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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 新機能の概要

新機能の概要
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8
Lightroom mobile | Android 2.2 | 2016 年 11 月
Lightroom mobile | Android 2.1.2 | 2016 年 10 月
Lightroom mobile の更新 | iOS 2.5.1 | 2016 年 9 月
Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7
Lightroom mobile の更新 | iOS 2.5 | 2016 年 9 月
Lightroom for Apple TV 1.0 | 2016 年 7 月
Lightroom mobile へのアップデート（iOS および Android）| 2016 年 7 月
Lightroom CC 2015.6
Lightroom mobile の更新 | iOS 2.3 | 2016 年 4 月
Lightroom CC 2015.5/Lightroom 6.5
Lightroom CC 2015.4/Lightroom 6.4
Lightroom mobile の更新 | Android 1.4 | 2015 年 12 月
Lightroom mobile | iOS | 2015 年 12 月
Lightroom CC 2015.3/Lightroom 6.3
Lightroom CC 2015.2/Lightroom 6.2
Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1
Lightroom CC 2015/Lightroom 6

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6
Lightroom CC および Lightroom mobile の 2015 x／6.x リリース
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Lightroom の 2015 リリースは、デジタル画像処理エクスペリエンスを強化する様々な新機能と拡張機能を投入しています。これらの機能の簡単な
説明と、詳細情報を提供するリソースのリンクが記載されています。

Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8

現像モジュールの参照ビューでの作業
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Lightroom の本リリースの新機能

 Creative Cloud メンバーだけが利用可能

参照ビューは Lightroom の新しい表示モード／ワークスペースであり、現像モジュール内で専用の 2 つの画面を表示できます。現像モジュール内
の編集可能なアクティブな写真と、静的な参照用の写真を並べて表示できます。
このビューは、特定の画像の特性との視覚的な照合が必要になる画像編集作業に役立ちます。例えば、プリセットされた設定に応じて特定の写真
と外観を一致させる場合、複数の写真の間でホワイトバランスが統一されているかどうかを確認する場合、1 つのレイアウトまたはプレゼンテー
ションの中で一緒に使用する複数の写真の間で画像の属性のバランスを取る場合、適用されるカメラマッチングプロファイルをカメラが生成した
JPG ファイルの外観に合わせて微調整する場合などに役立ちます。

詳細については、参照ビューを参照してください。

Lightroom mobile | Android 2.2 | 2016 年 11 月
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接続された PTP 対応のカメラから写真を読み込み

 Lightroom mobile（Android）の本リリースの新機能

Lightroom mobile（Android）アプリは、このリリースから PTP（ピクチャー転送プトロコル）をサポートするようになりました。写真（RAW 画像
を含む）を接続されたカメラから Lightroom mobile に直接読み込めるようになりました。

接続されたカメラの写真が表示された Lightroom mobile の読み込みインターフェイス
A. 接続されたカメラの名前 B. タップしてソートオプションと表示オプションを表示 C. RAW 写真を示すサムネール上の RAW バッジ D. 選択した写真を追加 E. 選択した写真 F. 読
み込みインターフェイスを終了 

接続されたカメラから写真を読み込む一般的な手順は以下のとおりです。
1. サポートされている USB OTG ケーブルを使用して、Android モバイルデバイスを DSLR（デジタル一眼レフ）カメラに接続します。
2. Android デバイスの通知バーで、カメラを接続すると表示される USB 接続通知をタップします。
3. Android デバイスのアプリピッカーで、接続されている USB デバイスに対応する Lightroom アプリを選択します。
4. Lightroom mobile の読み込みインターフェイスに、接続されたカメラのすべての画像のサムネールが表示されるようになりました。上部にカ
メラの名前が表示されます。

5. 読み込みインターフェイスで、Lightroom mobile に読み込む写真を選択します。画面の下部にある「写真を追加」をタップします。
6. 表示される Lightroom 読み込み画面で、既存の Lightroom コレクションの中から、選択した写真を読み込むコレクションを選択するか、新
規コレクションを作成します。初期設定では、Lightroom 写真コレクションが選択されています。
画面の下部にある「<コレクション名>に追加」をタップします。

7. 接続されたカメラから Android デバイスへのオリジナル（元の画像ファイル）のコピーが開始されます。
Lightroom にコピーダイアログに進捗状況が表示され、コピープロセスが完了すると通知が表示されます。この時点で、接続されたカメラを
取りはずすことができます。

8. コピープロセスが完了すると、選択したコレクションへのコピー画像の読み込みが開始されます。
Android デバイスの通知バーには、読み込み通知（進捗状況と完了ステータス）が表示されます。
読み込みプロセスをバックグランドで実行しながら、Lightroom mobile を使い続けることができます。

詳細については、PTP モードで接続されたカメラから写真を追加または読み込みを参照してください。

新しい読み込みエクスペリエンス
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 Lightroom mobile（Android）の本リリースの新機能

新しい読み込みインターフェイス
このリリースでは、モバイルデバイスのカメラロールまたはギャラリーから Lightroom に写真を追加／読み込みを行う場合のユーザーインター
フェイスが新しくなりました。

時間表示でのカメラロールまたはギャラリーからの写真の読み込み。

デバイスフォルダー表示でのカメラロールまたはギャラリーからの写真の読み込み。
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任意の表示で「写真を追加」をタップすると、Lightroom mobile（Android）の新しい読み込みインターフェイスが開きます。このインターフェイ
スに、モバイルデバイスに保存されたすべての画像のサムネールが表示されます。2 つの表示のどちらでこれらのサムネールをナビゲートするか
を選択できます。

時間表示。写真の撮影時刻に基づいてセグメント化された画像のサムネールが表示されます。
デバイスフォルダー表示。モバイルデバイスのフォルダー構造に基づいてセグメント化された画像のサムネールが表示されます。

読み込み通知
読み込みの進行中には、Android デバイスの通知バーに進捗状況とステータスについての読み込み通知が、Lightroom mobile（Android）により表
示されるようになりました。読み込みが完了すると、通知バーから通知をクリアできます。

詳細については、カメラロールまたはギャラリーから写真を追加また読み込みを参照してください。

レンズ補正、カメラプロフィール、著作権情報の適用

 Lightroom mobile（Android）の本リリースの新機能

Lightroom mobile（Android）では、レンズプロフィール補正、カメラプロフィール補正、著作権情報メタデータを写真に適用できるようになりま
した。

レンズ補正。サイドバーから読み込み設定を有効にすることにより、写真を読み込みながら、すべての写真または RAW 写真のみにレンズ補
正を適用できるようになりました。レンズ補正を編集メニューで選択することにより、写真を編集しながら、レンズプロフィール補正を手動
でオン／オフすることもできます。
著作権情報。サイドバーから読み込み設定を有効にすることにより、写真を Lightroom mobile に読み込みながら、著作権情報メタデータを
写真に適用することもできます。
カメラプロフィール補正。Lightroom mobile により、画像メタデータに基づいてカメラプロフィールが写真に自動的に適用されます。この補
正を手動で適用することはできません。

詳細については、アプリの環境設定とオプションおよび調整の適用を参照してください。

Lightroom mobile | Android 2.1.2 | 2016 年 10 月

Samsung S ペンのサポート

 Lightroom mobile（Android）の本リリースの新機能

Lightroom mobile（Android）アプリでは、本リリースから、Samsung 互換デバイスでの S ペンの使用をサポートするようになりました。
S ペンを使用した前後のプレビュー
写真の編集中に前後のプレビューを表示するには、S ペンボタンを押して、編集した写真をタップします。
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S ペンを使用してカラー / B&W モードで色相を調整
カラー / B&W モードで作業中に特定の色相を調整するには、S ペンボタンを押して、任意の色相の上にマウスを合わせて選択します。ここで、デ
バイス画面上で S ペンを左右に移動して、選択した色相を調整することができます。

詳細については、調整を適用を参照してください。

Samsung デバイス向けの新しいプリセット

 Lightroom mobile（Android）の本リリースの新機能

本リリースでは、Samsung ユーザー向けに Lightroom mobile（Android）に新しいプリセットが追加されています。
明るく力強い
薄く色あせた
暖かみのある古い写真
クールシアン
鮮明な B&W
色あせた B&W

