマークの指定

効果／
パスの
変形

ベクトルオブジェクトを変形します。または、アピアランスパネルで塗りまた線が追加されたビットマップオ
ブジェクトに効果を適用します。
参照：効果を使用したオブジェクトの変形

効果／
変形

ベクトルオブジェクトまたはビットマップオブジェクトを幾何学的に歪めたり変形します。
参照：変形効果（メニューの下部）

効果／
パス

元の位置を基準にオブジェクトのパスを補正、文字を他のオブジェクトと同様に編集や操作可能な複合パスに
変換、または選択したオブジェクトの線を、元の線と同じ幅の塗りが適用されたオブジェクトに変更します。
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また、これらのコマンドを、アピアランスパネルで塗りまた線が追加されたビットマップオブジェクトに適用
することもできます。
参照：パスのオフセットを使用したオブジェクトの複製、テキストからアウトラインへの変換、線から線幅の
パスオブジェクトへの変換

効果／
パス
ファイ
ンダー

グループ、レイヤー、サブレイヤーを結合して、1 つの編集可能なオブジェクトにします。
参照：パスファインダー効果の適用

効果／
ピクセ
レート

カラー値の近いピクセルを凝集し、境界をくっきりさせます。
参照：ピクセレート効果

効果／
ラスタ
ライズ

ベクトルオブジェクトをビットマップオブジェクトに変換します。
参照：ベクトルオブジェクトのラスタライズ

効果／
シャー
プ

隣接するピクセルのコントラストを強調して、ぼやけた画像をシャープにします。
参照：シャープ効果

効果／
スケッ
チ

画像にテクスチャを追加します。多くは立体感を出すために使用されます。また、これらの効果を使用する
と、絵画のように手で描いたような印象を与えることができます。
参照：スケッチ効果

効果／
表現手
法

矢印やドロップシャドウを追加したり、角を丸くしたりできます。また、境界線をぼかしたり、光彩や落書き
効果のアピアランスをオブジェクトに追加することもできます。
参照：ドロップシャドウの作成、光彩（内側）または光彩（外側）の適用、矢印の追加、オブジェクトの境界
のぼかし、落書き効果を使用したスケッチの作成、オブジェクトの角を丸くする

効果／
スタイ
ライズ

エッジの光彩コマンドは、ピクセルを置き換えたり、画像のコントラストを強調して、選択範囲に印象派の絵
画のような効果を加えます。
参照：表現手法効果

効果
／SVG
フィル
ター

XML に基づいたドロップシャドウのようなグラフィックプロパティをアートワークに加えます。
参照：SVG 効果の適用

効果／
テクス
チャ

画像に深みや質感を与えたり、自然な印象を与えたりします。
参照：テクスチャ効果

効果／
ビデオ

テレビやビデオ用アートワークからキャプチャされた画像を最適化します。
参照：ビデオ効果

効果／
ワープ

パス、テキスト、メッシュ、ブレンド、ラスタライズ画像などのオブジェクトを歪めたり変形します。
参照：効果を使用したオブジェクトの変形

アーティスティック効果
アーティスティック効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適用すると、ドキュメントのラスタライズ効果設定が
使用されます。
色鉛筆 単色の背景に色鉛筆で描いたような画像を作成します。重要な輪郭線は粗い網目で描かれ、均一に塗られた領域では背景色が透けて見えま
す。
カットアウト 色紙を無造作に切り抜いて、貼り付けたような画像を作成します。コントラストの強い画像は影絵のように見え、カラー画像は色紙
を重ねて作成されたようになります。
ドライブラシ ドライブラシ手法（油彩と水彩の中間）で画像の輪郭線をペイントします。この効果を使用すると、画像のカラー範囲が制限され、
画像が単純化されます。
粒状フィルム 画像の影の領域と中間調の領域に均一なパターンを適用します。画像の領域が明るいほど、スムーズでより彩度の強いパターンが追
加されます。粒状フィルム効果は、グラデーションで生じるバンディングを取り除き、様々なソースから取り込んだ要素を一体化して見えるよう
にします。
フレスコ 短く丸みを帯びた線を使用した荒々しいタッチで、粗いスタイルの画像をペイントします。
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ネオン光彩 様々なタイプの光彩を画像のオブジェクトに追加します。この効果は、画像にソフトな印象の彩色を与えるのに便利です。光彩カラー
を使用する場合は、光彩ボックスをクリックし、カラーピッカーからカラーを選択します。
塗料 様々なサイズ（1 ～ 50）と種類のブラシを選択でき、絵画のような印象を与えます。ブラシの種類には、標準、粗い（明）、粗い（暗）、幅
広（シャープ）、幅広（ぼかし）、スパークルがあります。
パレットナイフ 画像内のディテールを省略して、カンバスの下にあるテクスチャがわかる程度に薄くペイントしたような効果を適用します。
ラップ 艶のあるビニールで覆ったような効果を適用して、表面のディテールにアクセントを与えます。
エッジのポスタリゼーション 設定したポスタリゼーション値に従って画像のカラー数を減らし、画像のエッジ上に黒い線を描画します。画像内の
広い領域には単純なシェードが適用され、画像の各所のディテールが暗い色調で描かれます。
粗いパステル画 テクスチャが適用された背景に、カラーパステルで描いたような画像を作成します。明るいカラーの部分では、パステルが色濃く
描かれ、テクスチャはほとんど見えません。暗い部分では、背景のテクスチャが透けて見え、パステルがかすれたように描かれます。
こする 短い斜線を使用して画像を描きます。画像の暗い部分がぼかされるので、ソフトな印象を与えます。明るい部分はより明るくなりますが、
ディテールは失われます。
スポンジ コントラストの強いカラーを使用し、画像にテクスチャ効果を与えることによって、スポンジで描いたような画像を作成します。
粗描き テクスチャ効果を加えた背景に画像をペイントしてから、その上に最終的な画像をペイントします。
水彩画 標準のブラシに水と絵の具を含ませて描いた水彩画のような画像を作成します。画像のディテールは単純化されます。水彩画効果により、
色調が大幅に変化するエッジ部分ではカラーの彩度が高くなります。

ぼかし効果
効果メニューのぼかしサブメニューにあるコマンドは、ラスタライズを行い、ベクトルオブジェクトにこれらの効果を適用すると、ドキュメント
のラスタライズ効果設定が使用されます。
ぼかし（ガウス） 選択範囲を指定した量だけぼかすことができます。ぼかし（ガウス）効果は、高い線数のディテールを削除し、ぼかし効果を与
えます。
ぼかし（放射状） カメラをズームまたは回転させたようなソフトなぼかし効果を与えます。同心円状にぼかすには、「回転」を選択し、回転量を
指定します。画像を拡大または縮小しているかのように放射状にぼかすには、「ズーム」を選択し、1 ～ 100 の数値で量を指定します。ぼかしの
画質には、処理速度が速く画像の粒子が粗くなる「低い」、滑らかな粒子が得られる「標準」および「高い」があります。「標準」と「高い」
は、選択対象が大きい場合を除いて、画質にほとんど差がありません。「ぼかしの中心」ボックスでパターンをドラッグして、ぼかしの原点を指
定します。
ぼかし（詳細） 範囲を正確に指定して画像をぼかします。半径、しきい値、ぼかしの画質を指定できます。「半径」の値によって、同類でないピ
クセルを探す範囲のサイズが決まります。「しきい値」によって、ピクセルに変更を加えるには、そのピクセルがどれぐらい異なっている必要が
あるかが決まります。選択範囲全体（「標準」）、または色の効果のエッジ（「エッジのみ」および「エッジのオーバーレイ」）のいずれかの
モードを設定することもできます。コントラストが強い部分では、「エッジのみ」によって白黒のエッジが適用され、「エッジのオーバーレイ」
によってホワイトが適用されます。

ブラシストローク効果
ブラシストローク効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適用すると、ドキュメントのラスタライズ効果設定が使
用されます。
エッジの強調 画像の境界線を強調します。境界線の明るさに大きい値を設定すると、ホワイトチョークに似た効果が得られます。小さい値を設定
すると、ブラックインキに似た効果が得られます。
ストローク（斜め） 斜線を使用して画像を再描画します。画像の明るい部分は同一方向の斜線で描かれ、暗い部分は反対方向の斜線で描かれま
す。
網目 元の画像のディテールと特徴を保持しつつ、テクスチャを追加し、カラー部分の境界線に鉛筆でハッチング（陰影）を付けたような粗い印象
の画像を作成します。「強さ」オプションで、ハッチングパスの数を 1 ～ 3 まで指定できます。
ストローク（暗） 画像の暗い部分を短いストロークで黒に近いカラーに塗り、明るい部分を長いストロークで白く塗ります。
インク画（外形） 画像のディテールを細い線で描画し、インクペンで描いたような効果を出します。
はね エアブラシで絵の具が飛び散ったような効果を与えます。オプションの数値を上げると、効果全体が単純なものになります。
ストローク（スプレー） 画像の中の主要なカラーを使用し、角度を付けてスプレーしたような画像を作成します。
墨絵 半紙に墨汁をたっぷり付けた筆で描いたように、日本的な印象の画像を作成します。境界線は濃い黒を使用して、ぼかしたソフトな印象にな
ります。

変形効果（メニューの下部）
変形コマンドは非常に多くのメモリを使用する場合があります。これらはラスタライズを行い、ベクトルオブジェクトにこれらの効果を適用する
と、ドキュメントのラスタライズ効果設定が使用されます。
光彩拡散 ソフトな拡散フィルターを通して見たように画像をレンダリングします。この効果では、選択範囲の中心から光彩が徐々に弱められ、画
像に透かしホワイトノイズが加えられます。
ガラス 様々な種類のガラスを通して見たような効果を与えます。あらかじめ定義されているガラス効果を選択するか、Photoshop ファイルを使用
して独自のガラス表面を作成します。拡大・縮小率、変形、平滑度の設定に加えて、テクスチャのオプションも調整できます。
海の波紋 アートワークにランダムな間隔で波紋を加え、アートワークが水中にあるかのような印象を与えます。
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ピクセレート効果
ピクセレート効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適用すると、ドキュメントのラスタライズ効果設定が使用さ
れます。
カラーハーフトーン 画像の各チャンネルに、大きなハーフトーンスクリーンを使用したような効果を与えます。各チャンネルに対して、画像を正
方形に分割し、それぞれの正方形をドットで置き換えます。円の大きさは、それに対応する長方形の明るさに比例します。
この効果を使用するには、ハーフトーンドットの最大直径をピクセル単位で 4 から 127 の範囲で入力し、チャンネルのスクリーン角度（真の水平
線に対するドットの角度）を入力します。グレースケール画像の場合は、チャンネル 1 だけを使用します。RGB 画像の場合は、チャンネル
1、2、3 を使用します。それぞれレッド、グリーン、ブルーのチャンネルに相当します。CMYK 画像の場合は、4 つのチャンネルをすべて使用し
ます。それぞれ、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのチャンネルに相当します。
水晶 カラーを多角形に凝集します。
メゾティント 画像をモノクロ領域のランダムパターンか、彩度が非常に高いカラーのランダムパターンに変換します。この効果を使用する場合
は、メゾティントダイアログボックスのタイプポップアップメニューからパターンを選択します。
点描 画像のカラーをランダムに配置したドットに分割し、ドット間の背景には背景色を使用します。

シャープ効果
効果メニューにあるシャープサブメニューのアンシャープマスクコマンドを使用すると、隣接したピクセルのコントラストが強調され、ぼやけた
画像がシャープになります。この効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適用すると、ドキュメントのラスタライ
ズ効果設定が使用されます。
アンシャープマスク 画像の中でカラーが大きく変化する部分をシャープにします。アンシャープマスク効果を使用すると、境界線ディテールのコ
ントラストが調整され、境界の両側に薄い線または濃い線が引かれます。この効果により境界線が強調され、画像がシャープに見えるようになり
ます。

スケッチ効果
スケッチ効果の多くは、画像を編集するときに白黒を使用します。この効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適
用すると、ドキュメントのラスタライズ効果設定が使用されます。
浅浮彫り 画像を浅い浮彫りにしたように変形させ、表面の変化を強調するように照らします。画像の暗い部分は黒に彩色され、明るい部分は白に
彩色されます。
チョークおよび木炭画 画像の明るい部分と中間調の部分を、中間調グレーの粗いチョークで描きます。影の部分は、木炭で描いた斜線に置き換え
られます。木炭で描くときには黒が使用され、チョークで描くときには白が使用されます。
木炭画 画像にポスタリゼーションのこすったような効果を出します。主要な境界線は太く描かれ、中間調は斜線で描かれます。木炭は黒で彩色さ
れ、紙は白で彩色されます。
クロム 画像を磨き上げたクロムの表面のように処理します。反射している表面の明るい部分には高いポイント値が、影の部分には低いポイント値
が設定されます。
クレヨンのコンテ画 クレヨンのコンテ画のような濃さと白さのテクスチャを画像に再現します。クレヨンのコンテ画効果では、暗い部分に黒が使
用され、明るい部分に白が使用されます。
グラフィックペン 細い線形のインクストロークを使用して、元の画像のディテールを描画します。グラフィックペン効果は、インクの部分は黒を
使用し、紙の部分は白を使用して、元の画像のカラーを置き換えます。このコマンドは、スキャンした画像に使用すると特に効果的です。
ハーフトーンパターン 連続した色調の範囲を維持しながら、ハーフトーンスクリーンを使用したような効果を出します。
ノート用紙 手漉きの紙を使用しているかのような印象を与えます。この効果を使用すると画像が単純化され、粒状コマンド（テクスチャサブメ
ニュー）とエンボス効果を組み合わせたような結果が得られます。画像の暗い部分は、紙の最上位レイヤーで白に囲まれた穴のように表示されま
す。
コピー 画像をコピーしたときのような効果を与えます。暗く広い部分は境界線のみがコピーされることが多く、中間調の部分は黒または白になり
ます。
プラスター プラスターから画像を成形したような効果を与えてから、その画像を白黒で彩色します。暗い部分は浮き上がり、明るい部分は沈んで
見えます。
ちりめんじわ フィルムの膜面の収縮と変形を設定したように、影の部分が凝集され、明るい部分が淡色の粒子に見える画像を作成します。
スタンプ ゴム製スタンプまたは木製スタンプを押したように画像を単純化します。このコマンドは白黒の画像に最も適しています。
ぎざぎざのエッジ 画像をぎざぎざに裂かれた紙のように変形して、白黒で彩色します。このコマンドは、文字やコントラストの強いオブジェクト
で構成された画像に適しています。
ウォーターペーパー 繊維質の湿った紙に塗ったようなむらになった塗料を使用し、色がにじんで混じり合うようにします。

表現手法効果
エッジの光彩効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適用すると、ドキュメントのラスタライズ効果設定が使用さ
れます。
エッジの光彩 カラーの境界線にネオンのような光彩を加えます。
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テクスチャ効果
テクスチャ効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適用すると、ドキュメントのラスタライズ効果設定が使用され
ます。
クラッキング 高浮彫りのプラスター表面に画像を作成し、画像の輪郭線に細かいひびの網目模様を加えます。クラッキング効果を使用すると、広
範囲のカラー値またはグレースケール値が含まれる画像にエンボス効果を出すことができます。
粒状 画像に様々な種類の粒状（標準、ソフト、スプリンクル、凝集、硬調、拡大、点画、横、縦、小斑点）のテクスチャを加えます。これらのテ
クスチャ処理オプションの使用について詳しくは、テクスチャおよびガラス表面のコントロールの使用を参照してください。
モザイクタイル 画像が小さい破片やタイルでできているような印象を与え、タイル間にセメントしっくいを加えます（これと対照的に、フィル
ター／クリエイト／モザイクコマンドを選択すると、画像が様々な色のピクセルのブロックに分割されます）。
パッチワーク 画像を、その周辺部分の主要なカラーで塗られた正方形に分割します。パッチワーク効果では、明るい部分と影の部分を再現するた
めにタイルの深さを増減します。
ステンドグラス 単色の隣接するセルを前景色で縁取りしたように、画像を作成します。
テクスチャライザー 選択または作成したテクスチャを画像に適用します。

ビデオ効果
ビデオ効果はラスタライズ用の効果です。ベクトルオブジェクトにこの効果を適用すると、ドキュメントのラスタライズ効果設定が使用されま
す。
インターレース解除 ビデオ画像内の奇数または偶数の走査線を削除して、ビデオに撮ったモーション画像を滑らかにします。削除するラインの置
換方法（「コピー」または「補間」）を選択できます。
NTSC カラー 色域をテレビで再生可能な範囲に制限し、彩度の強いカラーがテレビの走査線上でにじむのを防ぐことができます。

テクスチャおよびガラス表面のコントロールの使用
Illustrator に付属する「ガラス」、「粗いパステル画」、「粒状」、「フレスコ」などの効果では、テクスチャ処理オプションを使用することがで
きます。テクスチャ処理オプションを使用すると、カンバスやレンガなどのテクスチャの上にペイントしたようなオブジェクトや、ガラスブロッ
クを通して見たようなオブジェクトを作成できます。

1. 効果のダイアログボックスのテクスチャポップアップメニューでテクスチャの種類を選択するか、「テクスチャの読み込み」
を選択してファイルを指定します（これは「粗いパステル画」または「ガラス」などの一部のコマンドでのみ使用できま
す）。

2. 必要に応じて、他のオプションを設定します。
拡大・縮小スライダーをドラッグして、ビットマップ画像上の効果を拡大または縮小します。
レリーフスライダーをドラッグすると、テクスチャの深さを調整できます。
照射方向ポップアップメニューで、画像上の光源の方向を選択できます。
「階調の反転」を選択すると、表面の明るいカラーと暗いカラーが反転します。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ドロップシャドウの作成

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

モード

不透明度

X 軸オフセットと Y 軸オフセット

ぼかし

カラー

濃さ

1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定
します。

2. 効果／スタイライズ／ドロップシャドウを選択します。

3. ドロップシャドウに関する以下のオプションを設定して、「OK」をクリックします。

ドロップシャドウの描画モードを指定します。

ドロップシャドウの不透明度を指定します。

ドロップシャドウをオブジェクトからオフセットする
距離を指定します。

影の端からぼかしの開始点までの距離を入力します。影をぼかすために、透明な
ラスターオブジェクトが作成されます。

影のカラーを指定します。

ドロップシャドウに加えるブラックの割合を指定します。CMYK ドキュメントで
は、ブラック以外のカラーの塗りや線が適用されたオブジェクトに 100 ％の濃さでド
ロップシャドウを作成すると、マルチカラーのブラックの影が作成されます。ブラックの
みの塗りや線が適用されたオブジェクトに 100 ％の濃さでドロップシャドウを作成する
と、100 ％ブラックの影が作成されます。0 ％の濃さでドロップシャドウを作成すると、
選択したオブジェクトと同じカラーの影が作成されます。

関連項目
ビジュアルチュートリアル - 効果を試してみる
効果の操作
効果のまとめ
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ドロップシャドウ、光彩、ぼかし

 

トップへ戻る

トップへ戻る

光彩（内側）または光彩（外側）の適用
オブジェクトの境界のぼかし

光彩（内側）または光彩（外側）の適用
1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定します。
2. 効果／スタイライズ／光彩（内側）または効果／スタイライズ／光彩（外側）を選択します。
3. 描画モードメニューの横にあるカラープレビューボックスをクリックして、光彩のカラーを指定します。
4. 以下に示すその他のオプションを設定して、「OK」をクリックします。
描画モード 光彩の描画モードを指定します。
不透明度 光彩の不透明度を指定します。
ぼかし 選択範囲の中心またはエッジからぼかしの開始点までの距離を入力します。
中心（光彩（内側）のみ） 選択範囲の中心から発する光彩を適用します。
境界線（光彩（内側）のみ） 選択範囲の境界線の内側から発する光彩を適用します。
光彩（内側）効果を使用したオブジェクトを分割・拡張すると、その光彩（内側）は不透明マスクとなり、光彩（外側）効
果を使用したオブジェクトを分割・拡張すると、その光彩（外側）は透明ラスタライズオブジェクトとなります。

オブジェクトの境界のぼかし
1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定します。
2. 効果／スタイライズ／ぼかしを選択します。
3. 不透明から透明へとオブジェクトの色が薄くなる距離を設定し、「OK」をクリックします。

選択した元のオブジェクト（左）とぼかし効果を使用したオブジェクト（右）

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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スケッチとモザイクの作成

トップへ戻る
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落書き効果を使用したスケッチの作成
モザイクの作成

落書き効果を使用したスケッチの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定します。
効果を線や塗りなどの特定のオブジェクト属性に適用するには、オブジェクトを選択してから、アピアランスパネルで属性
を選択します。
効果をグラフィックスタイルに適用するには、グラフィックスタイルパネルでそのグラフィックスタイルを選択します。

2. 効果／スタイライズ／落書きを選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

プリセットの落書き効果を使用するには、スタイルメニューから選択します。
カスタム落書き効果を作成するには、プリセットの落書き効果を選択して、落書きのオプションを調整します。

4. カスタムの落書き効果を作成する場合は、以下に示す落書きオプションを必要に応じて調整し、「OK」をクリックします。
角度 落書き線の方向を調整します。角度アイコンをクリックし、アイコンに沿って角度線をドラッグするか、テキストボック
スに -179 ～ 180 の間で値を入力します（この範囲以外の値を入力すると、対応する範囲内の値に置き換えられます）。
アウトラインとの重なり パスの境界線の内外に設定する落書き線の量を調整します。負の値を入力すると、落書き線がパスの
境界線内に制限されます。正の値を入力すると、落書き線が境界線外にも広がります。
変位（「アウトラインとの重なり」用） 各落書き線の長さの差異を調整します。
線幅 落書き線の幅を調整します。
角の丸み 落書き線の方向が反転する部分の線の角の丸みの量を調整します。
変位（「角の丸み」用） 各落書き線の角の丸みの差を調整します。
間隔 落書き線の間隔を調整します。
変位（「間隔」用） 各落書き線の間隔の差異を調整します。

モザイクの作成
1. ビットマップ画像を読み込んで、モザイクの土台として使用します。画像はリンクではなく、埋め込まれている必要がありま
す。
ベクトルオブジェクトをラスタライズして、モザイクの土台として使用することもできます。

2. 画像を選択します。
3. オブジェクト／モザイクオブジェクトを作成を選択します。
4. モザイクのサイズを変更するには、「新しいサイズ」に値を入力します。
5. タイル間の間隔とタイルの合計数を調整するオプションをはじめ、以下に示すオプションを必要に応じて設定してから、
「OK」をクリックします。
比率を固定 幅または高さを元の画像のサイズに固定します。「幅」を選択すると、ビットマップ画像の幅のタイル数に基づい
て、モザイク画像の幅に必要なタイルの数が計算されます。同様に、「高さ」を選択すると、高さのタイル数に基づいて、高
さに必要なタイルの数が計算されます。
効果 モザイクのタイルがカラーかグレースケールかを指定します。
％でサイズを変更する 画像のサイズを幅と高さの割合を指定して変更します。
ラスタライズデータを削除 元のビットマップ画像を削除します。
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比率を使用 「タイル数」で指定された数に基づいて、タイルを正方形にします。このオプションは、「キャンセル」の下にあ
ります。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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グラフィックスタイル

トップへ戻る

トップへ戻る

グラフィックスタイルについて
グラフィックスタイルパネルの概要
グラフィックスタイルの作成
グラフィックスタイルの適用
グラフィックスタイルライブラリの使用
グラフィックスタイルの操作
別のドキュメントからのすべてのグラフィックスタイルの読み込み

グラフィックスタイルについて
グラフィックスタイルとは、再利用可能なアピアランス属性のセットです。グラフィックスタイルを使用すると、オブジェクトのアピアランスを
すばやく変更できます。例えば、オブジェクトの塗りと線のカラーの変更、透明度の変更、効果の適用を一度に行うことができます。グラフィッ
クスタイルを使用して適用したすべての変更は、完全に元に戻すことができます。
グラフィックスタイルは、オブジェクト、グループおよびレイヤーに適用できます。グループやレイヤーにグラフィックスタイルを適用すると、
そのグループやレイヤーのすべてのオブジェクトにグラフィックスタイルの属性が適用されます。例えば、不透明度 50 ％のグラフィックスタイル
があるとします。このグラフィックスタイルをレイヤーに適用すると、そのレイヤー上のすべてのオブジェクト、およびそのレイヤーに後から追
加するすべてのオブジェクトが 50 ％の不透明度で表示されます。ただし、オブジェクトをそのレイヤーの外に移動すると、オブジェクトのアピア
ランスは以前の不透明度に戻ります。
アピアランスパネルとグラフィックスタイルパネルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_jp を参照してください。
グループまたはレイヤーに適用したグラフィックスタイルの塗りのカラーがアートワークに表示されない場合は、アピアランスパネルで、その
塗り属性を内容エントリの上にドラッグします。

グラフィックスタイルパネルの概要
グラフィックスタイルパネル（ウィンドウ／グラフィックスタイル）を使用すると、アピアランス属性のセットを作成して、名前を付けて保存
し、適用することができます。ドキュメントを作成した場合は、パネルに初期設定のグラフィックスタイルが表示されます。ドキュメントがアク
ティブであるときに保存したグラフィックスタイルは、その後、そのドキュメントを開いてアクティブにしたときにパネルに表示されます。
スタイルに塗りと線がない場合（例えば、効果のみのスタイル）は、黒いアウトラインに白塗りのオブジェクトのシェイプの中にサムネールが表
示されます。また、赤い小さなスラッシュが表示され、塗りと線がないことを示します。
文字のスタイルを作成している場合は、グラフィックスタイルパネルメニューの「プレビューにテキストを使用」を選択して、正方形ではなく文
字に適用されたスタイルのサムネールを表示します。
スタイルを明確に表示したり、選択したオブジェクトのスタイルをプレビューしたりするには、グラフィックスタイルパネルでスタイルのサム
ネールを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）すると、ポップアップサムネールが表示されます。
アピアランスパネルとグラフィックスタイルパネルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_jp を参照してください。

グラフィックスタイルのリストをパネルに表示する方法の変更
 次のいずれかの操作を行います。
パネルメニューからビューサイズのオプションを選択します。「サムネール表示」を選択するとサムネールが表示されます。
「リスト（小）を表示」を選択すると小さなサムネールとスタイル名が表示されます。「リスト（大）を表示」を選択すると大
きなサムネールとスタイル名が表示されます。
パネルメニューから「プレビューに四角形を使用」を選択すると、正方形のスタイル、またはそのスタイルが正方形に適用され
たオブジェクトの形状が表示されます。
グラフィックスタイルを別の位置までドラッグすると順序を変更できます。黒の線が目的の位置に表示されたら、マウスボタン
を放します。
アルファベット順または数字順（Unicode 順）にグラフィックスタイルを一覧表示するには、パネルメニューから「名前順」を
選択します。
パネルメニューから「プレビューにテキストを使用」を選択すると、T の文字でスタイルが表示されます。これにより、テキス
トに適用されたスタイルを視覚的により正確に確認できます。
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トップへ戻る

プレビューにテキストを使用したグラフィックスタイル

グラフィックスタイルの作成
アピアランス属性をオブジェクトに適用して新規のグラフィックを作成することも、他のグラフィックスタイルを基盤としたスタイルを作成する
こともできます。また、既存のグラフィックスタイルを複製することもできます。

グラフィックスタイルの作成
1. オブジェクトを選択し、塗りと線、効果、透明度の設定など、任意のアピアランス属性を組み合わせて適用します。
アピアランスパネルを使用して、アピアランス属性の調整、順序の変更、および複数の塗りと線の作成を行うことができま
す。例えば、不透明度と描画モードの異なる 3 種類の塗りをグラフィックスタイルに指定し、各カラーが互いにどのように作
用するかを確認できます。

2. 次のいずれかの操作を行います。
グラフィックスタイルパネルの新規グラフィックスタイルボタン  をクリックします。
パネルメニューから「新規グラフィックスタイル」を選択し、「スタイル名」ボックスに名前を入力して「OK」をクリッ
クします。
アピアランスパネルからサムネールを（またはアートワークウィンドウからオブジェクトを）グラフィックスタイルパネル
にドラッグします。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら新規グラフィックスタイルボタンをクリックし、グラ
フィックスタイルの名前を入力して、「OK」をクリックします。

アピアランスパネルからグラフィックスタイルパネルにサムネールをドラッグし、グラフィックスタイルを保存します。

2 つ以上の既存のグラフィックスタイルに基づくグラフィックスタイルの作成
 Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリックして、結合するグラフィックスタイルをすべて選択し、パネル
メニューの「グラフィックスタイルを結合」を選択します。
新しいグラフィックスタイルには、選択したグラフィックスタイルのすべての属性が含まれます。結合したグラフィックスタイルは、グラフィッ
クスタイルパネルのグラフィックスタイルリストの一番最後に追加されます。

グラフィックスタイルの複製
 パネルメニューから「グラフィックスタイルを複製」を選択するか、グラフィックスタイルを新規グラフィックスタイルボタンにドラッグしま
す。
新しいグラフィックスタイルが、グラフィックスタイルパネルの一番最後に追加されます。
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グラフィックスタイルの適用
1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定します。
2. 1 つのスタイルをオブジェクトに適用するには、次のいずれかの操作を行います。

コントロールパネルのスタイルメニュー、グラフィックスタイルパネルまたはグラフィックスタイルライブラリからスタイ
ルを選択します。
グラフィックスタイルをドキュメントウィンドウのオブジェクト上にドラッグします（先にオブジェクトを選択しておく必
要はありません）。

3. オブジェクトの既存のスタイル属性をスタイルと結合したり、オブジェクトに複数のスタイルを適用したりするには、次のい
ずれかの操作を行います。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、スタイルをグラフィックスタイルパネルからオブジェ
クトにドラッグします。
オブジェクトを選択して、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、グラフィックスタイルパネ
ルのスタイルをクリックします。

注意： グラフィックスタイルの適用時に文字カラーを保持するには、グラフィックスタイルパネルメニューの「文字カラーを
無視」の選択を解除します。

グラフィックスタイルライブラリの使用
グラフィックスタイルライブラリは、プリセットのグラフィックスタイルの集まりです。グラフィックスタイルライブラリを開くと、グラフィッ
クスタイルパネルではなく、新しいパネルに表示されます。グラフィックスタイルライブラリの項目は、グラフィックスタイルパネルの項目と同
じように、選択したり、並べ替えたり、表示したりできます。ただし、グラフィックスタイルライブラリの場合、項目の追加、削除、編集は行う
ことができません。

グラフィックスタイルライブラリを開く
 グラフィックスタイルパネルのメニューで、ウィンドウ／グラフィックスタイルライブラリサブメニューまたはグラフィックスタイルライブラ
リを開くサブメニューからライブラリを選択します。

Illustrator を起動したときライブラリを自動的に開くには、ライブラリのパネルメニューで「固定」を選択します。

グラフィックスタイルライブラリの作成
1. グラフィックスタイルパネルに必要なグラフィックスタイルを追加し、不要なグラフィックスタイルを削除します。

ドキュメントで使用されていないグラフィックスタイルをすべて選択するには、グラフィックスタイルパネルメニューの
「未使用項目を選択」を選択します。

2. グラフィックスタイルパネルメニューから「グラフィックスタイルライブラリを保存」を選択します。
ライブラリは任意の場所に保存できます。ただし、ライブラリファイルをデフォルトの場所に保存する場合は、グラフィック
スタイルライブラリメニューのユーザー定義サブメニューおよびグラフィックスタイルライブラリを開くメニューにライブラ
リ名が表示されます。

ライブラリからグラフィックスタイルパネルへのグラフィックスタイルの移動
グラフィックスタイルライブラリからグラフィックスタイルパネルにグラフィックスタイルをドラッグします。
追加するグラフィックスタイルを選択し、ライブラリのパネルメニューの「グラフィックスタイルに追加」を選択します。
グラフィックスタイルをドキュメント内のオブジェクトに適用します。グラフィックスタイルが自動的にグラフィックスタイル
パネルに追加されます。

グラフィックスタイルの操作
グラフィックスタイルパネルでは、グラフィックスタイルの名前変更または削除、グラフィックスタイルへのリンクの解除、グラフィックスタイ
ル属性の置き換えなどを行えます。

グラフィックスタイルの名前の変更
 パネルメニューの「グラフィックスタイルオプション」を選択して、ファイル名を変更し、「OK」をクリックします。

グラフィックスタイルの削除
 パネルメニューの「グラフィックスタイルを削除」を選択して「はい」をクリックするか、スタイルを削除アイコン上にドラッグします。
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グラフィックスタイルを削除しても、そのグラフィックスタイルを使用しているオブジェクト、グループまたはレイヤーのアピアランス属性は変
わりません。ただし、それらの属性とグラフィックスタイルとの関連付けは解除されます。

グラフィックスタイルへのリンクの解除
1. グラフィックスタイルが適用されたオブジェクト、グループまたはレイヤーを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

グラフィックスタイルパネルメニューの「グラフィックスタイルへのリンクを解除」を選択するか、パネルでグラフィック
スタイルへのリンクを解除ボタン  をクリックします。
選択したオブジェクト、グループまたはレイヤーのアピアランス属性（塗り、線、不透明度、効果など）を変更します。
オブジェクト、グループ、レイヤーは同じアピアランス属性を保持したまま、独立して編集できるようになります。属性を
変更した場合、グラフィックスタイルへの関連付けは解除されています。

グラフィックスタイル属性の置き換え
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、現在のグラフィックスタイルの上に新しく使用するグラ
フィックスタイルをドラッグします。
使用する属性を持つオブジェクトまたはグループを選択します（またはレイヤーパネルでレイヤーをターゲットとして指定しま
す）。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、アピアランスパネルの上にあるサムネールを、グラ
フィックスタイルパネル上の置き換えるスタイルにドラッグします。
置き換えるグラフィックスタイルを選択します。次に、使用する属性を持つアートワークを選択し（またはレイヤーパネルで使
用する属性を持つ項目をターゲットにし）、アピアランスパネルメニューの「グラフィックスタイルを更新 "スタイル名"」を選
択します。
置き換えたグラフィックスタイルは元の名前のままですが、新しいアピアランス属性が適用されます。Illustrator ドキュメント
内で、そのグラフィックスタイルが使用されているすべての部分が新しい属性に更新されます。

別のドキュメントからのすべてのグラフィックスタイルの読み込み
1. ウィンドウ／グラフィックスタイルライブラリ／その他のライブラリを選択するか、グラフィックスタイルパネルメニューの
グラフィックスタイルライブラリを開く／その他のライブラリを選択します。

2. グラフィックスタイルを読み込むファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。
読み込んだグラフィックスタイルは、グラフィックスタイルライブラリパネルに表示されます（グラフィックスタイルパネル
には表示されません）。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Web グラフィック作成に対する最善の取り組み
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Web グラフィックについて
ピクセルプレビューモードについて
Adobe Device Central と Illustrator の併用
Adobe Illustrator には、Web ページをレイアウトしたり、Web グラフィックを作成および最適化するための様々なツールが用意されています。例
えば、Web セーフカラーを使用し、画質とファイルサイズのバランスを考慮して、グラフィックに最適なファイル形式を選択します。Web グラ
フィックではスライスやイメージマップを活用することができます。さらに、多くの最適化オプションを使用したり、Device Central で Web 上で
のファイルの表示状態を確認することができます。

Web グラフィックについて
Web 用のグラフィックを作成する場合は、プリント用のグラフィックとは異なる点があることを考慮する必要があります。 グラフィックを Web
用に保存する方法に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0063_jp を参照してください。 Web アプリケーション間の読み込み、コピー
＆ペーストに関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0193_jp（英語）を参照してください。
Web グラフィックの特質を考慮し、適切な判断を下すために、次の 3 つのガイドラインに留意してください。

1. Web セーフカラーを使用する
多くの場合、アートワークにおいてカラーは重要な要素です。 しかし、作業中のアートボード上に表示されているカラーは、必ずしも別のユー
ザーの Web ブラウザーで同じように表示されるとは限りません。 Web グラフィックの作成時に予防措置として次の 2 つの対策を講じておくと、
ディザ（使用できないカラーをシミュレートする方法）や、その他のカラーに関する問題の発生を防ぐことができます。 1 つは、常に RGB カ
ラーモードで作業を行うことです。 2 つ目は、Web セーフカラーを使用することです。

2. 画質とファイルサイズのバランスをとる
Web 上で画像を配信するためには、画像のファイルサイズを小さくすることが重要です。 ファイルサイズが小さいほど、Web サーバーでの画像
の保存と転送を効率よく行え、ユーザー側でも画像を短時間でダウンロードできます。 Web グラフィックのサイズと推定ダウンロード時間
は、Web およびデバイス用に保存ダイアログボックスで確認できます。

3. 目的のグラフィックに最適なファイル形式を選択する
最高の画質で表示し、かつ Web に適したサイズのファイルを作成するには、グラフィックの種類に応じて保存するファイル形式を変える必要があ
ります。 特定の形式について詳しくは、Web グラフィックの最適化オプション を参照してください。

Illustrator には、Web ページやバナーなども含め、Web 専用のテンプレートが多数用意されています。 ファイル／テンプレートから新規を選択
して、テンプレートを選択します。