プリセットの詳細については、プリセットを適用を参照してください。
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Lightroom mobile の更新 | iOS 2.5.1 | 2016 年 9 月

iPhone 7、iPhone 7 Plus をサポート
iPhone 7 に最適化
iPhone 7 Plus のデュアルカメラレンズをサポート
iPhone 7 、iPhone 7 Plus の DNG ファイル向けにカラー、レンズ、ノイズプロファイルを強化
各種バグの修正とパフォーマンスを向上

ヘルプについては、Lightroom mobile（iOS）の使用を参照してください。

Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7

Adobe Stock に写真を公開

 Creative Cloud メンバーだけが利用可能

Lightroom の本リリースの新機能

ライブラリモジュールの公開サービスパネルを使って、Lightroom の写真を直接 Adobe Stock へと送信できるようになりました。既存の Creative
Cloud アカウントの資格証明を使用して、Adobe Stock コントリビューターポータル（https://contributor.stock.adobe.com/）と Lightroom の間の
接続を確立し、グリッド表示から公開サービスパネルの Adobe Stock フォトセットに写真をドラッグします。 次に Lightroom から写真を公開しま
す。この状態で Adobe Stock コントリビューターポータルに移動し、アップロードされた画像にタグを付けて Adobe Stock に送信すると、画像は
モデレーション待ちの状態になります。

詳細については、Lightroom から Adobe Stock への公開を参照してください。

画像編集には、元画像の代わりにスマートプレビューを使用（初期設定）

Lightroom の本リリースの新機能

現像モジュールで写真を編集しているときの Lightroom のパフォーマンスを上げるために、初期設定オプション「画像編集には、元画像の代わり
にスマートプレビューを使用」を設定して、オリジナル写真が編集可能なときでもスマートプレビューを編集できるようになりました。
この環境設定を指定するには：
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1. 編集／環境設定を選択します。

2. 環境設定ダイアログで、パフォーマンスタブを選択します。

3. 現像セクションで、画像編集には、元画像の代わりにスマートプレビューを使用を選択します。

4. OK をクリックして Lightroom を再起動します。
注意：
現像モジュールで 100% (1:1 モード)までズームすると、画像編集には、元画像の代わりにスマートプレビューを使用環境設定が有効な場合で
も、オリジナルに切り替わります。

詳細については、元画像ではなくスマートプレビューを編集してパフォーマンスを向上を参照してください。

すべての同期済み写真コレクション

Lightroom の本リリースの新機能

ライブラリモジュールのカタログパネルに追加された同期済み写真コレクションで、Lightroom mobile クライアントと同期しているすべての
Lightroom 写真（コレクションに属していない写真を含む）を表示できるようになりました。したがって、Lightroom Web ギャラリーのすべての
写真ビュー、Lightroom mobile（iOS）の Lightroom の写真ビュー、および Lightroom mobile （Android）の Lightroom の写真ビューに表示される
写真は、Lightroom デスクトップのすべての同期済み写真コレクションと同じです。

詳細については、すべての同期済み写真コレクションの使用を参照してください。

macOS Sierra に対する互換性の修正

Lightroom の本リリースでは、macOS Sierra にアップデートしたときにスムーズに実行されるように、互換性の修正を行いました。
注意：

macOS Sierra にアップデートする前に Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 にアップデートすることをお勧めします。
Mac で Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 を実行するには、Mac OS X 10.10 以降が必要です。

削除されたプリセットの環境設定

Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 から、Lightroom の 2 つの環境設定が削除され、使用できなくなりました。
環境設定ダイアログの（現像の初期設定の下の）プリセットタブにある次の環境設定が使用できません。
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自動階調を適用する
最初に白黒に変換するときに自動ミックスを適用する

写真に対してこれらの削除された環境設定に関連付けられた現像設定を適用するには、Lightroom の削除されたプリセットの環境設定に示されて
いる回避手順に従います。

Lightroom mobile の更新 | iOS 2.5 | 2016 年 9 月

RAW 画像撮影のサポート

Lightroom mobile（iOS）では、iOS デバイスで DNG RAW 画像が撮影できるようになりました。
iOS 10 アップデートにより、Apple は iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone SE、および iPad Pro（9.7 インチ）の各モデルに限り、RAW 画像キャ
プチャ機能を提供します。そのため、Adobe Lightroom mobile（iOS）の RAW 画像キャプチャ機能は、iOS 10 が稼働する上記 iOS デバイスでのみ
利用可能です。現時点では、この機能はその他の iOS デバイスでは使用できません。
注意：

現在のところ、Lightroom mobile iOS 2.5 リリースは iPhone 7 のプロファイルをサポートしていません。
現在のバージョンの Lightroom デスクトップ（Lightroom CC 2015.6/Lightroom 6.6）は、iPhone 6 DNG プロファイルをサポートしていませ
ん。

RAW 画像を撮影するには：
カメラモジュールで、ビューファインダーの上部にある撮影用ファイル形式バッジ（初期設定はDNG）をタップすると、JPEG と DNG の撮影オプ
ションを切り替えることができます。Digital Negative（DNG）RAW 形式で写真を撮影するには、DNG を選択します。

詳細については、Lightroom mobile（iOS）の使用 | キャプチャを参照してください。

新しい広範な色域の P3 カラースペースのサポート

Lightroom for mobile iOS 2.5 では、DNG 形式のサポートに加え、iPad Pro 9.7 および iPhone 7 と 7 Plus に搭載されている新しい広範な色域の P3
カラースペースのサポートも追加されています。この広範な色域のカラースペースに用意されている色は、sRGB カラースペースよりも 25 % 増
えており、Lightroom で行った編集内容が、写真内の色に正確に反映されます。

Lightroom for Apple TV 1.0 | 2016 年 7 月

Apple TV（第 4 世代）に Lightroom for Apple TV をインストールして、クラウドにアップロードした Lightroom の写真やコレクションをテレビに
表示したり、スライドショーをテレビで楽しんだりできるようになりました。コレクションをスワイプして探している写真をすばやく見つけた
り、写真を 200％にズームして大画面で細かい部分を見たりすることができます。Lightroom for Apple TV アプリの実行中に Lightroom デスク
トップ、Lightroom mobile、Lightroom Web ギャラリーのいずれかを使用して写真に変更を加えた場合、設定の「コレクションを再読み込み」オ
プションを使用して最新の編集内容を簡単に同期できます。

詳細については、次のページを参照してください。

Lightroom for Apple TV アプリの設定

テレビで Lightroom の写真を表示

FAQ | Lightroom for Apple TV

Lightroom mobile へのアップデート（iOS および Android）| 2016 年 7 月
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Lightroom mobile | iOS 2.4

最新リリースの Lightroom mobile（iOS）では、Creative Cloud メンバー向けに、2 つのエキサイティングな機能が導入されました。

RAW 画像のサポート

 Creative Cloud メンバーだけが利用可能

Lightroom mobile（iOS）のこのテクノロジプレビュー機能を使用すると、専門家向けのカメラで撮影した RAW 写真を読み込んで編集することが
できるようになりました。また、これらの写真をコンピューターの Lightroom CC と同期させ、編集してから保存し直すこともできます。

詳細については、写真の編集を参照してください。

サポート対象のカメラの一覧については、http://www.adobe.com/go/supported_cameras_jp を参照してください。

部分補正

 Creative Cloud メンバーだけが利用可能

部分補正では、露光量、明るさ、明瞭度などの調整を、写真の特定部分を選択して適用できます。

詳細については、調整を適用を参照してください。

その他の拡張機能

すべての Lightroom ユーザーが利用可能

キーボードショートカットのサポート（物理キーボードを使用している場合）
写真を読み込んだ場合に、写真に著作権情報の追加
最新の Adobe Camera Raw バージョンのサポート

Lightroom mobile | Android 2.1

Lightroom mobile の最新リリース（Android）には、新しく改善されたアプリ内蔵カメラが搭載されています。新しいインターフェイスにより、最
新のモバイル写真撮影環境が提供され、最適な写真がより簡単に撮影できるようになりました。デバイスでサポートされている場合、シャッター
スピード、ISO 感度、ホワイトバランス、焦点などを調整できます。

新しい Lightroom Camera ウィジェットを追加して、アプリ内蔵カメラに直接アクセスできます。
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最新バージョンの Lightroom mobile（Android）をインストールすると、電話機に Lightroom Camera ウィジェットを追加する選択ができるように
なりました。Lightroom Camera ウィジェットをタップすると、Lightroom アプリケーションが起動し、アプリのカメラ機能に直接移動します。

プロフェッショナルモードでシャッタースピード、ISO 感度、および焦点距離を手動で調整。Lightroom mobile（Android）では、新たにプロ
フェッショナルモードが搭載され、内蔵カメラをより詳細に調整できるようになりました。プロモードで写真を撮影する場合、調整スライダーを
使用して最適なクリエイティブ効果を実現できます。シャッタースピードを設定して露光時間を調整したり、ISO 感度を設定して光に対する感度
を調整したりできます。また、デバイスのカメラの焦点距離を変更することもできます。
注意：
バージョン 2.1 以降、Lightroom mobile は、Android バージョン 5.0（Lollipop）以降を実行しているデバイスで、シャッタースピード、ISO 感
度、および焦点距離の手動調整をサポートしています。ただし、これらの機能がデバイスで使用できるのは、これらの機能のサポートがデバイス
の製造元により有効化および設定されている場合だけです。

露光量補正を設定してロック。Lightroom mobile（Android）では、内蔵カメラのビューファインダー画面を横方向にスワイプするだけで、最
適な露光量レベルを設定できるようになりました。露光量レベルを設定した後は、キャプチャインターフェイスの右下にある（ ）アイコンを
タップするだけで、露光量補正を現在の値でロックできます。
注意：
露光量補正は、自動モードでのみロックできます。

自動ホワイトバランスのロック。アプリ内蔵カメラ使用時に、カメラをシーンの中性色の表面（色かぶりなし）に向けると、ホワイトバランス
をロックできるようになりました。この機能は、異なる色温度の光源が原因となる写真の色かぶりの作用を抑えるのに役立ちます。

複数の切り抜き縦横比で撮影。アプリ内蔵カメラ使用時に、ビューファインダー画面に表示される複数の切り抜き縦横比
（16：9、3：2、4：3、および1：1）で、写真を撮影できるようになりました。これにより、撮影前に最適な切り抜き縦横比で写真をプレビュー
することができます。
注意：
どの切り抜き縦横比で撮影した場合でも、適用された縦横比は非破壊です。後で写真を編集する際に、縦横比を変更することができます。

詳細については、Lightroom mobile の使用 | キャプチャを参照してください。

最大解像度の写真の書き出しの改善。Lightroom mobile（Android）の写真を、利用可能な最高画質のネイティブ解像度でデバイスのギャラ
リーに保存できるようになりました。

詳細については、編集後に写真を保存を参照してください。

Lightroom CC 2015.6

ガイド付き Upright で写真の遠近法のゆがみを補正
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Lightroom の本リリースの新機能

 この機能は Lightroom CC のみで使用可能です。

Lightroom の既存の Upright 機能には、写真の遠近法の傾きやゆがみを補正する「ガイド付き Upright」オプションが新しく搭載されています。新
しい変形パネルのガイド付き Upright ツールでは、写真上に直接 4 つまでのガイド（線分）を描き、横軸または縦軸に沿って画像特性を示すこと
ができます。ガイドを描くと、それに応じて写真も変形します。
例えば、建物の端に 2 つのガイドを描き、垂直線の収束を補正したり、3 つまたは 4 つのガイドを描き、垂直線と水平線両方を補正したりするこ
とができます。

既存の Upright モード（水平方向、垂直方向、自動、フル）と手動変形コントロールスライダー（垂直方向、水平方向、回転、拡大・縮小、およ
び縦横比）は、レンズ補正パネルから新しい変形パネルに移動となりました。
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詳細については、Upright を使用した写真の遠近法のゆがみ補正を参照してください。

Lightroom mobile の更新 | iOS 2.3 | 2016 年 4 月

カメラロールから写真に直接アクセス。 Lightroom mobile （iOS）において、コレクション表示や Lightroom 写真表示から、デバイスのカメラ
ロールの写真に直接アクセスできるようになりました。カメラロールで選択した写真はカメラロール編集表示で開かれ、その中で切り抜き、プリ
セット、補正を行うことができます。編集内容を確定すると、写真は自動的に Lightroom に追加されます。詳細については、カメラロールから写
真に直接アクセス（iOS のみ）を参照してください。

Lightroom CC 2015.5/Lightroom 6.5

新しいカメラとレンズのサポート

 本リリースの Lightroom で拡張された機能

Lightroom CC 2015.5/6.5 は、新しいカメラとレンズプロファイルのサポートを提供します。

以下のリソースを参照してください。
サポート対象カメラ
サポート対象レンズプロファイル

Lightroom CC 2015.4/Lightroom 6.4

結合されたパノラマのプレビュー中の境界線ワープ

 この機能は Lightroom CC のみで使用可能です。
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パノラマ結合プレビューダイアログに、境界線ワープスライダー設定（0～100）が導入されました。この設定を調整すると、Lightroom はパノラマ
の境界をインテリジェントにワープして、不要な透明な領域を削除します。

境界線ワープが有効：スライダーを 0 （上）から 100 （下）に調整

境界線ワープを自動切り抜き設定と併用することができます。自動切り抜きを選択すると、Camera Raw は、境界線ワープ設定の現在の値で表示
される透明な領域を切り抜きます。
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境界線ワープスライダーが 30 に設定されている場合の自動切り抜きの選択

詳細については、パノラマの作成を参照してください。

結合されたパノラマに対するメタデータの機能拡張

 本リリースの Lightroom で拡張された機能

Lightroom を使用して生成された結合済みのパノラマに、Photoshop 広角補正フィルターと互換性のあるメタデータが含まれるようになりまし
た。Photoshop ヘルプの広角補正フィルターの使用を参照してください。

Lightroom mobile 同期の場所の指定

 本リリースの Lightroom で拡張された機能
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Lightroom mobile 環境設定タブで、Lightroom デスクトップの希望の場所を選択して、写真を Lightroom mobile と同期し、さらに写真撮影日別に
書式設定したサブフォルダー構造を指定できるようになりました。

詳細については、Lightroom mobile の環境設定を参照してください。

その他の拡張機能

（Mac のみ） オプションで Photoshop CC のリンクされたスマートオブジェクトとして写真を配置し、それらをライブラリグリッドから
Photoshop にドラッグする機能をサポート
バグの修正およびパフォーマンスの強化

Lightroom mobile の更新 | Android 1.4 | 2015 年 12 月

無償の Lightroom。スマートフォンまたはタブレットであれば、Lightroom のすべての編集機能に無料でアクセスして創造性を開放できま
す。Adobe ID でログインして、期間限定の体験版を入手できます。写真をデバイス間で同期して編集でき、デスクトップや Web で Lightroom に
アクセスしたり、Photoshop CC などにアクセスできます。体験版の期間の終了後も、スマートフォンまたはタブレットから引き続きすべての編集
機能に無償でアクセスできます。

Lightroom mobile | iOS | 2015 年 12 月

iPad Pro のサポート。 iPad Pro の優れたビジュアル環境を活用しながら、写真のカラー、トーン、明るさを調整します。iOS 9 の Split
View と Slide Over マルチタスク機能強化により、外出先のフォトグラファーにとって Lightroom mobile と iPad Pro が最高のコンビネー
ションになりました。
シュートスループリセット。5 つの新しい、専用の書式設定されたプリセットのいずれかを適用し、アドビのアプリ内蔵カメラから写真

を撮影します。撮影前に写真にプリセットがどのように適用されるかをプレビューし、完全な非破壊機能で撮影後に設定を自由に調整できま
す。シュートスループリセットは、iPhone 5s 以降および iPad Air 以降などの 64 ビットデバイスのみで使用できます。
トーンカーブ - ポイントカーブモード。トーンカーブツールの豊富な機能により、カラー制御が次のレベルに到達しました。写真の RGB