Web およびデバイス用に保存の概要
Web 用の画像の最適化
カラーの Web セーフカラーへの変換

ピクセルプレビューモードについて
Web デザイナーがピクセル単位で正確なデザインを作成できるようにするために、Illustrator CS5 ではピクセル整合プロパティが追加されていま
す。あるオブジェクトのピクセル整合プロパティが有効な場合、そのオブジェクトの水平方向のパスと垂直方向のパスがすべてピクセルグリッド
に整合し、ストロークのアピアランスが正確になります。オブジェクトを変形する場合、このプロパティを設定している限り、オブジェクトは新
しい座標系に合わせてピクセルグリッドに再整合します。このプロパティは、変形パネルで「ピクセルグリッドに整合」オプションを選択するこ
とで有効にすることができます。Illustrator CS5 には、ドキュメントレベルの「新規オブジェクトをピクセルグリッドに整合」オプションもあ
り、Web ドキュメントではデフォルトで有効になっています。このプロパティを有効にすると、描画するすべての新しいオブジェクトはデフォル
トでピクセル整合になります。
詳しくは、Web ワークフローのピクセル整合パスの描画を参照してください。
アートワークを JPEG、GIF、PNG などのビットマップ形式で保存している場合、Illustrator では 72 ピクセル/インチにラスタライズされます。ラ
スタライズ後にオブジェクトがどのように表示されるかは、表示／ピクセルプレビューを選択して確認できます。 プレビュー機能は、ラスタライ
ズ画像内のオブジェクトの配置、サイズ、アンチエイリアスなどを正確に調整する場合に特に便利です。
Illustrator でオブジェクトがどのような形でピクセルに分割されるかを確認するには、表示／ピクセルプレビューを選択して、個々のピクセルが見
えるようにアートワークを拡大します。 ピクセルの配置は、アートボードを 1 ポイント（1/72 インチ）ごとに分割しているピクセルグリッドに
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よって決まります。600 ％表示に拡大すると、ピクセルグリッドを表示できます。オブジェクトを移動、追加または変形した場合、オブジェクト
はピクセルグリッドにスナップします。スナップしたオブジェクトのエッジ（通常は左側と上側のエッジ）では、アンチエイリアスが失われま
す。 表示／ピクセルにスナップコマンドの選択を解除すると、オブジェクトを、 グリッドの間に自由に配置できるようになります。 この操作でオ
ブジェクトのアンチエイリアスがどのように変化するかを確認してください。 ほんの少し調整しただけでも、オブジェクトのラスタライズ結果が
異なります。

ピクセルプレビューをオフにした状態（上）とオンにした状態（下）
重要： ピクセルグリッドは定規の原点（0,0）に影響されます。 定規の原点を移動すると、アートワークのラスタライズ結果が変化する場合があ
ります。

Adobe Device Central と Illustrator の併用
Device Central を使用すると、Illustrator ファイルが様々なモバイルデバイスでどのように表示されるかをプレビューできます。
例えば、携帯電話の壁紙を作成する場合に、Device Central を使用してモバイル向けの Illustrator ファイルを作成し、 エミュレートされた様々な
携帯電話上で簡単にテストできます。 テストの結果により複数の携帯電話で適切に表示されるように Illustrator でデザインを変更したり、対応し
たい携帯電話の表示サイズに合わせて複数の壁紙を作成するなどの、調整を行うことができます。

関連項目
Illustrator を利用したモバイルコンテンツの作成

Adobe Device Central から Illustrator へのアクセス
1. Device Central を起動します。
2. ファイル／新規ドキュメントを作成／Illustrator を選択します。

Device Central に新規ドキュメントパネルが表示され、選択したアプリケーションで新規モバイルドキュメントを作成するた
めの適切なオプションが表示されます。

3. プレーヤー、ディスプレイサイズ、Flash バージョンまたはコンテンツタイプなどを必要に応じて変更します。
4. 次のいずれかの操作を行います。

「カスタムサイズを使用」オプションを選択し、幅および高さ（ピクセル単位）を指定します。
デバイスセットリストまたは使用可能なデバイスリストから、対象デバイスを 1 つまたは複数選択します。

5. 複数のデバイスを選択すると、サイズは自動的に選択されます。 別のサイズを選択する場合は、別のテストデバイスリストを
クリックします。

6. 「作成」をクリックします。
選択したアプリケーションが開き、新規モバイルドキュメントを編集できます。

Adobe Device Central と Illustrator を使用したモバイルコンテンツの作成
1. Illustrator で、ファイル／新規を選択します。
2. 「新規ドキュメントプロファイル」で、「モバイルとデバイス」を選択します。
3. 「Device Central」ボタンをクリックして、Device Central を開きます。
4. コンテンツタイプを選択します。
左側のテストデバイスリストが更新され、選択したコンテンツタイプがサポートされていないデバイスは、淡色表示されま
す。

5. テストデバイスリストで、対象デバイスを 1 つまたは複数選択します（または、デバイスセットリストでデバイスセットまた
は個別のデバイスを選択します）。
表示可能なサイズの異なる複数のデバイスを選択した場合は、それぞれの表示可能なサイズごとにドキュメントサイズがリス
ト表示されます。 開発中のコンテンツやデザインに応じて、サイズの異なるデバイスごとに別々のモバイルドキュメントを作
成したり、対象となるすべてのデバイスで表示可能なファイルサイズを指定することができます。後者の場合は、リストから
最も小さなドキュメントサイズを選択するか、「カスタムサイズを使用」オプションを選択して幅と高さを指定します。

6. 「作成」をクリックします。
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指定したサイズの新規ドキュメントが Illustrator で開きます。 新規ドキュメントには、以下のパラメーターが設定されていま
す。
カラーモード：RGB

ラスタ解像度：72 ピクセル/インチ
7. 新規ドキュメントにコンテンツを追加し編集します。
8. 編集が終了したら、ファイル／Web およびデバイス用に保存を選択します。
9. 「Web およびデバイス用に保存」ダイアログボックスで、ファイル形式や書き出し設定を必要に応じて変更します。

10. 「Device Central」ボタンをクリックします。
書き出し設定が適用された一時ファイルが、Device Central の「エミュレーター」タブに表示されます。 別のデバイスでテス
トするには、デバイスセットリストまたは使用可能なデバイスリストで異なるデバイス名をダブルクリックします。

11. Device Central でファイルをプレビューした後、ファイルを変更する必要がある場合は、Illustrator に戻ります。
12. Illustrator の 「Web およびデバイス用に保存」ダイアログボックスで、異なるファイル形式や書き出しの品質の選択などの調

整を行います。
13. 新しい書き出し設定でファイルを再度テストするには、「Device Central」ボタンをクリックします。
14. 結果が適切な場合は、Illustrator の 「Web およびデバイス用に保存」ダイアログボックスで「保存」をクリックします。

注意： 単純に Illustrator から Device Central を開くには、ファイル／Device Central を選択します。
Illustrator と Device Central を使用したコンテンツの作成に関するチュートリアルについて
は、http://www.adobe.com/go/vid0207_jp を参照してください。

モバイルデバイス向けの Illustrator 画像を作成するためのヒント
画像コンテンツをモバイルデバイス向けに最適化するには、Illustrator で作成したアートワークを SVG-T などの SVG 形式で保存します。SVG-T
は、特にモバイルデバイス向けに設計されています。
以下のヒントを使用して、Illustrator で作成した画像がモバイルデバイスで適切に表示されるようにします。

SVG 標準を使用してコンテンツを作成します。 SVG を使用してモバイルデバイスにベクトル画像を読み込ませると、ファイ
ルサイズが小さくなり、表示環境に依存しません。また、カラー制御に優れ、拡大縮小、そしてソースコードのテキスト編集が
可能になります。 その上、SVG は XML ベースなので、ハイライト、ツールチップ、特殊効果、オーディオ、アニメーション
などのインタラクティビティを画像に組み込むことができます。
最初から、対象モバイルデバイスに合わせた表示可能なサイズで作業を行います。 SVG は拡大縮小できますが、正しいサイズ
で作業することによって、最終的な画像の品質およびサイズが対象デバイスに最適化されます。
Illustrator のカラーモードを RGB に設定します。 SVG は、モニターなどの RGB ラスター表示デバイスで表示されます。
ファイルサイズを縮小するには、オブジェクト（グループを含む）の数を減らすか、複雑なオブジェクトを避け単純化（ポイン
トを少なく）します。 使用するポイントを減らすと、SVG ファイルのアートワークを記述するテキスト情報の量が大幅に減少
します。 ポイントを減らすには、オブジェクト／パス／単純化を選択し、様々な組み合わせを試して、品質とポイント数のバ
ランスを見つけます。
可能であればシンボルを使用します。 同じシンボルであれば複数使用しても、ベクトルで記述されたオブジェクトは一度定義
されるだけです。 再利用されるボタンの背景のようなオブジェクトがアートワークに含まれている場合に有用です。
画像をアニメーション化する場合、使用するオブジェクトの数を制限し、オブジェクトをできるだけ再利用して、ファイルサイ
ズを縮小します。 個別のオブジェクトではなくオブジェクトのグループにアニメーションを適用して、コードの繰り返しを避
けます。
SVGZ の使用を検討します。これは、SVG の gzip で圧縮されたバージョンです。 コンテンツによっては、圧縮によってファ
イルサイズは大幅に縮小されます。 通常、テキストは大幅に圧縮されますが、埋め込まれたラスタライズファイル
（JPEG、PNG または GIF ファイル）などのバイナリエンコードされたコンテンツの場合はあまり圧縮されません。 SVGZ
ファイルは、gzip で圧縮されたファイルを展開するアプリケーションによって圧縮解除できます。 SGVZ を正常に使用するに
は、対象モバイルデバイスが gzip ファイルを圧縮解除できることを確認します。

携帯電話やモバイルデバイス用のコンテンツを作成するための詳細なヒントおよびテクニックについて
は、www.adobe.com/go/learn_cs_mobilewiki_jp を参照してください。
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スライスと画像マップ

トップへ戻る
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スライスについて
スライスの作成
スライスの選択
スライスオプションの設定
スライスのロック
スライスの境界の調整
スライスの削除
スライスの表示と非表示の切り替え
イメージマップの作成

スライスについて
Web ページは、HTML テキスト、ビットマップ画像、ベクトルグラフィックなど数多くのオブジェクトで構成されます。 Illustrator では、スライ
スを使用して、アートワーク上の各 Web オブジェクトの境界を定義することができます。 例えば、アートワーク内に、JPEG 形式で最適化する必
要のあるビットマップ画像が 1 つだけ含まれており、その他の画像は GIF 形式で最適化した方がよい場合は、スライスを使用してビットマップ画
像を分離します。 「Web およびデバイス用に保存」コマンドを使用してアートワークを Web ページとして保存する場合は、各スライスを別々の
ファイルに保存し、ファイルごとに異なる形式、設定、カラーテーブルを指定することができます。
Illustrator ドキュメントにおけるスライスは、作成される Web ページではテーブルのセルに相当します。初期設定では、スライス領域はテーブル
のセルに配置された画像ファイルとして書き出されます。テーブルのセルに画像ファイルではなく HTML テキストと背景カラーを配置する場合
は、スライスの種類を「画像なし」に変更します。 Illustrator テキストを HTML テキストに変換する場合は、スライスの種類を「HTML テキス
ト」に変更します。

スライスの種類とアートワーク
A. 「画像なし」スライス B.  「画像」スライス C. 「HTML テキスト」スライス
スライスは、アートボード上および Web およびデバイス用に保存ダイアログボックスで確認できます。スライスには、アートワークの左上から順
番に左から右、上から下に番号が付けられます。 スライスの配置や合計数を変更すると、新しい並び順に合わせて番号が自動的に更新されます。
スライスを作成する場合、周囲のアートワークも自動的にスライスされ、HTML テーブルを使用してレイアウトが保持されます。 自動的に生成さ
れるスライスには、自動スライスとサブスライスの 2 種類があります。 自動スライスは、アートワーク内でスライスとして定義されていない領域
に対して生成されます。 スライスを追加または編集するたびに、自動スライスが再生成されます。 サブスライスは、ユーザーが指定したスライス
が重なり合っている場合の、それらのスライスの分割方法を示します。 サブスライスには番号が付き、スライス記号が表示されますが、元になる
スライスと別々に選択することはできません。 作業中、必要に応じて、サブスライスと自動スライスが自動的に再生成されます。

スライスの作成
 次のいずれかの操作を行います。
アートボード上のオブジェクトを 1 つ以上選択して、オブジェクト／スライス／作成を選択します。
スライスツール  を選択し、スライスを作成する範囲をドラッグして指定します。 Shift キーを押しながらドラッグすると、
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スライスの形が正方形になります。 Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、中心
からスライスが作成されます。
アートボード上のオブジェクトを 1 つ以上選択して、オブジェクト／スライス／選択範囲から作成を選択します。
スライスを作成する場所にガイドを配置して、オブジェクト／スライス／ガイドから作成を選択します。
既存のスライスを選択し、オブジェクト／スライス／スライスを複製を選択します。
アートワーク内のオブジェクトの境界にスライスのサイズを合わせる場合は、オブジェクト／スライス／作成を選択しま
す。 オブジェクトを移動または修正すると、更新されたアートワークを囲むようにスライス領域が自動的に調整されます。
このコマンドは、テキストオブジェクトからテキストと基本書式設定を取り込むスライスを作成するときにも使用できま
す。
元のアートワークとは関係なくスライスのサイズを指定するには、スライスツールを使用するか、選択範囲から作成コマン
ドまたはガイドから作成コマンドを選択します。 これらの方法で作成したスライスはレイヤーパネルの項目として表示さ
れ、ほかのベクトルオブジェクトと同じように移動、サイズ変更、削除できます。

スライスの選択
スライス選択ツール  を使用して、アートワークウィンドウまたは Web およびデバイス用に保存ダイアログボックスでスライスを選択します。
スライスを選択するには、スライスをクリックします。
複数のスライスを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします （Web およびデバイス用に保存ダイアログボックスで
は、Shift キーを押しながらドラッグすることもできます）。
重なり合ったスライスの場合に、下になったスライスを選択するには、そのスライスの見える部分をクリックします。
また、アートワークウィンドウでは、以下の方法でスライスを選択することもできます。
オブジェクト／スライス／作成を選択して作成したスライスを選択するには、アートボード上の該当するアートワークを選択し
ます。 スライスがグループまたはレイヤーに関連付けられている場合は、レイヤーパネル内の該当するグループまたはレイ
ヤーの横にあるターゲットアイコンを選択します。
スライスツール、選択範囲から作成コマンドまたは「ガイドから作成」コマンドを使用して作成したスライスを選択するには、
レイヤーパネルでそのスライスをターゲットに指定します。
選択ツール  でスライスパスをクリックします。
スライスパスのセグメントまたはスライスのアンカーポイントを選択するには、ダイレクト選択ツールでクリックします。
注意： 自動スライスは選択できません。 選択できないスライスは薄く表示されます。

スライスオプションの設定
スライスのオプションは、作成される Web ページでスライスの中身がどのように表示され機能するかを決定します。

1. スライス選択ツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。
アートワークウィンドウでスライスを選択し、オブジェクト／スライス／スライスオプションを選択します。
Web およびデバイス用に保存ダイアログボックスで、スライス選択ツールを使用してスライスをダブルクリックします。

2. スライスの種類を選択し、該当するオプションを設定します。
画像 作成される Web ページでスライス領域を画像ファイルにする場合に選択します。 画像を HTML リンクにする場合
は、URL とターゲットフレームセットを入力します。 画像上にマウスを置いたときにブラウザーのステータスエリアに表示さ
れるメッセージ、画像が非表示のときに表示される代替テキスト、テーブルセルの背景カラーを指定することもできます。
画像なし 作成される Web ページでスライス領域を HTML テキストと背景カラーにする場合に選択します。 「HTML テキス
ト」テキストボックスに文字を入力し、標準の HTML タグを使用してテキストの書式を設定します。 スライス領域に収まる長
さのテキストを入力してください。 テキストが長すぎると隣のスライスにはみ出し、Web ページのレイアウトに影響します。
ただし、アートボード上ではテキストを表示できないため、テキストの表示を確認するには Web ページを Web ブラウザーで
表示する必要があります）。 テーブルセル内のテキスト配置方法を変更するには、「横」および「縦」オプションを設定しま
す。
HTML テキスト この種類を使用できるのは、テキストオブジェクトを選択し、オブジェクト／スライス／作成を選択して、ス
ライスを作成した場合だけです。 Illustrator テキストは、作成される Web ページでは、基本的な書式設定属性を持った HTML
テキストに変換されます。 テキストを編集するには、アートワークのテキストを更新します。 テーブルセル内のテキスト配置
方法を変更するには、「横」および「縦」オプションを設定します。 テーブルセルの背景カラーも選択できます。
スライスオプションダイアログボックスで「HTML テキスト」スライスのテキストを編集するには、スライスの種類を「画
像なし」に変更します。 この場合、アートボード上のテキストオブジェクトとのリンクは切断されます。 テキストの書式
設定を無視するには、テキストオブジェクトの最初に <unformatted> と入力します。

スライスのロック
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スライスをロックすると、間違ってサイズを変更したり、移動したりするのを防ぐことができます。
すべてのスライスをロックするには、表示／スライスをロックを選択します。
スライスを個別にロックするには、レイヤーパネルでスライスの編集コラムをクリックします。

スライスの境界の調整
オブジェクト／スライス／作成を使用してスライスを作成した場合、スライスの位置とサイズは、スライスに含まれるアートワークと連動しま
す。 そのため、アートワークを移動したりサイズを変更したりすると、スライスの境界は自動的に調整されます。
スライスツール、「選択範囲から作成」コマンドまたは「ガイドから作成」コマンドを使用して作成したスライスの場合は、以下の方法によりス
ライスを手作業で調整することができます。
スライスを移動するには、スライス選択ツール  でスライスを新しい位置にドラッグします。 移動方向を垂直、水平、45 度
方向に制限するには、Shift キーを押しながらドラッグします。
スライスのサイズを変更するには、スライス選択ツールでスライスを選択し、スライスの角または辺をドラッグします。 選択
ツールと変形パネルを使用して、スライスのサイズを変更することもできます。
スライスを整列または分布するには、整列パネルを使用します。 スライスを整列すると、不要な自動スライスが除去され、サ
イズの小さい効率的な HTML ファイルが作成されます。
スライスの重なり順を変更するには、レイヤーパネルでスライスを新しい位置にドラッグするか、オブジェクト／重ね順を選択
します。
スライスを分割するには、スライスを選択し、オブジェクト／スライス／スライスを分割を選択します。
どの方法で作成されたスライスでも結合することができます。 スライスを選択し、オブジェクト／スライス／スライスを結合
を選択します。 結合によって作成されるスライスのサイズと位置は、元のスライスの外枠を合わせてできる長方形と同じで
す。 結合元のスライスが隣接していない場合、または大きさや向きが異なる場合は、新しいスライスが別のスライスと重なり
合うことがあります。
すべてのスライスのサイズをアートボードの境界に合わせるには、オブジェクト／スライス／アートボードサイズでクリップを
選択します。 アートボードのサイズを超えるスライスはアートボードに合わせて切り取られ、アートボード内の自動スライス
はアートボードの境界まで拡張されます。アートワークには影響しません。

スライスの削除
スライスを削除するには、直接削除する方法と、対応するアートワークからスライスを解除する方法があります。
スライスを削除するには、スライスを選択して、Delete キーを押します。 オブジェクト／スライス／作成を使用して作成した
スライスの場合は、対応するアートワークも同時に削除されます。 対応するアートワークを残しておく場合は、スライスを直
接削除する代わりに、スライスを解除します。
すべてのスライスを削除するには、オブジェクト／スライス／すべてを削除を選択します。 オブジェクト／スライス／作成を
使用して作成したスライスは、削除ではなく解除されます。
スライスを解除するには、スライスを選択し、オブジェクト／スライス／スライスを解除を選択します。

スライスの表示と非表示の切り替え
アートワークウィンドウでスライスを非表示にするには、表示／スライスを隠すを選択します。
Web およびデバイス用に保存ダイアログボックスでスライスを非表示にするには、スライスの表示を切り替えボタン  をク
リックします。
スライス番号を非表示にし、スライス線のカラーを変更するには、編集／環境設定／スマートガイド・スライス（Windows）
または Illustrator／環境設定／スマートガイド・スライス（Mac OS）を選択します。

イメージマップの作成
イメージマップを使用すると、ホットスポットと呼ばれる画像領域を URL にリンクできます。 Web ブラウザーでユーザーがホットスポットをク
リックすると、リンク先へジャンプします。
リンクを作成するときのイメージマップとスライスの主な違いは、アートワークを Web ページとして書き出す方法にあります。 イメージマップ
を使用すると、アートワークは 1 つの画像ファイルとしてそのまま保存されます。一方、スライスを使用すると、アートワークが複数のファイル
に分割されます。 イメージマップとスライスのもう 1 つの違いは、イメージマップではアートワークの多角形または長方形の領域にリンクできる
のに対して、スライスでは長方形の領域にしかリンクできないという点です。 長方形の領域だけにリンクする場合は、イメージマップよりもスラ
イスの方が適している場合があります。
注意： 予想外の結果が生じるのを避けるため、URL リンクを含むスライスにはイメージマップのホットスポットを作成しないでください。一部の
ブラウザーでは、イメージマップリンクまたはスライスリンクのいずれかが無視されることがあります。
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1. URL にリンクするオブジェクトを選択します。
2. 属性パネルで、イメージマップメニューからイメージマップの形状を選択します。
3. 「URL」テキストボックスに相対 URL または完全な URL を入力するか、URL リストから使用する URL を選択します。 ブラ
ウザーボタンをクリックすると、実際に接続して URL が有効かどうかを確認できます。

URL メニューに表示される項目数を増やすには、属性パネルメニューの「パネルオプション」を選択します。 URL リスト
に表示する URL の数を 1 ～ 30 の範囲で入力します。

関連項目
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SVG イベント
Web 向けに最適化された SVG 書き出しオプション

SVG について

Web 用のビットマップ画像形式（GIF、JPEG、WBMP、PNG）は、縦横に並んだピクセルによって画像を描
画します。 これらの形式のファイルはサイズが大きく、1 つの解像度（通常は低解像度）にしか対応できない
うえ、Web 上でネットワークに負荷をかける傾向があります。 一方、SVG は、シェイプ、パス、テキスト、
フィルター効果を使用して画像を描画するベクトル形式です。 SVG 形式のファイルはサイズが小さく、Web
上でも、印刷する場合でも、さらにはリソースに制約のある携帯機器でも高品質なグラフィックが得られま
す。 ユーザーは、鮮明さ、明瞭さ、ディテールを犠牲にすることなく、画面上で SVG 画像を拡大表示できま
す。 さらに、SVG 形式はテキストとカラーの表示にも優れているため、Illustrator のアートボードに表示され
ているのと同じ画像がユーザー側でも確実に表示されます。
SVG 形式は XML に準拠しているので、開発者にとっても、ユーザーにとっても多くの利点があります。
SVG 形式では、XML と JavaScript を使用して高度な Web グラフィックを作成できます。SVG 形式のグラ
フィックでは、強調表示、ツールチップ、音声、アニメーションなどの洗練された効果を使用してユーザーの
操作に応答できます。
「保存」、「別名で保存」、「複製を保存」、「Web およびデバイス用に保存」の各コマンドで、アート
ワークを SVG 形式で保存できます。SVG 書き出しオプションをすべて使用するには、「保存」、「別名で保
存」、「複製を保存」の各コマンドを使用します。「Web およびデバイス用に保存」コマンドの場合
は、Web 用のアートワークに適用される SVG 書き出しオプションしか使用できません。
Illustrator でのモバイルコンテンツ作成に関するビデオについては、http://www.adobe.com/go/vid0078_jp を参
照してください。
Illustrator でのアートワークの設定によって、作成される SVG ファイルが異なります。 次のガイドラインに
従ってください。

SVG ファイルに構造を追加するには、レイヤーを使用します。 アートワークを SVG 形
式で保存すると、各レイヤーはグループ（<g>）オブジェクトに変換されます （例え
ば、Button1 という名前のレイヤーは、SVG ファイルでは <g id="Button1_ver3.0"> とな
ります）。 ネストされたレイヤーは SVG ネストグループとなり、非表示のレイヤーは
SVG スタイルプロパティ「display="none"」と共に保持されます。
異なるレイヤー上のオブジェクトを透明にする場合は、各レイヤーの不透明度ではなく、
各オブジェクトの不透明度を調整します。 レイヤーレベルで不透明度を変更すると、透明
表示が SVG ファイルと Illustrator とで異なる結果になります。
ラスタライズデータは SVG ビューアでは拡大・縮小できず、その他の SVG オブジェク
トのように編集することはできません。 SVG ファイルには、ラスタライズされるアート
ワークをできる限り作成しないでください。 ラスタライズ、スタイライズ、ぼかし、アー
ティスティック、テクスチャ、ビデオ、ピクセレート、ブラシストローク、シャープツー
ル、スケッチ、変形の各効果を適用したグラデーションメッシュとオブジェクトは、SVG
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形式で保存するときにラスタライズされます。 また、これらの効果を含むグラフィックス
タイルもラスタライズされます。 ラスタライズを発生させずにグラフィック効果を加える
には、SVG 効果を使用します。
シンボルを使用したり、アートワークのパスを単純化することで、SVG のパフォーマン
スを向上できます。 また、パフォーマンスを優先する場合は、木炭やスクロールペンな
ど、大量のパスデータを生成するブラシを使用しないでください。
スライス、イメージマップ、スクリプトを使用して、SVG ファイルに Web リンクを追加
できます。
JavaScript などのスクリプト言語を使用すると、SVG ファイルで様々な機能を実行でき
ます。 ポインターやキーボードを操作して、ロールオーバー効果のようなスクリプト関数
を呼び出すことができます。 Document Object Model（DOM）を使用して、SVG ファイ
ルにアクセスし、SVG オブジェクトを挿入したり削除したりして、修正を加えることが
できます。

SVG 効果の適用

SVG 効果を使用して、影などのグラフィック属性をアートワークに追加できます。 SVG 効果は、XML に準
拠しており、解像度に依存しないという点でビットマップフィルターとは異なります。 つまり、SVG 効果
は、各種の数学的操作を記述する一連の XML プロパティであるといえます。 効果はソースグラフィックでは
なく、ターゲットオブジェクトに対してレンダリングされます。
Illustrator には基本的な SVG 効果が用意されています。 効果を初期設定のプロパティで使用するほか、XML
コードを編集してカスタム効果を作成したり、新しい SVG 効果を作成したりできます。

Illustrator の初期設定 SVG フィルターを修正するには、（Windows XP）Documents and Settings¥[ユー
ザー名]¥Application Data¥Adobe¥Adobe Illustrator CS5 Settings¥ja_JP¥、（Windows Vista/Windows 7）
ユーザー¥[ユーザー名]¥AppData¥Roaming¥Adobe¥Adobe Illustrator CS5 Settings¥ja_JP¥、（Mac OS）
ユーザ/[ユーザー名]/ライブラリ/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator CS5/ja_JP/ にある Adobe
SVG Filters.svg ファイルをテキストエディターで編集します。 既存のフィルター定義の修正、フィルター
定義の削除、新しいフィルター定義の追加を行うことができます。

1. オブジェクトまたはグループを選択するか、レイヤーパネルでターゲットレイヤーを指定
します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

初期設定の効果を適用する場合は、効果／SVGフィルターを選択し、表示されるサブ
メニューの下部にある効果を選択します。
カスタム設定のフィルターを適用するには、効果／SVG フィルター／SVG フィル
ターを適用を選択します。ダイアログボックスで効果を選択し、SVG フィルターを
編集ボタン  をクリックします。初期設定のコードを編集して、「OK」をクリック
します。
効果を新規作成して適用するには、効果／SVGフィルター／SVGフィルターを適用を
選択します。 SVG フィルターを適用ダイアログボックスで、SVG フィルターを作成
ボタン  をクリックして新しいコードを入力し、「OK」をクリックします。
SVG フィルター効果を適用すると、アートボード上にはその結果がラスタライズさ
れて表示されます。 このプレビュー画像の解像度を変更するには、効果／ドキュメン
トのラスタライズ効果設定を修正します。
注意：オブジェクトに複数の効果を設定する場合、SVG 効果は最後に設定してくだ
さい。つまり、SVG 効果は、アピアランスパネルの最下部（「初期設定の透明」の
すぐ上）に表示されるようにします。SVG 効果の後に別の効果が適用されている
と、SVG 出力はラスタライズオブジェクトになります。

SVG ファイルからの効果の読み込み
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onfocusin

onfocusout

onactivate

onmousedown

1. 効果／SVGフィルター／SVGフィルターの読み込みを選択します。

2. 読み込む効果が含まれる SVG ファイルを選択して、「開く」をクリックします。

SVG インタラクティビティパネルの概要

Web ブラウザーでの表示用にアートワークを書き出す場合、SVG インタラクティビティパネル（ウィンドウ
／SVG インタラクティビティ）を使用してインタラクティビティを追加することができます。 JavaScript コ
マンドを実行するイベントを定義すれば、Web ページ上での動作を簡単に作成できます。例えば、オブジェ
クト上にカーソルを移動するなど、ユーザーが何らかのアクションを実行したとき、それに対応する動作を作
成できます。 SVG インタラクティビティパネルを使用すると、現在のファイルに割り当てられているすべて
のイベントや JavaScript ファイルを表示することもできます。

SVG インタラクティビティパネルからのイベントの削除

イベントを削除するには、そのイベントを選択して削除ボタンをクリックするか、パネル
メニューの「イベントを削除」を選択します。
すべてのイベントを削除するには、パネルメニューの「イベントを消去」を選択します。

ファイルにリンクされたイベントの一覧表示、追加、または削除
1. JavaScript ファイルのリンクボタン  をクリックします。

2. JavaScript ファイルダイアログボックスで JavaScript エントリを選択し、次のいずれか
の操作を行います。

「追加」をクリックして、その他の JavaScript ファイルを参照します。
「削除」をクリックして、選択した JavaScript エントリを削除します。

SVG インタラクティビティのアートワークへの追加
1. SVG インタラクティビティパネルで、イベントを選択します （SVG イベントを参照し
てください）。

2. 対応する JavaScript を入力して、Enter キーを押します。

SVG イベント

オブジェクト上にポインターを合わせるなど、オブジェクトにフォーカスが移動したときにアク
ションが実行されます。

オブジェクトがフォーカスを失ったとき（通常は、ほかのオブジェクトにフォーカスが移動した
とき）にアクションが実行されます。

オブジェクトがマウスでクリックされたとき、またはキーが押されたときに SVG 要素に応じた
アクションが実行されます。
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オブジェクト上でマウスボタンが押されたときにアクションが実行されます。

オブジェクト上でマウスボタンが放されたときにアクションが実行されます。

オブジェクト上でマウスがクリックされたときにアクションが実行されます。

オブジェクト上にポインターが移動したときにアクションが実行されます。

オブジェクト上にポインターが置かれている間、アクションが実行されます。

オブジェクトからポインターが離れたときにアクションが実行されます。

キーが押されたときにアクションが実行されます。

キーが押されている間、アクションが実行されます。

キーが放されたときにアクションが実行されます。

ブラウザーによる SVG ファイルの解析が完了した時点でアクションが実行されます。 このイベント
は、1 回限りの初期化関数を呼び出すときに使用します。

オブジェクトを正常に読み込めなかった場合、またはその他のエラーが発生した場合にアクションが
実行されます。

オブジェクトの読み込みが完了する前にページの読み込みが中断された場合にアクションが実行さ
れます。

ウィンドウまたはフレームから SVG ドキュメントが削除されたときにアクションが実行されま
す。

ドキュメントのズームレベルが変更されたときにアクションが実行されます。

ドキュメントの表示画面のサイズが変更されたときにアクションが実行されます。

ドキュメントの表示画面が上下または左右にスクロールされたときにアクションが実行されます。

Web 向けに最適化された SVG 書き出しオプション

新しい SVG 書き出し（ファイル／書き出し／SVG）オプションを利用できます。この新たなワークフローに
よって、Web や画面のデザインプロジェクト向けに、標準化され Web 用に最適化された SVG ファイルを生
成できるようになります。
利用可能なオプションは次のとおりです。
スタイル設定。結果のコードを SVG ファイルにどのように書き込むかを選択します。ス
タイル設定は、内部 CSS、インラインスタイル、プレゼンテーション属性から選択できま
す。
フォント：SVG ファイルでフォントを表現する方法を選択します。アウトラインはパス
定義を保持し、極めて互換性に優れています。
画像：画像を文書内に埋め込んで保存するか、文書にリンクした外部ファイルとして保存
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するかを選択します。
オブジェクト ID：ID の種類（名前）を SVG ファイルのオブジェクトに割り当てる方法を
選択します。レイヤー名、最小、固有の中から選択できます。このオプションでは、オブ
ジェクトの名前が重複している場合の処理方法と、書き出された CSS でオブジェクトが
命名される方法を指定します。
小数：オブジェクトの位置の正確さについて、どの程度の情報量を保持するかを選択しま
す。少数の値を大きくすると、オブジェクトのレイアウトがより正確になり、レンダリン
グされた SVG の視覚的な精度が向上します。ただし、小数の値を大きくすると、書き出
された SVG のファイルサイズも大きくなります。
縮小：空のグループとスペース（空白）を削除して SVG のファイルサイズを最適化しま
す。このオプションを選択すると、SVG コードの読みやすさも低下します。
レスポンシブ。このオプションをオンにすると、生成された SVG がブラウザー内で拡
大・縮小します。絶対サイズの値は書き込まれません。
コードを表示：デフォルトのテキストエディターで書き出されたコンテンツを開きます。
ブラウザーで表示（アイコン）：デフォルトの Web ブラウザーで画像を表示します。

関連項目
Web 用の画像の最適化
SVG 形式での保存
ラスタライズ効果について
効果の修正または削除
Web グラフィック作成のベストプラクティス
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Flash グラフィックについて
Flash アニメーションの作成
Illustrator と Flash の操作

Flash グラフィックについて
Flash（SWF）ファイル形式は、スケーラブルでコンパクトな Web 用グラフィックに使用する、ベクトルベースのグラフィックファイル形式で
す。 このファイル形式はベクトルベースなので、あらゆる解像度でアートワークの画質を維持でき、アニメーションフレームの作成には理想的で
す。 Illustrator では、各レイヤー上にアニメーションフレームを作成してから、画像レイヤーを個別のフレームとして Web サイト用に書き出すこ
とができます。 Illustrator ファイルでシンボルを定義し、アニメーションのサイズを小さくすることもできます。 書き出すときに、各シンボルは
SWF ファイルで 1 回だけ定義されます。
「書き出し」コマンドまたは「Web およびデバイス用に保存」コマンドを使用して、SWF ファイルとしてアートワークを保存できます。それぞ
れの利点は次のとおりです。
書き出し（SWF）コマンド アニメーションとビットマップの圧縮を最もよく制御できます。
「Web およびデバイス用に保存」コマンド スライスされたレイアウトの SWF とビットマップの混合形式を制御できます。 このコマンドの方が
「書き出し」（SWF）コマンドよりも画像オプションの数が少なくなりますが、使用する設定は「書き出し」コマンドの前回使用した設定です
（SWF 最適化オプション（Illustrator）を参照してください）。
SWF として保存するアートワークを準備する場合は、次の情報に注意してください。
シンボルを使用してファイルサイズを小さく保つには、アートワークのシンボルインスタンスではなく、シンボルパネルのシン
ボルに効果を適用します。
シンボルステインツールおよびシンボルスタイルツールを使用すると、アピアランスを保持するために各シンボルインスタンス
のコピーが作成されるので、SWF ファイルのサイズが大きくなります。
メッシュオブジェクトや 8 個以上の分岐点を持つグラデーションは、ラスタライズされ、ビットマップで塗りつぶされたオブ
ジェクトとして表示されます。 分岐点数が 8 個未満のグラデーションは、グラデーションとして書き出されます。
パターンは小さいサイズの画像（パターンアートのサイズ）にラスタライズされ、アート全体を塗りつぶすように並べられま
す。
ビットマップオブジェクトがスライスの境界を超える場合は、オブジェクト全体が書き出されます。
SWF は丸められた形状の線端と角だけをサポートします。 SWF に書き出すと、ベベル結合または丸められた形状の線端と角
が丸められます。
パターンの塗りが適用されたテキストおよび線は、パスに変換され、パターンで塗りつぶされます。
テキストは SWF で書き出された場合でも多くの機能を保持しますが、一部の情報は失われます。 SWF ファイルを Flash に読
み込むと、行送り、カーニング、トラッキングは保持されません。 代わりに、テキストが複数のレコードに分割され、行送り
と同様の効果がシミュレートされます。 後に SWF ファイルを Flash Player で再生すると、ファイル内の行送り、カーニング
およびトラッキングのアピアランスは保持されます。 テキストをパスとして書き出す場合は、SWF オプションダイアログボッ
クスの「文字をアウトライン」を選択するか、「アウトラインを作成」コマンドを選択して、SWF に書き出す前にテキストを
アウトラインに変換します。

Illustrator と Flash を一緒に使用する方法に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_jp を参照してください。Illustrator と
Flash の間でシンボルを効率的に使用する方法に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0198_jp を参照してください。 Illustrator と
Flash の間でテキストを効率的に使用する方法に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0199_jp を参照してください。

Flash アニメーションの作成
Illustrator で Flash アニメーションを作成する方法はたくさんあります。 一番簡単なのは、各アニメーションフレームを Illustrator の別々のレイ
ヤーに配置し、アートワークを書き出すときに「AI レイヤーを SWF フレームに変換」オプションを選択する方法です。

Illustrator からの SWF ファイルの書き出しに関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0214_jp（英語）を参照してください。
Illustrator でのモバイルコンテンツの作成に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0207_jp を参照してください。 Flash アニメー
ション作成時のヒントやチュートリアルについては、Adobe Studio（http://studio.adobe.com）を参照してください。