と赤、緑、青の個別のチャンネルにアクセスできます。
明暗別色補正。トーンカーブをハイライトまたはシャドウに適用して、写真を差別化したり、明暗別色補正された白黒写真の外観を複製

します。
通知センターウィジェット。Lightroom mobile 通知センターウィジェットを有効にして、アドビのアプリ内蔵カメラに簡単にアクセスし

ます。下にシングルスワイプするだけで、アプリ内蔵カメラが自動的に起動します。
iPhone 6s/6s Plus での 3D Touch サポート。ホーム画面からアドビのアプリ内蔵カメラに直接アクセスして、Peek と Pop でグリッ

ドビュー内で写真をすばやくプレビューできます。
アプリからのユーザービリティの向上。複数のコレクションに写真を簡単に追加し、写真をすばやく読み込めます。向上したジェス

チャーサポートなどで、どこにいても、素晴らしい画像を簡単に整理、作成、共有できます。

Lightroom CC 2015.3/Lightroom 6.3

以前の読み込みエクスペリエンスの復活

 本リリースの Lightroom で復活した機能

このアップデートでは、Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1 以前のバージョンで提供していた読み込みエクスペリエンスを復活しました。詳しく
は、以下を参照してください。
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カメラやカードリーダーから写真を読み込む
ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込む
Photoshop Elements からの写真の読み込み
読み込みオプションの指定
読み込みの環境設定

Lightroom CC 2015.2/Lightroom 6.2

統一された読み込みエクスペリエンス

Lightroom の本リリースの新機能

注意：
この機能は、Lightroom CC 2015.3/Lightroom 6.3 で廃止されました。現在使用できません。

Lightroom では統合された機能により、コンピューター、デジタルカメラ、メモリカードなどから写真を読み込むことができるようになりまし
た。コンピューターに Photoshop Elements カタログがある場合、これも Lightroom にすばやく読み込むことができます。
写真を読み込む手順は数多くあります。

1. ファイル／写真とビデオを読み込みをクリックします。または、ライブラリ表示の左パネルで、「読み込み」をクリックします。
2. 写真の読み込み元となるソースを選択します。Lightroom は、写真を含むハードディスク上のフォルダー、接続されたカメラまたはカメラ
カード、およびコンピューター上の利用可能な Photoshop Elements カタログを自動的に検出します。

3. ソースフォルダーの写真をプレビューします。
4. 必要に応じて、読み込む写真を選択します。初期設定では、ソースフォルダーのすべての写真が読み込まれます。
5. ファイルをカタログに読み込む方法（コピーとして読み込む、またはリファレンスにより読み込む）を選択し、そのファイルを保存する保存
先フォルダーを指定します。

6. オプションで、キーワードとメタデータを追加します。必要に応じて、読み込むファイルのその他の詳細オプションを指定します。

新しい Lightroom の読み込みエクスペリエンス
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部分補正としてのかすみの除去

 この機能は Lightroom CC 2015.2 のみで使用可能です.

かすみの除去が部分補正として利用できるようになりました。円形フィルター、段階フィルター、または補正ブラシを操作しながら、かすみの除
去スライダーコントロールを調整します。

詳しくは、以下を参照してください。
部分補正の適用
円形フィルターツールの使用

部分補正としてのかすみの除去

Lightroom mobile の更新

iOS

iOS 版 Lightroom では、デバイスの前面または背面カメラを使用して、写真を撮影できるようになりました。写真を自動的に撮影した
り、写真を急速モードで撮影したりするためのタイマーを設定できます。写真を撮影するとき、そのシーンにリアルタイム補正を行えま
す。詳細については、Lightroom mobile の使用 | キャプチャを参照してください。

iOS 版 Lightroom では、タイムラインで整理されたすべての写真を表示する Lightroom の写真という名前の最上位コレクションが導入さ
れました。
ログインを強くお勧めしますが、iOS 版 Lightroom はログインしなくても使用できるようになりました。画像に行った変更は、ログイン

するまでデバイスにローカルで保持されます。
グリッドレイアウトが向上して利便性が高まりました。

Android

新規補正：

トーンカーブ
HSL と色調の調整
周辺光量補正

Lightroom Web ギャラリーを使用した写真の編集
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Lightroom の本リリースの新機能

Lightroom Web ギャラリーを使用して、写真に次のような編集を行えます。
写真を切り抜き
写真の補正
写真にプリセットを適用

詳細については、Lightroom Web ギャラリーを参照してください。

Behance 公開サービスプラグイン

Lightroom の本リリースで廃止されました。

Behance 公開サービスプラグインは削除されました。この知識ベース記事を参照してください。

Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1

かすみの除去

 この機能は Lightroom CC 2015.1 のみで使用可能です。

Lightroom で写真のかすみやもやの量を簡単に増減することができます。次の手順に従います。
1. 最初に、現像モジュールで、写真に対して基本的な補正を行います。たとえば、モジュールの基本パネルで、写真のホワイトバランス、露光
量およびコントラストを調整します。

2. 現像モジュールの効果パネルに切り替えます。かすみの除去スライダーコントロールを調整します。スライダーを右に移動すると、写真に表
示されるかすみやもやの量が削減されます。

写真のかすみやもやの量を削減.

注意：
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プリセットでかすみの除去スライダー設定のコピー、同期、保存、または自動同期の選択を行うことができます。これらの操作を行うオプション
が、効果のコピーダイアログ、同期ダイアログ、および新規プリセットダイアログで使用可能です。

詳細については、周辺光量補正、粒子、かすみ除去の効果を参照してください。

部分補正 : 白黒スライダー

 この機能は Lightroom CC 2015.1 のみで使用可能です。

Lightroom の部分補正コントロールに、白と黒のスライダーが追加されました。これらのコントロールにより、写真内の白い点と黒い点を選択し
て補正できます。たとえば、黒のスライダーを使用して、車両のタイヤの色を強調することが可能です。
これらのスライダーは、Lightroom で補正ブラシ、段階フィルター、または円形フィルターを使用する場合に利用可能です。

詳細については、部分補正の適用を参照してください。

Lightroom mobile の更新

Lightroom の本リリースの新機能

iOS （バージョン1.5.1）

ビデオの読み込みと Web／デスクトップとの同期
補正：トーンカーブ、カラー混合、周辺光量補正

Android （バージョン1.2）

コピーおよびペースト：画像補正をコピーして別の写真にペーストすることにより、画像をより迅速に編集できます。
分割表示： お気に入りの画像を簡単に見つけることができます。コレクション内の新しい分割表示により、異なる方法で写真を表示した
り、写真に触れることができます。
切り抜きの機能拡張：切り抜き機能が設計し直され、撮影した写真の補正、整列、自動角度補正を迅速に行えるようになりました。

詳細については、Lightroom mobile の使用を参照してください。

Lightroom CC 2015/Lightroom 6

GPU 関連の拡張

このリリースの Lightroom の新機能

Lightroom では、コンピューターのグラフィックスプロセッシングユニット（GPU）を使用できる新しい環境設定を提供しています。最適のパ
フォーマンスを得るために、現像モジュールの作業で GPU を利用できます。
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環境設定／パフォーマンスを選択し、次に「グラフィックプロセッサーを使用」を選択します。
注意：
Lightroom では、OpenGL 3.3 以降の GPU が必要です。Mac OS X で Lightroom を実行している場合は、Mac OS X バージョン 10.9 以降の GPU を
使用できます。

詳細については、Lightroom GPU のトラブルシューティングと FAQ を参照してください。

顔認識

Lightroom の本リリースの新機能

Lightroom の顔認識技術で、画像を簡単に整理して素早く検索できます。Lightroom は、画像カタログをスキャンして、ユーザーが参照または確認
する可能性のある顔を検索します。
ライブラリモジュールで人物表示に切り替え、次にカタログで顔を検索を選択します。

詳細については、顔認識を参照してください。

画像のスタックの名前付け
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Lightroom は類似した写真の名前を提示します。