1. アニメーションにするアートワークを作成します。 シンボルを使用すると、アニメーションのファイルサイズが小さくなり、
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作業が単純になります。
2. アニメーションのフレームごとに別のレイヤーを作成します。
そのためには、基本アートワークを新しいレイヤーにペーストしてアートワークを編集します。 または、「サブレイヤーに分
配」コマンドを使用して、累積的に構築されるオブジェクトから成るレイヤーを自動的に生成することもできます。

3. レイヤーの順序が、アニメーションフレームで表示する順序になっていることを確認します。
4. 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／書き出しを選択し、形式として「Flash（SWF）」を選択し、「書き出し」をクリックします。 SWF オプショ
ンダイアログボックスで、「書き出し形式」として「AI レイヤーを SWF フレームに変換」を選択します。その他のアニ
メーションオプションを設定して「OK」をクリックします。
ファイル／Web およびデバイス用に保存を選択します。最適化ファイル形式メニューから「SWF」を選択します。書き出
し形式メニューから「AI レイヤーを SWF フレームに変換」を選択します。その他のオプションを設定して「保存」をク
リックします。

Illustrator と Flash の操作
Illustrator のオブジェクトは、Flash 編集環境に移動することも、Flash Player に直接移動することもできます。オブジェクトのコピー＆ペース
ト、SWF 形式でのファイルの保存、Flash へのオブジェクトの直接の書き出しができます。さらに、Illustrator では、Flash の動的なテキストと
ムービークリップのシンボルもサポートされています。Illustrator と Flash を一緒に使用する方法に関するビデオについて
は、www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_jp を参照してください。
Device Central を使用して、様々なハンドヘルドデバイスで、Illustrator オブジェクトの Flash Player での表示を確認することもできます。

Illustrator のオブジェクトのペースト
Illustrator でグラフィックが豊富なオブジェクトを作成し、これを簡単かつ迅速、シームレスに Flash に対してコピー＆ペーストできます。
Illustrator のオブジェクトを Flash にペーストする場合は、次の属性が保持されます。
パスおよびシェイプ
スケーラビリティ
線幅
グラデーションの定義
テキスト（OpenType フォントを含む）
リンクされた画像
シンボル
描画モード

さらに、Illustrator と Flash は、ペーストされたオブジェクトを次のようにサポートします。
Illustrator オブジェクトで最上位レイヤー全体を選択し、これを Flash にペーストすると、レイヤーはそのプロパティ（表示 /
非表示とロック）とともに保持されます。
RGB 以外の Illustrator カラー（CMYK、グレースケール、カスタム）は、Flash では RGB に変換されます。RGB カラーは期
待どおりにペーストされます。
Illustrator のオブジェクトを読み込んだり、ペーストしたりする場合は、様々なオプションを使用して、エフェクト（テキスト
上のドロップシャドウなど）を Flash フィルターとして保持できます。
Flash は Illustrator のマスクを保持します。

Illustrator からの SWF ファイルの書き出し
Illustrator からは、Flash から書き出された SWF ファイルの品質と圧縮に匹敵する SWF ファイルを書き出すことができます。
書き出すときには、様々なプリセットから選択して最適な出力を確実に生成し、複数のアートボード、シンボル、レイヤー、テキスト、マスクの
処理方法を指定できます。例えば、Illustrator のシンボルをムービークリップまたはグラフィックとして書き出すかどうかを指定すること
も、Illustrator レイヤーからの SWF シンボルの作成を選択することもできます。

Illustrator ファイルの Flash への読み込み
Illustrator で完全なレイアウトを作成し、これを一度に Flash に読み込む場合は、Flash でファイル／読み込み／ステージに読み込みまたはファイ
ル／読み込み／ライブラリに読み込みコマンドを使用することにより、ネイティブ Illustrator 形式（AI）で、オブジェクトを高い精度で Flash に保
存できます。
Illustrator ファイルに複数のアートボードが含まれている場合は、Flash の読み込みダイアログボックスで読み込むアートボードを選択し、アート
ボードの各レイヤーの設定を指定します。選択したアートボードのすべてのオブジェクトは、Flash では単一レイヤーとして読み込まれます。同じ
AI ファイルから別のアートボードを読み込む場合、そのアートボードのオブジェクトは Flash では新しいレイヤーとして読み込まれます。
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Illustrator のオブジェクトを AI、EPS、または PDF ファイルとして読み込むと、Flash はペーストされた Illustrator のオブジェクトと同じ属性を保
持します。さらに、読み込まれた Illustrator ファイルにレイヤーが含まれる場合は、これを次のいずれかの方法で読み込むことができます。

Illustrator レイヤーを Flash レイヤーに変換する
Illustrator レイヤーを Flash フレームに変換する
すべての Illustrator レイヤーを 1 つの Flash レイヤーに変換する

シンボルワークフロー
Illustrator のシンボルワークフローは、Flash のシンボルワークフローと類似しています。
シンボルの作成  Illustrator でシンボルを作成する場合は、シンボルオプションダイアログボックスを使用して、シンボルの名前を指定し、Flash 固
有のオプション、ムービークリップのシンボルタイプ（Flash シンボルの初期設定）、Flash での基準点、9 スライスの拡大・縮小ガイドなどを設
定できます。さらに、Illustrator と Flash では、同じシンボルのキーボードショートカットを数多く使用できます（F8 キーでシンボルを作成する
など）。
シンボル編集のための編集モード Illustrator で、シンボルをダブルクリックして、編集が簡単になるように編集モードで開きます。編集モードで
は、シンボルインスタンスだけを編集できます。アートボードのその他のすべてのオブジェクトは薄く表示されて、使用できなくなります。編集
モードを終了すると、シンボルパネルのシンボルと、そのシンボルのすべてのインスタンスがそれに従って更新されます。Flash でも、シンボル編
集モードとライブラリパネルの動作は同様です。
シンボルのプロパティとリンク シンボルパネルまたはコントロールパネルを使用すると、シンボルインスタンスの名前の指定、インスタンスとシ
ンボル間のリンクの切断、シンボルインスタンスと別のシンボルとの入れ替え、またはシンボルのコピーの作成が簡単にできます。Flash でも、ラ
イブラリパネルの編集機能は同様です。

静的および動的テキストオブジェクト、テキスト入力オブジェクト
Illustrator から Flash に静的テキストを取り込むと、そのテキストはアウトラインに変換されます。さらに、Illustrator でテキストを動的なテキス
トとして設定することもできます。動的なテキストを使用すると、Flash でテキストコンテンツをプログラムの一部として編集し、複数の言語での
ローカライズが必要なプロジェクトを簡単に管理することができます。
Illustrator では、個々のテキストオブジェクトを静的または動的なテキスト、あるいは入力テキストとして指定できます。Illustrator と Flash で
は、動的なテキストオブジェクトの特性は同様です。例えば、いずれも個々の文字ではなく、テキストブロックのすべての文字に影響を与える
カーニングを使用し、いずれもテキストのアンチエイリアスを同様に行い、いずれもテキストが含まれる外部 XML ファイルにリンクできます。
関連項目

  SWF 最適化オプション（Illustrator）
  画像の最適化
  Web グラフィックの最適化オプション
  Web グラフィックの出力設定

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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プリントするドキュメントの設定

トップへ戻る

トップへ戻る

アートワークのコンポジットとしてのプリント

アートワークをプリントしないようにする

プリントダイアログボックスオプション

ページ上のアートワークの位置の変更

複数のアートボードをプリント

プリント時のアートボードの自動回転

複数ページでのアートワークのタイリング

プリント用のドキュメントの拡大・縮小

プリンターの解像度とスクリーン線数の変更

プリントに関して最適な決定をするには、プリントされるアートワークに影響を与える、プリンターの解像度、キャリブレーション、モニター解

像度などをどれぐらいに設定すればよいかというような、基本的なプリントの原則を理解しておく必要があります。Illustrator のプリントダイアロ
グボックスは、一連のプリント作業を簡単に行えるようになっています。ダイアログボックス内の各オプションセットは、プリントプロセスをス

ムーズに行えるように構成されています。

アートワークのコンポジットとしてのプリント

コンポジットとは、アートワークウィンドウに表示される 1 ページのアートワークと同じ、シンプルなプリントジョブを指します。コンポジット
は、ページデザイン全体の校正刷りの確認、画像解像度の検証、出力機器上で発生しうる問題（PostScript エラーなど）の識別などに役立ちます。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリンターメニューからプリンターを選択します。プリンターではなくファイルに出力するには、「Adobe PostScript® ファ
イル」または「Adobe PDF」を選択します。

3. 次のいずれかのアートボードオプションを選択します。

1 ページ上にあるものすべてをプリントするには、「アートボードを無視」を選択します。

個別にアートボードをプリントするには、「アートボードを無視」の選択を解除してすべてのアートボードをプリントする

か（「すべて」）、または 1-3 のようにプリント範囲を指定します。

4. プリントダイアログボックスの左側にある「色分解」を選択し、「色分解」を「コンポジット」に設定します。
5. その他のプリントオプションを設定します。
6. 「プリント」をクリックします。

ドキュメントでレイヤーを使用している場合は、どのレイヤーをプリントするのか指定できます。ファイル／プリントを選

択し、プリントするレイヤーメニューで「表示中でプリント可能なレイヤー」、「表示中のレイヤー」または「すべてのレ

イヤー」を選択します。プリント用のトリムエリアの作成に関するビデオについては、www.adobe.com/go/vid0213_jp を参
照してください。

アートワークをプリントしないようにする

レイヤーパネルを使用すると、アートワークの様々なバリエーションを簡単にプリントできます。例えば、テキストを校正するためにドキュメン

トの文字オブジェクトのみをプリントするように選択したり、プリントしないオブジェクトをアートワークに追加して、重要な情報を記録したり

することもできます。

アートワークのドキュメントウィンドウへの表示、プリント、または書き出しを行わない場合は、レイヤーパネルの対応するア

イテムを非表示にします。

アートワークをプリントしないように設定しながら、アートボード上での表示と書き出しを行う場合は、レイヤーパネルでレイ

ヤー名をダブルクリックします。レイヤーオプションダイアログボックスで、「プリント」オプションの選択を解除して

「OK」をクリックします。レイヤーパネルのレイヤー名が斜体に変わります。
アートボード上で表示され、プリントや書き出しが行われないアートワークを作成するには、レイヤーオプションダイアログ

ボックスで「テンプレート」を選択します。

注意： ドキュメントで複数のアートボードを指定し、プリントダイアログボックスでは一度に 1 つのアートボードだけをプリントするように選択
することもできます。アートボード内部のアートワークだけがプリントされます。アートボードのトリミングの指定に関するビデオについて

は、www.adobe.com/go/lrvid4016_ai_jp を参照してください。
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プリントダイアログボックスオプション

「一般」から「設定内容」オプションまで、ダイアログボックスの各オプションは、作成したドキュメントのプリントをスムーズに行えるように

構成されています。各オプションを表示するには、ダイアログボックスの左側にあるオプション名を選択します。これらのオプションの多くは、

ドキュメントを開始したときに選択した起動プロファイルにより事前に設定されています。

一般 用紙サイズと方向の設定、プリントするページ数の指定、アートワークの拡大・縮小の指定、分割オブションの指定、プリントするレイヤー

の選択をします。

トンボと裁ち落とし プリントのトンボの選択と裁ち落としの設定をします。

出力 色分解出力の設定をします。

グラフィック パスの処理方法、フォントのダウンロード、PostScript データ出力形式、コンパチブルグラデーション＆グラデーションメッシュプ
リントのオプションを設定します。

カラーマネジメント プリント時のカラープロファイルとマッチング方法を選択します。

詳細設定 プリント時のベクトルアートワークの分割・統合（またはラスタライズ）を制御します。

設定内容 プリント設定内容の表示および保存をします。

ページ上のアートワークの位置の変更

プリントダイアログボックスのプレビューウィンドウで、アートワークがページのどの位置にプリントされるかを確認できます。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

ダイアログボックスの左下にあるプレビューウィンドウ内で、アートワークをドラッグします。

配置アイコン上の四角形または矢印をクリックし、ページに対してアートワークを配置する位置（原点）を指定します。

「原点 X」および「原点 Y」に数値を入力し、アートワークを配置する位置を微調整します。

プリント可能範囲を直接アートボード上で移動するには、プリント分割ツールでドキュメントウィンドウ内をドラッグ

します。ドラッグすると、左下隅がカーソル位置となってプリント可能範囲が移動します。プリント可能範囲はアート

ボード上を自由に移動できますが、プリント可能範囲の境界の外側にある部分はプリントされません。

複数のアートボードをプリント

複数のアートボードがあるドキュメントを作成する場合は、様々な方法でドキュメントをプリントすることができます。アートボードを無視して 1
ページ上にあるものすべてをプリントすることができます（アートボードがページ境界線を越えている場合には、タイリングが必要になる場合も

あります）。また、個別のページとして各アートボードをプリントすることもできます。個別のページとしてアートボードをプリントする場合

は、すべてのアートボードをプリントするか、アートボードの範囲を指定するかを選択できます。

1. ファイル／プリントを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

すべてのアートボードを別々のページにプリントする場合は、「すべて」を選択します。プリントダイアログボックスの左

下にあるプレビューエリアに一覧表示されたすべてのページを見ることができます。

アートボードのサブセットを個別のページとしてプリントするには、「範囲」を選択してアートボードの範囲を指定しま

す。

1 ページにすべてのアートボードを一緒にプリントするには、「アートボードを無視」を選択します。アートワークがペー
ジの境界線を越える場合には、拡大縮小するかタイリングします。

3. 必要に応じて他のプリントオプションを指定し、「プリント」をクリックします。

プリント時のアートボードの自動回転

Illustrator CS5 では、ドキュメント内のすべてのアートボードは、プリント時に選択された用紙サイズに合わせて自動的に回転できます。Illustrator
ドキュメントの自動回転を設定するには、プリントダイアログボックスの「自動回転」チェックボックスを選択します。CS5 用のドキュメントで
は、「自動回転」はデフォルトで有効になっています。

例えば、横向き（高さより横幅が大きい）と縦向き（横幅より高さが大きい）の両方の用紙サイズを持ったドキュメントについて考えてみましょ

う。プリントダイアログボックスでメディアのサイズを縦向きに選択した場合、横向きのアートボードは縦向きの用紙に合わせてプリント時に自

動的に回転します。

注意： 「自動回転」を選択すると、用紙の方向は選択できません。

複数ページでのアートワークのタイリング
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1 ページに収まらない 1 つのアートボードからアートワークをプリントする場合、複数のページに分けてプリント（タイリング）できます。ド
キュメントに複数のアートがある場合

1. ファイル／プリントを選択します。
2. 「タイル」オプションを選択します。
注意： ドキュメントに複数のアートボードがある場合は、まず「アートボードを無視」を選択するか、「範囲」オプションで
1 ページを指定して「用紙サイズに合わせる」を選択します。
用紙サイズで区分ける 出力用にアートボードを用紙サイズのページに分割します。

プリント可能範囲で区分ける 選択したデバイスのプリント可能範囲に基づいて、アートボードを分割します。このオプション

は、選択したデバイスが出力できる最大サイズよりも大きなアートワークを出力する際に便利です。分割した部分をつなぎ合

わせると、アートワークを元の状態で出力することができます。

3. （オプション）「用紙サイズで区分ける」を選択した場合、「重なり」オプションに値を設定してページが重なり合う部分を
指定します。

プリント用のドキュメントの拡大・縮小

アートワークの実際のサイズより小さい用紙を使用して、用紙に収まりきらないドキュメント全体をプリントするには、プリントダイアログボッ

クスでドキュメントの幅と高さを拡大・縮小します。幅と高さの比率は維持したり、変更したりできます。比率を変更して拡大・縮小する機能

は、フレキソ印刷機用にフィルムにプリントする場合などに便利です。版を印刷ドラムに載せる方向がわかっていれば、拡大・縮小を行って、通

常発生する 2 ～ 3 ％の版の伸びを補正できます。拡大・縮小を行っても、ドキュメントのページのサイズには影響がなく、ドキュメントをプリン
トする際の比率のみが変更されます。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

「拡大・縮小しない」は、拡大・縮小を行いません。

「用紙サイズに合わせる」は、ドキュメントを自動的に拡大・縮小して、用紙に合わせます。拡大・縮小率は、選択した

PPD で定義されているプリント可能範囲によって決まります。

「指定倍率」は、「幅」テキストボックスおよび「高さ」テキストボックスがアクティブになり、数値を入力できます。幅

と高さには、1 ～ 1000 のパーセント値を入力できます。縦横の比率を固定ボタン   の選択を解除すると、ドキュメント
の幅と高さの比率を変更できます。

プリンターの解像度とスクリーン線数の変更

Adobe Illustrator のデフォルトのプリンター解像度とスクリーン線数を使用すると、最も速い速度と高い品質でプリントが行われます。ただし、作
成したパスが長すぎて limitcheck エラーが発生したり、プリントに時間がかかったり、グラデーションやメッシュのプリント時にバンディングが
発生したりするときは、プリンター解像度とスクリーン線数を低く設定した方がよい場合があります。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. 「プリンター」で、「PostScript プリンター」、「Adobe PostScript® ファイル」または「Adobe PDF」を選択します。
3. プリントダイアログボックスの左側にある「色分解」を選択します。
4. 「プリンター解像度」で、スクリーン線数（lpi）とプリンター解像度（dpi）の組み合わせを選択します。

プリンターの解像度は、1 インチあたりのインクのドット数（dpi）で表されます。一般に、デスクトップレーザープリンターの解像度は 600 dpi
で、出力機器の解像度は 1,200 dpi 以上です。インクジェットプリンターは実際のドットではなく、インクの微粒子を吹き掛けて印刷を行います。

レーザープリンターや、特にイメージセッターでプリントするときは、スクリーン線数についても考慮する必要があります。スクリーン線数は、

グレースケール画像または色分解でのプリント時に使用される 1 インチあたりのハーフトーンセル数を指します。スクリーン線数は 1 インチあた
りの線数（lpi）またはハーフトーンスクリーンの 1 インチあたりのセル線数で表され、単に線数とも呼ばれます。

スクリーン線数を高く設定すると（例えば 150 lpi）、プリントされる画像の網点（ハーフトーンドット）の間隔が狭くなり、出力機器で画像が細
かくレンダリングされます。逆に、スクリーン線数を低く設定すると（例えば 60 lpi や 85 lpi）、網点の間隔が広くなり、画像が粗くなります。ま
た、スクリーン線数は網点のサイズにも関係します。スクリーン線数の設定が高いほど小さな網点が使用され、低いほど大きな網点が使用されま

す。スクリーン線数を選択する際に一番重要な要素は、使用する出力機器に適した線数を選択することです。印刷会社や出力センターに確認し

て、適切なスクリーン線数を指定してください。

高解像度出力機器用の PPD ファイルでは、出力機器の様々な解像度設定に対応して、各種のスクリーン線数を選択できます。これに対し、低解像
度プリンター用の PPD ファイルでは、選択できるスクリーン線数は少なく、その範囲は 53 ～ 85 lpi 程度の粗いものになります。ただし、低解像
度プリンターでは、低いスクリーン線数でプリントした方がよいプリント結果が得られます。低解像度プリンターで、100 lpi 程度の高いスクリー
ン線数を選択してプリントすると、画質が低下します。これは、低い解像度に対して lpi を高く設定すると、再現される階調が減少するためです。

注意： イメージセッターとデスクトップレーザープリンターの中には、ハーフトーン以外のスクリーン技術を使用するものがあります。ハーフ
トーン以外のスクリーン技術を使用するプリンターで画像をプリントする場合は、解像度の推奨値について出力センターに問い合わせるか、プリ

ンターのマニュアルを参照してください。
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用紙のサイズと方向の変更

縦（上向き）

横（左向き）

縦（下向き）

横（右向き）

Adobe Illustrator では、選択したプリンターの PPD ファイルで定義されている初期設定の用紙サイズが、通
常は適用されます。ただし、用紙サイズは、PPD ファイルに定義されている他のサイズに変更することがで
きます。また、用紙の方向（縦または横）も同様に変更できます。指定できる最大の用紙サイズは、使用する

出力機器の最大プリント可能範囲によって異なります。

注意：プリントダイアログボックスで変更した用紙サイズおよび方向は、プリント時のみ有効です。アート

ボードの用紙サイズまたは方向を変更するには、アートボードオプションダイアログボックスまたはコント

ロールパネルのアートボードオプションを使用します（アートボードの編集を参照してください）。

 

用紙サイズと方向を指定するときは、次の点に注意してください。

用紙サイズを変更（例えば B5 から A4 に変更）すると、プレビューウィンドウのアート
ワークの表示も変更されます。これは、プレビューウィンドウにプリント可能範囲をすべ

て表示する機能があり、用紙サイズが変更された場合、それに応じてプレビューウィンド

ウのプリント可能範囲の表示が自動的に調整されるためです。

注意：用紙サイズ（A4 など）が同じでも、使用する PPD ファイルによってプリント可能
範囲が異なる場合があります。これは、プリンターや出力機器のプリント可能範囲のサイ

ズ設定が異なるためです。

ページがフィルム上または用紙上に配置される初期設定の位置は、プリントに使用する出

力機器によって異なります。

アートワークだけでなく、トリムマークやレジストレーションマークのように、印刷処理

に必要な情報がすべて収まる用紙サイズを選択してください。出力機器で使用するフィル

ムや用紙を節約する場合は、アートワークと必要なプリント情報が収まる最小限のサイズ

を選択します。

縦長のアートワークを横向きにしても出力機器のプリント可能範囲の横幅に収まる場合

は、「幅と高さを入れ換え」オプションを選択するかプリントのアートワークの方向を変

更することで、フィルムや用紙を節約できます。詳しくは、使用する出力機器のマニュア

ルを参照してください。

1. ファイル／プリントを選択します。

2. サイズメニューから用紙サイズを選択します。選択できる用紙サイズは、現在のプリン
ターと PPD ファイルによって決まります。プリンターの PPD ファイルでサポートされ
ている場合、「カスタム」を選択して、「幅」および「高さ」テキストボックスでカスタ

ム用紙サイズを指定できます。

3. いずれかの用紙の方向ボタンをクリックして、用紙の方向を設定します。

 右側を上にして、縦方向にプリントします。

 左に回転して、横方向にプリントします。

 上下を逆にして、縦方向にプリントします。

 右に回転して、横方向にプリントします。

4. （オプション）「幅と高さを入れ替え」を選択すると、アートワークを 90 度回転してプ
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リントできます。このオプションを使用するには、幅と高さを入れ換えてプリントする機

能およびカスタム用紙サイズをサポートする PPD を使用する必要があります。

関連項目

プリントするドキュメントの設定
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色分解のプリント

トップへ戻る

トップへ戻る

色分解について

色分解を行うためのアートワークの準備

色分解のプレビュー

色分解のプリント

すべての色版でのオブジェクトのプリント

色分解について

連続階調のカラー画像をプリントする工程で、アートワークのシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各部分が 4 つの版（プロセスカラー）に
分解されます。また、特色用カスタムインキを含めることもできます。この場合、特色ごとに別の版が作成されます。各カラーのインキを乗せ

て、正確に重ね合わせてプリントすると、元のアートワークのカラーが再現されます。

カラー画像を複数のカラーに分解する処理を色分解と呼び、刷版の作成元となるフィルムを色版と呼びます。

カラーレーザープリンターにプリントしたコンポジット画像と 4 色の色版（実際にはすべての版はグレースケールで版画作成されます）

高品質の色分解を行うには、実際にプリント処理を行う出力センターや印刷会社と緻密に連絡を取り、いつでも専門家に相談できるようにして

おく必要があります。分版プレビューパネルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_jp を参照してください。

特色について

プロセスカラーについて

色分解を行うためのアートワークの準備

Illustrator から色分解をプリントする前に、次のようなプリプレス処理を行うことをお勧めします。

モニターのキャリブレーションを行い、Illustrator のカラー設定を選択して、カラーマネジメントを設定します。

使用する出力機器でカラーがどのように再現されるかを簡易校正します。ウィンドウ／分版プレビューを選択して、色分解がど

のように見えるかをプレビューします。

ドキュメントが RGB モードに設定されている場合は、ファイル／ドキュメントのカラーモード／CMYK カラーを選択し
て、CMYK モードに変更します。

カラーブレンドを含むアートワークについては、不連続な色の帯（バンディング）がなく滑らかにプリントできるように、それ

らの効果を最適化します。

アートワークにトラッピングが必要な場合は、適切なオーバープリントとトラッピングを設定します。

透明部分および重なり合うカラーを含むアートワークについては、分割・統合によって影響を受ける領域をプレビューし、使用

する分割・統合オプションを書き留めておきます。

ライブカラーダイアログボックスは、グローバルにカラーを変換したり、減らしたりする場合に使用します。例えば、プロセスカラーのドキュ

メントを特色が 2 つのドキュメントに変換する場合は、ライブカラーダイアログボックスの「指定」を使用し、必要なカラーと、既存のカラー
に割り当てる方法を指定します。

アドビアプリケーション内でのカラーマネジメント
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トップへ戻る

トップへ戻る

色分解のプレビュー

分版パネルを使用して、色分解出力やオーバープリントをプレビューすることができます。分版プレビューパネルの使用に関するビデオについて

は、www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_jp を参照してください。

モニターで色分解をプレビューすると、ドキュメント内の特色オブジェクトをプレビューし、次のことを確認できます。

リッチブラック 色分解をプレビューすると、リッチブラックで表示される領域や、不透明度を増加したり、より濃い色にするためにカラーインキ

が混合された黒のプロセスカラーの領域を把握できます。

オーバープリント ブレンド、透明およびオーバープリントが色分解出力でどのように表示されるかをプレビューすることができます。オーバープ

リントの効果は、コンポジット印刷に対応したプリンターに出力して確認することもできます。

注意： Illustrator の分版プレビューパネルは InDesign と Acrobat のものとは若干異なります。例えば、Illustrator の分版プレビューパネルは
CMYK ドキュメントモード専用です。

1. ウィンドウ／分版プレビューを選択します。
2. 「オーバープリントプレビュー」を選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

画面上で色分解を隠すには、色分解名の左側にある目のアイコン  をクリックします。分版を再表示するには、目のアイ
コンをもう一度クリックします。

画面上で 1 つの色分解だけを表示し、他の色分解をすべて隠すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）
を押しながら、表示する色分解の目のアイコンをクリックします。もう一度 Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）をクリックすると、すべての色分解が表示されます。

すべてのプロセスカラーの色版を表示するには、CMYK アイコン  をクリックします。

4. 通常の表示に戻るには、「オーバープリントプレビュー」の選択を解除します。

モニターで色分解出力をプレビューすると、印刷にコストをかけずにすみますが、トラッピング、膜面オプション、トンボ、スクリーン線数およ

び解像度をプレビューすることはできません。これらを確認するには、印刷会社または出力センターで校正刷りを行ってください。分版プレ

ビューパネルで画面上の色分解を表示または非表示に設定しても、実際の色分解処理には影響しません。プレビュー時の画面上の表示が変わるだ

けです。

注意： 非表示のレイヤーのオブジェクトは、モニター上ではプレビューできません。

色分解のプリント

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリンターおよび PPD（PostScript プリンター記述）ファイルを選択します。プリンターではなくファイルに出力するには、
「Adobe PostScript® ファイル」または「Adobe PDF」を選択します。

3. プリントダイアログボックスの左側にある「色分解」を選択します。
4. 「色分解」で、「色分解（Illustrator）」または「色分解（In-RIP）」のいずれかを選択します。
5. 膜面、画像のネガ・ポジ出力、プリンター解像度を指定します。
6. 色分解する各色版について、オプションを設定します。

プリントを希望しない色版がある場合には、「インキオプション」のリストで、各カラー横のプリンターアイコン   をク
リックします。もう一度クリックすると、元に戻り、その色版はプリントされるようになります。

特色が個々の色版としてではなくプロセスカラー版の一部としてプリントされるよう、すべての特色をプロセスカラーに変

換するには、「すべての特色をプロセスカラーに変換」を選択します。

個々の特色をプロセスカラーに変換するには、「インキオプション」のリストで、各カラー横の特色アイコン   をクリッ
クします。4 色分解プロセスアイコン  が表示されます。特色に戻すには、もう一度クリックします。

すべてのブラックインキをオーバープリントするには、「オーバープリントブラック」を選択します。

色版のスクリーン線数、スクリーン角度、網点（ハーフトーンドット）の形状を変更するには、インキ名をダブルクリック

します。または、「インキオプション」のリストで既存の設定をクリックし、そこで変更を行います。ただし、角度と線数

の初期設定値は、選択した PPD ファイルによって定義されています。ハーフトーンスクリーンを独自に設定する場合は、
最適な設定値について出力センターや印刷会社にお問い合わせください。

アートに複数の特色が含まれる場合、特に 2 つ以上の特色の相互関係が含まれる場合は、各特色に異なるスクリーン角
度を割り当てます。

7. プリントダイアログボックスの他のオプションを設定します。

具体的には、アートワークの配置、拡大・縮小、トリミング方法の指定、トンボと裁ち落としの設定、透明なアートワークの

分割・統合の設定などを行います。

8. 「プリント」をクリックします。

注意： 分版プレビューパネルの使用に関するビデオについては、www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_jp を参照してください。
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トップへ戻る

色分解モード

Illustrator は、色分解の作成において、2 つの一般的な PostScript ワークフロー（モード）をサポートしています。2 つのワークフローの主な相違
点は色分解の作成場所です。一方のワークフローではホストコンピューター（Illustrator とプリンタードライバーを使用するシステム）で作成さ
れ、もう一方のワークフローでは出力機器の RIP（Raster Image Processor）で作成されます。

従来のホストベース（ユーザーが作業している PC）の色分解ワークフローでは、Illustrator でドキュメントに必要な各色分解に関する PostScript
データが作成され、その情報が出力機器に送信されます。

最新の RIP ベースのワークフローでは、新世代の PostScript RIP が色分解、トラップ、およびカラーマネジメントまでの処理を行い、ホストベー
ス（ユーザーが作業している PC）の処理が軽減され、他の作業を行う余裕ができました。この方法では、Illustrator でより早くファイルを生成で
き、特定のプリントジョブで送信されるデータ量を最小化できます。例えば、ホストベースの色分解をプリントするには 4 ページ以上の
PostScript 情報を送信する必要がありますが、RIP で処理する場合は、PostScript 情報を 1 ページのコンポジット PostScript ファイルとして送信
することができます。

膜面と画像の露出

膜面とは、フィルムや用紙の感光面を指します。上（正像）では、プリントしたフィルムや用紙の感光面を正面から見たときに、プリント画像が

左右正しく（正像に）見えます。下（正像）では、感光面を裏側から見たときに、プリント画像が左右正しく見えます。通常、紙にプリントする

場合は「上（正像）」を選択し、フィルムにプリントする場合は「下（正像）」を選択します。膜面をどちらに設定すればよいかは、出力セン

ターや印刷会社にお問い合わせください。

出力フィルムの表（膜面）と裏（ベース）を識別するには、明るい照明の下でフィルムの光沢を比較します。フィルムには光沢のない面とある面

があり、光沢のない面が膜面で、光沢のある面がベースです。

画像の露出とは、アートワークをポジ画像としてプリントするかネガ画像としてプリントするかを指します。一般的に、日本やヨーロッパの出力

センターや印刷会社ではポジフィルムが使用され、アメリカではネガフィルムが使用されています。どちらのタイプを使用するかは、出力セン

ターや印刷会社にお問い合わせください。

すべての色版でのオブジェクトのプリント

プリント工程で、特色の色版を含むすべての色版でプリントするオブジェクトがあれば、そのカラーをレジストレーションカラーに変換しておく

と便利です。レジストレーションマーク、トリムマーク、ページ情報には、レジストレーションカラーが自動的に割り当てられます。

1. オブジェクトを選択します。
2. スウォッチパネルで、初期設定でスウォッチの最初の行にあるレジストレーションカラースウォッチ   をクリックします。

レジストレーションカラーをブラック（初期設定）以外の表示色に変更するには、カラーパネルを使用します。指定したカ

ラーは、画面上のレジストレーションカラーのオブジェクトを表すために使用されます。色分解ではすべての版のインキ濃

度が同じになり、コンポジットではプリント結果がグレーになります。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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トンボと裁ち落とし

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

プリンターのトンボについて

プリンターのマークの追加

裁ち落としについて

裁ち落としの追加

プリンターのトンボについて

印刷会社や出力センターでアートワークを印刷する場合は、アートワークの各要素の位置を正確に合わせて適切なカラーで印刷するために、様々

なマークを使用します。アートワークに設定できるプリンターのマークには、次のものがあります。

トンボ ページをトリミングする位置を定義するための水平と垂直の細い罫線（ヘアライン）です。トンボは、色分解出力した各色版の位置を正確

に見当合わせするために使用されます。

レジストレーションマーク カラードキュメント内の各色版を正しく重ねるために、ページ範囲の外側にプリントされる小さな「ターゲット」で

す。

カラーバー CMYK インキおよび 10 ％単位のグレーの濃度を表す小さな正方形です。このマークは、出力センターや印刷会社が印刷機のインキ濃
度を調節するために使用します。

ページ情報 フィルムおよび特定の版のカラーに、アートボード番号、プリントアウトの日時、スクリーン線数、スクリーン角度およびスクリーン

角度の名前のラベルを付けます。ラベルは画像の最上部にプリントされます。

プリンターのマーク

A. スターターゲット B.  レジストレーションマーク C. ページ情報 D. トンボ E. カラーバー F. 濃度バー

プリンターのマークの追加

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントダイアログボックスの左側にある「トンボと裁ち落とし」を選択します。
3. 追加するプリンターのマークを選択します。西洋式と日本式のどちらのスタイルのマークを使用するかを選択できます。
4. （オプション）「トンボ」を選択した場合、トンボの線の太さと、トンボとアートワーク間オフセットの距離を指定します。

トンボが裁ち落とし上に配置されないようにするには、「オフセット」に「裁ち落とし」より大きい値を入力します。

関連項目

切り抜きまたは整列用のトリムマークの指定

裁ち落としについて
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トップへ戻る

裁ち落としとは、アートワークのプリント用バウンディングボックスの外側や、トリムエリアやトリムマークの外側にプリントするアートワーク

の部分のことを指します。アートワークに裁ち落としを設定すると、ページの端までインキを乗せたい場合に、断裁後に余白が出ないように、ま

たは画像がドキュメントの仕上がり線内に収まるように調整することができます。アートワークに設定した裁ち落としの量は変更することができ

ます。裁ち落としの量を増やすと、トンボの外側にあるアートワークの、印刷される領域が多くなりますが、トリミングで定義されたプリント用

バウンディングボックスのサイズは変更されません。

必要な裁ち落としの値は、その使用目的によって異なります。例えば印刷用の裁ち落とし（印刷後に裁断して切り落とす部分）は、8.5 ポイント
（3mm）以上必要です。画像を仕上がり線に収めるための裁ち落としには、2 ポイントか 3 ポイントを設定します。必要な裁ち落としの幅につい
ては、出力センターや印刷会社にお問い合わせください。

裁ち落としの追加

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントダイアログボックスの左側にある「トンボと裁ち落とし」を選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

「天」、「地」、「左」、「右」の各ボックスに値を入力し、裁ち落としマークの配置を指定します。リンクアイコン  
をクリックすると、すべて同じ値になります。

「ドキュメントの裁ち落としを使用」を選択して、新規ドキュメントダイアログボックスで定義された裁ち落としを使用し

ます。

設定できる裁ち落としの最大値は 25.399mm（72 ポイント）です。最小値は 0 mm です。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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PostScript によるプリント

トップへ戻る

トップへ戻る

PPD ファイルについて
長く複雑なパスのプリント

プリンターに対するフォントのダウンロード方法の制御

プリント用の PostScript レベルの変更

PostScript プリンターは、PPD ファイル（PostScript プリンター記述ファイル）を使用して、特定の PostScript プリンターのドライバーの動作を
カスタマイズします。PPD ファイルには、出力デバイスの搭載フォント、使用可能な用紙のサイズと方向、最適なスクリーン線数、スクリーン角
度、解像度、カラー出力性能などの情報が保存されています。プリントする前に正しい PPD を設定することが重要です。使用する PostScript プリ
ンターやイメージセッタに対応した PPD を選択すると、その出力デバイスのプリントダイアログボックスで使用できる設定が決まります。

PPD ファイルについて
PPD（PostScript プリンター記述）ファイルは、特定の PostScript プリンタードライバーの動作をカスタマイズするために使用するもので
す。PPD ファイルには、出力デバイスの搭載フォント、使用可能な用紙のサイズと方向、最適なスクリーン線数、スクリーン角度、解像度、カ
ラー出力性能などの情報が保存されています。 プリントする前に正しい PPD を設定することが重要です。使用する PostScript プリンターやイ
メージセッタに対応した PPD を選択すると、その出力デバイスのプリントダイアログボックスで使用できる設定が決まります。 用途に応じて、
別の PPD に切り替えることもできます。アプリケーションでは、PPD ファイルの情報を使用して、ドキュメントをプリントするときにプリン
ターに送る PostScript 情報が決定されます。

最適なプリント結果を得るには、出力デバイスの最新バージョンの PPD ファイルを出力デバイスの製造元から入手することをお勧めします。 多
くの印刷・出力会社は、自社で使用するイメージセッタの PPD を保有しています。 PPD ファイルは、オペレーティングシステムによって指定さ
れた場所に保存してください。 詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

PPD ファイルの変更
PostScript プリンター、PostScript ファイル、または PDF ファイルに出力する場合、Illustrator では自動的にそのデバイス用の初期設定の
PPD（PostScript プリンター記述）が使用されます。用途に応じて、別の PPD に切り替えることもできます。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. PPD メニューで、次のいずれかを選択します。

現在の出力機器に対応する PPD。

「その他」は、出力センターまたは印刷会社から特定のプリンター用に提供された PPD などのカスタム PPD を指定する
ときに選択します。PPD のファイル名は、プリンターまたは出力機器の名前およびモデルに対応します。システムの設定
によっては、.ppd というファイル拡張子が表示されます。使用する PPD ファイルのある場所を指定してファイルを選択
し、「開く」をクリックします。

注意： イメージセッタの PPD でよくある特定のPPD 機能の中には、Illustrator のプリントダイアログボックスからアクセ
スできないものがあります。これらのプリンター固有の機能を設定するには、プリントダイアログボックスの「プリン

ター」ボタンをクリックします。

PPD ファイルの追加
最適なプリント結果を得るには、出力デバイスの最新バージョンの PPD ファイルを出力デバイスの製造元から入手することをお勧めします。 多
くの印刷・出力会社は、自社で使用するイメージセッタの PPD を保有しています。 PPD ファイルは、オペレーティングシステムによって指定さ
れた場所に保存してください。 詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

 Windows および Mac OS では、プリンターの追加と同じ方法で PPD ファイルを選択します。PPD ファイルを選択する手順はプラットフォーム
によって異なります。詳しくは、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

長く複雑なパスのプリント

極端に長くて複雑なパスのあるファイルをプリントすると、ファイルがプリントされず、プリンターで limitcheck エラーが発生する場合がありま
す。複雑で長いパスを単純にするには、複数のパスに分割します。曲線の近似に使用する直線の数を変更して、プリンター解像度を調整すること

もできます。

ベクトルオブジェクトのプリントに使用する直線セグメントの数の変更
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トップへ戻る

PostScript インタープリターでは、アートワーク内の曲線を、連続する短い直線セグメントとして扱うため、この直線セグメントが短いほど曲線を
正確に再現できます。直線セグメントの数が増えると、曲線が複雑化します。使用するプリンターとメモリ容量によっては、曲線が複雑すぎて

PostScript インタープリターでラスタライズできないことがあります。この場合、PostScript の limitcheck エラーが発生し、曲線はプリントされま
せん。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. 「プリンター」で、「PostScript プリンター」、「Adobe PostScript® ファイル」または「Adobe PDF」を選択します。
3. プリントダイアログボックスの左側にある「グラフィック」を選択します。
4. 「自動」の選択を解除し、平滑度スライダーを使用して曲線の精度を設定します。

値を低く設定（「高画質」寄りに設定）すると、直線セグメントが小さくなって数が増え、曲線の近似精度が高くなります。

値を高く設定（「速度」寄りに設定）すると、直線セグメントが長くなって数が減少し、曲線の精度は劣りますが、パフォー

マンスが向上します。

プリント用のパスの分割

分割されたパスは、個別のオブジェクトとして処理されます。このため、分割後のパスを変更する場合は、個々のオブジェクトを 1 つずつ編集す
るか、パスを連結して 1 つのオブジェクトに戻してから編集する必要があります。

パスの分割を行う前に元のアートワークのコピーを保存しておくことで、必要に応じて分割前の状態に復帰することができます。

 次のいずれかの操作を行います。

線が適用されたパスを分割するには、はさみツール  を使用します。

複合パスを分割するには、オブジェクト／複合パス／解除を選択して、複合パスを解除します。次に、はさみツールを使用して

パスを分割し、分割したパスを複合パスとして再定義します。

マスクを分割するには、オブジェクト／クリッピングマスク／解除を選択して、マスクを解除します。次に、はさみツールを使

用してパスを分割し、分割したパスをマスクとして再定義します。

分割したパスを再び結合するには、元のオブジェクトを構成する分割されたパスをすべて選択して、パスファインダーパネ

ルの合体ボタンをクリックします。パスが連結され、分割されていたパスの連結部分にアンカーポイントが追加されます。

プリンターに対するフォントのダウンロード方法の制御

プリンター搭載フォントとは、プリンターのメモリまたはプリンターと接続されたハードディスクに保存されているフォントです。PostScript フォ
ント（Type 1, CID）、OpenType フォントおよび TrueType フォントは、プリンターまたは使用しているコンピューターのどちらかに保存されて
います。フォントが使用しているコンピューターのハードディスクにインストールされている場合は、Illustrator によって必要なフォントがダウン
ロードされます。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. 「プリンター」で、「PostScript プリンター」、「Adobe PostScript® ファイル」または「Adobe PDF」を選択します。
3. プリントダイアログボックスの左側にある「グラフィック」を選択し、フォントにあるいずれかの「ダウンロード」オプショ
ンを選択します。

なし PostScript ファイルにフォントの参照情報を追加します。この PostScript ファイルによって、RIP またはポストプロセッ
サーにフォントの使用場所が示されます。このオプションは、該当するフォントがプリンターに搭載されている場合に使用で

きます。TrueType フォントには、フォント内の PostScript 名に対応した名前が付けられますが、アプリケーションの中には
TrueType フォント名を解釈できないものがあります。TrueType フォントの正確な解釈が確実に行われるようにするには、他
のフォントダウンロードオプションを使用します。

サブセット ドキュメントで使用されている字形だけがダウンロードされます。字形は、各ページにつき 1 回ダウンロードされ
ます。通常、このオプションを 1 ページのみのドキュメントまたはテキストの少ない短いドキュメントで使用する
と、PostScript ファイルの処理が高速化され、サイズが小さくなります。

すべてのフォント プリントジョブの最初にドキュメントで要求されるすべてのフォントがダウンロードされます。通常、この

オプションを複数のページにわたるドキュメントで使用すると、PostScript ファイルの処理が高速化され、サイズが小さくな
ります。

注意： フォントの製造元によっては、フォントの埋め込みを制限している場合があります。制限は、フォントをコピーする際
に適用されます。フォントを使用する場合は、著作権法および使用許諾契約を遵守してください。アドビ システムズ社がライ
センスを提供しているフォントでは、ユーザーが特定のファイルに使用したフォントを印刷会社などの業者に持ち込むことが

許可されており、その業者がユーザーのファイルを処理するためにそのフォントを使用することも許可されています。ただ

し、業者がそのフォントを使用する権限があることをユーザーに知らせた場合に限られます。その他のフォントに関しては、

製造元から許可を得てください。

プリント用の PostScript レベルの変更
PostScript ファイルや PDF ファイルに出力する場合、出力機器に適した PostScript レベルが自動的に選択されます。Postscript ファイルの
PostScript レベルまたはデータ形式を変更する場合は、次の操作を行います。
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1. ファイル／プリントを選択します。
2. 「プリンター」で、「Adobe PostScript® ファイル」または「Adobe PDF」を選択します。
3. プリントダイアログボックスの左側にある「グラフィック」を選択します。
4. 「PostScript」で、PostScript の出力機器で使用されるインタープリターとの互換性のレベルを選択します。

「レベル 2」の場合、PostScript レベル 2 以上の出力機器でプリントされるグラフィックのプリント速度と品質が向上しま
す。「3」の場合、PostScript 3 の出力機器でプリントした場合に、速度と品質が最も向上します。

5. （オプション）プリンターとして「Adobe PostScript® ファイル」を選択した場合、「データ形式」のオプションを選択し
て、Illustrator で画像データをコンピューターからプリンターに送信する方法を指定します。

「バイナリ」を選択すると、画像データはバイナリコードとして書き出されます。ASCII よりもコンパクトですが、すべての
システムと互換性があるわけではありません。「ASCII」を選択すると、画像データは ASCII テキストとして書き出されま
す。旧式のネットワークおよびパラレルプリンターと互換性があり、マルチプラットフォームでグラフィックを使用する場合

に最適です。通常、Mac OS のみで使用するドキュメントにも最適です。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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カラーマネジメントを使用したプリント

トップへ戻る

トップへ戻る

プリント時のアプリケーション側でのカラーの管理

プリント時のプリンター側でのカラーの管理

プリント時にカラーマネジメントを行う場合、Illustrator またはプリンターのどちらでカラーマネジメントを行うかを選択できます。

プリント時のアプリケーション側でのカラーの管理

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントダイアログボックスの左側にある「カラーマネジメント」を選択します。
3. 「カラー処理」で「Illustrator のカラー設定」を選択します。
4. 「プロファイル」で出力機器用のプロファイルを選択します。

出力機器の動作とプリント条件（用紙の種類など）がプロファイルに正確に記述されているほど、カラーマネジメントシステ

ムはドキュメントにある実際のカラーの数値を正確に変換できます （カラープロファイルについてを参照してください）。

5. （オプション）「マッチング方法」オプションを設定して、カラーを目的のカラースペースに変換する方法を指定します。

ほとんどの場合、初期設定のマッチング方法を使用するのが最善です。マッチング方法について詳しくは、Illustrator ヘルプを
検索してください。

6. プリントダイアログボックスの下部にある「プリンター」をクリックして、オペレーティングシステムのプリント設定を行い
ます。

7. 次のいずれかを実行して、プリンタードライバーのカラーマネジメント設定を行います。

Windows の場合、使用しているプリンターを右クリックして「プロパティ」を選択します。プリンタードライバーのカ
ラーマネジメント設定を行う場所を見つけます。ほとんどのプリンタードライバーでは、カラーマネジメント設定は「色の

管理」または「ICM」と呼ばれています。

Mac OS では、使用しているプリンターを選択し、ポップアップメニューからカラーマネジメントオプションを選択しま
す。ほとんどのプリンタードライバーでは、このオプションは「ColorSync」と呼ばれています。

8. プリンタードライバーのカラーマネジメントを無効にします。

プリンタードライバーごとにカラーマネジメントのオプションは異なります。カラーマネジメントを無効にする方法がわから

ない場合は、プリンターのマニュアルを参照してください。

9. Illustrator のプリントダイアログボックスに戻り、「プリント」をクリックします。

プリント時のプリンター側でのカラーの管理

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリンターメニューから PostScript プリンターを選択します。プリンターではなくファイルに出力するには、「Adobe

PostScript® ファイル」または「Adobe PDF」を選択します。
3. プリントダイアログボックスの左側にある「カラーマネジメント」を選択します。
4. 「カラー処理」で「PostScript® のカラー設定」を選択します。
5. 必要に応じて次のオプションを設定します。ほとんどの場合、初期設定を使用するのが最善です。
マッチング方法 アプリケーションがカラーを目的のカラースペースに変換する方法を指定します。

RGB カラー値を保持（RGB 出力の場合）または CMYK カラー値を保持（CMYK 出力の場合） カラープロファイルが関連付
けられていないカラーの処理方法を指定します（例えば、埋め込みプロファイルのない画像を読み込んだ場合）。このオプ

ションを選択すると、カラー値が直接、出力機器に送られます。このオプションを選択しないと、まず、カラー値が出力機器

のカラースペースに変換されます。

安全な CMYK ワークフローに従っている場合は、カラー値を保持することをお勧めします。RGB ドキュメントのプリント時
は、カラー値を保持することはお勧めしません。

6. プリントダイアログボックスの下部にある「プリンター」をクリックして、オペレーティングシステムのプリント設定を行い
ます。

7. 次のいずれかを実行して、プリンタードライバーのカラーマネジメント設定を行います。
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Windows の場合、使用しているプリンターを右クリックして「プロパティ」を選択します。プリンタードライバーのカ
ラーマネジメント設定を行う場所を見つけます。ほとんどのプリンタードライバーでは、カラーマネジメント設定は「色の

管理」または「ICM」と呼ばれています。

Mac OS では、使用しているプリンターを選択し、ポップアップメニューからカラーマネジメントオプションを選択しま
す。ほとんどのプリンタードライバーでは、このオプションは「ColorSync」と呼ばれています。

8. プリント時にプリンタードライバーでカラーを処理するように、カラーマネジメント設定を指定します。

プリンタードライバーごとにカラーマネジメントのオプションは異なります。カラーマネジメントのオプションを設定する方

法がわからない場合は、プリンターのマニュアルを参照してください。

9. Illustrator のプリントダイアログボックスに戻り、「プリント」をクリックします。

関連項目

  レンダリングインテントについて

  セーフ CMYK ワークフローの使用

  カラーマネジメントを使用したプリント

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ファイルのパッケージ

ファイルの位置

フォルダー名

リンクをコピー

リンクを別のフォルダーに収集

リンクされたファイルとドキュメントを再リンク

ドキュメントで使用されているフォントをコピー（欧文フォントのみ）

注意：

レポートを作成

この機能は、Adobe Illustrator CS6、CC およびそれ以降で使用できます。Adobe Creative Cloud に加入する方法については、Adobe Creative
Cloud をご覧ください。

フォント（中国語、韓国語、日本語を除く）やリンクグラフィックなど、作成したドキュメントに使用されているファイルを収集して、ハンドオ

フに必要なファイルを簡単に揃えることができます。ファイルをパッケージ化すると、Illustrator ドキュメント、必要なフォント、リンクグラ
フィック、パッケージレポートが含まれたフォルダーが作成されます。パッケージレポートには、パッケージされたファイルに関する情報が含ま

れ、テキストファイルとして保存されます。

1. ファイル／パッケージを選択します。

 
パッケージダイアログボックス

2. フォルダーおよびファイルの位置を指定します。

パッケージフォルダーを作成する場所を指定します。

パッケージの名前を指定します。デフォルトでは、フォルダー名は Illustrator ドキュメントの名前が付けられま
す。

3. 次のオプションを指定します。

リンクグラフィックおよびリンクファイルをパッケージフォルダーにコピーします。

リンクフォルダーを作成して、すべてのリンクアセットをそのフォルダーに保存します。この

オプションを選択しない場合、.ai ファイルと同じフォルダー内にアセットがコピーされます。

リンクをパッケージフォルダーの場所に変更します。このオプションを選択

しない場合、各アセットはパッケージ内に収集されますが、パッケージされた Illustrator ドキュメントでは、リンク元はオリジ
ナルの場所のまま保持されます。

フォントファミリー全体ではなく、すべての必要な

フォントファイルがコピーされます。

フォントをパッケージする際、警告が表示されます。フォントのコピーに関する許可があるかどうかを確認するには、

ライセンス許諾契約書をご覧ください。

パッケージファイルに付随する概要レポートを作成します。このレポートには、特色のオブジェクト、すべて

の使用フォントおよび所在不明のフォント、所在不明のリンクに関する概要とすべてのリンク画像または埋め込み画像の詳細

が含まれます。

4. 「パッケージ」をクリックします。次のフォルダー構造が作成されます。各アセットはそれぞれのフォルダーに配置されま
す。
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  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー

 
パッケージフォルダーの構造
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切り抜きまたは整列用のトリムマークの指定

  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー

注意：

トップへ

トップへ

トップへ

オブジェクトの周囲へのトリムマークの作成

トリムマークの削除

日本式トンボの使用

アートワークをトリミングするための複数のアートボードを指定するほかに、アートワーク内にトリムマークのセットを複数作成して使用するこ

ともできます。トリムマークは、プリントした用紙を断裁する場所を示します。 トリムマークは、名刺をプリントする場合など、1 ページで複数
のオブジェクトを切り抜く場合に便利です。 別のアプリケーションに書き出した Illustrator のアートワークを整列させる場合にも便利です。

トリムマークは、以下のようないくつかの点でアートボードと異なります。

アートボードはアートワークのプリント可能な境界線を指定しますが、トリムマークはプリントされる領域には影響しません。

一度にアクティブにできるアートボードは 1 つだけですが、トリムマークは複数作成して表示することができます。

アートボードは表示されますが、プリントされません。トリムマークはレジストレーションブラックでプリントされるので、プ

リント時のトンボのように、すべての色版にプリントされます。

プリントダイアログボックスの「トンボと裁ち落とし」パネルのオプションで作成されたトンボを、トリムマークに置き換えることはでき

ません。

オブジェクトの周囲へのトリムマークの作成

Illustrator CS5 以降では、編集可能なトンボまたはトリムマークを作成したり、ライブ効果としてトリムマークを作成したりすることができます。

トリムマークを使用するには、次の操作を行います。

1. オブジェクトを選択します。

2. 編集可能なトンボまたはトリムマークを作成する場合は、オブジェクト／トリムマークを作成を選択します。

3. ライブ効果としてのトリムマークを作成する場合は、効果／トリムマークを選択します。

トリムマークの削除

編集可能なトンボまたはトリムマークを削除するには、トリムマークを選択して Delete キーを押します。

トリムマーク効果を削除するには、アピアランスパネルでトリムマークを選択し、選択した項目を削除アイコン  をクリックします。

日本式トンボの使用

日本式トンボでは二重線が使用され、この二重線によって初期設定である 8.5 ポイント（3 mm）の裁ち落としが定義されます。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）、または Illustrator／環境設定／一般（Mac OS）を選択します。
2. 「日本式トンボを使用」を選択して、「OK」をクリックします。
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-->

トラッピング

トップへ戻る

トップへ戻る

トラッピングについて

トラップの作成

スプレッドまたはチョークの作成

線のトラップ

オブジェクトの一部のトラップ

トラッピングについて

別の色版のカラーが重なり合ったり隣接したりしている場合、版ずれが生じると、カラー間に隙間があくことがあります。このような版ずれを防

ぐために、出力センターや印刷会社ではトラッピングという手法を使用します。この手法では、隣接するカラーの境界線上に、両者をわずかに重

なり合わせた部分（トラップ）を作成することで、版ずれの発生を防止します。トラッピング処理は、専用プログラムを使用すると自動的に行う

ことができますが、Illustrator を使用して手作業で行うこともできます。

トラップには、スプレッドとチョークの 2 種類があります。スプレッドトラップは、明るいカラーのオブジェクトが広がって暗いカラーの背景に
重なります。チョークトラップは、明るいカラーの背景が広がって暗いカラーのオブジェクトに重なり、オブジェクトが縮小したように見えま

す。

スプレッド（オブジェクトを背景の上に重ねる方法）とチョーク（背景をオブジェクトの上に重ねる方法）

重なり合うオブジェクトに共通するカラー構成要素がある場合は、そのカラー部分で版ずれがカバーされるため、トラップが不要なことがありま

す。例えば、重なり合うオブジェクトの両方の CMYK 値にシアンが含まれる場合は、隙間ができても、背面にあるオブジェクトのシアンでカバー
されます。

文字をトラッピングする場合、特別な問題が生じることがあります。ポイントサイズの小さい文字には、混合プロセスカラーや色合いの差のある

プロセスカラーを使用しないでください。版ずれが発生した場合に、文字が読みにくくなります。同様に、ポイントサイズの小さい文字にトラッ

プを作成すると、文字が読みにくくなる場合があります。文字にトラップを作成する場合も、必要な設定について、出力センターや印刷会社にお

問い合わせください。例えば、ブラックの文字をカラーの背景にプリントするときは、単純に文字を背景にオーバープリントするだけで、十分に

適切な結果を得られる場合があります。

トラップの作成

トラップコマンドを使用すると、オブジェクトと背景のカラーが比較され、明るい方のカラーが暗い方のカラーにオーバープリント（トラッピン

グ）されます。これは、単純なオブジェクトにトラップを作成するときに便利です。トラップコマンドは、パスファインダーパネルから適用する

か、効果として適用することができます。トラップ効果の利点は、いつでもトラップ設定を変更できることです。

トラップコマンドの使用結果
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トップへ戻る

A. オーバープリントの領域 B.  切り抜かれる領域 C. 背景色 D. 前景色

また、重なり合うオブジェクトのカラーにあまり差がないと、どちらのカラーが暗いのかを判断できない場合があります。この場合にトラップコ

マンドを実行すると、カラーのわずかな差を基準にしてトラップが作成されます。トラップするカラーを逆にする場合は、パスファインダー（ト

ラップ）ダイアログボックスで「逆トラップ」オプションを選択します。

1. ドキュメントが RGB モードに設定されている場合は、ファイル／ドキュメントのカラーモード／CMYK カラーを選択し
て、CMYK モードに変更します。

2. トラップを作成する重なり合うオブジェクトを選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトに直接コマンドを適用するには、ウィンドウ／パスファインダーを選択し、パネルメニューの「トラップ」を

選択します。

効果としてコマンドを適用するには、効果／パスファインダー／トラップを選択します。効果を確認するには、「プレ

ビュー」を選択します。

4. トラップオプションを設定して「OK」をクリックします。

トラップオプション

太さ 線幅を 0.01 ～ 5000 ポイントの範囲で指定します。適切な設定値については、出力センターや印刷会社にお問い合わせください。
高さ / 幅 垂直なカラー境界でのトラップ幅に対する水平なカラー境界でのトラップ幅の比率を指定します。縦横比を指定することにより、印刷時
の紙の伸縮率などを考慮したトラップを作成できます。ここで設定する値については、出力センターや印刷会社にお問い合わせください。初期設

定では、縦と横のトラップ幅が同じになるように 100 ％の値が設定されています。「高さ／幅」テキストボックスの値を 100 ％よりも大きく設定
すると、垂直なカラー境界でのトラップ幅は変わらずに水平なカラー境界でのトラップ幅が広がります。「高さ／幅」テキストボックスで 100 ％
以下の値を設定すると、垂直なカラー境界でのトラップ幅は変わらずに水平なカラー境界でのトラップ幅が狭まります。

「高さ / 幅」の値が 50 ％の場合（左）と 200 ％の場合（右）

濃度の減少 トラップする明るいカラーの濃度を減らします。暗いカラーの濃度は 100 ％のままです。このオプションは、明るいカラーを使用した
2 つのオブジェクトにトラップを作成すると、重なり合った 2 つのカラーが混ざって、トラップの部分に線がプリントされる場合に便利です。例
えば、明るいイエローのオブジェクトを明るいブルーの背景に対してトラップすると、トラップ部分が明るいグリーンの線としてプリントされま

す。適切な濃度の設定値は、使用する出力機器、インキ、用紙の種類などによって異なるので、出力センターや印刷会社にお問い合わせくださ

い。

「濃度の減少」の値を 100 ％に設定した場合（明るい方のカラーの 100 ％の濃度でトラップが作成される）と「濃度の減少」の値を 50 ％に設定
した場合（明るい方のカラーの 50 ％の濃度でトラップが作成される）

プロセスカラーでトラップ 特色トラップを対応するプロセスカラーに変換します。このオプションを選択すると、特色の明るい方のカラーでオブ

ジェクトを作成し、それがオーバープリントされます。

逆トラップ 暗いカラーを明るいカラーにトラッピングします。このオプションは、CMY カラーを使用したブラック（特色）には使用できませ
ん。

精度（効果のみ） オブジェクトのパスをどの程度正確に計算するかを指定します。計算の精度が高いほどオブジェクトがより正確に作成され、パ

スの生成に要する時間が長くなります。

余分なポイントを削除（効果のみ） 不要なポイントを削除します。

スプレッドまたはチョークの作成

より正確なトラップを作成したり、複雑なオブジェクトをトラッピングしたりする場合は、オブジェクトに線を設定して、その線をオーバープリ

ントする方法でトラップ効果を作成します。
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トップへ戻る

1. 重なり合う 2 つのオブジェクトのうち、前面にあるオブジェクトを選択します。
2. ツールパネルまたはカラーパネルの「線」ボックスで、次のいずれかの操作を行います。

スプレッドトラップを作成する場合は、オブジェクトの塗りカラーを線のカラーに適用します。線に適用するカラーを変更

する場合は、「線」ボックスを選択して、カラーパネルでカラー値を調整します。オブジェクトの塗りと同じカラーを線に

適用すると、オブジェクトが広がったように見えます。

塗りのカラーを線に適用したオブジェクト

A. スプレッドトラップの効果を出すためにオーバープリントした線 B.  抜きの塗り領域 C. トラップされる領域 D. 切
り抜かれる領域

チョークトラップを作成する場合は、カラーパネルを使用して、背景と同じカラー（明るい色）を線に適用します。この結

果、オブジェクトの線と塗りには、異なるカラーが適用されます。このように、暗いカラーのオブジェクトの線に背景のカ

ラーを適用すると、オブジェクトが縮小したように見えます。

3. ウィンドウ／線を選択します。

背景と同じカラーの線で囲んだオブジェクト

A. チョークトラップの効果を出すためにオーバープリントした線 B.  抜きの塗り領域 C. トラップされる領域 D. 切り抜か
れる領域

4. 「線幅」テキストボックスに、0.01 ～ 1000 ポイントの範囲で線幅を入力します。適切な設定値については、出力センターや
印刷会社にお問い合わせください。

例えば、線幅を 0.6 ポイントにするとトラップ幅は 0.3 ポイントとなり、線幅を 2.0 ポイントにするとトラップ幅は 1.0 ポイ
ントとなります。

5. ウィンドウ／属性を選択します。
6. 「線にオーバープリント」オプションを選択します。

線のトラップ

1. トラップする線を選択します。
2. ツールパネルまたはカラーパネルの「線」ボックスで、線のカラーをホワイトにします。
3. 線パネルで線幅を設定します。
4. 線をコピーして、編集／前面へペーストを選択します。このコピーを使用してトラップが作成されます。
5. ツールパネルまたはカラーパネルの「線」ボックスを使用して、コピーした線に適切なカラーを適用します。
6. 線パネルで、背面の線より広い線幅を設定します。
7. ウィンドウ／属性を選択します。
8. 前面の線に「線にオーバープリント」を設定します。
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トップへ戻る

線をコピーして作成したスプレッドトラップ

A. スプレッドトラップの効果を出すためにオーバープリントした前面の線 B.  背面の線による抜き C. 切り抜かれる領
域 D. トラップされる領域

オブジェクトの一部のトラップ

1. トラップする部分の外周に沿って線を作成します。オブジェクトが複雑な場合は、ダイレクト選択ツール   を使用して、ト
ラップする外周部のパスを選択し、コピーします。次に、編集／前面へペーストを選択して、コピーをオリジナルのパスに重

ねます。

トラップを使用したドロップシャドウ（左）と、オブジェクトとドロップシャドウの交わる位置に描かれた基準線（右）

2. ツールパネルまたはカラーパネルの「線」ボックスを使用して、線にカラーを適用し、スプレッドトラップまたはチョークト
ラップを作成します。

3. ウィンドウ／属性を選択します。
4. 「線にオーバープリント」オプションを選択します。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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プリント

 

プリントのワークフローは複雑です。まず必須の設定を理解した上で、関心のある項目に進んでください。
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グラデーション、メッシュ、カラーブレンドのプリント
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トップへ戻る

グラデーション、メッシュ、カラーブレンドのプリント

プリント時のグラデーションとメッシュのラスタライズ

グラデーション、メッシュ、ブレンドをプリントするのに適切なスクリーン線数の設定

グラデーションの最大ブレンド長の計算

グラデーション、メッシュ、カラーブレンドを含むファイルでは、一部のプリンターで、階調が滑らかにプリントされなかったり、プリントエ

ラーが生じたりする場合があります。

グラデーション、メッシュ、カラーブレンドのプリント

グラデーション、メッシュ、カラーブレンドを含むファイルでは、一部のプリンターで、階調が滑らかにプリントされなかったり、プリントエ

ラーが生じたりする場合があります。プリント結果を良好にするには、次の一般的なガイドラインに従ってください。

カラーの構成要素が 50 ％以上変化するグラデーションを使用します。

グラデーションの長さを短くします。グラデーションの最適な長さは、使用するカラーによって異なりますが、できるだけ 7.5
インチ未満に抑えてください。

なるべく明るいカラーを使用するか、暗いカラーの場合はブレンドの距離を短くします。ホワイトと極端に暗いカラーの間でブ

レンドを行うと、バンディングが発生しやすくなります。

256 階調グレーをプリントできる適切なスクリーン線数を使用します。

2 つ以上の特色を使用してグラデーションを作成する場合は、色分解を行うときに、特色に異なるスクリーン角度を指定する必
要があります。スクリーン角度の設定については、出力センターや印刷会社に確認してください。

可能な限り、PostScript® 3 に対応した出力機器にプリントします。

Postscript レベル 2 に対応した出力機器にプリントする場合、または、透明を含むメッシュをプリントする場合は、プリント時
にグラデーションとメッシュをラスタライズすることができます。こうすると、グラデーションとメッシュがベクトルオブジェ

クトから JPEG 画像に変換されます。

プリント時のグラデーションとメッシュのラスタライズ

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントダイアログボックスの左側にある「グラフィック」を選択し、「コンパチブルグラデーション＆グラデーションメッ
シュプリント」を選択します。

重要： 「コンパチブルグラデーション＆グラデーションメッシュプリント」オプションを選択すると、グラデーションに問題
がないプリンターでプリント速度が低下することがあります。そのため、このオプションはプリント時に問題が発生する場合

にだけ選択してください。

グラデーション、メッシュ、ブレンドをプリントするのに適切なスクリーン線数の設定

プリンター解像度とスクリーン線数の組み合わせによっては、256 階調グレーをプリントできないことがあります。スクリーン線数を高く設定す
ると、プリンター上で再現できるグレーの階調数が少なくなります。例えば、2,400 dpi の解像度でプリントする場合、スクリーン線数を 150 より
多くすると、プリントできるグレー階調は 256 より少なくなります。次の表は、256 階調のグレーをプリントするための最大スクリーン線数を解
像度ごとに示したものです。

最終的な出力機器の解像度 使用可能な最大スクリーン線数

300 19

400 25

600 38

900 56
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1000 63

1270 79

1446 90

1524 95

1693 106

2000 125

2400 150

2540 159

3000 188

3252 203

3600 225

4000 250

グラデーションの最大ブレンド長の計算

Illustrator では、使用するカラーの変化率に基づいてグラデーションのステップ数が計算されます。逆にいえば、このステップ数から、バンディン
グを生じないブレンドの最大長が決まります。

1. ものさしツール   を選択し、グラデーションする始点と終点をクリックします。
2. 2 点の距離が情報パネルに表示されるので、これをメモしておきます。この値がグラデーションの距離、つまりカラーブレン
ドの距離です。

3. グラデーションのステップ数を、次の式で計算します。

ステップ数＝ 256（階調の数）× カラーの変化率

カラーの変化率は、高い方のカラー値から低いカラー値を引いて求めます。例えば、20 ％のブラックから 100 ％のブラックに
移行するグラデーションを作成する場合、カラーの変化率は 80 ％（すなわち 0.8）になります。

プロセスカラーを使用してグラデーションを作成する場合は、含まれるカラー要素のうち変化率が最大のものを使用します。

例えば、シアン 20 ％、マゼンタ 30 ％、イエロー 80 ％、ブラック 60 ％から、シアン 20 ％、マゼンタ 90 ％、イエロー 70
％、ブラック 40 ％に移行するグラデーションを作成します。この場合、最大の変化はマゼンタの 30 ％から 90 ％なので、60
％の変化率となります。

4. 手順 3 で計算したステップ数を基に、次の表から、グラデーションの長さが該当する最大長より大きいか調べます。算出した
距離が表の値よりも大きい場合は、グラデーションの長さを短くするか、カラーを変更します。

Illustrator での推奨ステップ数 グラデーションの最大長

ポイント インチ センチメートル

10 21.6 .3 .762

20 43.2 .6 1.524

30 64.8 .9 2.286

40 86.4 1.2 3.048

50 108.0 1.5 3.810

60 129.6 1.8 4.572
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70 151.2 2.1 5.334

80 172.8 2.4 6.096

90 194.4 2.7 6.858

100 216.0 3.0 7.620

110 237.6 3.3 8.382

120 259.2 3.6 9.144

130 280.8 3.9 9.906

140 302.4 4.2 10.668

150 324.0 4.5 11.430

160 345.6 4.8 12.192

170 367.2 5.1 12.954

180 388.8 5.4 13.716

190 410.4 5.7 14.478

200 432.0 6.0 15.240

210 453.6 6.3 16.002

220 475.2 6.6 16.764

230 496.8 6.9 17.526

240 518.4 7.2 18.288

250 540.0 7.5 19.050

256 553.0 7.7 19.507

関連項目
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透明が使用されているアートワークのプリントおよび保存

トップへ戻る

トップへ戻る

分割・統合について

透明部分を保持するファイル形式

プリント時の透明の分割・統合オプションの設定

透明の分割・統合オプション

アートワークの分割・統合される領域のプレビュー

分割・統合プレビューパネルの概要

透明の分割・統合プリセットについて

透明の分割・統合プリセットの作成または編集

カスタムの透明の分割・統合プリセットの書き出しおよび読み込み

カスタムの透明の分割・統合プリセットの名前変更または削除

個々のオブジェクトの透明部分の分割・統合

プリント時のすべてのアートワークのラスタライズ

Illustrator ファイルを特定の形式で保存する場合、元の透明情報は保持されます。例えば、ファイルを Illustrator CS（またはそれ以降の）EPS 形
式で保存した場合、そのファイルには Illustrator の元データと EPS データの両方が含まれています。Illustrator で再びファイルを開くと、元の（分
割・統合処理されていない）データが読み込まれます。他のアプリケーションにファイルを配置すると、EPS（分割・統合処理された）データが
読み込まれます。

分割・統合について

文書やアートワークに透明部分が含まれていると、出力するには、通常は分割・統合と呼ばれる処理が必要です。 分割・統合によって、透明な
アートワークはベクトル領域とラスタライズ領域に分割されます。 アートワークが複雑になるにつれて（画像の混合、ベクトル、文字、特色、
オーバープリントなど）、統合による結果も複雑になります。

プリントする場合や、透明をサポートしない形式に保存または書き出しする場合、分割・統合が必要となることがあります。 PDF ファイルを作成
するときに分割・統合をしないで透明部分を保持するには、ファイルを Adobe PDF 1.4（Acrobat 5.0）以降で保存します。

分割・統合設定を指定し、それを透明の分割・統合プリセットとして保存、適用できます。 透明なオブジェクトは、選択した分割・統合プリセッ
トに従って分割・統合されます。

注意： ファイルの保存後に、透明効果の統合を取り消すことはできません。

重なっているアートは、統合するときに分割されます。

透明出力の問題について詳しくは、アドビ システムズ社の Web サイトの Adobe Solutions Network（ASN）のプリントサービスプロバイダー
の項（英語のみ）を参照してください。

透明部分を保持するファイル形式

Illustrator ファイルを特定の形式で保存する場合、元の透明情報は保持されます。例えば、ファイルを Illustrator CS（またはそれ以降の）EPS 形
式で保存した場合、そのファイルには Illustrator の元データと EPS データの両方が含まれています。Illustrator で再びファイルを開くと、元の（分
割・統合処理されていない）データが読み込まれます。他のアプリケーションにファイルを配置すると、EPS（分割・統合処理された）データが
読み込まれます。

可能な場合は、元の透明データのファイル形式を保持するようにします。形式が保持されていると、必要に応じてファイルを編集できます。
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次の形式で保存すると、元の透明データが保持されます。

AI9 以降

AI9 EPS 以降

PDF 1.4 以降（「Illustrator の編集機能を保持」オプションを選択した場合）

次の操作を実行すると、アートワークは分割・統合されます。

透明部分を含むファイルをプリントした場合。

透明部分を含むファイルを、Illustrator 8 以前の Illustrator または Illustrator EPS 形式、PDF 1.3 形式などの古い形式で保存し
た場合 （Illustrator 形式と Illustrator EPS 形式の場合、透明部分を分割・統合しないで破棄することもできます）。

透明部分を含むファイルを、透明を認識しないベクトル形式（EMF や WMF など）に書き出した場合。

環境設定ダイアログボックスの「ファイル管理・クリップボード」パネルで「AICB（透明サポートなし）」オプションと「ア
ピアランスとオーバープリントを保持」オプションを選択して、透明アートを Illustrator から他のアプリケーションにコピー＆
ペーストした場合。

SWF（Flash）形式で書き出した場合、または、透明部分を分割・統合コマンドの実行時に「アルファ透明部分を保持」オプ
ションを選択した場合。このコマンドでは、SWF 形式で書き出したアートワークのプレビューを表示できます。

透明の作成およびプリントについて詳しくは、アドビパブリッシングソフトウェア関連資料（http://www.adobe.com/jp/print/printproinfo.html）
にある Adobe Creative Suite および Adobe Illustrator の項目を参照してください。また、透明部分を含むファイルのプリントと分割・統合につ
いて「アドビユーザーフォーラム」で情報を見つけることもできます。この公開フォーラム（http://forums.adobe.co.jp/）では、様々なヒントや
よくある質問への回答が提示されています。

プリント時の透明の分割・統合オプションの設定

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントダイアログボックスの左側にある「詳細設定」を選択します。
3. 分割・統合プリセットのポップアップリストからプリセットを選択します。または、「カスタム」をクリックして個々の分
割・統合オプションを設定します。

4. 透明オブジェクトと相互に作用するオーバープリントオブジェクトがアートワークに含まれる場合は、オーバープリントポッ
プアップメニューからオプションを選択します。オーバープリントは保持、シミュレートまたは破棄することができます。

注意： アートワークに透明部分がない場合はドキュメントが分割・統合されないので、分割・統合設定は関係ありません。
アートワークの透明部分が含まれるエリアを判断するには、分割・統合プレビューパネルを使用します。

透明の分割・統合オプション

Illustrator、InDesign または Acrobat で透明の分割・統合プリセットを作成、編集またはプレビューする場合、透明の分割・統合オプションを設定
できます。