ルーペ表示 | 検出された顔の名前付け

HDR 写真の結合

本リリースの Lightroom の新機能

露光量がブラケットされた複数の画像を 1 つの HDR 画像に結合できます。Lightroom を使用すれば、結合したファイルをカタログに DNG ファイ
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ルとして追加する前にプレビューして、ゴースト除去の量を調整することができます。
ライブラリモジュールまたは現像モジュールで、画像を選択し、写真／写真を結合／HDR を選択します。

詳細については、HDR 写真の結合を参照してください。

HDR 画像の結合

パノラマ結合

Lightroom の本リリースの新機能

Lightroom では、風景写真をすばらしいパノラマに簡単に結合できます。結合した画像を生成する前に、パノラマをプレビューですばやく確認
し、画像を調整することができます。
パノラマのプレビュー中に、自動切り抜きを選択して、結合した画像から不要な透明な領域を削除できます。レイアウト投影法—球面法、遠近
法、または円筒法—を選択するか、または Lightroom で適切な投影法を自動的に選択します。
ライブラリモジュールまたは現像モジュールで、ソース画像を選択し、写真／写真を結合／パノラマを選択します。

詳細については、パノラマの作成を参照してください。

すばらしいパノラマ

ペットアイ修正効果

 本リリースの Lightroom の新機能
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Lightroom のペットアイ修正では、赤目修正とほとんど同じ操作で、写真で不自然に撮影されたペットの目の色を修正できます。

写真のペットアイ修正効果.

1. 現像モジュールで、赤目修正ツールをクリックします。

2. ペットアイをクリックし、目の中心からドラッグして瞳を選択します。

3. 必要に応じて設定を調整します。

赤目修正ツールアイコン

詳細については、赤目およびペットアイの修正効果を参照してください。

フィルターブラシ

 本リリースの Lightroom の新機能

ブラシコントロールを使用して段階フィルターおよび円形フィルターのマスクを変更できます。マスクを追加したら、ブラシコントロールにアク
セスするために、新規／編集の横にあるブラシオプションを選択します。

フィルターブラシ

Lightroom では、3 つのフィルターブラシ、A（+）、B（+）、および 消去（-）をカスタマイズできます。3 つのブラシに複数の設定をカスタマ
イズできます。
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フィルターブラシの設定

詳細については、ブラシコントロールを使用した段階フィルターまたは円形フィルターの変更を参照してください。

スライドショー関連の機能拡張

本リリースの Lightroom で拡張された機能

便利なスライダーコントロールによりパンとズームの量を調整できるようになりました。スライダーを弱に設定すると、パンとズームが
最小になります。

パンスライダーとズームスライダーの環境設定

スライドショーに音楽トラックを 10 本まで追加できるようになりました。 追加したトラックは、選択した順序で連続再生されます。音
楽パネルでトラックの追加、並べ替え、削除ができます。

Lightroom は、スライドのトランジションを自動的に音楽に同期できるようになりました。

スライドを音楽に自動的に同期する.

詳細については、スライドショーの再生と書き出しを参照してください。

Web モジュールの機能拡張

 本リリースの Lightroom で拡張された機能
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従来の HTML ギャラリーの他に、新たに 3 つのギャラリーを使用できるようになりました。
グリッド
正方形
トラック

これらのギャラリーは、デスクトップとモバイル Web ブラウザーで操作できるように設計されています。

タッチ操作コンピューターのサポート

Lightroom の本リリースの新機能

Lightroom でタッチワークスペースを使用できるようになりました。タッチアイコンをクリックすることにより、アプリのどこからでもタッチ
ワークスペースに切り替えることができます。ただし、このアイコンは Microsoft Surface Pro 3 などのタッチ操作デバイスのみで使用可能です。
タッチワークスペースに切り替えると、Lightroom mobile などのコントロールを使用できるようになります。また、タッチワークスペースでは以
下の操作ができます。

パネルとフィルムストリップのスクロール
フラグの追加
ルーペ表示とグリッド表示のズームインおよびズームアウト
ユーザーが作成したプリセットとローカル修正の使用

その他の拡張機能

ライブラリモジュール

Windows UI の拡大環境設定の新しいオプション 250%
キーワードリストとほぼ同じようにコレクションリストをフィルタリングできるようになりました。コレクションパネルの「+」をク

リックし、コレクションフィルターを表示を有効にします。
自動という新しいプレビューサイズを使用できるようになりました。自動では、モニターの解像度でプレビューが自動的に作成されま

す。
フラグとレーティングのカテゴリーをメタデータフィルターの一部として使用できるようになりました。

ブックモジュール

写真テキストメタデータ設定が、カスタムページとともに保存されるようになりました。

スライドショーモジュール

画面の縦横比または意図する縦横比（16x9 または 4x3）でスライドショーをプレビューできるようになりました。

現像モジュール

切り抜きツールに新たに追加された自動オプションを使用すると、切り抜きパネルのレベル Upright オプションと類似の調整を適用でき

28



ます。
編集ピンを選択して、ドラッグすることにより、補正ブラシストロークの位置を変更できるようになりました。
段階フィルターと円形フィルターのマスクオーバーレイに、部分補正ブラシのマスクオーバーレイを表示するのと同じメニューコマンド

とキーボードショートカットを使用してアクセスできるようになりました。
Upright モードを切り替える新しいキーボードショートカット：Control+／Ctrl+Tab キー。キーボードコンビネーション

Option+Control+Tab（Mac）を使用して切り取り内容を維持できます。
ソフト校正時の CMYK のサポート

変更点

パノラマ結合操作を開始するために、写真を電子メールで送信のキーボードショートカット（Ctrl／Control+M）が再割り当てされました。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> Lightroom／よくある質問

Lightroom／よくある質問
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
基礎知識
技術仕様
無償体験版
ご購入について
Lightroom 学習リソース

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6

基礎知識
Lightroom とは何ですか？また、どのような人を対象としていますか？

Adobe Lightroom は、初心者からプロフェッショナルまで、あらゆるレベルのユーザーが写真に必要なすべてのツールを搭載していま
す。Lightroom は、コンピューター、Web、iPad、モバイルデバイスなど、どこにいても写真を整理、編集、共有できます。お気に入りの写真を
編集したり、フラグ付け等の作業をしても、他のデバイスにも全ての編集作業が自動的に同期されます。
Lightroom を使うと、どこにいても写真に関する作業を行えます。コンピューター、モバイルデバイス、および Web 用の Lightroom についての詳
細：

コンピューター用 Lightroom CC
モバイルデバイス用 Lightroom
Web 用 Lightroom

Creative Cloud フォトグラフィプランの一部として Lightroom を入手してください。

最新バージョンの Lightroom の新機能についてはどこで確認できますか？

機能ページをご覧ください。

Lightroom の最新バージョンと以前のバージョンはどうやって比較できますか？

最新バージョンの Lightroom では、コンピューター、モバイルデバイス、または Web など、どこでも写真を整理、編集、共有できます。行った
変更が自動的にすべてのデバイスで同期されるため、異なるバージョンや複数のコピーが存在したり、オリジナルが分からなくなったりすること
がありません。Lightroom のバージョンの比較表をご覧ください。

Lightroom CC と Photoshop の違いは？

Lightroom CC は、フォトグラファーのために設計・開発された、「写真」に特化した画像編集ソフトです。日々のデジタルフォトの整理、編集、
共有に力を発揮するアプリケーションです。写真の管理から編集、共有にいたるまでの一連の作業を、1 つの環境でスピーディに、直感的な操作
で行うことが可能です。現在市販されているほとんどのカメラ機種の RAW ファイルに対応し、きめ細かな現像処理で、どんな写真も最高の見栄
えに仕上げることができます。一方、Photoshop は、写真に限らず幅広い分野で使われている画像編集用の標準ソフトです。画像を自在に変形さ
せたり、複数のレイヤーを使用してクリエイティブな合成画像を作成したり、写真から不要な被写体を違和感なく消去するといった、より高度な
編集作業が可能です。Creative Cloud フォトグラフィプランの一部として、Lightroom と Photoshop CC を入手してください。

Lightroom はモバイルデバイスで動作しますか？
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はい、Mac および PC の Lightroom CC に加えて、iPhone、iPad、および Android スマートフォンなどのモバイルデバイスでも Lightroom を使用
できます。モバイルデバイス用 Lightroom に関する詳細を確認してください。Lightroom なら、デスクトップでもモバイルでも、いつでも写真を
編集できます。行った調整は、すべてのデバイスで更新されます。Lightroom Web ギャラリーで写真を共有したり、フィードバックをもらうこと
ができます。また Adobe Spark Video や Adobe Spark Page で Lightroom の写真にストーリーを付けることもできます。Creative Cloud フォトグ
ラフィプランの一部として、Lightroom を入手してください。

技術仕様
デスクトップ用 Lightroom の必要システム構成はどうなっていますか？

詳しくは、必要システム構成を参照してください。

Lightroom CC は PC でも Mac でも同じ動作をしますか?