ハイライト表示（プレビュー）オプション

なし（カラープレビュー） プレビューを無効にします。

ラスタライズされた複雑な領域 パフォーマンス上の理由によってラスタライズされる部分（ラスタライズ／ベクトルスライダーで指定）をハイラ

イト表示します。 ハイライト表示される領域の境界線に、カラーステッチの発生する確率が高いことに注意してください（プリンタードライバー
の設定とラスタライズ解像度によって異なります）。 カラーステッチの問題を最小限に抑えるには、「複雑な領域をクリップ」を選択します。
透明オブジェクト 部分的に不透明なオブジェクト（アルファチャンネルのある画像など）や、描画モードのオブジェクト、不透明マスクのあるオ

ブジェクトなど、透明部分となるオブジェクトをハイライト表示します。 さらに、スタイルと効果に透明部分が含まれることがあるので注意して
ください。オーバープリントのあるオブジェクトが透明部分と重なり合う場合や、オーバープリントを分割・統合する必要がある場合は、オー

バープリントのあるオブジェクトは透明部分の一部として処理されることがあります。

影響を受けるすべてのオブジェクト 透明なオブジェクトおよび透明なオブジェクトと重なり合うオブジェクトなど、透明部分の影響を受けるすべ

てのオブジェクトをハイライト表示します。 ハイライト表示されたオブジェクトは、線やパターンが拡張されたり、一部分がラスタライズされた
りするなど、分割・統合処理の影響を受けます。

影響されるリンク EPS ファイル（Illustrator のみ） 透明部分の影響を受けるリンクされた EPS ファイルがすべてハイライト表示されます。
変更済みグラフィック（InDesign のみ） 透明または透明効果が適用されているすべての配置されたコンテンツをハイライト表示します。 このオ
プションは、印刷・出力会社が印刷を適切に行うためグラフィックを参照するときに便利です。

拡張されるパターン（Illustrator および Acrobat） 拡張されるパターンに透明部分がある場合、拡張されるパターンをすべてハイライト表示しま
す。

アウトライン化される線 アウトライン化される線に透明部分がある場合、または「すべての線をアウトラインに変換」が選択されている場合、ア

ウトライン化される線をすべてハイライト表示します。

アウトライン化されるテキスト（Illustrator および InDesign） アウトライン化されるテキストに透明部分がある場合、または「すべてのテキスト
をアウトラインに変換」が選択されている場合、アウトライン化されるすべてのテキストをハイライト表示します。

注意： 最終出力では、アウトライン化された線とテキスト、特に非常に細い線と非常に小さいテキストは、元の線やテキストと若干異なって出力
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される場合があります。 ただし、分割・統合のプレビューでは、このようなオブジェクトのアピアランスはハイライト表示されません。
ラスタライズされるテキストと線（InDesign のみ） 分割・統合の結果として塗りがラスタライズされたテキストと線をハイライト表示します。
ラスタライズされるすべての領域（Illustrator および InDesign） PostScript で表現する方法がほかにない場合、またはラスタライズ／ベクトルス
ライダーで指定されたしきい値よりも複雑である場合、ラスタライズされるオブジェクトやその重なり部分をハイライト表示します。 例えば、2
つの透明グラデーションが交差する部分は、ラスタライズとベクトルのバランスの値が 100 であっても、常にラスタライズされます。 「ラスタラ
イズされるすべての領域」オプションで、透明部分のあるラスタライズグラフィック（Photoshop ファイルなど）と、ドロップシャドウ、ぼかし
などのラスタライズ効果を表示することもできます。 このオプションの処理には、他のオプションよりも長く時間がかかることに注意してくださ
い。

透明の分割・統合プリセットオプション

名前／プリセット プリセットの名前を指定します。 ダイアログボックスによっては、名前テキストボックスに入力するか、デフォルトの名前をそ
のまま使用できます。 既存の設定の名前を入力すると、その設定を編集できます。 ただし、デフォルトは編集できません。
ラスタライズとベクトルのバランス 保存するベクトル情報の量を指定します。 高い値に設定すると、より多くのベクトルオブジェクトが保存さ
れ、低い値に設定すると、より多くのベクトルオブジェクトがラスタライズされます。中間の値に設定すると、ベクトル形式の簡単な部分が保存

され、複雑な部分がラスタライズされます。 すべてのアートワークをラスタライズするには、最低値を選択します。
注意： 実際にラスタライズされる割合は、ページの複雑さと重なったオブジェクトの種類によって変化します。
ラインアートとテキストの解像度 画像、ベクトルアートワーク、テキスト、グラデーションなどのすべてのオブジェクトを、指定した解像度にラ

スタライズします。 Acrobat と InDesign では、ラインアートに対して最大で 9600 ppi（ピクセル／インチ）、グラデーションメッシュに対して最
大で 1200 ppi の解像度を設定できます。 Illustrator では、ラインアートとグラデーションメッシュの両方に対して最大で 9600 ppi の解像度を設定
できます。 解像度は、分割・統合されるオブジェクトの精密さに影響します。「ラインアートとテキストの解像度」は、特に serif フォントやポイ
ント数の小さいフォントを高品質にラスタライズするので、通常は 600 ～ 1200 に設定します。
グラデーションとメッシュの解像度 分割・統合処理によってラスタライズされるグラデーションオブジェクトと Illustrator のメッシュオブジェク
トの解像度を 72 ～ 2400 ppi で指定します。 解像度は、分割・統合されるオブジェクトの精密さに影響します。 グラデーションとメッシュの解像
度は、一般的に 150 ～ 300 ppi の間に設定します。解像度をより高く設定しても、印刷時間とファイルサイズが増えるばかりで、グラデーショ
ン、ドロップシャドウ、境界のぼかしの品質は必ずしも上がるわけではありません。

すべてのテキストをアウトラインに変換 すべてのテキストオブジェクト（文字、文字領域、テキストパス）をグラフィックス化し、透明を使用し

たページにあるすべての字形情報を破棄します。 このオプションを選択すると、分割・統合処理によるテキストへの影響が抑制されます。 このオ
プションを有効にすると、Acrobat で表示したり、低解像度のデスクトッププリンターで印刷した場合、小さなフォントが多少太く出力されるので
注意してください。 高解像度のプリンターやイメージセッタで印刷された文字の品質は影響を受けません。
すべての線をアウトラインに変換 透明を使用したページにあるすべての線を単一に塗られたパスに変換します。 このオプションを選択すると、分
割・統合処理による線幅への影響が抑制されます。 このオプションを有効にすると、細い線が多少太く表示され、分割・統合のパフォーマンスが
低下する場合があることに注意してください。

複雑な領域をクリップ アートワーク内のベクトル部分とラスタライズ部分の境界線が、オブジェクトのパスに重なるように処理されます。 このオ
プションを選択すると、ベクトルオブジェクトの一部のみがラスタライズされる場合に、カラーステッチ（ベクトルオブジェクトとラスタライズ

オブジェクトの移行部分が目立ってぎざぎざに表示される現象）の発生が軽減されます。 ただし、これを設定するとパスが複雑になるので、プリ
ンターに負担がかかる場合があります。

ラスタライズとベクトルの重なり部分を繋ぐステッチ。

注意： 一部のプリンタードライバーはラスタライズ画像とベクトルオブジェクトに異なる処理を行いますが、これがカラーステッチの原因となる
ことがあります。プリンタードライバー独自のカラーマネジメント設定を無効にすることによって、カラーステッチの問題を最小限にできる場合

があります。 これらの設定はプリンターによって異なりますので、お使いのプリンターに付属の説明書を参照してください。
（Illustrator のみ）「アルファ透明部分を保持」を選択（オブジェクトメニューにある透明部分を統合・分割ダイアログボックスのみ） 分割・統
合されたオブジェクト全体の不透明度が保持されます。 「アルファ透明部分を保持」オプションを選択すると、透明な背景を使用してオブジェク
トをラスタライズした場合と同様に、描画モードとオーバープリントは失われますが、これらのアピアランスはアルファ透明のレベルと共に処理

後のアートワーク内に保持されます。 「アルファ透明部分を保持」オプションは、SWF または SVG を書き出す場合に便利です。これらの形式は
いずれも、アルファ透明をサポートしています。

（Illustrator のみ）「オーバープリントと特色を保持」を選択（オブジェクトメニューにある透明部分を分割・統合ダイアログボックスのみ） 通
常、特色が保持されます。 また、透明部分以外のオブジェクトのオーバープリントも保持されます。 このオプションは、特色とオーバープリント
のあるオブジェクトを含むドキュメントを色分解する場合に選択します。 DTP アプリケーションで使用するためにファイルを保存する場合には、
このオプションの選択を解除します。 このオプションが選択されていると、透明部分と相互作用するオーバープリントの領域が分割・統合処理さ
れ、その他の領域のオーバープリントは保持されます。 ファイルが DTP アプリケーションから出力された場合、その結果は予測できません。
オーバープリントを保持（Acrobat のみ） 透明なオブジェクトのカラーと背景色をブレンドして、オーバープリントの効果を作成します。

アートワークの分割・統合される領域のプレビュー
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分割・統合プレビューのオプションを使用して、分割・統合した領域をハイライト表示します。 この色分けされた情報をプレビューで確認しなが
ら、分割・統合オプションを調整します。

注意： 分割・統合プレビューは、特色、オーバープリントおよび描画モードの正確なプレビューを行うためのものではありません。 これらの目的
には、「オーバープリントプレビュー」モードを使用します。

1. 透明の分割・統合プレビューパネル（またはダイアログボックス）を表示するには

Illustrator の場合は、ウィンドウ／分割・統合プレビューを選択します。

Acrobat の場合は、ツール／印刷工程／分割・統合プレビューを選択します。

InDesign では、ウィンドウ／出力／透明の分割・統合プレビューを選択します。

2. ハイライトメニューで、ハイライト表示するエリアの種類を選択します。 使用できるオプションは、アートワークの内容に
よって異なります。

3. 使用する分割・統合設定を選択します。プリセットを選択するか、可能であれば特定のオプションを設定します。
注意： （Illustrator）分割・統合オプションが表示されていない場合は、パネルメニューの「オプションを表示」を選択して表
示します。

4. 透明オブジェクトと相互に作用するオーバープリントオブジェクトがアートワークに含まれる場合は、Illustrator でオーバープ
リントメニューからオプションを選択します。 オーバープリントは保持、シミュレートまたは破棄することができます。
Acrobat の場合、「オーバープリントを保持」を選択して透明なアートワークのカラーと背景色をブレンドし、オーバープリ
ントの効果を作成します。

5. 「更新」をクリックすると、設定に基づいて更新されたプレビューを表示できます。 アートワークが複雑な場合、プレビュー
画像が表示されるまでにしばらく時間がかかることがあります。 InDesign の場合、「自動ハイライト更新」も選択できます。

Illustrator および Acrobat の場合、プレビューを拡大するには、プレビュー領域をクリックします。 ズームアウトするに
は、プレビュー領域で Alt キー（Windows）を押しながらクリックするか、Option キー（Mac OS）を押しながらクリック
します。 プレビューの位置を移動するには、スペースバーを押しながらプレビュー領域をドラッグします。

分割・統合プレビューパネルの概要

分割・統合プレビューパネルのプレビューオプションを使用すると、アートワークの分割・統合による影響を受ける領域がハイライト表示されま

す。この情報を利用して、分割・統合オプションを調整できます。パネルを使用して分割・統合プリセットを保存することもできます。分割・統

合プレビューパネルを表示するには、ウィンドウ／分割・統合プレビューを選択します。

分割・統合プレビューパネル

A. パネルメニュー B.  「更新」ボタン C. ハイライトメニュー D. オーバープリントメニュー E. 透明部分の分割・統合のプリセット F. プ
レビュー領域

プレビュー画像の速度と品質は、パネルメニューからオプションを選択して制御することができます。「クイックプレビュー」を選択すると、高

速にプレビューが計算されます。「詳細プレビュー」を選択すると、ハイライトポップアップメニューに「ラスタライズされるすべての領域」が

617



トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

追加されます（このオプションの方が計算に負担がかかります）。

分割・統合プレビューパネルは、特色、オーバープリント、描画モード、画像解像度の正確なプレビューを行うことを目的としていないことに

注意してください。特色、オーバープリントおよび描画モードをプリントしたときにどのようになるかをプレビューするには、「オーバープリ

ントプレビュー」モードを使用してください。

透明の分割・統合プリセットについて

透明部分を含むドキュメントをプリントしたり書き出したりすることが多い場合は、透明の分割・統合プリセットを保存することにより、分割・

統合処理を自動化できます。 分割・統合プリセットを保存したら、その設定を印刷出力や PDF 1.3（Acrobat 4.0）、EPS および PostScript 形式
への保存または書き出しに適用できます。 また、Illustrator では、ファイルを Illustrator の以前のバージョンに保存するときやクリップボードにコ
ピーするときにも、その設定を適用できます。さらに、Acrobat では、PDF を最適化するとき同じようにその設定を適用できます。

また、透明をサポートしない形式に書き出す場合に、分割・統合の処理の方法を設定できます。

分割・統合プリセットは、印刷またはプリントダイアログボックスの「詳細設定」（Illustrator）または「詳細」（InDesign）パネル、または最初
の書き出しまたは別名で保存ダイアログボックスの後に表示される各形式に固有のダイアログボックスで選択できます。独自の分割・統合プリ

セットを作成するか、またはアプリケーションに付属している初期設定オプションからプリセットを選択します。次に示す初期設定プリセットの

設定は、ドキュメントの用途に応じて、透明部分のラスタライズに適した解像度と、それに見合った分割・統合処理の品質と速度が設定されるよ

うに設計されています。

高解像度 最終的な商業印刷での出力や、色分解校正のような高品質の校正刷りに使用します。

標準解像度 デスクトップ校正やオンデマンドドキュメントを PostScript カラープリンターで印刷する場合に使用します。
低解像度 モノクロのデスクトッププリンターで校正刷りをすばやく印刷したり、Web 出版や SVG に書き出すドキュメントに使用します。

透明の分割・統合プリセットの作成または編集

透明の分割・統合プリセットは個別のファイルに保存することができるので、簡単に設定をバックアップしたり、印刷会社やクライアントなどの

ワークグループのメンバーが設定を使用したりできます。 InDesign では、透明の分割・統合プリセットファイルの拡張子は .flst です。

1. 編集／透明の分割・統合プリセットを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

新しいプリセットを作成するには、「新規」ボタンをクリックします。

定義済みのプリセットを基にプリセットを作成するには、リストから定義済みのプリセットを 1 つ選択して、「新規」を
クリックします。

既存のプリセットを編集するには、プリセットを選択して「編集」をクリックします。

注意： 初期設定の透明の分割・統合プリセットは編集できません。
3. 分割・統合オプションを設定します。
4. 「OK」をクリックして、透明の分割・統合設定ダイアログボックスに戻り、もう一度「OK」をクリックします。

カスタムの透明の分割・統合プリセットの書き出しおよび読み込み

透明の分割・統合プリセットを書き出して、印刷会社やクライアント、同僚がそのプリセットを読み込んで使用することができます。

1. 編集／透明の分割・統合プリセットを選択します。
2. リストからプリセットを選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

プリセットを個別のファイルに書き出すには、「保存」（InDesign）または「書き出し」（Illustrator）をクリックし、
ファイル名と場所を指定して「保存」をクリックします。

アプリケーションの設定フォルダー以外の場所にプリセットを保存してもかまいません。 設定フォルダー以外の場所に保
存すると、環境設定を削除してもプリセットは失われません。

プリセットをファイルから読み込むには、「読み込み」をクリックします。 読み込む設定が保存されているファイルを選
択してから、「開く」をクリックします。

カスタムの透明の分割・統合プリセットの名前変更または削除

1. 編集／透明の分割・統合プリセットを選択します。
2. リストからプリセットを選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

既存のプリセットの名前を変更するには、「編集」をクリックし、新しい名前を入力して「OK」をクリックします。
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プリセットを削除するには、「削除」をクリックし、「OK」をクリックして削除を確認します。
注意： 初期設定のプリセットは削除できません。

個々のオブジェクトの透明部分の分割・統合

透明部分を分割・統合コマンドを使用して、分割・統合するとアートワークがどうなるかを確認できます。例えば、ファイルを SWF（Flash）形
式で保存する前にこのコマンドを使用したり、古いアートのプリント時に問題が発生し、その原因が透明部分である疑いがある場合に使用しま

す。

1. オブジェクトを選択します。
2. オブジェクト／透明部分を分割・統合を選択します。
3. プリセットを選択するか、個々のオプションを設定して、使用する分割・統合設定を選択します。
4. 「OK」をクリックします。

現在開いている他のオブジェクトやドキュメントに使用するために、分割・統合設定を保存する場合は、「設定を保存」を

クリックします。プリセットを作成する場合は、編集／透明の分割・統合プリセットを選択します。

プリント時のすべてのアートワークのラスタライズ

デスクトップインクジェットプリンターのような低解像度または非 PostScript のプリンターにプリントする場合は、プリント時にすべてのアート
ワークをラスタライズすることができます。このオプションは、滑らかな陰影やグラデーションを持つオブジェクトのように複雑なオブジェクト

を含むドキュメントをプリントするときに便利です。エラーが発生する可能性が減ります。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントダイアログボックスの左側にある「詳細設定」を選択します。
3. 「ビットマッププリント」を選択します。

このオプションは、選択したプリンターのプリンタードライバーがビットマッププリントをサポートしている場合にのみ使用

できます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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プリントプリセットの作成

プリントプリセットの適用

プリントプリセットの編集

プリントプリセットの削除

プリントプリセットの書き出しまたは読み込み

プリント設定 / プリントプリセットの概要の表示

定期的に様々なプリンターまたはジョブタイプでプリントする場合は、すべての出力設定をプリントプリセットとして保存することにより、プリ

ントジョブを自動化できます。 プリントダイアログボックスで多くのオプションを常に同じように設定してジョブをプリントする必要がある場合
にプリントプリセットを使用すると、プリントをすばやく正確に行うことができます。

プリントプリセットの作成

定期的に様々なプリンターまたはジョブタイプでプリントする場合は、すべての出力設定をプリントプリセットとして保存することにより、プリ

ントジョブを自動化できます。 プリントダイアログボックスで多くのオプションを常に同じように設定してジョブをプリントする必要がある場合
にプリントプリセットを使用すると、プリントをすばやく正確に行うことができます。

プリントプリセットは、保存したり読み込んだりすることができるので、簡単に設定をバックアップしたり、印刷会社やクライアントなどのワー

クグループのメンバーと設定を共有したりすることができます。

プリントプリセットを作成および確認するには、プリントプリセットダイアログボックスを使用します。

 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／プリントを選択し、プリント設定を調整して、プリセットを保存ボタン  をクリックします。名前を入力するか、
初期設定の名前を使用して、「OK」をクリックします。 この方法では、プリセットは環境設定ファイルに保存されます。

編集／プリントプリセットを選択してから、「新規」をクリックします。プリントプリセットダイアログボックスに、新しい名

前を入力するか初期設定の名前を使用して、プリント設定を調整します。調整が済んだら、「OK」をクリックしてプリントプ
リセットダイアログボックスに戻ります。もう一度「OK」をクリックします。

プリントプリセットの適用

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントプリセットメニューからプリントプリセットを選択します。 必要に応じて、プリントダイアログボックスでプリン
ター設定を確認します。

3. 「プリント」をクリックします。

プリントプリセットの編集

 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／プリントを選択し、プリント設定を調整して、プリセットを保存ボタン  をクリックします。プリセットを保存ダ
イアログボックスで、テキストボックスに名前を入力するか、現在の名前を使用します （現在の名前が既存のプリセットであ
る場合、保存すると既存の設定に上書きされます）。 「OK」をクリックします。

編集／プリントプリセットを選択し一覧からプリセットを選択してから、「編集」をクリックします。プリント設定を調整しま

す。調整が済んだら、「OK」をクリックしてプリントプリセットダイアログボックスに戻ります。 もう一度「OK」をクリッ
クします。

デフォルトのプリセットも、他のプリセットと同じように上述の手順で編集できます。

プリントプリセットの削除

1. 編集／プリントプリセットを選択します。
2. リストから 1 つまたは複数のプリセットを選択して、「削除」をクリックします。 隣接するプリセットを選択するには、Shift
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キーを押しながらクリックします。 隣接していない複数のプリセットを選択するには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらクリックします。

プリントプリセットの書き出しまたは読み込み

プリントプリセットは個別のファイルに保存できるので、簡単に設定をバックアップしたり、印刷・出力会社やクライアントなどのワークグルー

プのメンバーと設定を共有したりすることができます。

1. 編集／プリントプリセットを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

プリセットを書き出すには一覧からプリセットを選択し、「書き出し」をクリックします。隣接するプリセットを選択する

には、Shift キーを押しながらクリックします。 隣接していない複数のプリセットを選択するには、Ctrl キー（Windows）
または Command キー（Mac OS）を押しながらクリックします。 ファイル名と場所を指定して、「保存」をクリックし
ます。

プリセットを読み込むには、「読み込み」をクリックします。読み込むプリセットが保存されているファイルを選択してか

ら、「OK」をクリックします。

設定フォルダー以外の場所にプリセットを保存してもかまいません。 設定フォルダー以外の場所に保存すると、環境設定を削除してもプリセッ
トは失われません。

プリント設定 / プリントプリセットの概要の表示
プリントダイアログボックスの「設定内容」（Illustrator）または「概要」（InDesign）パネルで、プリント前に出力設定を表示し、必要に応じて
調整することができます。 例えば、OPI 置換で特定の画像が印刷・出力会社によって除外されるかどうかを確認することができます。

1. ファイル／プリントを選択します。
2. プリントダイアログボックスの左側のリストで「設定内容」（Illustrator）または「概要」（InDesign）をクリックします。
3. 概要をテキストファイルに保存する場合は、「設定内容を保存」（Illustrator）または「概要を保存」（InDesign）をクリック
します。

4. デフォルトのファイル名をそのまま使用するか、新しいファイル名を入力して、「保存」をクリックします。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オーバープリント

ページの先頭へ

オーバープリントについて

オーバープリントの設定

ブラックのオーバープリント

オーバープリントのシミュレートまたは破棄

オーバープリントについて

初期設定では、不透明な重なり合うカラーをプリントすると、一番上のカラーがその下のエリアのカラーを抜

きます。オーバープリントを使用して抜きを防ぎ、一番上に重なったプリントインキがその下のインキに対し

て透明になるようにできます。オーバープリント時の透明度は、インキや紙の種類、印刷方法によって異なり

ます。出力センターや印刷会社に相談して、これらの要素が最終出力に及ぼす影響を確認してください。

別の色版のカラーが重なり合ったり隣接したりしている場合、版ずれが生じると、カラー間に隙間があくこと

があります。

このような版ずれを防ぐために、出力センターや印刷会社ではトラッピングという手法を使用します。この手

法では、隣接するカラーの境界線上に、両者をわずかに重なり合わせた部分（トラップ）を作成することで、

版ずれの発生を防止します。トラッピング処理は、専用プログラムを使用すると自動的に行うことができます

が、Illustrator を使用して手作業で行うこともできます。

オーバープリントの使用が適しているのは、次のような場合です。

ブラックインキをオーバープリントしてレジストレーションカラーを補助する場合。ブ

ラックインキは不透明であり、また通常は最後にプリントされるため、白い背景上にプリ

ントする場合とは違って、カラーの上にプリントした場合は見かけに大きな違いはありま

せん。ブラックをオーバープリントすると、アートワークのブラック部分とカラー部分の

間に隙間が生じるのを防ぐことができます。

カスタムインキを使用している場合に、オーバープリントにより、トラップ効果やオー

バーレイ効果を出したい場合。異なるプロセスカラーやカスタムインキを使用しているカ

スタムカラーをオーバープリントすると、前面のカラーが背面のカラーに重ね合わされま

す。例えば、マゼンタ 100 ％で塗りつぶしたオブジェクトをシアン 100 ％のオブジェク
トの前面にプリントすると、重なり部分のカラーは、マゼンタではなくバイオレットにな

ります。

オーバープリントのオプションを設定した場合は、重なり合うカラーが最終的にどのよう

にプリントされるかをオーバープリントプレビューモード（表示／オーバープリントプレ

ビュー）で確認してください。また、色分解してプリントするアートワークでは、実際の

校正刷り（1 枚の紙に各色分解を揃えて表示する完全校正刷り、または互いに重なり合っ
た別々のプラスチックシートに色分解を揃えて表示するオーバーレイ校正刷り）をプリン

トしてオーバープリントを確認する必要もあります。
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ページの先頭へ

カラーに「抜き」を適用した場合（初期設定）とオーバープリントオプションを設定した場合

オーバープリントの設定

1. オーバープリントするオブジェクトを選択します。

2. 属性パネルで、「塗りにオーバープリント」、「線にオーバープリント」、またはその両
方を選択します。

ブラック 100 ％の線や塗りに対してオーバープリントを使用すると、ブラックインキ
にも若干の透明度があるため、背面のカラーが透けて見える場合があります。これを

防ぐには、ブラック 100 ％の代わりに 4 色指定のブラック（リッチブラック）を使用
します。ブラックに加える各カラーの比率については、出力センターや印刷会社にお

問い合わせください。

ブラックのオーバープリント

アートワークにブラックをオーバープリントするには、色分解の作成時にプリントダイアログボックスの

「オーバープリントブラック」オプションを選択します。このオプションは、K カラーチャンネル経由でブ
ラックが適用されるすべてのオブジェクトに対して有効です。ただし、このオプションは、透明設定またはグ

ラフィックスタイルの結果として、ブラックに表示されるオブジェクトに対しては無効です。

オーバープリントブラックコマンドを使用して、特定の割合のブラックを含むオブジェクトに対してオーバー

プリントを設定することもできます。オーバープリントブラックコマンドを使用するには、次の操作を行いま

す。

1. オーバープリントするオブジェクトをすべて選択します。

2. 編集／カラーを編集／オーバープリントブラックを選択します。

3. オーバープリントするブラックの割合を入力します。指定した割合のブラックを持つオブ
ジェクトがすべてオーバープリントされます。

4. 「塗り」、「線」または両方を選択して、オーバープリントの適用方法を指定します。

5. 指定した割合のブラックに加えて、シアン、マゼンタまたはイエローを含むプロセスカ
ラーにオーバープリントするには、「プロセスカラーに適用」を選択します。

6. 対応するプロセスカラーが指定の割合のブラックを含む特色にオーバープリントするに
は、「特色に適用」を選択します。指定の割合のブラックに加えてプロセスカラーを含む

特色にオーバープリントする場合は、「プロセスカラーに適用」と「特色に適用」の両方

を選択します。

指定の割合のブラックを含むオブジェクトからオーバープリントを削除するには、

オーバープリントブラックダイアログボックスで「オーバープリントの適用」ではな

く「オーバープリントの削除」を選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

オーバープリントのシミュレートまたは破棄

ほとんどの場合、色分解機能のある出力機器のみがオーバープリントをサポートします。コンポジットでプリ

ントする場合、または、透明オブジェクトと相互作用するオーバープリントオブジェクトをアートワークが含

む場合は、オーバープリントをシミュレートするか破棄します。

1. ファイル／プリントを選択します。

2. プリントダイアログボックスの左側にある「詳細設定」を選択します。

3. オーバープリントメニューで「シミュレート」または「破棄」を選択します。

関連項目

白のオーバープリント | Illustrator CC
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白のオーバープリント | Illustrator CC

  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー

シナリオ 1

シナリオ 2

Illustrator で作成したアートワークに含まれる白のオブジェクトに、意図しないオーバープリントが適用されることがあります。これは、オーバー
プリントプレビューを有効にするか、色分解出力しないとわかりません。このために生産プロセスに遅れが生じたり、再印刷が必要になる場合が

あります。Illustrator では、白のオブジェクトにオーバープリントが適用されると警告が表示されますが、ユーザーが予期できない状況で白のオー
バープリントが発生する場合もあります。以下に例を挙げます。

このバージョンの Illustrator から、ドキュメント設定ダイアログおよびプリントダイアログに白のオーバープリントを破棄するためのオプションが
追加され、白のオーバープリント属性を削除できるようになりました。このオプションは、どちらのダイアログでも初期設定で有効になっていま

す。ドキュメント設定ダイアログで「出力で白のオーバープリントを破棄」オプションが選択されていない場合、プリントダイアログでこのオプ

ションを選択することで設定を上書きできます。

オーバープリントが設定されたオブジェクトを選択した後で、白の塗り／線が含まれる新しいオブジェクトを作成した場合。このシナ

リオでは、前に選択したオブジェクトのアピアランス属性が新しいオブジェクトにコピーされ、白く塗りつぶされたオブジェクトにオーバープリ

ントが適用されます。

オーバープリントが設定されている白以外のオブジェクトを、白の塗りが含まれるオブジェクトに変更した場合。

この問題を解決するために、EPS または PDF へ印刷あるいは保存する際に、白のオブジェクトのオーバープリント属性が削除されるようになり
ました。したがって、印刷および出力機能を使用するときに、アートワークに含まれる白のオブジェクトのオーバープリントを確認したり修正し

たりする必要はありません。この方法は、レガシーのアートワーク、新しいアートワーク、オーバープリントが適用された白以外のオブジェクト

を白に変更する場合など、ほとんどのシナリオに適しています。

 
ドキュメント設定ダイアログ（左）とプリントダイアログ（右）で、白のオーバープリントを破棄するオプションを利用できます

オーバープリントが設定された特色の白のオブジェクトは、この操作の影響を受けません。この操作は、保存されたファイルまたは Illustrator ファ
イルの出力にのみ影響します。この設定がアートワークに影響することもありません。
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アクションによる自動処理

トップへ戻る

トップへ戻る

アクションについて

アクションパネルの概要

ファイルに対するアクションの実行

アクションを記録して作業を自動化

記録できない作業のアクションへの挿入

中止の挿入

アクション実行時の設定の変更

アクションからのコマンドの除外

実行速度の指定

アクションの編集と再記録

アクションセットの管理

複数のファイルに対するアクションのバッチ再生

アクションについて

アクションとは、単一または複数のファイルに対して実行される、メニューコマンド、パネルオプション、ツールアクションなどの一連の作業で

す。例えば、画像のサイズを変更し、画像に効果を適用し、ファイルを目的の形式で保存するアクションを作成できます。

ペイントツールを使用する作業のような、アクションに記録できない作業を途中で実行する手順を挿入することもできます。また、アクションを

実行しながらダイアログボックスに値が入力できるように、モードコントロールを挿入することもできます。

Photoshop では、アクションは、ドロップレットの基になります。ドロップレットとは、ファイルを自動処理する小さなアプリケーションであ
り、ドロップレットアイコンにドラッグされたすべてのファイルを処理します。

Photoshop と Illustrator には、あらかじめ定義済みのアクションがインストールされており、繰り返し作業を実行する際に役に立ちます。これらの
定義済みのアクションはそのまま使用できます。また、必要に応じてカスタマイズしたり、新しいアクションを作成することもできます。アク

ションは、編成しやすいようにセットで保存されます。

アクションは、記録、編集、カスタマイズおよびバッチ処理が可能です。アクションセットを操作して、アクションのグループを管理できます。

アクションパネルの概要

アクションを記録、実行、編集および削除するには、アクションパネル（ウィンドウ／アクション）を使用します。このパネルは、アクション

ファイルの保存や読み込みにも使用できます。

Photoshop アクションパネル
A.  アクションセット B.  アクション C.  記録されたコマンド D.  コマンドの実行を切り替え E.  モードコントロール（ダイアログボックスの
表示を切り替え）

セット、アクション、コマンドの展開と折りたたみ

 アクションパネルのセット、アクションまたはコマンドの左側にある三角形をクリックします。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac
OS）を押しながら三角形をクリックすると、セット内のすべてのアクションまたはアクション内のすべてのコマンドを、展開したり、折りたたん
だりできます。
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トップへ戻る

トップへ戻る

アクションの名前のみの表示

 アクションパネルメニューの「ボタンモード」を選択します。リストモードへ戻るには、もう一度「ボタンモード」を選択します。
注意： 個々のコマンドやセットをボタンモードで表示することはできません。

アクションパネル内のアクションの選択

 アクション名をクリックします。複数の隣接しているアクションを選択するには、Shift キーを押しながら、アクション名をクリックします。複
数の隣接していないアクションを選択するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、アクション名をクリック
します。

ファイルに対するアクションの実行

アクションを実行すると、アクションの記録されたコマンドがアクティブなドキュメント内で実行されます。アクションには、実行する前に対象

を選択する必要があるものと、ファイル全体に対して実行できるものがあります。アクション内の特定のコマンドだけを除外したり、1 つのコマン
ドだけを実行したりすることもできます。アクションにモードコントロールが挿入されている場合は、アクションが一時停止したときに、ダイア

ログボックスに値を指定したり、ツールを使用することができます。

注意： ボタンモードでは、ボタンをクリックすると、除外されたコマンド以外のアクション全体が実行されます。
1. 必要に応じて、アクションを実行する対象のオブジェクトを選択するか、ファイルを開きます。
2. 次のいずれかの操作を行います。

（Illustrator）アクションのセットを実行するには、セット名を選択してから、アクションパネルの選択項目を実行ボタン 
 をクリックするか、パネルメニューから「実行」を選択します。

単一のアクション全体を実行するには、アクション名を選択してから、アクションパネルの選択項目を実行ボタン

（Photoshop は選択項目を再生ボタン）をクリックするか、パネルメニューから「実行」（Photoshop は「再生」）を選
択します。

アクションにショートカットキーを割り当てた場合は、そのキーの組み合わせを押すと、アクションが自動的に実行されま

す。

アクションの一部のみを実行するには、開始するコマンドを選択します。次に、アクションパネルの選択項目を実行ボタン

（Photoshop は選択項目を再生ボタン）をクリックするか、パネルメニューから「実行」（Photoshop は「再生」）を選
択します。

単一のコマンドを実行するには、コマンドを選択してから、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
しながら、アクションパネルの選択項目を実行ボタン、あるいは選択項目を再生ボタン（Photoshop）をクリックしま
す。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、実行するコマンドをダブルクリックすること
もできます。

Photoshop でアクションを取り消すには、アクションを実行する前にヒストリーパネルでスナップショットを作成してから、そのスナップ
ショットを選択してアクションを取り消します。

アクションを記録して作業を自動化

新しいアクションを作成すると、記録を中止するまで、使用するコマンドとツールがアクションに追加されます。

エラーを防ぐために、ファイルのコピーを作成してから作業します。アクションを開始して他のコマンドを適用する前に、ファイル／複製を保

存コマンド（Illustrator）を記録するか、ファイル／別名で保存コマンドを記録して、「複製を保存」（Photoshop）を選択します。Photoshop
では、ヒストリーパネルの「新規スナップショット」ボタンをクリックして、アクションを記録する前に画像のスナップショットを作成するこ

ともできます。

1. ファイルを開きます。
2. アクションパネルの新規アクションを作成ボタン  をクリックするか、パネルメニューの「新規アクション」を選択します。
3. アクション名を入力し、アクションセットを選択し、追加のオプションを設定します。
ファンクションキー アクションにショートカットキーを割り当てます。例えば、Ctrl+Shift+F3 のように、ファンクション
キー、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）および Shift キーを自由に組み合わせることができます。ただ
し、例外もあります。Windows では、F1 キーを使用できません。また、Ctrl キーと一緒に F4 キーまたは F6 キーを使用する
こともできません。

注意： コマンドで既に使用されているショートカットキーをアクションに割り当てた場合、そのショートカットキーはコマン
ドではなくアクションに適用されます。

カラー ボタンモードで表示するカラーを選択します。

4. 記録ボタンをクリックします。アクションパネルの記録開始ボタンが赤  に変わります。
重要： 「別名で保存」コマンドを記録するとき、ファイル名を変更しないでください。新しいファイル名を入力すると、その
新しいファイル名が記録され、アクションを実行するたびにその名前が使用されます。別のフォルダーを開いている場合は、

保存する前に、ファイル名を指定せずに別の場所を指定することができます。

5. 記録する操作とコマンドを実行します。

すべての作業を直接記録できるわけではありません。ただし、記録できない作業のほとんどは、アクションパネルメニューの
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コマンドを使用して挿入できます。

6. 記録を中止するには、再生 / 記録を中止ボタンをクリックするか、アクションパネルメニューの「記録中止」を選択しま
す。Photoshop では、Esc キーを押すこともできます。

同じアクションの記録を再開するには、アクションパネルメニューの「再記録」を選択します。

記録できない作業のアクションへの挿入

すべての作業をアクションに直接記録できるわけではありません。 例えば、効果メニューと表示メニューのコマンド、パネルの表示と非表示を切
り替えるコマンド、選択、ペン、ブラシ、鉛筆、グラデーション、メッシュ、スポイト、ライブペイント、はさみの各ツールの使用は記録できま

せん。

どの作業が記録できないかを判断するには、アクションパネルの表示を確認します。 作業を実行した後、コマンド名またはツール名が表示されな
い場合でも、アクションパネルメニューのコマンドを使用して、作業を追加できることがあります。

記録できない作業をアクション作成後に挿入するには、まずアクション内の項目を選択します。作業はこの項目の後に挿入されます。アクショ

ンパネルメニューから適応するコマンドを選択します。

記録できないメニューコマンドの挿入

1. アクションパネルメニューの「メニュー項目を挿入」を選択します。

2. メニューからコマンドを選択するか、テキストボックスにコマンド名の最初の部分を入力して「検索」をクリックします。
「OK」をクリックします。

パスの挿入

 パスを選択して、アクションパネルメニューの「選択したパスを挿入」を選択します。

選択したオブジェクトの挿入

1. アクションを記録し始める前に、属性パネルの「メモ」ボックスにオブジェクトの名前を入力します （「メモ」ボックスを表
示するには、属性パネルメニューの「メモを表示」を選択します）。

2. アクションの記録時に、アクションパネルメニューの「オブジェクトを選択」を選択します。

3. オブジェクトの名前を入力し、「OK」をクリックします。

Web およびデバイス用に保存ダイアログボックスを使用した複数スライスの最適化オプションの記録
 アクションを記録し始める前にスライス最適化オプションを設定します。次に、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しな
がら、Web 用に保存ダイアログボックスの「一時保存」をクリックします。

一時保存した設定を使用して、アクションが記録されます。

中止の挿入

アクションに中止の動作を挿入すると、記録できない作業（ペイントツールの使用など）を、ユーザーが途中で実行できます。必要な作業を行っ

た後、アクションパネルの選択項目を再生ボタンをクリックして作業を完了します。

アクションを続行する前に、必要な作業を思い出せるように、アクションが中止されたときに短いメッセージを表示することもできます。作業を

実行する必要がない場合のために、メッセージボックスに「続行」ボタンを表示できます。

1. 次のいずれかの操作を行って、どこに中止を挿入するかを決めます。

アクション名を選択すると、アクションの最後に中止が挿入されます。

コマンドを選択すると、そのコマンドの直後に中止が挿入されます。

2. アクションパネルメニューの「中止を挿入」を選択します。
3. 表示するメッセージを入力します。
4. アクションを中止せずに続行することを選択できるようにするには、「続行許可」を選択します。
5. 「OK」をクリックします。

中止は、アクションの記録中でも、記録した後でも挿入できます。

アクション実行時の設定の変更

デフォルトでは、アクションが最初に記録されたときに指定された値を使用してアクションを完了します。アクション内のコマンドの設定を変更

する場合は、モードコントロールを挿入できます。モードコントロールを使用すると、アクションが一時停止するので、ダイアログボックスに値
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を指定したりモードツールを使用することができます。モードツールでは、Enter キーまたは Return キーを押して、効果を適用する必要がありま
す。Enter キーまたは Return キーを押すと、アクションの作業が再開されます。

モードコントロールは、アクションパネルのコマンド名、アクション名またはセット名の左側に表示される、ダイアログボックスの表示を切り替

えアイコン  で表示されます。一部のコマンドだけにモードコントロールが設定されているアクションとセットは、赤いダイアログボックスアイ
コン  で表示されます。ボタンモードでモードコントロールを設定することはできません。

 次のいずれかの操作を行います。

アクション内のコマンドのモードコントロールを有効にするには、コマンド名の左側のボックスをクリックします。もう一度ク

リックすると、モードコントロールが無効になります。

アクションに含まれるすべてのコマンドのモードコントロールを有効または無効にするには、アクション名の左側のボックスを

クリックします。

セットに含まれるすべてのアクションのモードコントロールを有効または無効にするには、セット名の左側のボックスをクリッ

クします。

アクションからのコマンドの除外

コマンドを除外すると、そのコマンドは、記録したアクションの一部として実行されなくなります。ボタンモードでコマンドを除外することはで

きません。

1. 必要に応じて、アクションパネル内のアクション名の左側にある三角形をクリックして、アクション内のコマンドのリストを
展開します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

単一のコマンドを除外するには、コマンド名の左側にあるチェックマークをオフにします。もう一度クリックするとチェッ

クマークが表示され、コマンドが実行されるようになります。

アクションまたはセットに含まれているすべてのコマンドまたはアクションを除外したり含めたりするには、アクション名

またはセット名の左側のチェックマークをクリックします。

選択したコマンド以外のすべてのコマンドを除外したり含めたりするには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながらチェックマークをクリックします。

アクション内のコマンドの一部が除外されていることを示すために、Photoshop では、親アクションのチェックマークが
赤に変わります。Illustrator では、親アクションのチェックマークが淡色表示になります。

実行速度の指定

アクションの実行速度を調整したり、アクションを一時停止してアクションをデバッグすることができます。

1. アクションパネルメニューの「再生オプション」を選択します。
2. 速度を指定して、「OK」をクリックします。
高速 通常の速度でアクションを実行します（初期設定値）。

注意： アクションを高速で実行する場合、アクションをより高速で実行できるように、アクションの実行中に画面が更新され
ないことがあります。例えば、ファイルを開く、変更、保存および閉じるなどの操作は、画面に表示されないことがありま

す。アクションの実行中にファイルを画面に表示するには、ステップごとを指定します。

ステップごと アクションのコマンドを 1 つずつ実行し、画像を再描画してから次のコマンドに移ります。

一時停止 アプリケーションでアクションのコマンドを 1 つ実行するたびに一時停止します。このオプションでは停止時間を指
定します。

アクションの編集と再記録

アクションの編集とカスタマイズは簡単に行えます。 アクション内の特定のコマンドの設定を調整したり、既存のアクションにコマンドを追加し
たり、アクション全体を確認して設定の一部または全部を変更したりできます。

アクションへのコマンドの追加

1. 次のいずれかの操作を行います。

アクションの名前を選択すると、そのアクションの最後に新しいコマンドが追加されます。

コマンドの名前を選択すると、そのコマンドの直後に新しいコマンドが挿入されます。

2. 記録開始ボタンをクリックするか、アクションパネルメニューの「記録開始」を選択します。
3. 追加のコマンドを記録します。
4. 完了したときに、アクションパネルの再生 / 記録を中止ボタンをクリックするか、パネルメニューの「記録中止」を選択しま
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す。

アクション内のコマンドの並べ替え

 アクションパネルで、並べ替えたいコマンドを、同じアクション内または別のアクション内の新しい位置にドラッグします。目的の場所の境界
線がハイライト表示されたときに、マウスボタンを放します。

アクションの再記録

1. アクションを選択し、アクションパネルメニューから「再記録」を選択します。
2. モードツールが表示された場合は、モードツールを使用して別の結果を作成してから Enter キーまたは Return キーを押すか、
単に Enter キーまたは Return キーを押して同じ設定を保持します。

3. ダイアログボックスが表示された場合は、設定を変更し、「OK」をクリックして値を記録するか、「キャンセル」をクリック
して同じ値を使用します。

単一の作業の再記録

1. アクションを再記録するオブジェクトと同じ種類のオブジェクトを選択します。 例えば、作業がベクトルオブジェクトにしか
使用できない場合は、再記録を行うときにもベクトルオブジェクトを選択します。

2. アクションパネルで、再記録するコマンドをダブルクリックします。

3. 新しい値を入力し、「OK」をクリックします。

アクションセットの管理

関連したアクションセットを作成して整理し、ディスクに保存して別のコンピューターに転送することができます。

注意： 作成するすべてのアクションは、アクションパネルに自動的に表示されますが、アクションを確実に保存し、環境設定ファイル
（Illustrator）またはアクションパネルの初期設定ファイル（Photoshop）を削除した場合でもアクションが失われないようにするには、アクショ
ンをアクションセットの一部として保存する必要があります。

アクションのセットの保存

1. セットを選択します。
単一のアクションを保存する場合は、まずアクションセットを作成し、アクションを新しいセットに移動します。

2. アクションパネルメニューの「アクションの保存」を選択します。
3. セット名を入力し、保存フォルダーを選択して「保存」ボタンをクリックします。

ファイルは任意の場所に保存できます。 ここでは、アクションパネルで選択したセットの全アクションが保存されます。セッ
ト内のアクションを別々に保存することはできません。

注意： （Photoshop のみ）プリセットフォルダー内のアクションフォルダーに保存アクションセットファイルを配置すると、
アプリケーションを再起動した後に、アクションパネルメニューの一番下にアクションのセットが表示されます。

（Photoshop のみ）アクションをテキストファイルとして保存するときは、Ctrl+Alt キー（Windows）または
Command+Option キー（Mac OS）を押したまま「アクションの保存」コマンドを選択します。このファイルは、アクショ
ン内容の確認やプリントに使用できます。ただし、テキストファイルを Photoshop に再び読み込むことはできません。

アクションのセットの読み込み

初期設定では、あらかじめ定義済みのアクションとユーザー作成のアクションがアクションパネルに表示されます。アクションパネルには、その

他のアクションを読み込むこともできます。

 次のいずれかの操作を行います。

アクションパネルメニューの「アクションを読み込み」（Photoshop）または「アクションの読み込み」（Illustrator）を選択し
ます。アクションセットファイルを探して選択し、「読み込み」（Photoshop）または「開く」（Illustrator）をクリックしま
す。

（Photoshop のみ）アクションパネルメニューの下から、定義済みのアクションセットを選択します。

Photoshop のアクションセットファイルの拡張子は .atn です。Illustrator のアクションセットファイルの拡張子は .aia です。

アクションの初期設定のセットへの復元

1. アクションパネルメニューで「初期設定に戻す」を選択します。
2. アクションパネルの現在のアクションを初期設定のセットに置き換えるには、「OK」をクリックします。現在のアクションに
初期設定のアクションセットを追加するには、「追加」をクリックします。

アクションセットの整理

アクションを分かりやすいように管理するには、アクションのセットを作成し、ディスクに保存します。アクションのセットは、プリントメディ
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アまたはオンラインメディア用の画像作成など、作業の種類別に整理して他のコンピューターに転送できます。

アクションのセットを新規作成するには、アクションパネルの新規セットを作成ボタン  をクリックするか、パネルメニュー
から「新規セット」を選択します。セットの名前を入力し、「OK」をクリックします。

注意： アクションを新規に作成して新規のセットにグループ化する場合は、セットの方を先に作成してください。そうする
と、アクションを新規に作成するときに、新規セットがセットポップアップメニューに表示されるようになります。

アクションを別のセットに移動するには、アクションを移動先のセットにドラッグします。目的の場所の境界線がハイライト表

示されたときに、マウスボタンを放します。

アクションのセットの名前を変更するには、アクションパネル内のセットの名前をダブルクリックするか、アクションパネルメ

ニューから「セットオプション」を選択します。セットの新しい名前を入力し、「OK」をクリックします。

アクションパネル内のすべてのアクションを新しいセットに置き換えるには、アクションパネルメニューの「アクションの置き

換え」を選択します。アクションファイルを選択し、「読み込み」（Photoshop）または「開く」（Illustrator）をクリックしま
す。

重要： 「アクションの置き換え」コマンドを使用すると、作業中のドキュメントの全アクションセットが置き換えられます。
このコマンドを使用する前に、「アクションの保存」コマンドで現在のアクションセットを保存しておいてください。

複数のファイルに対するアクションのバッチ再生

バッチコマンドを使用すると、フォルダーおよびサブフォルダーのファイルに対してアクションを実行できます。 バッチコマンドを使用すると、
データ駆動型グラフィック用のテンプレートに別のデータセットを反映させることもできます。

1. アクションパネルメニューの「バッチ」を選択します。

2. 「実行」で実行するアクションを選択します。

3. 「ソース」で「フォルダー」を選択して、アクションの実行対象となるフォルダーを選択します。または「データセット」を
選択して、現在のファイルの各データセットに対してアクションを実行します。

フォルダーを選択した場合は、アクション実行時の追加オプションを設定できます。

4. 「保存先」で処理対象ファイルに対して行う処理を指定します。 「なし」は変更を保存しないでファイルを開いたままにしま
す。「保存して閉じる」は現在の場所にファイルを保存して閉じます。「フォルダー」は別の場所にファイルを保存します。

「保存先」オプションの選択に応じて、ファイル保存の追加オプションを設定できます。

5. バッチ処理中のエラー処理方法を指定します。 「エラーをファイルに記録」を選択した場合は、「別名で保存」ボタンをク
リックして、エラーファイルの名前を指定します。

6. 「OK」をクリックします。

バッチコマンドオプションを使用してファイルを保存すると、ファイルは常に元のファイルと同じ形式で保存されます。 新
しい形式でファイルを保存するバッチ処理を作成するには、元のアクションの一部として、「閉じる」コマンドの前に「別

名で保存」または「複製を保存」コマンドを記録します。バッチ処理の設定時に「保存先」で「なし」を選択します。

複数のアクションを使用してバッチ処理を実行するには、新しいアクションを作成し、使用する各アクションに対してバッ

チコマンドを記録します。 この方法を使用して、1 つのバッチで複数のフォルダーを処理することもできます。 複数の
フォルダーをバッチ処理するには、1 つのフォルダー内にその他のフォルダーのショートカット（Windows）またはエイリ
アス（Mac OS）を作成します。

バッチ処理のオプション

「ソース」で「フォルダー」を選択した場合は、以下のオプションを設定できます。

アクションの「開く」コマンドを無視 指定したフォルダーのファイルを開き、元のアクションに記録された開くコマンドをすべて無視します。

サブディレクトリをすべて含める 指定したフォルダー内のすべてのファイルとフォルダーを処理します。

アクションに保存または書き出しコマンドが含まれる場合は、以下のオプションを設定できます。

アクションの「保存」コマンドを無視 処理対象ファイルを指定の保存先フォルダーに保存し、アクションに記録された場所には保存しません。

「選択」ボタンをクリックして、保存先のフォルダーを指定します。

アクションの「書き出し」コマンドを無視 処理対象ファイルを指定の保存先フォルダーに書き出し、アクションに記録された場所には書き出しま

せん。 「選択」ボタンをクリックして、保存先のフォルダーを指定します。
「ソース」で「データセット」を選択した場合は、保存およびデータ書き出し用のコマンドを無視したときのファイル名生成オプションを設定で

きます。

ファイル + 番号 元のドキュメントのファイル名から拡張子を削除した後、データセットに対応する 3 桁の数を追加したファイル名が生成されま
す。

ファイル + データセット名 元のドキュメントのファイル名から拡張子を削除し、アンダースコア（_）およびデータセット名を付加して、ファイ
ル名を生成します。

データセット名 データセットの名前をファイル名とします。

関連項目
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スクリプトによる自動処理
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スクリプトの実行

スクリプトの追加

スクリプトを実行すると、ひとまとまりの操作を実行させることができます。 これらの操作は、Illustrator のみを使用する場合と、ワードプロセッ
サー、表計算、データベース管理システムなど、他のアプリケーションと連動する場合があります。

Illustrator では複数のスクリプト環境がサポートされています（Microsoft Visual Basic、AppleScript、JavaScript、ExtendScript など）。 Illustrator
に付属する標準スクリプトを使用することも、独自のスクリプトを作成してスクリプトサブメニューに追加することもできます。

Illustrator のスクリプトについて詳しくは、www.adobe.com/devnet/illustrator/scripting.html にある最新のドキュメント（英語）を参照してくださ
い。サンプルスクリプトは、Adobe Illustrator CS5/Scripting フォルダーにインストールされています。

スクリプトの実行

 ファイル／スクリプトを選択して既存のスクリプトを選択するか、 ファイル／スクリプト／その他のスクリプトを選択して、実行するスクリプ
トを指定します。

注意： Illustrator の起動中にスクリプトを編集した場合、変更を反映するにはスクリプトを保存する必要があります。

スクリプトの追加

 スクリプトをコンピューターのハードディスクにコピーします。
Adobe Illustrator CS5 スクリプトフォルダーにスクリプトを入れると、そのスクリプトがファイル／スクリプトサブメニューに表示されるように
なります。

ハードディスク上の別の場所にスクリプトをコピーした場合、そのスクリプトを Illustrator で実行するには、ファイル／スクリプト／その他のスク
リプトを選択します。

注意： Illustrator の起動中に Adobe Illustrator CS5 スクリプトフォルダーにスクリプトを入れた場合、そのスクリプトをスクリプトサブメニュー
に表示させるには Illustrator を再起動する必要があります。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Creative Cloud Charts（プレビュー）
2015 年 6 月に導入（米国、英国、フランス、フランス（カナダ）、ドイツ、日本のユーザー向け）

値による拡大・縮小チャート

棒チャート

Creative Cloud Charts（プレビュー）は、新しいサービスに対するユーザーからの生のフィードバック
を集めるためのテクノロジープレビューとして、Illustrator CC の 2015 年 6 月リリースで導入されまし
た。そこから得たフィードバックを参考にして、Illustrator チームは Charts サービスを一時停止し、機
能のデザインの改善に努めることにしました。Charts プレビューは、Illustrator の 2015 年 11 月リリー
スには含まれない予定です。

2015 年 11 月 30 日以降は、チャートを含む Illustrator ドキュメントを開くと、チャートが Illustrator
の標準的なベクトルグラフィックに変換されます。既存のチャートデータを保存するには 2016 年 1 月
15 日までに Creative Cloud Charts サービスにアクセスして、データをデスクトップに保存可能なスプ
レッドシートの形式にコピーしておく必要があります。詳しくは、Creative Cloud Charts FAQ を参照
してください。

テクノロジープレビューとは

テクノロジープレビューとは、機能として完成する前に一般にリリースされる機能やサービスのことです。プ

レビューは、Illustrator の後のリリースで最終版の機能を公開する前にユーザーがその機能を試してフィード
バックを返し、開発を支援する機会を提供します。

Creative Cloud の新しいサービスである Creative Cloud Charts（CC Charts）では、説得力のあるチャートや
インフォグラフィックを作成できます。

Illustrator でサポートされているチャートの種類は、次のとおりです。

カスタムアートを使用して、データ値をチャートのデザインで表現できるよう

になりました。チャート要素の操作性や柔軟性はかつてなく充実し、視覚的にアピールするようにスタイル調

整や処理を行い、基本データへのリンクを破損することなく美しいチャートを作成することがきます。

数値データを棒チャート（ヒストグラム）で表します。CC Charts の Web ビューで、データや
チャートのレイアウトを編集できます。

一般的なワークフローは次のようになります。

1. CC Charts ツールを使用して棒チャートを作成するか、ライブラリパネルのライブラリに
あるチャートをアートボードにドラッグします。

2. （値による拡大・縮小チャートについて）Illustrator で次の操作を実行します。
使用するチャート要素を置き換える

個々のチャート要素を編集する

3. チャートオブジェクトのコンテキストメニューで、「Creative Cloud で編集」をクリック
します。ブラウザーに新しいタブかウィンドウが開きます。

4. ブラウザーのインターフェイスで、
チャートのアピアランスを変更する

データを読み込むまたは追加する、またはデータを編集する
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新しいチャートの作成

今すぐ始めましょう

Creative Cloud Charts Web
ビュー

すべてのアクションはここで発生

します

チャートレイアウトの変更 
要素を動かしてカスタマイズしま

しょう

チャートオプション

レイアウトの変更 - カスタマイズ
しましょう

チャートの外観を編集

外観の変更 - カスタマイズしましょう

チャートデータの読み込みと定義

数値を入力しましょう

チャートデータの編集 
数値を意味あるものにしましょう

ご意見をお寄せください

アドビのサービスに関する簡単なアンケートにご協力ください。

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

新しいチャートの作成

1. ツールパネルで CC Charts ツールを選択します（ショートカットキー：J）。

2. アートボード上でクリック＆ドラッグして必要なサイズのチャートを作成します。

縦チャートが表示されない場合、次の手順に説明されている CC Charts のコンテ
キストメニューを使用して、チャートの種類を棒チャートに変更します。

3. チャートをクリックして、CC Charts のコンテキストメニューを表示します。

CC Charts コンテキストメニュー

Charts メニューを使用して、次の操作を行えます。

1. チャートの種類を変更します。

注意：現在、Illustrator では、値による拡大・縮小チャート  と棒チャート 
がサポートされています。

2. 現在のチャート  を複製します。
3. Creative Cloud Charts Web ビューでチャートのデータとレイアウトを編集します。

Creative Cloud Charts Web ビュー

チャートのレイアウトを操作する、またはデータを読み込むまたは変更するために棒チャートのオブジェクト

を作成するとき、チャートを Creative Cloud でオンラインで編集する必要があります。

Creative Cloud でチャートを編集する際に、チャートのデータとアピアランスを変更するほかに、追加のアク
ションを実行できます。

詳細の確認。リンクをクリックしてチャートの詳細を確認します。

ズーム。「チャート」タブで、ズーム値を指定するか、チャートの大きさを空いたスペー

スに合わせて調整する、またはリアルな 1:1 スケールで表示します。
注意：ズーム値は表示にのみ影響し、実際のチャートのアートワークの寸法には影響しま
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チャート全体

値（Y）の座標軸：

項目（X）の座標軸：

チャートのデータ：

せん。

共有。共有／リンクを送信をクリックしてチャートの画像のリンクをメールの宛先に転送

します。

アクション。次のアクションから選択します。

名前を変更。チャートに新しい名前を付けます。

削除。チャートを削除します。

状況依存型棒チャートのオプション

棒チャートでは、次のレイアウトを変更できます。

チャート全体

値（Y）の座標軸
項目（X）の座標軸
チャートのデータ

縦チャートの各部分で使用できるオプションはセクションに固有です。これらのオプションについて詳しく

は、この記事の次のセクションを参照してください。

（初期設定）棒チャートの任意の場所をクリックします

Y 軸をクリックします。軸線や、軸に表示される値も含みます。

X 軸をクリックします。軸線や、軸に表示される項目も含みます。

チャートデータの値をクリックします。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

チャートレイアウトの変更

1. Illustrator でチャートを選択し、次のいずれかの操作を行います。

チャートのコンテキストウィジェットをクリックし、「Creative Cloud Charts で編
集」をクリックする

コントロールパネルで、「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする
チャートを右クリックして「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする

2. 表示されるブラウザーウィンドウで、「チャート」タブにいることを確認します。

チャートの種類別に多数の構成可能なオプションが含まれています。以下に示され

たチャートの各種類のタブをクリックします。

3. 「保存」をクリックしてレイアウトの変更を保存します。

チャートオプション

チャートのアピアランスを編集するオプションは次のとおりです。

拡大・縮小

エリア：データに応じてアートワークのサイズが拡大、縮小

されます。

サイズに合わせて伸縮：「方向」設定で指定した方向にアー

トワークが伸縮します。

アートワークの伸

縮

「拡大・縮小」が「サイズに合わせて伸縮」の場合に選択できる

オプション：

垂直方向：アートワークが垂直方向に伸縮してデータ値を表

現します。

水平方向：アートワークが水平方向に伸縮してより大きい

データ値を表現します。

レイアウト

フロー：「方向」、「整列」、「間隔」の設定を使用して指

定した順序にアートワークが配置されます。

フリーフォーム：アートワークを手動で移動できます。

値による拡大・縮小チャート 棒チャート
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ページの先頭へ

注意：

方向

「レイアウト」が「フロー」の場合に選択できるオプション：

左から右

上から下

行揃え

「レイアウト」が「フロー」の場合に選択できるオプション：

下揃え：

中央揃え：

上揃え：

間隔

「レイアウト」が「フロー」の場合に選択できるオプション：

スライダーを使用して連続するオブジェクト間の間隔を変更しま

す。

チャートのアピアランスを編集する

グラフの外観を変更することができます。例えば、値による拡大・縮小チャートのアートワークや、棒チャー

トの棒の色などを変更できます。

値による拡大・縮小チャート

チャートのアートワークの置き換え

1. Illustrator でチャートを選択します。

2. ドキュメント内で新しいアートワークを描画するか、使用可能なアートワークをカンバス
にドロップします。

グラデーションのメッシュやラスタライズオブジェクトなどの複雑なアートワー

クはサポートされていません。

チャートにアートワークをドラッグ＆ドロップして現在のチャートオブジェクトを置き換

える

チャートのアートワークの編集

1. Illustrator でチャートを選択し、ダイレクト選択ツール（A）をクリックします。
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注意：

2. 1 つ以上のデータ表現を選択し、オブジェクトのアピアランスを変更します。

個々のオブジェクトのアピアランスを変更してデータポイントを強調表示する

効果、複数の塗りなど一部の複雑なアピアランスは、Creative Cloud でチャート
を編集している間は表示されませんが、Illustrator 内に保持されます。

棒チャート

チャート全体、チャートのすべての棒、棒グループ、または単一の棒の外観を変更できます。チャートの特定

のコンポーネントの外観を変更するには、棒チャートでチャート選択機能を使用します。

選択ツールを使用したチャートの構成要素の選択

棒チャートには様々なレベルの選択機能が含まれています。Illustrator には、チャートのコンポーネントを
様々なレベルで続けて選択できるドリルダウン機能が用意されています。

棒チャートの場合、ドリルダウン機能は、チャート内の棒、グリッド線、および軸線で機能します。

チャート内の棒をドリルダウンするには：

1. 棒チャート全体を選択するには、チャート領域の棒を 1 回クリックします。
2. チャートのすべての棒を選択するには、棒をもう一度クリックします。
3. チャートのすべての棒グループを選択するには、棒をもう一度クリックします。
4. 1 つの棒を選択するには、棒をもう一度クリックします。

グリッド線をドリルダウンするには：

1. 棒チャート全体を選択するには、チャート領域を 1 回クリックします。
2. チャートのすべてのグリッド線を選択するには、グリッド線をクリックします。
3. 1 つの棒を選択するには、棒をもう一度クリックします。

軸をドリルダウンするには：
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1. 棒チャート全体を選択するには、チャート領域を 1 回クリックします。
2. 軸やその目盛りを選択するには、軸またはその目盛り上をクリックします。
3. 軸線を選択するには、軸線をクリックします。
または

目盛りを選択するには、軸の目盛りをクリックします。

ダイレクト選択ツールを使用してチャートの構成要素を選択する

チャートのドリルダウン機能を使用して、チャート内の構成要素を連続してドリルダウンできます。最下位の

構成要素を直接選択するには、ダイレクト選択ツールを使用できます。

1 つの棒を選択するには、ダイレクト選択ツール（A）を選択し、棒をクリックします。

同様に、1 つのグリッド線または軸線を選択するには、ダイレクト選択ツール（A）を選択し、線をクリック
します。

棒チャートの構成要素の外観を変更する

チャート用の構成要素選択機能を使用して、チャートの特定の構成要素の外観を変更することができます。

棒のグループの色を変更するには：

1. ドリルダウン機能を使用します。棒のグループを選択します。
2. Illustrator の塗り機能を使用して、棒に適用する色を選択します。

同様に、他の棒グループの色を変更します。また、グリッド線の外観を変更することもできます。

1. もう一度、ドリルダウン機能を使用して、グリッド線を選択します。
2. Illustrator の線機能を使用して、線を点線に変更します。

チャート上のテキストの外観（フォントファミリー、フォントサイズなど）を変更することもできます。

チャート全体を選択します。

1. 文字パネル（ウィンドウ／書式／文字）を開きます。
2. 文字パネルからテキストの外観を変更するオプションを選択します。
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ページの先頭へ

警告：

ページの先頭へ

チャート内の特定のテキストオブジェクトを選択するには、ダイレクト選択ツールを使用する必要がありま

す。

チャートデータの読み込みと定義

「チャート」タブでデータを変更する際には、「適用」、「保存」とクリックして、Illustrator でチャート
が確実に更新されるようにします。

1. Illustrator でチャートを選択し、次のいずれかの操作を行います。

チャートのピンをクリックし、「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする
コントロールパネルで、「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする
チャートを右クリックして「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする

2. 表示されるブラウザーウィンドウで、「データ」タブをクリックします。

3. 「ファイルを選択」をクリックして、データを読み込むコンマ区切り値（.csv）また
はMicrosoft Excel（.xls または .xlsx）ファイルを選択します。

データを読み込むと、チャートの既存のデータは常に上書きされます。

4. （重要）有効な行と列で、チャートに表示するデータセルの上にマウスをクリック＆ド
ラッグし、「適用」（ ）をクリックします。

チャートプレビューページ領域が、チャートで選択した値の表現に更新されます。

5. データを追加、変更、修正して、「保存」をクリックします。

「保存」をクリックするたびに Illustrator でチャートが更新されます。

Illustrator でチャートが更新される速度は、インターネット接続の速度によって異なり
ます。すぐに反映される場合もあれば、最大で 12 ～ 15 秒かかる場合もあります。

チャートデータの編集

「チャート」タブでデータを変更する際には、「適用」、「保存」とクリックして、Illustrator でチャート
を確実に更新します。

1. Illustrator でチャートを選択し、次のいずれかの操作を行います。

チャートのピンをクリックし、「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする
コントロールパネルで、「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする
チャートを右クリックして「Creative Cloud Charts で編集」をクリックする

2. 表示されるブラウザーウィンドウで、「データ」タブをクリックします。

3. データが含まれるセルをクリックするか、セルの範囲を選択します。

状況に応じたピン（ ）が表示されます。

4. 選択したデータで使用できる追加のオプションを確認するには、ピンで 3 つの点（ ）を

クリックします。

5. コンテキストメニューに表示される、セルを挿入、削除、並び替えるオプションからオプ
ションを選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

オプションを使用して読み込まれたまたは有効なデータで作業を続行する

6. 完了したら、「適用」、「保存」とクリックして、Illustrator で変更を確実に反映しま
す。

Creative Cloud Charts（プレビュー）アンケート
アドビはお客様からのフィードバックを重視しています。ご意見をお寄せください。

Creative Cloud Charts（プレビュー）機能に関するお客様の満足度を知るための簡単なアンケートにご協力く
ださい。可能であれば、なるべく詳しく書いていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

アンケートのリンク：https://www.surveymonkey.com/s/CC_Charts_Feedback
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グラフの作成

ページの先頭へ

注意：

グラフの作成

グラフの書式設定とカスタマイズ

グラフへの画像とシンボルの追加

グラフの作成

グラフを使用すると、統計情報をわかりやすく伝えることができます。 Adobe Illustrator では 9 種類のグラフ
を作成でき、必要に応じてカスタマイズできます。ツールパネルのグラフツールをクリックしたままにする

と、作成できるグラフの種類をすべて表示することができます。

グラフの作成

1. 使用するグラフツールを選択します。

使用するツールによって、Illustrator で作成されるグラフの種類が決まります。ただし、
グラフの種類は後で簡単に変更できます。

2. 以下の方法を使用して、グラフのサイズを定義します。

クリックした開始点から対角線上にドラッグし、グラフの範囲を指定します。 Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、中心
からグラフが作成されます。 Shift キーを押すと、グラフが正方形になります。

グラフを作成する位置でクリックします。 グラフの幅と高さを入力して、「OK」を
クリックします。

ヒント：定義するのはグラフ本体のサイズであり、ラベルや凡例は含まれません。

3. グラフデータウィンドウでグラフのデータを入力します。

グラフデータは特定の順序で並べる必要がありますが、データの並べ方はグラフ

の種類によって異なります。 データを入力する前に、ワークシート内のラベルとデータ
セットの設定方法についての説明を読んでください。

4. 適用ボタン  をクリックするか、テンキーパッドの Enter キーを押して、グラフを作成
します。

グラフデータウィンドウは、閉じる操作を行うまでは開いたままになっています。 その
ため、グラフデータの編集とアートボード上での作業を切り替えながら簡単に行うことが

できます。

関連項目

グラフツール

セルの幅または小数点以下の桁数の調整

セル幅を調整しても、グラフの棒の幅には影響しません。セルの表示桁数が増減するだけです。
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注意：

初期設定の小数点以下 2 桁の設定では、セルに 4 と入力するとグラフデータウィンドウには 4.00 と表示され
ます。同様に 1.55823 を入力すると、グラフデータウィンドウには 1.56 と表示されます。

セルの幅の調整

次のいずれかの操作を行います。

セル設定ボタン  をクリックして、「セル（表示のマス目）の幅」テキストボック
スに 0 ～ 20 の値を入力します。

調整する棒の境界線にマウスポインターを合わせます。ポインターが両方向の矢印 
に変わります。ハンドルをドラッグして、セル幅を調整します。

セルの小数点以下の表示桁数の調整

セル設定ボタンをクリックして、「小数点以下の表示桁数」テキストボックスに 0 ～ 10
の値を入力します。

グラフデータの入力

グラフデータウィンドウを使用してグラフのデータを入力します。 グラフデータウィンドウは、グラフツー
ルを使用するときに自動的に表示され、ユーザーが閉じるまで開いたままです。

グラフデータウィンドウ

A. 入力テキストボックス B. データの読み込み C. 行列置換 D. xy を入れ換え E. セル設定 F. 復帰 G. 適用 

1. 既存のグラフのグラフデータウィンドウを表示します。これを行うには、選択ツールを使
用してグラフ全体を選択してから、オブジェクト／グラフ／データを選択します。

2. 次のいずれかの方法でデータを入力します。

グラフデータウィンドウ内のセルを選択し、ウィンドウ上部にあるテキストボックス

にデータを入力します。 Tab キーを押すと、データがセルに入力され、同じ行の右の
列のセルが選択されます。Enter キーまたは Return キーを押すと、同じ列のすぐ下の
行のセルが選択されます。矢印キーを押すと、別のセルに移動できます。また、別の

セルをクリックしても、そのセルを選択できます。

Lotus® 1-2-3 や Microsoft Excel のような表計算ソフトからデータをコピーします。
グラフデータウィンドウでは、データをペーストする場所の左上のセルをクリックし

て選択し、編集／ペーストを選択します。

ワープロソフトなどで、各セルの値をタブで区切り、各行のデータを改行で区切るよ

うに入力したテキストファイルを使用します。 データには、数字と小数点（.）以外
の文字を含むことはできません。桁数表示のカンマなど、他の文字が含まれている

と、そのデータは無視されます （例えば、732000 と入力することはできます
が、732,000 と入力した場合はグラフに反映されません）。 グラフデータウィンド
ウで、データを読み込む場所の左上のセルをクリックして選択し、データの読み込み

ボタン  をクリックしてテキストファイルを選択します。

行と列を間違えて入力した場合は、行列置換ボタン  をクリックして、行と列
のデータを入れ換えます。散布図で X 軸と Y 軸を入れ換えるには、XY を入れ換えボタ
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ン  をクリックします。

3. 適用ボタン  をクリックするか、テンキーパッドの Enter キーを押して、グラフを再生
成します。

グラフラベルとデータセットの使用

ラベルは文字や数字で構成され、比較するデータセットとカテゴリを表します。 棒グラフ、積み上げ棒グラ
フ、横向き棒グラフ、横向き積み上げ棒グラフ、折れ線グラフ、階層グラフおよびレーダーチャートでは、グ

ラフデータウィンドウ内に次のようにラベルを入力します。

グラフデータウィンドウ内のラベル

A. データセットラベル B. 空白セル C. カテゴリラベル 

ラベルの入力

棒グラフ、積み上げ棒グラフ、横向き棒グラフ、横向き積み上げ棒グラフ、折れ線グラ

フ、階層グラフおよびレーダーチャートでは、グラフデータウィンドウ内に次のようにラ

ベルを入力します。

Illustrator でグラフの凡例を作成する場合、左上の 1 つ目のセルの内容を削除し、空白
セルにします。

1 行目のセルに各データセットのラベルを入力します。 このラベルは凡例に表示され
ます。 凡例を作成しない場合は、データセットラベルを入力しないでください。

1 列目のセルにカテゴリのラベルを入力します。 日、月、年のような時間単位がカテ
ゴリとして多用されます。 このラベルはグラフの水平軸または垂直軸に沿って表示さ
れます。ただしレーダーチャートは例外で、各ラベルはそれぞれ別の軸に表示されま

す。

数字のみを含むラベルを作成する場合は、半角の二重引用符（" "）で数字を囲みま
す。 例えば、1996 という数字をラベルとして使用する場合は、"1996" と入力しま
す。

ラベル内で改行する場合は、半角の縦線（|）を使用します。 例えば、合計|購読者
数|1996 と入力すると、グラフのラベルは次のように表示されます。

合計

購読者数

1996

散布図のデータセットの入力

散布図は、両方の軸で値が測定され、カテゴリがないという点で、他の種類のグラフと異なります。
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散布図データ

データセットラベルはワークシート 1 行目の左端のセルから 1 列おきに入力します。 こ
のラベルは凡例に表示されます。

最初の列に Y 軸データを入力し、2 番目の列に X 軸データを入力します。

円グラフのデータセットの入力

円グラフのデータセットは、他の種類のグラフと同様に作成します。 ただし、ワークシートの各行のデータ
ごとに、それぞれ別のグラフが作成されます。

円グラフデータ

棒グラフ、積み上げ棒グラフ、横向き棒グラフ、横向き積み上げ棒グラフ、折れ線グラ

フ、階層グラフおよびレーダーチャートと同様に、データセットラベルを入力します。 グ
ラフ名を作成する場合は、カテゴリラベルを入力します。

円グラフを 1 つ作成するには、1 行のみにデータを入力します。入力するデータは、すべ
て正の値または負の値でなければなりません。

円グラフを複数作成するには、データ行を追加入力します。入力するデータは、すべて正

の値または負の値でなければなりません。 初期設定では、個々の円グラフの大きさは、各
グラフのデータの合計に比例します。

棒グラフ、横向き棒グラフ、折れ線グラフ、階層グラフ、レーダーチャートのデータセットの

入力

グラフのラベルを入力後、適切な列に各データを入力します。

棒グラフデータ
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棒グラフ、積み上げ棒グラフ、横向き棒グラフ、横向き積み上げ棒グラフ

折れ線グラフ

階層グラフ

レーダーチャート

ページの先頭へ

注意：

棒の高さと長さは、比較するデー

タの量に対応しています。 棒グラフと横向き棒グラフの場合は、正の値と負の値を組み合わせて使用できま
す。負の値を入力すると、X 軸の下方または左側に棒が表示されます。 積み上げ棒グラフでは、正の値のみ
か、負の値のみを入力します。.