はい。デスクトップ用 Lightroom CC は、同じ機能を備えており、使用するプラットフォームにかかわらず、クラス最高の結果を提供しま
す。Lightroom を使用して、コンピューター、モバイルデバイスまたは Web など、どこでも写真を整理、編集、共有できるようになりました。
行った変更が自動的にすべてのデバイスで同期されるため、異なるバージョンや複数のコピーが存在したり、オリジナルが分からなくなったりす
ることがありません。Creative Cloud フォトグラフィプランの一部として、Lightroom を入手してください。

Lightroom はどのファイルフォーマットをサポートしますか？

PNG、DNG、TIFF、および JPEG 形式に加え、ほとんどのネイティブな RAW ファイル形式をサポートしています。すなわち、デジタルカメラで使
用されている主な形式をサポートしています。さらに、Photoshop との連携のために、PSD ファイルフォーマットもサポートしています。カメラ
のメーカーと機種別の RAW 形式サポートの全一覧は、Camera Raw のページをご覧ください。

編集時に、Lightroom は写真をどのように処理しますか？

Lightroom は非破壊的な編集環境であり、オリジナルの写真は一切変更されません。写真に対して行った変更は一連の作業手順としてメタデータ
に保存され ます。画面上での確認、Web ギャラリーの作成、プリントの出力など、どの作業を行う場合でも、Lightroom は単に未編集のオリジナ
ル写真ファイルに、そうした指示を適用しているにすぎません。これにより、画像に適用するどのような変更もいつでも 100 ％元に戻せるので、
柔軟に対応することができます。

Creative Cloud フォトグラフィプランの一部として Lightroom を始めるメリットは何ですか？

Creative Cloud フォトグラフィプランは、写真愛好家からプロフェッショナルまで、すべての写真に興味のある方に向けたツールセットです。こ
のプランでは、デスクトップやモバイルデバイスで、いつでもどこでも画像を整理、編集、共有するためのツールがすべてそろっていま
す。Creative Cloud フォトグラフィプランに含まれている Lightroom と以前のバージョンの Lightroom の比較をご覧ください。Creative Cloud
フォトグラフィプランには、Lightroom に加え、Photoshop CC が含まれています。また、Photoshop Mix、Adobe Spark Video、Adobe Spark Page
などの Lightroom に連携されたモバイルアプリも利用できます。

メンバーシップを終了した後に、デスクトップ用 Lightroom で管理している画像を利用できますか？

デスクトップ用 Lightroom は、メンバーシップを終了した後も、これまでと同じように起動して、ファイルを利用できます。ただし、現像モ
ジュールとマップモジュールは利用できません。また、メンバーシップを終了した後は、モバイルデバイス用 Lightroom との同期は機能しませ
ん。 

デスクトップ用 Lightroom は Windows 8.1 と互換性はありますか？

はい。 さらに詳しく ›

デスクトップ用 Lightroom は Mac OS X Mavericks（v10.10）と互換性はありますか？
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はい。 さらに詳しく ›

無償体験版
Lightroom CC の無償体験版はありますか？

Creative Cloud の無償メンバーシップでは、Lightroom および Creative Cloud に含まれる他のアプリケーションの体験版がダウンロードできます。

ご購入について
Lightroom を購入するにはどうすればよいですか？

Lightroomは、Creative Cloud フォトグラフィプランの一部として入手するか、または Creative Cloud プランページの購入オプションの詳細で確認
してください。

Lightroom 学習リソース
Lightroom の使用を始めるにはどうすればよいですか？

ステップバイステップのチュートリアルや、多くのアドビ製品についての知識が得られるコミュニティ、包括的な製品サポートが利用できます。
セットアップの方法、およびデジタル写真の管理方法などを参照してください。その他のコンテンツは、Lightroom ラーニングとサポートペー
ジ、Lightroom 製品ページ、および Lightroom YouTube チャンネルにあります。

ユーザーマニュアルはどこにありますか。

Lightroom のマニュアルは Web 版と PDF 版がLightroom ヘルプページに用意されています。

ダウンロード、インストール、ログイン、起動に関するヘルプはどこにありますか？

製品に詳しいサポート担当者やコミュニティで 年中無休のフォーラムや、チャットが活用できます。
 

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
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利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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
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アドビサポート >
Creative Cloud
> Lightroom CC のダウンロードとインストール

Lightroom CC のダウンロードとインストール
検索

目次
Lightroom CC のダウンロード
以前のバージョンの Lightroom をダウンロードする

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom 5 Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6 Creative Cloud
Photoshop Lightroom CC と以前のバージョンを Creative Cloud メンバーシップの一部としてダウンロードし、インストールします。

Lightroom CC のダウンロード

Lightroom CC をご利用いただきありがとうございます。Creative Cloud コンプリートプランとフォトグラフィプラン、どちらの場合もダウンロー
ドの流れは同じです。弊社 Web サイトから Lightroom をダウンロードしてインストールする以外の手続きは必要ありません。

1. Creative Cloud アプリケーションカタログに移動します。Lightroom の「今すぐ体験版をダウンロード」をクリックします。

ログインしていない場合は、Adobe ID とパスワードを使用してログインするよう求められます。画面上の指示に従います。

注意：
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Creative Cloud の無償体験版サブスクリプションを利用している場合は、Creative Cloud 体験版のダウンロードとインストールを参照してく
ださい。

2. アプリケーションのダウンロードが開始されます。

先にインストールされた Adobe Creative Cloud デスクトップアプリケーションが起動し、以降のインストール処理が管理されます。アプリ
ケーション名の横のプログレスバーでダウンロードの進行状況を確認できます。
注意：
Lightroom は他のアプリケーションと同様の手順でも起動することができます。

3. Lightroom のインストールが完了すると、「開く」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると Lightroom が起動します。

Lightroom は他のアプリケーションと同様の手順でも起動することができます。Lightroom は、Program Files（Windows）
／Applications（Mac OS）フォルダーなどの、一般的なフォルダーにインストールされます。
注意：
初回のダウンロードが上手く行かない場合は、Creative Cloud のダウンロードとインストールに関する問題のトラブルシューティングを参照
してください。
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以前のバージョンの Lightroom をダウンロードする

Lightroom 6 などの以前のバージョンの Lightroom を Creative Cloud デスクトップアプリケーションから直接ダウンロードできます。複数のバー
ジョンの Lightroom をコンピューターに同時にインストールすることもできます。
注意：
Lightroom 6 を Creative Cloud の一部ではなく、単体プランのライセンスとして購入した場合は、Lightroom 6 のダウンロードとインストール（単
体プラン）を参照してください。

1. タスクバー（Windows）／ Apple メニューバー（Mac OS）に表示される Creative Cloud アイコンをクリックして、Adobe 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。
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2. 「製品の一覧」セクションで、フォトグラフィフィルターを選択し、「以前のバージョン」を選択します。

3. 「インストール」ボタンをクリックします。ドロップダウンメニューからインストールするバージョンを選択します。
アプリケーションがダウンロードされてコンピューターにインストールされます。

注意：
旧バージョンをインストールしても、既存のバージョンが上書きされることはありません。同じアプリケーションの複数のバージョンを同時
に実行できます。これらの Acrobat バージョンをインストールすると、他のバージョンの Acrobat がアンインストールされます。詳しく
は、Acrobat 製品のダウンロードを参照してください。

その他の関連ヘルプ
Creative Cloud アプリケーションのアップデート
Creative Cloud プランをアップグレードまたは変更する
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体験版を有償 Creative Cloud メンバーシップに切り替える
体験版 Photoshop Lightroom CC を Photoshop Lightroom 6 としてライセンス認証する
Lightroom GPU のトラブルシューティングと FAQ
Lightroom が起動しません、またはスプラッシュ画面の後自動的に閉じます

  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

Creative Cloud
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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 © 2016 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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Adobe Photoshop Lightroom CC

トレーニング
豊富なチュートリアルや記事のライブラリを参考に、アプリケーションを使用して、さらに詳しく学んでく
ださい。

Lightroomヘルプ
お使いの製品に関するオンラインユーザーマニュアルを参照できます。

すべてのチュートリアルを表示する

サポート
お困りですか？サポートエキスパートも参加するコミュニティにご相談ください。

よくある質問

よくあるご質問いお答えします
参照する >

おすすめ文書
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問題解決のための情報を提供しています
参照する >

コミュニティで質問する

サポートエキスパートが質問をお待ちしています
参加する >

お問合せ

お困りの内容からガイドします
利用する >

必要システム構成
リリースノート
不具合の報告
製品への要望

 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
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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
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Adobe Photoshop Lightroom CC

トレーニング
豊富なチュートリアルや記事のライブラリを参考に、アプリケーションを使用して、さらに詳しく学んでく
ださい。

Lightroomヘルプ
お使いの製品に関するオンラインユーザーマニュアルを参照できます。

すべてのチュートリアルを表示する

サポート
お困りですか？サポートエキスパートも参加するコミュニティにご相談ください。

よくある質問

よくあるご質問いお答えします
参照する >

おすすめ文書
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問題解決のための情報を提供しています
参照する >

コミュニティで質問する

サポートエキスパートが質問をお待ちしています
参加する >

お問合せ

お困りの内容からガイドします
利用する >

必要システム構成
リリースノート
不具合の報告
製品への要望

 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
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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 © 2016 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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アドビサポート >
Creative Cloud
> Creative Cloud デスクトップアプリケーションによるアプリケーションとサービスの一元管理

Creative Cloud デスクトップアプリケーションによるアプリケーション
とサービスの一元管理
検索

目次
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
アプリケーションのダウンロードとインストール
ファイルの同期と共有
Typekit からフォントを追加する
Adobe Stock でアセットを検索する
マーケットでのデザインアセットの検索
Behance で作品を公開、発見
ホームとアクティビティフィード
ログインによる Creative Cloud の認証
環境設定

対象アプリケーション: Creative Cloud
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。

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。
注意：
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

48

http://idiom-q-win-1/jp/ja/support.html
http://idiom-q-win-1/jp/ja/support.html
https://www.adobe.com/jp/creativecloud/desktop-app.html
https://www.adobe.com/jp/creativecloud/desktop-app.html
http://www.adobe.com/jp/creativecloud/catalog/mobile.html


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。
注意：
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. Creative Cloud デスクトップアプリケーションにアクセスするには、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。

注意：
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：
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。
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注意：
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。

52

https://assets.adobe.com/files
https://assets.adobe.com/files
https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/help/sync-files.html


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。
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 5,500 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、ベクトルグラ
フィック、ビデオおよび新登場のプレミアムコレクション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。
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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購入することもできます。
画像をライセンス購入すると、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購入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。

マーケットでのデザインアセットの検索

Creative Cloud マーケットは、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。ベクトルグラフィック、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 マーケット 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 への公開を参照するか、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。

ログインするには、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。

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。手順について詳しくは、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。

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

  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

Creative Cloud
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
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^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
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 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 © 2016 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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アドビサポート >
Creative Cloud
> アセットの参照、同期、管理

アセットの参照、同期、管理
検索

目次
アセットの参照
アセットの同期またはアップロード
アセットのアーカイブと削除
ストレージプランと容量

対象アプリケーション: Creative Cloud

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アセットを
利用できます。多くの Creative アセット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。
対応するアセットタイプは、PSD、AI、INDD、JPG、PDF、GIF、PNG、Photoshop Touch 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アセットが同期されます。このため、追加、変更、削除をおこなうと、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 アセットページを使用して .ai アセット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。

アセットの管理
同期場所の指定

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 アセット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。

ファイル
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

モバイル作品
Creative Cloud 対応のモバイルアプリで作成されたアセット

ライブラリ
ユーザーが作成したデザインライブラリ
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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。
 

同様に、Creative Cloud モバイルアプリと Creative Cloud ライブラリを使用して作成したアセットを管理できます。モバイル作品やライブラリカ
テゴリにもアーカイブセクションがあり、削除したコンテンツの表示や復元ができます。
ライブラリについて詳しくは、Creative Cloud ライブラリを参照してください。

すべて：Creative Cloud Files と同期されているすべてのアセットを表示
共有：他の Creative Cloud ユーザーと共有しているアセットを表示
アーカイブ済み：削除された Creative Cloud Files アセットを表示

アセットの同期またはアップロード

次のいずれかの操作をおこなうと、コンピューターのアセットが同期されます。
デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリに、アセットをコピー＆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。

注意：
Creative Cloud  Creative Cloud Files 
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デスクトップアプリケーションから 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。

注意：
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、アセット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 アセットページにアセットをアップロードすることもできます。

Creative Cloud のアセットのアップロードと管理は、Creative Cloud アセットページのアクションメニューでおこないます。

63

http://assets.adobe.com/
http://assets.adobe.com/


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

アセットの置き換え

（ファイルのみに適用）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 では、ファイルに加えたすべての変更のコピーを保持します。
ファイルを置き換えるには、Creative Cloud アセットページで次の操作をおこないます。

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。

アセットのアーカイブと削除

ファイル、ライブラリ要素、またはモバイル作品を削除するには、2 つのステップが必要です。まずファイルをアーカイブして、アセット Web サ
イトのカテゴリのアーカイブ済みフォルダーから完全に削除します。

ファイルは、デスクトップ、アセット Web サイト、Creative Cloud が有効になっているモバイルアプリケーションからアーカイブできま
す。OS のコマンドを使用して、デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリからアセットを削除することもできます。
モバイル作品は、アセット Web サイトや Creative Cloud が有効になっている一部のモバイルアプリケーションからアーカイブできます。
ライブラリ要素は、アセット Web サイトからのみアーカイブできます。

アセットのアーカイブや削除は、Creative Cloud アカウント内で同期されます。アーカイブされたアセットは、引き続きオンラインストレージを
消費します。アセットを完全に削除すると、ストレージ容量が解放されます。

アセット Web サイトからアセットをアーカイブ

1. アセット Web サイトで、アーカイブするファイル、モバイル作品、ライブラリ要素を見つけます。
2. アセットのコンテキストメニューから、「アーカイブ」を選択します。
そのカテゴリのアーカイブ済みフォルダーにアセットが移動されます。例えば、モバイル作品はモバイル作品／アーカイブ済みに移動し、ラ
イブラリ要素はライブラリ／アーカイブ済みに移動されます。
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アセットのアーカイブ（表示例：ライブラリ要素）

アセットの復元

1. アセット Webサイトで、関連したカテゴリのアーカイブ済みページ（ファイル／アーカイブ済み、モバイル作品／アーカイブ済み、また
はライブラリ／アーカイブ済み）に移動します。

2. 復元するアセットを選択します。
3. 「復元」をクリックします。確認するプロンプトが表示されたら、再度「復元」をクリックします。

ファイルの完全な削除

1. アセット Webサイトで、関連したカテゴリのアーカイブ済みページ（ファイル／アーカイブ済み、モバイル作品／アーカイブ済み、また
はライブラリ／アーカイブ済み）に移動します。

2. 完全に削除するアセットを選択します。
3. 「完全に削除」をクリックします。確認するプロンプトが表示されたら、再度「完全に削除」をクリックします。

ストレージプランと容量

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（フォトプラン） 2 GB
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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。