各データ列は、折れ線グラフの 1 本の線に対応しています。 折れ線グラフでは、正の値と負の
値を組み合わせて使用できます。

正の値のみか、負の値のみを入力します。 入力した各行のデータは、階層グラフ内で塗りつぶし
て表示されます。 階層グラフでは、各列の値が前の列の合計に追加されます。 したがって、同じデータを使
用しても、階層グラフと折れ線グラフでは表示がまったく異なります。

各軸上の数値が互いに線でつながれ、網状のグラフが作成されます。 レーダーチャートで
は、正の値と負の値を組み合わせて使用できます。

グラフの書式設定とカスタマイズ

グラフには様々なスタイルを設定できます。 例えば、グラフのアピアランスと軸の位置を変更したり、影を
付けたり、凡例を移動したり、異なる種類のグラフを組み合わせたりできます。 グラフのスタイル設定オプ
ションを表示するには、選択ツールでグラフを選択して、オブジェクト／グラフ／設定を選択します。

様々な方法を使用してグラフを手作業でカスタマイズすることもできます。 グラフの影のカラー、書体、文
字スタイルを変更したり、グラフ全体または一部の移動、リフレクト、シアー、回転、拡大または縮小を行っ

たり、棒やマーカーのデザインをカスタマイズしたりできます。 透明、グラデーション、ブレンド、ブラシ
ストローク、グラフィックスタイルやその他の効果をグラフに適用することもできます。 グラフを更新する
とこの種のカスタマイズ内容は失われるので、カスタマイズは必ず最後に適用してください。

グラフのカスタマイズ方法の例については、Illustrator アプリケーションフォルダー内の下にある、エクス
トラ¥サンプルファイル¥グラフとグラフデザインフォルダーを参照してください。

グラフは、関連データを持つグループ化されたオブジェクトにすぎません。 グループを解除すると、グラフ
を変更できなくなります。 グラフを編集する場合は、グラフのグループを解除しないで、ダイレクト選択
ツールまたはグループ選択ツールを使用して編集する部分だけを選択します。

また、グラフの各要素の関連性もよく理解しておいてください。 グラフは、凡例を含めて 1 つのグループに
なっています。 グラフのサブグループがデータセットで、各データセットとそれに対応する凡例ボックスは 1
つのサブグループです。 データセットは各値をグループ化したものです。 グラフ内のオブジェクトは、グ
ループ解除したり、再びグループ化したりしないでください。

グラフの種類の変更

1. 選択ツールを使用して、グラフを選択します。

2. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

3. グラフ設定ダイアログボックスで、グラフの種類に対応するボタンをクリックし、
「OK」をクリックします。

グラフのオブジェクトにグラデーションを適用してからグラフの種類を変更する

と、予期しない結果になる場合があります。 これを防ぐには、グラデーションをグラフ
の完成後に適用するか、ダイレクト選択ツールでグラデーションを適用したオブジェクト

を選択し、オブジェクトにプロセスカラーを適用してから元のグラデーションを再び適用

します。
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座標値

目盛り

ラベルを追加

グラフの座標軸のスタイルの設定

円グラフを例外として、どのグラフもグラフの測定単位を表示する値の座標軸を持ちます。 値の座標軸は、
グラフの片側だけに表示することも、両側に表示することもできます。 横向き棒グラフ、横向き積み上げ棒
グラフ、棒グラフ、積み上げ棒グラフ、折れ線グラフ、階層グラフの場合は、グラフのデータのカテゴリを定

義する項目の座標軸も持ちます。

各座標軸に表示する目盛りの数を指定したり、目盛りの長さを変更したり、座標軸の数字の前後に文字を追加

したりできます。

1. 選択ツールを使用して、グラフを選択します。

2. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

3. 座標軸の位置を変更するには、「グラフオプション」で「種類」の座標軸ポップアップか
ら選択します。

4. 目盛りとラベルのスタイルを設定するには、ダイアログボックスの上部にあるポップアッ
プメニューで「数値の座標軸」を選択して、次のオプションを設定します。

座標軸の値、上下左右の軸の目盛りの配置を指定します。 目盛りの配置を手作業
で計算する場合は、「データから座標値を計算する」を選択します。 グラフの作成時に
設定した値を使用するか、目盛りの最小値、最大値および各ラベルの間隔を入力します。

目盛りの長さと目盛りの数を指定します。 「項目の座標軸」で、ラベルまたは棒
の横に目盛りを表示する場合は、「各ラベルの中間に目盛りを入れる」を選択します。こ

のオプションの選択を解除すると、ラベルまたは棒の中央に目盛りが表示されます。

値の座標軸、上下左右の軸の数字の前後に加える文字を指定します。 例え
ば、軸の数字にドル記号やパーセント記号を追加できます。

数値の座標軸での異なる目盛りの表示

数値の座標軸が両側にある場合、座標軸ごとに異なるデータセットを割り当てることができます。 これによ
り、座標軸ごとに異なる目盛りが作成されます。 この方法は、複数の種類のグラフを組み合わせて 1 つのグ
ラフを作成する場合に特に便利です。

1. グループ選択ツール  を選択します。

2. 座標軸に割り当てるデータセットの凡例をクリックします。

3. グループ選択ツールで、凡例をもう一度クリックします。 凡例とグループ化されている
データセットがすべて選択されます。

4. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

5. 値の座標軸ポップアップメニューで、データを割り当てる座標軸を選択します。

6. 「OK」をクリックします。

関連項目

選択ツール

各種棒グラフ、折れ線グラフのスタイルの設定
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注意：

座標軸

影を付ける

凡例をグラフの上部に表示する

1 番目の系列

1 番目の項目（行）

各点にマークを付ける

各点を直線で結ぶ

最初と最後の点を両端に揃える

線を多角形で塗りつぶす

棒グラフ、積み上げ棒グラフ、横向き棒グラフおよび横向き積み上げ棒グラフでは、棒と棒の間隔を調整でき

ます。 また、グラフにおけるデータカテゴリ（つまりクラスタ）間の間隔も調整できます。 折れ線グラフ、
散布図、レーダーチャートの場合は、線と点の見かけも調整できます。

1. 選択ツールを使用して、グラフを選択します。

2. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

3. 棒グラフ、積み上げ棒グラフ、横向き棒グラフ、横向き積み上げ棒グラフの棒の間隔を調
整するには、「棒グラフの幅」または「各項目の幅」テキストボックスに 1 ％から 1000
％の範囲で値を入力します。

100 ％より大きい値を設定すると、棒および項目が重なって表示されます。 100 ％未満
の値を設定すると、棒および項目の間隔を空けることができます。 値を 100 ％に設定す
ると、棒および項目の間隔がなくなります。

4. 折れ線グラフ、散布図、レーダーチャートの線と点を調整するには、「各点にマークを付
ける」、「各点を直線で結ぶ」、「最初と最後の点を両端に揃える」、「線を多角形で塗

りつぶす」の各オプションを設定します。

5. 棒と線の重なり具合を変更するには、「1 番目の系列」および「1 番目の項目（行）」の
各オプションを設定します。

階層グラフでは「1 番目の項目（行）」を必ず選択してください。選択しない
と、一部の階層が表示されない場合があります。

一般的なグラフオプション

一般的なグラフオプションにアクセスするには、選択ツールでグラフを選択して、ツールパネルのグラフツー

ルをダブルクリックします。

数値の座標軸（測定単位が表示される座標軸）の表示位置を指定します。

グラフの棒または線および円グラフ全体に影を付けます。

凡例をグラフの右側ではなく、グラフの上部に横方向に表示します。

「各項目の幅」が 100 ％よりも大きい場合に、グラフ中のデータのカテゴリ、つまり項目の重
なり具合に影響を与えます。 このオプションが最も便利なのは、棒グラフと横向き棒グラフの場合です。

グラフデータウィンドウの最初の列のデータに対応する棒または線を最前面に配置しま

す。 また、「1 番目の項目（行）」オプションでは、「棒グラフの幅」が 100 ％より大きい棒グラフ、積み
上げ棒グラフ、横向き棒グラフおよび横向き積み上げ棒グラフで、最前面となる棒を指定します。

正方形のマーカーをデータの各点に配置します。

直線を引いて、データ間の関係をわかりやすくします。

横軸（X 軸）方向にグラフの左端から右端まで線が延長されます。 このオプ
ションは、散布図では使用できません。

「線幅」テキストボックスに入力した値に応じて線の幅が決まり、データのペイン

ト設定に基づいて線が塗りつぶされます。 「各点を直線で結ぶ」を選択すると、「線を多角形で塗りつぶ
す」が選択可能になります。
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凡例

標準

グラフの中に表示

影を付ける

グラフの棒または線および円グラフ全体に影を付けることができます。

1. 選択ツールを使用して、グラフを選択します。

2. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

3. グラフ設定ダイアログボックスで「影を付ける」を選択し、「OK」をクリックします。

凡例の位置の変更

初期設定では、凡例はグラフの右側に表示されますが、 グラフの上部に凡例が横方向に表示されるように変
更することができます。

1. 選択ツールを使用して、グラフを選択します。

2. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

3. グラフ設定ダイアログボックスで、「凡例をグラフの上部に表示する」を選択し、
「OK」をクリックします。

円グラフのスタイル設定

円グラフにおける凡例の配置と扇形の並び順を変更できます。 また、複数の円グラフの表示方法を指定する
こともできます。

1. 選択ツールを使用して、グラフを選択します。

2. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

3. 次のいずれかの操作を行います。

凡例の配置を変更するには、「凡例」オプションを選択します。

複数の円グラフの表示方法を指定するには、「位置」オプションを選択します。

扇形の並び順を指定するには、「ソート」オプションを選択します。

ヒント：初期設定では、パーセント値と凡例はブラックで塗りつぶされます。円グラ

フの扇形のカラーが濃いために凡例がはっきり表示されない場合は、カラーを変更し

ます。 グループ選択ツールで濃いカラーの扇形を選択し、カラーパネルやスウォッチ
パネルを使用してカラーを変更します。

円グラフのオプション

凡例の配置方法を指定します。

列のラベルをグラフの外側に配置します。これが初期設定です。 このオプションは、円グラフ
を他のグラフと組み合わせる場合に使用します。

対応する扇形の中にラベルを挿入します。
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表示しない

位置

比率

等分

重ね合わせ

ソート

すべて

最初に合わせる

なし

凡例全体を省略します。

複数の円グラフの表示方法を指定します。

グラフの合計値に比例したサイズで表示します。

すべての円グラフを同じ大きさで表示します。

円グラフが重ねられ、グラフの合計値に比例したサイズで表示されます。

扇形の並び順を指定します。

選択した円グラフで、値の大きい扇形から順に、各扇形が円グラフの一番上から時計回りに表

示されます。

選択した最初の円グラフでは、値の大きい扇形から順に各扇形が表示されます。 残
りのすべての円グラフでは、最初のグラフでの各扇形の並べ替え順と同じになるように、各扇形が並

べ替えられます。

選択した円グラフで、値が入力された順に、各扇形が円グラフの一番上から時計回りに表示され

ます。

種類の異なるグラフの組み合わせ

異なる種類のグラフを組み合わせて、1 つのグラフを作成できます。 例えば、一部のデータセットに棒グラ
フ、他のデータセットに折れ線グラフを使用して表示できます。 散布図を除き、どの種類のグラフにも任意
の種類のグラフを組み合わせることができます。 散布図は、他の種類のグラフと組み合わせることはできま
せん。

棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたグラフ

1. グループ選択ツール  を選択します。

2. 種類を変更するグラフのデータの凡例をクリックします。

3. グループ選択ツールで、凡例をもう一度クリックします。 凡例とグループ化されている
データセットがすべて選択されます。

4. オブジェクト／グラフ／設定を選択するか、ツールパネルのグラフツールをダブルクリッ
クします。

5. 使用するグラフの種類とオプションを選択します。

1 つのグラフ内で複数のグラフを組み合わせる場合は、右側の座標軸を 1 つのデータセッ
トに、左側の座標軸を別のデータセットに使用すると、 各軸で異なるデータセットを表
示できます。
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注意：

ページの先頭へ

垂直方向に伸縮

縦横均一に伸縮

積み上げ棒グラフを他のグラフと組み合わせる場合は、積み上げ棒グラフで表示

するすべてのデータに同じ座標軸を割り当ててください。 積み上げ棒グラフで一部の
データセットに右の座標軸を使用し、他のデータセットに左の座標軸を使用すると、棒の

高さが不正確になったり、棒が重なったりする場合があります。

グラフの一部の選択

1. グループ選択ツール  を選択します。

2. 選択するデータの凡例をクリックします。

3. グループ選択ツールで、凡例をもう一度クリックします。 凡例とグループ化されている
データセットがすべて選択されます。

グループの一部をクリックして選択し、もう一度クリックしてグループ化されたデータ

セットを選択することもできます。さらにクリックすると、対応する凡例が選択されま

す。 クリックするたびに、1 つ上の階層のグループのオブジェクトが選択範囲に追加さ
れます。 必要なグループが選択されるまでクリックします。

4. 選択したグループの一部の選択を解除するには、ダイレクト選択ツール  を選択し
て、Shift キーを押しながらオブジェクトをクリックします。

グラフの文字の書式設定

グラフのラベルと凡例の文字は、初期設定のフォントを使用して表示されます。 文字の書式設定は簡単に変
更できるので、グラフに視覚的な効果を追加できます。

1. グループ選択ツール  を選択します。

2. 1 回クリックすると、文字が選択されてベースラインが表示されます。もう一度クリック
すると、すべての文字（項目名または凡例名）が選択されます。

3. 必要に応じて文字属性を変更します。

グラフへの画像とシンボルの追加

グラフのデザインについて

グラフのデザインは、棒やマーカーにイラストレーションを追加して使用します。 グラフのデザインには、
簡単な絵やロゴ、またはグラフの値を表す記号を使用したり、パターンやガイドオブジェクトなどを含む複雑

なオブジェクトを使用することもできます。 Illustrator には、様々なグラフデザインがあらかじめ用意されて
います。 また、グラフのデザインダイアログボックスで、新しいグラフデザインを作成して保存することも
できます。

グラフの棒にデザインを適用するには、棒グラフ設定ダイアログで次のようないくつかの方法を使用できま

す。

垂直方向に伸縮されます。 幅は変化しません。

縦と横の両方に伸縮されます。 デザインの幅が異なる場合でも、横の間隔は調整されませ
ん。
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繰り返し

ガイドライン間を伸縮

グラフのデザイン：垂直方向に伸縮した場合と縦横均一に伸縮した場合

デザインを積み上げて棒を埋めます。 それぞれのデザインで表す値を指定し、端数を表すときにデ
ザインを区切るか、伸縮するかを指定できます。

「繰り返し」オプションの「端数」設定：切り取る場合と伸縮させる場合

デザインの一部が縦に伸縮されます。幅は変わりません。 例えば、人の形のデザイン
を使用してデータを表すとき、体の部分だけを伸縮して、頭の部分は変化しないようにすることができます。

「垂直方向に伸縮」オプションを使用した場合は、人の形のデザイン全体が伸縮します。

ガイドライン間を伸縮した場合

棒グラフまたはマーカーのデザインの読み込み

Illustrator には、グラフに使用できる様々なデザインがあらかじめ用意されています。 また、作成したグラフ
のデザインを、複数のドキュメント間でやり取りすることもできます。

1. ウィンドウ／スウォッチライブラリ／その他のライブラリを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

あらかじめ用意されたグラフのデザインを読み込むには、Illustrator アプリケーショ
ンフォルダー内のエクストラ¥サンプルファイル¥グラフとグラフデザインフォルダー
を指定します。 次に、グラフデザインファイルを選択し、「開く」をクリックしま
す。

別のドキュメントからグラフのデザインを読み込むには、読み込むファイルを選択

し、「開く」ボタンをクリックします。
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読み込んだドキュメントからは、最初に、カラー、グラデーション、パターンのス

ウォッチを含んだパネルが表示されます。 読み込んだグラフのデザインは、棒グラフ
設定ダイアログボックスまたはグラフのマーカーダイアログボックスを開いたときに

使用できるようになります。

棒のデザインの作成

1. デザインの最背面のオブジェクトとなる四角形を作成します。 このボックスが、グラフ
のデザインの境界線になります。

グラフ内の最も小さい棒をコピー＆ペーストして、デザイン作成のバウンディング

ボックスとして使用することもできます。

2. 必要に応じてボックスをペイントするか、線と塗りのカラーを「なし」に設定して表示し
ないようにします。

3. 描画ツールを使用してデザインを作成するか、既存のデザインをボックスの前面に配置し
ます。

4. 選択ツール  を使用して、ボックスとデザイン全体を選択します。

5. オブジェクト／グループを選択して、デザインをグループ化します。

6. オブジェクト／グラフ／デザインを選択します。

7. 「新規デザイン」ボタンをクリックします。 選択したデザインのプレビューが表示され
ます。 プレビューには最背面のボックス内の部分だけが表示されますが、グラフにはデ
ザイン全体が使用されます。

8. 「名前を変更」ボタンをクリックして、デザインの名前を指定します。

パターンを作成する場合と同じように、グラフのデザインを作成します。

関連項目

パターンについて

ガイドライン間を伸縮する棒のデザインの作成

1. デザインの最背面のオブジェクトとなる四角形を作成します。 この四角形が、グラフデ
ザインの境界になります。

2. 描画ツールを使用してデザインを作成するか、既存のデザインを四角形の前面に配置しま
す。

3. ペンツール  を使用して水平なラインを描き、デザインを伸縮する範囲を指定します。

4. 水平方向の線、境界となる四角形、デザイン全体を選択します。

5. オブジェクト／グループを選択して、デザインをグループ化します。

6. ダイレクト選択ツール 、またはグループ選択ツール  を使用して、水平方向のパスを
選択します。このとき、横方向のパスのみを選択してください。

7. 表示／ガイド／ガイドを作成を選択します。

8. 表示／ガイド／ガイドをロックのチェックマークを外し、ガイドのロックを解除します。
デザインを移動して、ガイドとデザインが一緒に移動することを確認します。

9. 選択ツール  を使用して、デザイン全体を選択します。

10. オブジェクト／グラフ／デザインを選択します。

11. 「新規デザイン」ボタンをクリックします。 選択したデザインのプレビューが表示され
ます。
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12. 「名前を変更」ボタンをクリックして、デザインの名前を指定します。

棒のデザインへの合計値の追加

1. 棒のデザインを作成します。

2. 文字ツール  を選択します。デザインの境界ボックスの内部または周辺で、データ値を
表示する位置をクリックします。

例えば、デザインの上下左右または内部にデータ値を配置できます。

3. クリックして、パーセント記号（%）の後に 0 ～ 9 の数字を 2 つ入力します。 ここで入
力する数値によってデータの表示方法が決まります。

最初の数字は、小数点の左側に表示される桁数を決定します。 例えば、合計が 122 の場
合に 3 を入力すると、122 と表示されます。 最初の数字として 0 を入力すると、値に必
要な桁数が自動的に追加されます。

2 つ目の数字は、小数点以下の桁数を決定します。 必要に応じて、小数点の右側に 0 が
追加されるか、値が四捨五入されます。 この 2 つの数字は、表示する桁数に応じて変更
できます。

4. 文字の属性を変更する場合は、ウィンドウ／書式／文字を選択し、必要な属性を指定して
パネルを閉じます。

5. 小数点の位置を揃える場合は、ウィンドウ／書式／段落を選択し、右揃えボタンをクリッ
クします。

6. 選択ツール  を使用して、境界となる四角形、文字、デザイン全体を選択します。

7. オブジェクト／グループを選択して、デザインをグループ化します。

8. オブジェクト／グラフ／デザインを選択します。

9. 「新規デザイン」ボタンをクリックします。 選択したデザインのプレビューが表示され
ます。

10. 「名前を変更」ボタンをクリックして、デザインの名前を指定します。

ガイドライン間を伸縮するグラフデザインにデータ値を表示

マーカーデザインの作成

1. グラフのマーカーボックスを選択してコピーし、デザインを作成する場所にペーストしま
す。 このボックスをグラフデザインの最背面のオブジェクトとして使用し、マーカーの
サイズを設定します。

2. グラフ内に表示するサイズで、マーカーとして使用するアートワークを作成します。コ
ピーしたボックスより大きくてもかまいません。

3. マーカーデザインを作成したら、そのデザインを選択します。次に、オブジェクト／グラ
フ／デザインを選択して、「新規デザイン」をクリックします。

4. 「名前を変更」ボタンをクリックして、デザインの名前を指定します。
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棒のデザインのグラフへの適用

1. 棒のデザインを作成するか読み込みます。

2. グループ選択ツール  で、デザインを適用する棒またはグラフ全体を選択します。

3. オブジェクト／グラフ／棒グラフを選択します。

4. 使用するデザインを選択します。

「繰り返し」オプションを選択した場合は、「1 つのデザインマーカーに対応するグラフ
の値」テキストボックスに値を入力します。 また、端数ポップアップメニューで、端数
を表すときにデザインを切り取るか、伸縮するかを選択します。 「区切る」オプション
を選択すると、必要に応じて一番上にあるデザインで端数部分が切り取られ、「伸縮させ

る」オプションを選択すると、最後のデザインが棒の内部に収まるように伸縮されます。

5. 使用するデザインを選択します。 選択したデザインのプレビューが表示されます。

6. 「OK」をクリックします。

折れ線グラフや散布図へのマーカーデザインの適用

1. 棒のデザインを作成するか読み込みます。

2. グループ選択ツール  を使用して、グラフ内でデザインに置き換えるマーカーと凡例を
選択します。線は選択しないでください。

3. オブジェクト／グラフ／マーカーを選択します。 デザインを選択し、「OK」をクリック
します。

デザインの最背面にある境界となる四角形と、折れ線グラフや散布図の初期設定の四角の

マーカーが同じ大きさになるように、マーカーのデザインが拡大または縮小されます。

マーカーデザインを適用した折れ線グラフ

グラフデザインの再使用

作成したグラフデザインは、保存して再び使用するか、編集して新しいデザインを作成できます。 元のアー
トワークが保存されている場合は、元のアートワークを編集してから、グラフのデザインダイアログボックス

で名前を変更できます。

グラフデザインの元のアートワークが保存されていない場合は、登録済みのグラフのデザインをペーストし

て、アートワークを再び作成できます。

1. 選択／選択を解除を選択し、アートワークの選択をすべて解除します。

2. オブジェクト／グラフ／デザインを選択します。

3. アートワークにペーストするグラフのデザインを選択し、「デザインをペースト」ボタン
をクリックします。

4. 「OK」をクリックします。 グラフのデザインがアートワークにペーストされ、 編集して
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

新しいグラフのデザインを作成できるようになります。

関連項目

グラフツール
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キーボードショートカット
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-->

ショートカットキーのカスタマイズ

トップへ戻る

ショートカットキーのカスタマイズ
ショートカットキーを使用すると、作業の効率があがります。 Illustrator に組み込まれている初期設定のショートカットを使用するか、必要に応じ
てショートカットを追加およびカスタマイズすることができます。

ショートカットキーのカスタマイズ
Illustrator では、全ショートカットキー一覧の表示、ショートカットの編集、作成などを行うことができます。 キーボードショートカットダイアロ
グボックスはショートカットエディターとして使用できます。このダイアログには、初期設定ではキーボードショートカットが割り当てられてい
ないものも含め、ショートカットをサポートするすべてのコマンドが含まれています。
独自のショートカットセットの定義、セット内の個々のショートカットの変更、他のショートカットセットへの切り替えなどができます。 例え
ば、ウィンドウ／ワークスペースから他のワ－クスペースを選択した場合に、そのワークスペースに合わせて別のショートカットセットを作成す
ると便利です。
初期設定以外のユーザーが設定したショートカットキーは、Illustrator 初期設定フォルダーに .kys ファイルとして保存されます。このファイルを別
のコンピューターの同じ場所（Illustrator 初期設定フォルダー）にコピーすることによって、その Illustrator のショートカットキーダイアログボッ
クスで、このショートカットのセットを選択できます。
編集したショートカットが使用するプラットフォームで有効であれば、同じ .kys ファイルを別のプラットフォームで使用できます。
以下に、Illustrator のカスタムのショートカットキーのファイルが保存される初期設定の場所を示します。
Mac OS：

Windows Vista および Windows 7

Win XP

ショートカットキーの他に、コンテクストメニューを使用して様々なコマンドにアクセスすることもできます。 コンテクストメニューを使用し
て、使用中のツール、選択範囲、パネルなどに関連するコマンドを表示できます。 コンテクストメニューを表示するには、ドキュメントウィン
ドウやパネルで、右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）します。

1. 編集／キーボードショートカットを選択します。
2. キーボードショートカットダイアログボックスの上部にあるセットポップアップメニューで、キーセットを選択します。
3. ショートカットリストの上にあるメニューで、ショートカットの種類（「メニューコマンド」または「ツール」）を選択しま
す。

4. 次のいずれかの操作を行います。
選択したキーセットを有効にする場合は、「OK」をクリックします。
ショートカットを変更するには、スクロールリストの「ショートカット」欄をクリックし、新しいショートカットキーを入
力します。 既に他のコマンドやツールに割り当てられているショートカットを入力した場合、ダイアログボックスの下部
に警告が表示されます。 この場合は、「取り消し」ボタンをクリックして変更を取り消すか、「移動」をクリックして、
既存のコマンドまたはツールに新しいショートカットを割り当てます。 「シンボル」欄で、メニューコマンドの横または
ツールのツールヒントに表示する文字を入力します。 「ショートカット」欄に入力可能な文字であれば、どのような文字
でも使用できます。

1 user/Library/Preferences/Illustrator CS5 Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

1
2

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe <span class="uicontrol">Illustrator
CS5 Settings\</span>[language]\mycustomshortcut.kys

1
2

<rootdir>\Document and Settings\<user name>\Application <span class="uicontrol">Data\Adobe\Adobe
Illustrator CS5 Settings\</span>[language]\mycustomshortcut.kys
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注意： Mac OS では、Command + Option + 8 キーをメニューのショートカットに割り当てることはできません。
選択中のショートカットへの変更を保存するには、「OK」をクリックします （「Illustrator 初期設定」という名前のセッ
トには、変更を保存できません）。
新しいショートカットセットを保存するには、「保存」ボタンをクリックします。 新規セットの名前を入力して、「OK」
をクリックします。 新しいキーセットが、新しい名前でポップアップメニューに表示されます。
キーセットを削除する場合は、「削除」をクリックします （「Illustrator 初期設定」という名前のセットは削除できませ
ん）。
表示されているキーセットをテキストとして書き出すには、「テキスト書き出し」をクリックします。 キーセットのテキ
スト書き出しダイアログボックスで、保存するキーセットのファイル名を入力し、「保存」をクリックします。 このテキ
ストファイルを使用して、ショートカットキーの一覧をプリントできます。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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初期設定のショートカットキー

ページの先頭へ

ツールの選択時に使用するキー
アートワークの表示に使用するキー
描画に使用するキー
遠近描画のためのキー
選択時に使用するキー
選択範囲の移動時に使用するキー
パスの編集時に使用するキー
オプジェクトのペイント時に使用するキー
ライブペイントグループの操作時に使用するキー
オプジェクトの変形時に使用するキー
可変線幅ポイントを作成するためのキー
テキストの操作と書式設定に使用するキー
パネルの操作時に使用するキー
アクションパネルの操作時に使用するキー
ブラシパネルの操作時に使用するキー
文字パネルと段落パネルの操作時に使用するキー
カラーパネルの操作時に使用するキー
グラデーションパネルの操作時に使用するキー
レイヤーパネルの操作時に使用するキー
スウォッチパネルの操作時に使用するキー
変形パネルの操作時に使用するキー
透明パネルの操作時に使用するキー
ファンクションキー

ツールの選択時に使用するキー

効果 Windows Mac OS

アートボードツール Shift + O Shift + O

選択ツール V V

ダイレクト選択ツール A A

自動選択ツール[じどうせんたくつーる] Y Y

なげなわツール Q Q

ペンツール P P

塗りブラシツール[ぬりぶらしつーる] Shift + B Shift + B

アンカーポイントの追加ツール Shift＋＋ Shift＋＋
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アンカーポイントの削除ツール -（マイナス記
号）

-（マイナス記
号）

アンカーポイントの切り換えツール[あんかーぽいんとの
きりかえつーる]

Shift + C Shift + C

文字ツール[もじつーる] T T

直線ツール[ちょくせんつーる] ¥（円記号） ¥（円記号）

長方形ツール M M

楕円形ツール[だえんけいつーる] L L

ブラシツール[ぶらしつーる] B B

鉛筆ツール N N

回転ツール R R

リフレクトツール O O

拡大・縮小ツール S S

ワープツール Shift + R Shift + R

線幅ツール Shift + W Shift + W

自由変形ツール E E

シェイプ形成ツール Shift + M Shift + M

遠近グリッドツール Shift + P Shift + P

遠近図形選択ツール Shift + V Shift + V

シンボルスプレーツール Shift + S Shift + S

棒グラフツール J J

メッシュツール U U

グラデーションツール G G

スポイトツール I I

ブレンドツール[ぶれんどつーる] W W

ライブペイントツール K K

ライブペイント選択ツール Shift + L Shift + L

スライスツール Shift + K Shift + K

消しゴムツール Shift + E Shift + E

はさみツール[はさみつーる] C C

手のひらツール[てのひらつーる] H H

ズームツール[ずーむつーる] Z Z
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ページの先頭へ

塗りブラシツールを使用しているときにスムーズツール
に切り替える

Alt キーを押す Option キーを
押す

アートワークの表示に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

標準スクリーンモード、フルスクリーンモー
ド、フルスクリーンモードとメニューバー、フ
ルスクリーンモードを順番に切り替える

F F

全体表示 手のひらツールを
ダブルクリック

手のひらツールをダ
ブルクリック

倍率 100 ％で表示 ズームツールをダ
ブルクリック

ズームツールをダブ
ルクリック

手のひらツールに切り替える（テキスト編集
モード以外の場合）

スペースバー スペースバー

ズームツール（拡大表示モード）に切り替える Ctrl + スペース
バー

スペースバー +
Command

ズームツール（縮小表示モード）に切り替える Ctrl + Alt + スペー
スバー

スペースバー +
Command + Option

ズームツールのドラッグ時に点線のボックスを
移動

スペースバー スペースバー

未選択のアートワークを隠す Ctrl + Alt + Shift +
3

Command + Option
+ Shift + 3

水平ガイドと垂直ガイドを切り替える Alt キーを押しな
がらガイドをド
ラッグ

Option キーを押しな
がらガイドをドラッ
グ

ガイドを解除 Ctrl + Shift キーを
押しながらガイド
をダブルクリック

Command + Shift
キーを押しながらガ
イドをダブルクリッ
ク

アートボードを表示 / 隠す Ctrl + Shift + H Command + Shift +
H

アートボード定規を表示 / 隠す Ctrl + Alt + R Command + Option
+ R

ウィンドウにすべてのアートボードを表示 Ctrl + Alt + 0（ゼ
ロ）

Command + Option
+ 0（ゼロ）

作業アートボードの同じ位置にペースト Ctrl + Shift + V Command + Shift +
V
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アートボードツールモードを終了 Esc Esc

別のアートボード内にアートボードを作成 Shift キーを押し
ながらドラッグ

Shift キーを押しなが
らドラッグ

アートボードパネルで複数のアートボードを選
択

Ctrl キーを押しな
がらクリック

Command キーを押
しながらクリック

次のドキュメントに移動 Ctrl + F6 Command + F6

前のドキュメントに移動 Ctrl + Shift +F6 Command + Shift +
F6

次のドキュメントグループに移動 Ctrl + Alt + F6 Command + Option
+ F6

前のドキュメントグループに移動 Ctrl + Alt + Shift +
F6

Command + Option
+ Shift + F6

フルスクリーンモードを終了 Esc Esc

複数のアートボードを Illustrator CS3 以前の形
式で保存

Alt + V

描画に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

次の項目について、
形状の比率や向きを
制御します。
長方形、角丸長方
形、楕円形、グ
リッドの幅と高さ
を均等にする
直線および円弧セ
グメントを 45 度
ずつ移動
多角形、星形、フ
レアのオリジナル
の向きを保つ

Shift キーを押しながらドラッ
グ

Shift キーを押しながらドラッグ

描画中に形状を移動 スペースバーを押しながらド
ラッグ

スペースバーを押しながらドラッ
グ

形状を中心から描画
（多角形、星形、フ
レアを除く）

Alt キーを押しながらドラッグ Option キーを押しながらドラッ
グ

多角形の角数、星形
の角数、円弧の角
度、スパイラルの回

ドラッグ開始後、上向き矢印ま
たは下向き矢印を押す

ドラッグ開始後、上向き矢印また
は下向き矢印を押す
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転の数、フレアの光
線の数を増減

星形の内径を一定に
保つ

ドラッグ開始後、Ctrl キーを押
し続ける

ドラッグ開始後、Command キー
を押し続ける

星形の対応する 2 辺
を直線上に揃える

Alt キーを押しながらドラッグ Option キーを押しながらドラッ
グ

開いた円弧と閉じた
円弧を切り替える

ドラッグ開始後、C を押す ドラッグ開始後、C を押す

基準点を変更せずに
円弧を反転

ドラッグ開始後、F を押す ドラッグ開始後、F を押す

スパイラルを長くす
ると同時にスパイラ
ルの回転数を追加ま
たは削除

ドラッグ開始後、Alt キーを押
しながらドラッグ

ドラッグ開始後、Option キーを
押しながらドラッグ

スパイラルの円周に
近づく比率を変更

ドラッグ開始後、Ctrl キーを押
しながらドラッグ

ドラッグ開始後、Command キー
を押しながらドラッグ

長方形グリッドに水
平線を追加または削
除、同心円グリッド
に同心円線を追加ま
たは削除

ドラッグ開始後、上向き矢印ま
たは下向き矢印を押す

ドラッグ開始後、上向き矢印また
は下向き矢印を押す

長方形グリッドに垂
直線を追加または削
除、同心円グリッド
に同心円線を追加ま
たは削除

ドラッグ開始後、右向き矢印ま
たは左向き矢印を押す

ドラッグ開始後、右向き矢印また
は左向き矢印を押す

長方形グリッドの水
平分割線または同心
円グリッドの放射状
分割線の分布度を 10
％ずつ減らす

ドラッグ開始後、F を押す ドラッグ開始後、F を押す

長方形グリッドの水
平分割線または同心
円グリッドの放射状
分割線の分布度を 10
％ずつ増やす

ドラッグ開始後、V を押す ドラッグ開始後、V を押す

長方形グリッドの垂
直分割線または同心
円グリッドの同心円
状分割線の分布度を
10 ％ずつ減らす

ドラッグ開始後、X を押す ドラッグ開始後、X を押す

長方形グリッドの垂
直分割線または同心
円グリッドの同心円
状分割線の分布度を
10 ％ずつ増やす

ドラッグ開始後、C を押す ドラッグ開始後、C を押す

1 回の操作で、ライブ
トレースオブジェク
トを作成、拡張

コントロールパネルの「ライブ
トレース」を Alt キーを押しな
がらクリックするか、Alt キー

コントロールパネルの「ライブト
レース」を Option キーを押しな
がらクリックするか、Option
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を押しながらトレースプリセッ
トを指定する

キーを押しながらトレースプリ
セットを指定する

塗りブラシのサイズ
拡大

]（右ブラケット） ]（右ブラケット）

塗りブラシのサイズ
縮小

[（左ブラケット） [（左ブラケット）

塗りブラシパスを水
平または垂直に制限

Shift Shift

描画方法を切り替え Shift + D Shift + D

複数のパスの連結 パスを選択し、Ctrl + J キーを
押す

パスを選択し、Command + J
キーを押す

コーナーまたは滑ら
かな連結を作成

パスを選択し、Shift + Ctrl +
Alt + J キーを押す

アンカーポイントを選択
し、Shift + Command + Option
+ J キーを押す

遠近描画のためのキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

結果 Windows Mac OS

遠近グ
リッド
ツール

Shift + P Shift + P

遠近図形
選択ツー
ル

Shift + V Shift + V

遠近グ
リッド

Ctrl + Shift + I Command + Shift + I

オブジェ
クトの垂
直移動

5 キーを押し、オブジェクトをクリッ
クしてドラッグ

5 キーを押し、オブジェクトをクリッ
クしてドラッグ

遠近面の
切り替え

遠近図形選択ツールを使用し、左グ
リッドの場合 1 キー、水平グリッドの
場合 2 キー、右グリッドの場合 3 キー
またはグリッドに依存しない場合は 4
キーを押す

遠近図形選択ツールを使用し、左グ
リッドの場合 1 キー、水平グリッドの
場合 2 キー、右グリッドの場合 3 キー
またはグリッドに依存しない場合は 4
キーを押す

遠近描画
のオブ
ジェクト
のコピー

Ctrl + Alt キーを押しながらドラッグ Command + Alt キーを押しながらド
ラッグ

遠近描画
のオブ
ジェクト

Ctrl + D Command + D
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の変形の
繰り返し

描画方法
の切り替
え

Shift + D Shift + D

選択時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

最後に使用した選択ツールに切り替え（選択ツール、ダ
イレクト選択ツール、またはグループ選択ツール）

Ctrl Command

ダイレクト選択ツールとグループ選択ツールを切り替え
る

Alt Option

選択ツール、ダイレクト選択ツール、グループ選択ツー
ル、ライブペイント選択ツールまたは自動選択ツールを
使用して選択範囲を拡大

Shift キーを
押しながらク
リック

Shift キーを押し
ながらクリック

選択ツール、ダイレクト選択ツール、グループ選択ツー
ル、またはライブペイント選択ツールを使用して選択範
囲を縮小

Shift キーを
押しながらク
リック

Shift キーを押し
ながらクリック

自動選択ツールを使用して選択範囲を縮小 Alt キーを押
しながらク
リック

Option キーを押
しながらクリッ
ク

なげなわツールを使用して選択範囲を拡大 Shift キーを
押しながらド
ラッグ

Shift キーを押し
ながらドラッグ

なげなわツールを使用して選択範囲を縮小 Alt キーを押
しながらド
ラッグ

Option キーを押
しながらドラッ
グ

なげなわツールでポインターを十字に変更 Caps Lock Caps Lock

作業アートボードのアートワークを選択 Ctrl + Alt + A Command +
Option + A

選択したオブジェクトの周囲にトリムマークを作成 Alt + C + O

オブジェクトの背面を選択 Ctrl キーを押
しながら 2 回
クリック

Command キー
を押しながら 2
回クリック

編集モードで背面を選択 Ctrl キーを押
しながら 2 回
クリック

Command キー
を押しながら 2
回クリック
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ページの先頭へ

選択範囲の移動時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

ユーザー定義の移動幅で選択
範囲を移動

右向き矢印、左向き矢印、
上向き矢印または下向き矢
印

右向き矢印、左向き矢印、
上向き矢印または下向き矢
印

ユーザー定義の 10 倍の移動
幅で選択範囲を移動

Shift + 右向き矢印、左向き
矢印、上向き矢印または下
向き矢印

Shift + 右向き矢印、左向き
矢印、上向き矢印または下
向き矢印

未選択のアートワークをすべ
てロック

Ctrl + Alt + Shift + 2 Command + Option + Shift
+ 2

移動方向を 45 度単位に固定
（リフレクトツールの使用時
を除く）

Shift キーを押しながらド
ラッグ

Shift キーを押しながらド
ラッグ

ショートカットキーを使用する場合の移動幅は、環境設定ダイアログボックスの「一般」で設定します。

パスの編集時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

ペンツールをアンカーポイントの切り換え
ツールに切り替える

Alt Option

アンカーポイントの追加ツールとアンカーポ
イントの削除ツールを切り替える

Alt Option

はさみツールをアンカーポイントの追加ツー
ルに切り替える

Alt Option

鉛筆ツールをスムーズツールに切り替える Alt Option

ペンツールでの描画時に現在のアンカーポイ
ントを移動

スペースバーを押
しながらドラッグ

スペースバーを押し
ながらドラッグ

ナイフツールを使用して直線でカット Alt キーを押しなが
らドラッグ

Option キーを押しな
がらドラッグ

ナイフツールを使用して 45 度または 90 度の
直線でカット

Shift + Alt キーを押
しながらドラッグ

Shift + Option キーを
押しながらドラッグ
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パスファインダーパネルで形状モードを選択
して複合シェイプを作成

Alt + 形状モード Option + 形状モード

シェイプ形成ツールを使用して作成した不要
なクローズ領域を消去

Alt キーを押しなが
らクローズ領域を
クリック

Option キーを押しな
がらクローズ領域を
クリック

シェイプ形成ツールを選択 Shift + M Shift + M

長方形の選択範囲を表示し、複数のパスを簡
単に結合する（シェイプ形成ツールを使用し
ている場合）

Shift キーを押しな
がらドラッグ

Shift キーを押しなが
らドラッグ

オプジェクトのペイント時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

塗りと線を切り替え
る

X X

塗りと線を初期設定
に戻す

D D

塗りと線を入れ替え Shift + X Shift + X

グラデーションの塗
りモードを選択

> >

カラーの塗りモード
を選択

< <

線なしまたは塗りな
しモードを選択

/（スラッシュ） /（スラッシュ）

画像のカラーまたは
グラデーションの中
間カラーを抽出

Shift + スポイトツール Shift + スポイトツール

スタイルを抽出し、
現在選択されている
アイテムにアピアラ
ンスを追加

Alt + Shift キーを押しながらスポイト
ツールでクリック

Option + Shift キーを押し
ながらスポイトツールで
クリック

新規塗りを追加 Ctrl + /（スラッシュ） Command + /（スラッ
シュ）

新規線を追加 Ctrl + Alt + /（スラッシュ） Command + Option +
/（スラッシュ）

グラデーションを白
黒に戻す

Ctrl キーを押しながらツールパネルのグ
ラデーションボタンまたはグラデー
ションパネルの「グラデーションの塗
り」ボタンをクリック

Command キーを押しなが
らツールパネルまたはグ
ラデーションパネルのボ
タンをクリック
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選択したアートのモ
ザイクオプションを
開く

Alt + O + J

絵筆ブラシのサイズ
縮小

[ [

絵筆ブラシのサイズ
拡大

] ]

絵筆ブラシのペイン
トの不透明度値を設
定

Num キー 1 ～ 0。
Num キーの 1 を押すと値が 10 ％に増
加
Num キーの 0 を押すと値が 100 ％に増
加

Num キー 1 ～ 0。
Num キーの 1 を押すと値
が 10 ％に増加
Num キーの 0 を押すと値
が 100 ％に増加

ライブペイントグループの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

スポイトツールに切り替え、塗
りや線を抽出

Alt キーを押しながらライ
ブペイントツールでク
リック

Option キーを押しながらラ
イブペイントツールでク
リック

スポイトツールに切り替え、画
像のカラーまたはグラデーショ
ンの中間カラーを抽出

Alt + Shift キーを押しな
がらライブペイントツー
ルでクリック

Option + Shift キーを押し
ながらライブペイントツー
ルでクリック

ライブペイントツールで塗りと
線のペイントブラシに切り替え
る

Shift + ライブペイント
ツール

Shift + ライブペイントツー
ル

塗りのない輪郭線を越えて隣接
する同じ塗りを持つ面を塗りつ
ぶす

ライブペイントツールで
ダブルクリック

ライブペイントツールでダ
ブルクリック

同じ塗りと線を持つすべての面
を塗りつぶし、線をペイント

ライブペイントツールで
トリプルクリック

ライブペイントツールでト
リプルクリック

スポイトツールに切り替え、塗
りや線を抽出

Alt キーを押しながらライ
ブペイント選択ツールで
クリック

Option キーを押しながらラ
イブペイント選択ツールで
クリック

スポイトツールに切り替え、画
像のカラーまたはグラデーショ
ンの中間カラーを抽出

Alt + Shift キーを押しな
がらライブペイント選択
ツールでクリック

Option + Shift キーを押し
ながらライブペイント選択
ツールでクリック

選択範囲を追加または削除する
には

Shift キーを押しながらラ
イブペイント選択ツール
でクリック

Shift キーを押しながらライ
ブペイント選択ツールでク
リック
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同じ塗り / 線で結ばれたすべての
面 / 輪郭線を選択

ライブペイント選択ツー
ルでダブルクリック

ライブペイント選択ツール
でダブルクリック

同じ塗り / 線を持つすべての面 /
輪郭線を選択

ライブペイント選択ツー
ルでトリプルクリック

ライブペイント選択ツール
でトリプルクリック

オプジェクトの変形時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

原点を設定してダイアログボックスを表示（回転ツー
ル、拡大・縮小ツール、リフレクトツールまたはシアー
ツールの使用時）

Alt キーを押し
ながらクリッ
ク

Option キーを
押しながらク
リック

選択範囲を複製および変形（選択ツール、拡大・縮小
ツール、リフレクトツールまたはシアーツールの使用
時）

Alt キーを押し
ながらドラッ
グ

Option キーを
押しながらド
ラッグ

オブジェクトとは別にパターンを変形（選択ツール、拡
大・縮小ツール、リフレクトツールまたはシアーツール
の使用時）

~（チルダ）を
押しながらド
ラッグ

~（チルダ）を
押しながらド
ラッグ

可変線幅ポイントを作成するためのキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

結果 Windows Mac OS

複数の線幅ポイントの
選択

Shift キーを押しながらクリッ
ク

Shift キーを押しながらクリック

縦横比を変更した線幅
の作成

Alt キーを押しながらドラッグ Option キーを押しながらドラッ
グ

線幅ポイントのコピー
の作成

Alt キーを押しながら線幅ポイ
ントをドラッグ

Option キーを押しながら線幅ポ
イントをドラッグ

複数の線幅ポイントの
位置の変更

Shift キーを押しながらドラッ
グ

Shift キーを押しながらドラッグ

選択した線幅ポイント
の削除

Delete キー Delete キー

線幅ポイントの選択解
除

Esc Esc
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テキストの操作と書式設定に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

右側の文字または左側の文字
に移動

右向き矢印または左向き
矢印

右向き矢印または左向き矢印

上の行または下の行に移動 上向き矢印または下向き
矢印

上向き矢印または下向き矢印

右側の単語または左側の単語
に移動

Ctrl + 右向き矢印または
左向き矢印

Command + 右向き矢印また
は左向き矢印

上の段落または下の段落に移
動

Ctrl + 上向き矢印または
下向き矢印

Command + 上向き矢印また
は下向き矢印

1 つ右または左にある単語を
選択

Shift + Ctrl + 右向き矢印
または左向き矢印

Shift + Command + 右向き矢
印または左向き矢印

1 つ前または後の段落を選択 Shift + Ctrl + 上向き矢印
または下向き矢印

Shift + Command + 上向き矢
印または下向き矢印

選択範囲を拡張 Shift キーを押しながらク
リック

Shift キーを押しながらクリッ
ク

段落を左揃え、右揃えまたは
中央揃えに設定

Ctrl + Shift + L、R または
C

Command + Shift + L、R また
は C

段落を両端揃えに設定 Ctrl + Shift + J Command + Shift + J

改行を挿入 Shift + Enter Shift + Return

カーニングにフォーカス Alt + Ctrl + K Command + Option + K

水平比率と垂直比率を 100 ％
にリセット

Ctrl + Shift + X Command + Shift + X

文字サイズを増減 Ctrl + Shift + > または < Command + Shift + > または
<

行送りを増減 Alt + 上向き矢印または下
向き矢印（横組みテキス
ト）、Alt + 右向き矢印ま
たは左向き矢印（縦組み
テキスト）

Option + 上向き矢印または下
向き矢印（横組みテキス
ト）、Option + 右向き矢印ま
たは左向き矢印（縦組みテキ
スト）

トラッキング、カーニングを
0 にリセット

Alt + Ctrl + Q Command + Option + Q

カーニングとトラッキングを
増減

Alt + 右向き矢印または左
向き矢印（横組みテキス
ト、C）、Alt + 上向き矢
印または下向き矢印（縦
組みテキスト）

Option + 右向き矢印または左
向き矢印（横組みテキス
ト）、Option + 上向き矢印ま
たは下向き矢印（縦組みテキ
スト）
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カーニングとトラッキングを
5 倍単位で増減

Ctrl + Alt + 右向き矢印ま
たは左向き矢印（横組み
テキスト）、Ctrl + Alt +
上向き矢印または下向き
矢印（縦組みテキスト）

Command + Option + 右向き
矢印または左向き矢印（横組
みテキスト）、Command +
Option + 上向き矢印または下
向き矢印（縦組みテキスト）

ベースラインシフトを増減 Alt + Shift + 上向き矢印ま
たは下向き矢印（横組み
テキスト）、Alt + Shift +
右向き矢印または左向き
矢印（縦組みテキスト）

Option + Shift + 上向き矢印ま
たは下向き矢印（横組みテキ
スト）、Option + Shift + 右向
き矢印または左向き矢印（縦
組みテキスト）

文字ツールと文字（縦）ツー
ル、エリア内文字ツールとエ
リア内文字（縦）ツール、パ
ス上文字ツールとパス上文字
（縦）ツールを切り替える

Shift Shift

エリア内文字ツールとパス上
文字ツール、エリア内文字
（縦）ツールとパス上文字
（縦）ツールを切り替える

Alt Option

文字のショートカットで使われる増減量の設定値を変更するには、編集／環境設定／テキスト
（Windows）または Illustrator／環境設定／テキスト（Mac OS）を選択します。 「サイズ/行送り」、
「ベースラインシフト」および「トラッキング」テキストボックスに値を入力し、「OK」をクリックしま
す。

パネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

オプションを設定（アクション、ブラシ、ス
ウォッチ、およびシンボルパネルを除く）

Alt キーを押しな
がら新規ボタン
をクリック

Option キーを押し
ながら新規ボタン
をクリック

確認なしで直ちに削除（レイヤーパネルを除く） Alt キーを押しな
がら削除ボタン
をクリック

Option キーを押し
ながら削除ボタン
をクリック

テキストボックスを選択したまま値を適用 Shift + Enter Shift + Return

アクション、ブラシ、レイヤー、リンク、グラ
フィックスタイルまたはスウォッチの範囲を選択

Shift キーを押し
ながらクリック

Shift キーを押しな
がらクリック

隣接していないアクション、ブラシ、レイヤー
（同じレベルのみ）、リンク、グラフィックスタ
イルまたはスウォッチを選択

Ctrl キーを押し
ながらクリック

Command キーを
押しながらクリッ
ク

すべてのパネルを表示 / 非表示 Tab Tab

ツールパネルおよびコントロールパネルを除く、
すべてのパネルを表示 / 非表示

Shift + Tab Shift + Tab
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アクションパネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

アクションセットの
階層全体を表示 / 非表
示

Alt キーを押しながら展開用の
三角形をクリック

Option キーを押しながら展開用
の三角形をクリック

アクションセットの
オプションを設定

フォルダーアイコンをダブルク
リック

フォルダーアイコンをダブルク
リック

コマンドを 1 つ実行 Ctrl キーを押しながら選択項目
を実行ボタンをクリック

Command キーを押しながら選択
項目を実行ボタンをクリック

確認なしでアクショ
ンの記録を直ちに開
始

Alt キーを押しながら新規アク
ションを作成ボタンをクリック

Option キーを押しながら新規ア
クションを作成ボタンをクリック

ブラシパネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

ブラシオプションダイアログ
ボックスを表示

ブラシをダブルクリック ブラシをダブルクリック

ブラシを複製 新規ブラシボタンにブラシ
をドラッグ

新規ブラシボタンにブラシ
をドラッグ

文字パネルと段落パネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

選択した値を 1 単位ずつ増減 上向き矢印または下向き 上向き矢印または下向き
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矢印 矢印

選択した値を数単位ずつ増減 Shift + 上向き矢印または
下向き矢印

Shift + 上向き矢印または
下向き矢印

文字パネル内のフォント名フィー
ルドを強調表示

Ctrl + Alt + Shift + F Command + Option +
Shift + F

カラーパネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

アクティブな塗り / 線の
補色を選択

Ctrl キーを押しながらカ
ラーバーをクリック

Command キーを押しながらカ
ラーバーをクリック

アクティブでない塗り /
線を変更

Alt キーを押しながらカ
ラーバーをクリック

Option キーを押しながらカラー
バーをクリック

アクティブでない塗り /
線の補色を選択

Ctrl + Alt キーを押しながら
カラーバーをクリック

Command + Option キーを押し
ながらカラーバーをクリック

アクティブな塗り / 線の
反転カラーを選択

Ctrl + Shift キーを押しなが
らカラーバーをクリック

Command + Shift キーを押しな
がらカラーバーをクリック

アクティブでない塗り /
線の反転カラーを選択

Ctrl + Shift + Alt キーを押
しながらカラーバーをク
リック

Command + Shift + Option キー
を押しながらカラーバーをク
リック

カラーモードを変更 Shift キーを押しながらカ
ラーバーをクリック

Shift キーを押しながらカラー
バーをクリック

カラースライダーを連携
させて移動

Shift キーを押しながらカ
ラースライダーをドラッグ

Shift キーを押しながらカラース
ライダーをドラッグ

RGB のパーセント値と 0
～ 255 の数値を切り替え
る

RGB 数値フィールドの右
側をダブルクリック

RGB 数値フィールドの右側をダ
ブルクリック

グラデーションパネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

グラデーションのカラー分 Alt キーを押しながらドラッ Option キーを押しながらド
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岐点を複製 グ ラッグ

グラデーションのカラー分
岐点を入れ換え

Alt キーを押しながらカラー
分岐点を別の分岐点にド
ラッグ

Option キーを押しながらカ
ラー分岐点を別の分岐点にド
ラッグ

選択されたカラー分岐点に
スウォッチのカラーを適用

Alt キーを押しながらス
ウォッチパネルのスウォッ
チをクリック

Option キーを押しながらス
ウォッチパネルのスウォッチを
クリック

グラデーションの塗りを初
期設定の黒と白の線形グラ
デーションにリセット

Ctrl キーを押しながらグラ
デーションパネルの「グラ
デーションの塗り」ボック
スをクリック

Command キーを押しながら、
グラデーションパネルの「グラ
デーションの塗り」ボックスを
クリック

グラデーションガイドを表
示 / 非表示

Ctrl + Alt + G Command + Option + G

角度および終点を同時に変
更

Alt キーを押しながらグラ
デーションガイドの終点を
ドラッグ

Option キーを押しながらグラ
デーションガイドの終点をド
ラッグ

ドラッグ中にグラデーショ
ンツールまたはグラデー
ションガイドを 45 度単位
に固定

Shift キーを押しながらド
ラッグ

Shift キーを押しながらドラッ
グ

グラデーションの塗りが適
用されたオブジェクトを選
択時にグラデーションガイ
ドを表示

G G

レイヤーパネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

レイヤー上のすべてのオブジェ
クトを選択

Alt キーを押しながらレ
イヤー名をクリック

Option キーを押しながらレイ
ヤー名をクリック

選択されているレイヤー以外を
すべて表示 / 非表示

Alt キーを押しながら目
のアイコンをクリック

Option キーを押しながら目の
アイコンをクリック

選択されているレイヤーのアウ
トラインとプレビュー表示を切
り替える

Ctrl キーを押しながら目
のアイコンをクリック

Command キーを押しながら
目のアイコンをクリック

他のすべてのレイヤーのアウト
ラインとプレビュー表示を切り
替える

Ctrl + Alt キーを押しな
がら目のアイコンをク
リック

Command + Option キーを押
しながら目のアイコンをク
リック

他のすべてのレイヤーのロック
/ ロック解除を切り替える

Alt キーを押しながら
ロックアイコンをクリッ
ク

Option キーを押しながらロッ
クアイコンをクリック
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すべてのサブレイヤーを開いて
階層全体を表示

Alt キーを押しながら展
開用の三角形をクリック

Option キーを押しながら展開
用の三角形をクリック

新規レイヤーの作成時にオプ
ションを設定

Alt キーを押しながら新
規レイヤーボタンをク
リック

Option + 新規レイヤーを作成
ボタンをクリック

新規サブレイヤーの作成時にオ
プションを設定

Alt キーを押しながら新
規サブレイヤーボタンを
クリック

Option キーを押しながら新規
サブレイヤーボタンをクリッ
ク

新規サブレイヤーをレイヤーリ
ストの一番下に配置

Ctrl + Alt キーを押しな
がら新規サブレイヤーボ
タンをクリック

Command + Option キーを押
しながら新規サブレイヤーボ
タンをクリック

新規レイヤーをレイヤーリスト
の一番上に配置

Ctrl キーを押しながら新
規レイヤーボタンをク
リック

Command キーを押しながら
新規レイヤーボタンをクリッ
ク

選択されているレイヤーの下に
レイヤーを配置

Ctrl + Alt キーを押しな
がら新規レイヤーボタン
をクリック

Command + Option キーを押
しながら新規レイヤーボタン
をクリック

選択されているオブジェクトを
レイヤー、サブレイヤーまたは
グループにコピー

Alt キーを押しながら選
択コラムのカラーボック
スをドラッグ

Option キーを押しながら選択
コラムのカラーボックスをド
ラッグ

スウォッチパネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

新規特色を作成 Ctrl キーを押しながら新規ス
ウォッチボタンをクリック

Command キーを押しながら新規
スウォッチボタンをクリック

新規グローバルプ
ロセスカラーを作
成

Ctrl + Shift キーを押しながら新
規スウォッチボタンをクリック

Command + Shift キーを押しなが
ら新規スウォッチボタンをクリッ
ク

スウォッチを別の
スウォッチに置き
換える

Alt キーを押しながら、スウォッ
チを別のスウォッチの上にド
ラッグ

Option キーを押しながら、ス
ウォッチを別のスウォッチの上に
ドラッグ

変形パネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

679



ページの先頭へ

ページの先頭へ

効果 Windows Mac OS

編集フィールドにフォーカスを維持したまま値を適用 Shift + Enter Shift + Return

値を適用してオブジェクトをコピー Alt + Enter Option + Return

値を適用し、縦横比を維持したまま拡大または縮小 Ctrl + Enter Command + Return

透明パネルの操作時に使用するキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

マスクをグレー
スケール画像に
変更して編集

Alt キーを押しながらマスクのサム
ネールをクリック

Option キーを押しながらマスクの
サムネールをクリック

不透明マスクを
無効にする

Shift キーを押しながらマスクのサ
ムネールをクリック

Shift キーを押しながらマスクのサ
ムネールをクリック

不透明マスクを
もう一度有効に
する

Shift キーを押しながら無効になっ
ているマスクのサムネールをク
リック

Shift キーを押しながら無効になっ
ているマスクのサムネールをク
リック

不透明度を 1 ％
ずつ増減

不透明のフィールドをクリックし
て上向き矢印または下向き矢印

不透明のフィールドをクリックし
て上向き矢印または下向き矢印

不透明度を 10
％ずつ増減

Shift キーを押しながら不透明の
フィールドをクリックして上向き
矢印または下向き矢印

Shift キーを押しながら不透明の
フィールドをクリックして上向き
矢印または下向き矢印

ファンクションキー

この表に記載されていないキーボードショートカットもあります。 この表には、メニューコマンドまたは
ツールヒントに表示されないショートカットキーを記載しています。

効果 Windows Mac OS

アプリケーションヘルプの表示 F1 F1

カット F2 F2

コピー F3 F3

ペースト F4 F4
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ブラシパネルの表示 / 非表示 F5 F5

カラーパネルの表示 / 非表示 F6 F6

レイヤーパネルの表示 / 非表示 F7 F7

新規シンボルの作成 F8 F8

情報パネルの表示 / 非表示 Ctrl + F8 Command + F8

グラデーションパネルの表示 / 非表示 Ctrl + F9 Command + F9

線パネルの表示 / 非表示 Ctrl + F10 Command + F10

属性パネルの表示 / 非表示 Ctrl + F11 Command + F11

復帰 F12 F12

グラフィックスタイルパネルの表示 / 非表示 Shift + F5 Shift + F5

アピアランスパネルの表示 / 非表示 Shift + F6 Shift + F6

整列パネルの表示 / 非表示 Shift + F7 Shift + F7

変形パネルの表示 / 非表示 Shift + F8 Shift + F8

パスファインダーパネルの表示 / 非表示 Shift + Ctrl + F9 Shift + Command + F9

透明パネルの表示 / 非表示 Shift + Ctrl + F10 Shift + Command + F10

シンボルパネルの表示 / 非表示 Shift + Ctrl + F11 Shift + Command + F11

遠近グリッドの表示 / 非表示 Ctrl + Shift + I Command + Shift + I
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NVIDIA

Illustrator ：必要システム構成
Illustrator CC（2015）の必要システム構成および各国語バージョン
Illustrator CC（2014）の必要システム構成
Illustrator CC：必要システム構成
Illustrator CS6：必要システム構成
以前のバージョン

Illustrator CC（2015）の必要システム構成および各国語バージョン

Windows

Intel Pentium 4 または AMD Athlon 64 プロセッサー
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 日本語版、Windows 8 日本語版、Windows 8.1 日本
語版、または Windows 10 日本語版
32-bit：1 GB 以上の RAM（3 GB 以上を推奨）、64-bit：2 GB 以上の RAM（8 GB 以上
を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 以上を推奨）
HiDPI モードの Illustrator を表示するには、モニターが 1920 x 1080 以上の解像度をサ
ポートしている必要があります。
OpenGL 4.x
Illustrator で新しいタッチワークスペースを使用するには、Windows 8.1 の稼働するタッ
チスクリーン対応タブレットまたはモニター（Microsoft Surface Pro 3 を推奨）が必要で
す。
オプション：GPU パフォーマンスを使用する場合：以下に示す NVIDIA ビデオアダプ
ター（標準／ハイエンドを推奨）、1 GB の VRAM（2 GB を推奨）、最適なパフォーマ
ンスを得るための最新ドライバー
以下に示すビデオアダプターシリーズは、Illustrator の Windows GPU パフォーマンスの
新機能をサポートしています。

 
NVIDIA Quadro K シリーズ
NVIDIA Quadro 6xxx
NVIDIA Quadro 5xxx
NVIDIA Quadro 4xxx
NVIDIA Quadro 2xxx
NVIDIA Quadro 2xxxD
NVIDIA Quadro 6xx
NVIDIA GeForce GTX シリーズ（4xx、5xx、6xx、7xx、9xx、Titan）
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Intel

AMD

NVIDIA Quadro M シリーズ
重要：Microsoft Windows では、NVIDIA GPU カード用の最新デバイスドライバーが検出されないこ
とがあります。GPU カード用の最新デバイスドライバーを取得するには、以下のリンクを参照してく
ださい。
 - Quadro シリーズ
 - その他のシリーズ

 
Intel HD Graphics 4000 シリーズ
Intel HD Graphics 5000 シリーズ
Intel Iris Graphics 5000 シリーズ
Intel Iris Pro Graphics 5000 シリーズ

 
次のシリーズは Windows 8 以降でのみサポートされます。

AMD Radeon R9 シリーズグラフィック
AMD Radeon R7 シリーズグラフィック
AMD Radeon HD 7000 シリーズグラフィック
AMD Radeon HD 8000 シリーズグラフィック
AMD FirePro V シリーズグラフィック
AMD FirePro W シリーズグラフィック

最新の GPU カード用ドライバーをインストールしていることを確認します。Illustrator GPU パフォーマン
ス | ドライバーアップデートを参照してください。

必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビス*の利用には、インターネット接続および登録が必要です。

Mac OS

Intel マルチコアプロセッサー（64-bit 対応必須）
Mac OS X バージョン 10.9、10.10 または 10.11
2 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、取り外
し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 以上を推奨）
オプション：GPU パフォーマンスを使用するには、Mac に 512 MB 以上の VRAM（推
奨：2 GB）があり、コンピューターで OpenGL のバージョン 4.0 以降がサポートされて
いる必要があります。

VRAM の値を確認するには：
     Mac 10.9：Mac ／この Mac について／詳細（グラフィック情報）を選択します。
     Mac 10.10、10.11：Mac ／この Mac について（グラフィック情報）を選択しま
す。
コンピューターで必要な OpenGL バージョン（4.0 以降）がサポートされているかど
うかを確認するには、この Apple サポートのドキュメントを参照してください。

必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビス*の利用には、インターネット接続および登録が必要です。

* ユーザーの皆様へ：本製品をライセンス認証して使用するには、インターネット接続、Adobe ID、使用許諾
契約への同意が必要です。本製品は、特定のアドビまたはサードパーティのオンラインサービスに連携または
アクセスできる場合があります。アドビのサービスは、13 歳以上のユーザーのみを対象としており、その使
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デンマーク語
ドイツ語
英語
スペイン語
フランス語
フランス語*

ヘブライ語*

ハンガリー語

イタリア語
オランダ語
ポーランド語
ポルトガル語（ブラジ
ル）
スウェーデン語
トルコ語
ウクライナ語
チェコ語

ロシア語
アラビア語*

日本語
簡体中国語
繁体中国語
韓国語
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用には追加の利用条件およびアドビのプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。これらのア
プリケーションとサービスは、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があ
り、予告なく変更または中止となることがあります。また、追加料金やメンバーシップ費用が適用される場合
もあります。

各国語バージョン

Illustrator CC には、次の各国語バージョンを用意しています。

* アラビア語およびヘブライ語は中東言語版でサポートされており、右から左に記述する言語の完全サポー
ト、アラビア語／ヘブライ語機能、英語インターフェイスを利用できます。また、フランス語*（北アフリ
カ）版でも、右から左に記述する言語の完全サポート、アラビア語／ヘブライ語機能、フランス語インター
フェイスを利用できます。

Illustrator CC（2014）の必要システム構成

Windows

Intel Pentium 4 または AMD Athlon 64 プロセッサー
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 日本語版、Windows 8 または 8.1 日本語版
32-bit：1 GB 以上の RAM（3 GB 以上を推奨）、64-bit：2 GB 以上の RAM（8 GB 以上
を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 以上を推奨）
HiDPI モードの Illustrator を表示するには、モニターが 1,920 x 1,080 以上の解像度をサ
ポートしている必要があります。詳しくは、Windows サポートの強化：HiDPI デバイスを
参照してください。
Illustrator で新しいタッチワークスペースを使用するには、Windows 8.1 の稼働するタッ
チスクリーン対応タブレットまたはモニター（Microsoft Surface Pro 3 を推奨）が必要で
す。
オプション：GPU パフォーマンスを使用するには：以下に示す NVIDIA ビデオアダプ
ター（標準／ハイエンドを推奨）。1 GB 以上の VRAM（2 GB を推奨）。最適なパ
フォーマンスを得るための最新 NVIDIA ドライバー（推奨ドライバーバージョン：335.23
以降（GeForce シリーズの場合）、バージョン 332.76 以降（Quadro シリーズの場合）
次の NVIDIA ビデオアダプターシリーズは、Illustrator の新しい Windows GPU パフォー
マンス機能をサポートしています。
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Quadro K シリーズ
Quadro 6xxx
Quadro 5xxx
Quadro 4xxx
Quadro 2xxx
Quadro 2xxxD
Quadro 6xx
GeForce GTX シリーズ（4xx、5xx、6xx、7xx、Titan）

必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビス*の利用には、インターネット接続および登録が必要です。

Mac OS

Intel マルチコアプロセッサー（64-bit 対応必須）
Mac OS X v10.7、v10.8、v10.9 または v10.10
2 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、取り外
し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 以上を推奨）
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビス*の利用には、インターネット接続および登録が必要です。

Illustrator CC：必要システム構成

Windows

Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサー
Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1 日本語版、Windows 8 または 8.1 日本語版
32-bit：1 GB 以上の RAM（3 GB 以上を推奨）、64-bit：2 GB 以上の RAM（8 GB 以上
を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 以上を推奨）
ソフトウェアのライセンス認証、メンバーシップの検証およびオンラインサービス*の利
用には、インターネット接続および登録が必要です。

Mac OS

Intel マルチコアプロセッサー（64-bit 対応必須）
Mac OS X v10.6.8、v10.7、v10.8 または v10.9
2 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、取り外
し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 以上を推奨）
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ソフトウェアのライセンス認証、メンバーシップの検証およびオンラインサービス*の利
用には、インターネット接続および登録が必要です。

* 本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービス（以下「オンラインサービス」という）に連
携またはアクセスできる場合があります。Adobe® Creative Cloud™ を含むアドビのオンラインサービス
は、13 歳以上のユーザーのみを対象としており、その使用には追加の利用条件およびアドビのプライバシー
ポリシーに同意していただく必要があります。これらのアプリケーションとオンラインサービスは、国や言語
によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、予告なく変更または中止となること
もあります。また、追加料金やメンバーシップ費用が適用される場合もあります。

Illustrator CS6：必要システム構成

Windows
Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサー
Microsoft® Windows® XP（Service Pack 3）日本語版、Windows 7（Service Pack 1）日
本語版。Adobe® Creative Suite® 5.5 および CS6 のアプリケーションは Windows 8 およ
び Windows 8.1 にも対応しています。Windows 8 への対応状況について詳しくは、CS6
に関するよくある質問をご覧ください。
32-bit：1 GB 以上の RAM（3 GB 以上を推奨）、64-bit：2 GB 以上の RAM（8 GB 以上
を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 を推奨）、およ
び 16-bit のグラフィックアダプター
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ
Adobe® Bridge の一部の機能では 64 MB 以上の VRAM を備えた DirectX 9 対応のビデオ
アダプターが必要
本ソフトウェアは、ライセンス認証を行わないと機能しません。ソフトウェアのライセン
ス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、ブロードバン
ドインターネット接続および登録が必要です。† 電話によるライセンス認証はご利用いた
だけません。

Mac OS
Intel マルチコアプロセッサー（64-bit 対応必須）
Mac OS X v10.6.8 または v10.7 日本語版。Adobe Creative Suite 5、CS5.5 および CS6
のアプリケーションは、インテルベースのシステムにインストールされている Mac OS
X（v10.8 および v10.9）に対応しています。*
2 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、取り外
し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 以上を推奨）、
および 16-bit のビデオカード
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ
本ソフトウェアは、ライセンス認証を行わないと機能しません。ソフトウェアのライセン
ス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、ブロードバン
ドインターネット接続および登録が必要です。† 電話によるライセンス認証はご利用いた
だけません。

* Mac OS X Mavericks への対応状況について詳しくは、こちらをご覧ください。
† 本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービス（以下「オンラインサービス」という）への
連携またはアクセスが可能な場合があります。オンラインサービスは、13 歳以上のユーザーのみを対象とし
ており、追加の利用条件およびアドビのオンラインプライシーポリシーに同意していただく必要があります。
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ページの先頭へ

オンラインサービスは、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、そ
の全体または一部が予告なく中止または変更になることもあります。 また、追加料金やサブスクリプション
費用が適用される場合もあります。

以前のバージョン

Illustrator CS5：必要システム構成

Windows

Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサー
Microsoft® Windows® XP（Service Pack 3）日本語版、Windows Vista® Home
Premium、Business、Ultimate、Enterprise（Service Pack 1）日本語版（Service Pack 2
を推奨）、Windows 7 日本語版
1 GB の RAM
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 を推奨）、およ
び 16-bit のグラフィックアダプター
DVD-ROM ドライブ*
オンラインサービスにはブロードバンドインターネット接続が必要†

Mac OS

Intel プロセッサー
Mac OS X v10.5.7 または v10.6
1 GB の RAM
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、外付け
のフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 を推奨）、およ
び 16-bit のグラフィックアダプター
DVD-ROM ドライブ*
オンラインサービスにはブロードバンドインターネット接続が必要

*本製品は、CS Live オンラインサービス（以下「オンラインサービス」という）を含むオンラインで提供さ
れる特定の機能にアクセスすることにより、機能を拡張できる場合があります。オンラインサービスおよびそ
の機能は、国・地域、言語、通貨によっては提供されず、その全体または一部が予告なく中止または変更にな
ることもあります。オンラインサービスのご利用には、個別の利用条件およびプライバシーポリシーが適用さ
れます。ユーザー登録が必要となる場合があります。オンラインサービスによっては、最初は無料で提供され
るサービスも含め、追加料金が発生したり、別個のサブスクリプションが必要になったりすることもありま
す。

Illustrator CS4：必要システム構成

Windows
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2 GHz 以上のプロセッサー
Microsoft® Windows® XP（Service Pack 2）日本語版（Service Pack 3 を推
奨）、Windows Vista® Home Premium、Business、Ultimate、Enterprise（Service Pack
1）日本語版（32 bit 版 Windows XP および Windows Vista に対応）
512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（フラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 を推奨）、およ
び 16-bit のグラフィックアダプター
DVD-ROM ドライブ
オンラインサービスにはブロードバンドインターネット接続が必要*

Mac OS

PowerPC®、G4、G5、またはインテル®プロセッサー
Mac OS v10.4.11～10.5.4
512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、フラッ
シュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1,024 x 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ（1,280 x 800 を推奨）、およ
び 16-bit のグラフィックアダプター
DVD-ROM ドライブ
マルチメディア機能を利用するために QuickTime 7
オンラインサービスにはブロードバンドインターネット接続が必要*

* ブロードバンドインターネット接続をご使用であれば、オンラインで提供される特定の機能（以下「オンラ
インサービス」という）を本製品から利用できる場合があります。オンラインサービスおよびその機能は、
国・地域、言語、通貨によっては提供されず、その全体または一部が予告なく中止または変更になることもあ
ります。オンラインサービスのご利用には、個別の利用条件およびアドビのプライバシーポリシーが適用さ
れ、ユーザー登録が必要となる場合があります。当初は無償で提供されるサービスも含め、一部のオンライン
サービスには、別途料金が発生する場合があります。詳細情報ならびに利用条件やアドビのプライバシーポリ
シーについては www.adobe.com/jp をご確認ください。

Illustrator CS3：必要システム構成

Windows

Intel Pentium 4、Intel Centrino、Intel Xeon、Intel Core Duo クラスのプロセッサー
Microsoft Windows XP（Service Pack 2）日本語版、Windows Vista Home
Premium、Business、Ultimate、Enterprise 日本語版（32-bit 版に対応）
512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク（インストール時には追加の空き容量が必
要）
1,024 x 768 の画面解像度をサポートするモニターと 16-bit のグラフィックアダプター
DVD-ROM ドライブ
マルチメディア機能を利用するために QuickTime 7
プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）のためにインターネット接続または電
話回線
Adobe Stock Photos* や付随するサービスにはブロードバンドインターネット接続
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Mac OS

PowerPC G4、G5 または Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X v10.4.810.5（Leopard）
512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
2.5 GB 以上の空き容量のあるハードディスク（インストール時には追加の空き容量が必
要）
1,024 x 768 の画面解像度をサポートするモニターと 16-bit のグラフィックアダプター
DVD-ROM ドライブ
マルチメディア機能を利用するために QuickTime 7
プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）のためにインターネット接続または電
話回線
Adobe Stock Photos* や付随するサービスにはブロードバンドインターネット接続

*Adobe Stock Photos や Adobe Connect などのオンラインサービスは、国・地域、言語、通貨によって使用
できない場合があります。サービスの可用性は変更される可能性があります。オンラインサービスのご利用に
は、別の契約条件が適用され、別途料金がかかる場合があります。
 

関連項目
サポートされる製品バージョン
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