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

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。その後は新規アセットの同期はおこなわず、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アセットには、赤字の大きな「！」マークが付きます。マークが付いたアセットでも、移
動、名前の変更、削除はできます。アセットを同期するには、他のアセットを完全に削除して、空きスペースを確保する必要があります。
注意：
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、ユーザーアセットの数に応
じて 100 KB ～ 500 KB となります。

その他の関連ヘルプ
Creative Cloud デスクトップアプリケーションによるアプリケーションとサービスの一元管理
Creative Cloud アセット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
フォルダーや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
同期場所の指定

  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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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 © 2016 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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アドビサポート >
Creative Cloud
> Creative Cloud ライブラリ

Creative Cloud ライブラリ
検索

目次
Adobe Creative Cloud ライブラリでできること
Creative Cloud アプリケーションでのライブラリのサポート
概要：Creative Cloud ライブラリの使用
Adobe Stock と Creative Cloud ライブラリ
FAQ

対象アプリケーション: Creative Cloud

Creative Cloud ライブラリを使用すれば、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 ライブラリ入門をご覧ください。

Adobe Creative Cloud ライブラリでできること

キャプチャ
Creative Cloud ライブラリは、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 マーケットからアセットをダウンロードすることもできます。
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再利用と作成
Creative Cloud ライブラリ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。

管理
デザインアセットを複数の Creative Cloud ライブラリに整理できます。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。

Creative Cloud アプリケーションでのライブラリのサポート

モバイルアプリ

アプリケーション アセットのライブラリへの保存をサポート ライブラリ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よくあ
る質問

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

Capture CC 該当なし Adobe Capture 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

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
アセットのライ
ブラリへの保存
をサポート

ライブラリのア
セットの使用を
サポート

詳細情報を記載したリソース
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デスクトップアプリケーション

Photoshop Photoshop の Creative Cloud ライブラリ

Illustrator Illustrator の Creative Cloud ライブラリ

InDesign InDesign の Creative Cloud ライブラリ

Premiere Pro Premiere Pro の Creative Cloud ライブラリ

After Effects After Effects の Creative Cloud ライブラリ

Dreamweaver Dreamweaver | ライブラリとの統合

Adobe Muse Adobe Muse の Creative Cloud ライブラリ

Adobe Animate CC Animate CC の Creative Cloud ライブラリ

Creative Cloud マーケッ
ト（Creative Cloud デスク
トップアプリケーション経
由）

該当なし Creative Cloud マーケット

ブラウザー

Creative Cloud アセット 表示、管理（名前変更、削除）
のみ Creative Cloud アセット | コンテンツの保存と共有

概要：Creative Cloud ライブラリの使用

ライブラリへの追加

Creative Cloud ライブラリは、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 マーケットからアセットをダウンロードすることもできます。

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。

Creative Cloud マーケット
Creative Cloud マーケット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 マーケット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。

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。
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アセットの管理
同期場所の指定

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 ライブラリ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ライブラリパネルにアセットをドラッグします。Creative Cloud アセット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。
ライブラリ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。

再利用と作成

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

ブラウザー
Creative Cloud アセットページでライブラリを参照および管理します。「アセットの参照、同期、管理」を参照してください。

モバイルアプリ
モバイルアプリを使用して、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。

共有と共同作業

デスクトップ 

Creative Cloud ライブラリをサポートしているデスクトップアプリケーションでライブラリパネル（Windows／ライブラリ）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。
フォロー可能なライブラリを作成することもできます。ユーザーがこのようなライブラリの URL を持っているとフォローできます。ライブラリの
コンテンツを更新すると、フォロワーのサポートしているすべての Creative Cloud アプリケーションで自動的にコンテンツが更新されます。

ブラウザー

左の Creative Cloud アセットパネルで「ライブラリ」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。
フォロー可能なライブラリを作成することもできます。ユーザーがこのようなライブラリの URL を持っているとフォローできます。ライブラリの
コンテンツを更新すると、フォロワーのサポートしているすべての Creative Cloud アプリケーションで自動的にコンテンツが更新されます。
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モバイル

Creative Cloud モバイル、Capture などのモバイルアプリを使用すると、Creative Cloud ライブラリ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。

Adobe Stock と Creative Cloud ライブラリ

Adobe Stock は Creative Cloud ライブラリ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ライブラリ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、ライブラリ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

ライブラリにはアイテムをいくつまで追加できますか？

ライブラリに追加できるアセットは最大 1,000 個までです。

作成できるライブラリの数に制限はありますか?

いいえ。作成できるライブラリの数に制限はありません。

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?

アプリケーションの操作中に、そのアプリケーションに関連するライブラリコンテンツを表示および使用できます。例えば、レイヤースタイルを
ライブラリに追加できますが、これらのスタイルを使用できるのは PhotoShop のみです。

どのようなカラー情報がサポートされていますか?

ライブラリでは単一のスウォッチまたはカラーテーマのカラーデータがサポートされています。ライブラリではプロセスカラーのみサポートされ
ています。スポットカラーはサポートされていないため、ライブラリにはプロセスカラーとして追加されます。
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ライブラリ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?

ほとんどのアセットは、デスクトップアプリケーション間で再利用できます。Photoshop のレイヤースタイルは特筆すべき例外です。これらは現
在 Photoshop でのみ再利用できます。
Illustrator または PhotoShop で InDesign テキストスタイルアセットを使用した場合、これらのアプリケーションで、アセットのプロパティと、ホ
ストアプリケーションで使用できるテキストスタイルのプロパティのマッピングが試行されます。ホストアプリケーションにないプロパティは無
視されます。

アセットはどこに保存されますか?

アセットはデバイス上にローカルに保存され、Creative Cloud と同期されます。

ライブラリは他のユーザーと共有できますか?

はい。ライブラリでの共同作業を参照してください。

Creative Cloud メンバーシップが必要ですか？

Creative Cloud ライブラリを使用するには、無償または有償の Creative Cloud メンバーシップが必要です。

Creative Cloud ライブラリに関する情報はどこで入手できますか?

ライブラリに関する詳しい情報は、次のリソースで確認できます。
ビデオチュートリアル

Creative Cloud ライブラリの使い方入門（概要）
Illustrator およびモバイルの Creative Cloud ライブラリ
Photoshop およびモバイルの Creative Cloud ライブラリ

モバイルアプリケーションで Creative Cloud ライブラリのデモンストレーションをおこなうビデオチュートリアル
Shape CC
Brush CC
Color CC
Illustrator Draw
Photoshop Sketch

  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

Creative Cloud
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
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個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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 © 2016 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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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同期
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同期

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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のフォントの参照」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 および同期 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。

77



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。

関連項目
デスクトップへのフォントの同期方法 | Typekit.com
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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

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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アドビサポート >
Creative Cloud
> ファイルやライブラリなどの共有

ファイルやライブラリなどの共有
検索

目次
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

対象アプリケーション: Creative Cloud

はじめに

Creative Cloud アセットでは、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おこなうことができます（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。
ライブラリとライブラリアセットを共有しながら、他のユーザーがそれらをフォローできるように設定することもできます。ライブラリまたはラ
イブラリアセットを更新すると、フォロワーのサポートしているすべての Creative Cloud アプリケーションでも自動的に更新されます。
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
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1. Creative Cloud アセットページで、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. ファイルはデフォルトで、自分のみが閲覧できる非公開に設定されます。ファイルを共有するには、「公開リンクを作成」をクリックして、
この読み取り専用表示のファイルを他の人と共有します。

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

注意：
「エクストラクトの使用を許可」は Photoshop（.psd）ファイルを共有する場合にのみ使用できます。エクストラクトの使い方について詳し
くは、Creative Cloud エクストラクト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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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

注意：
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。
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ライブラリ、ライブラリアセット、モバイル作品の共有

ライブラリの共有

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 アセット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。

ライブラリの「リンクを送信」オプション

4. リンクを送信ダイアログ ボックスで、非公開 / 公開のスイッチを切り替えます。公開ライブラリの共有を設定する追加のオプションが表示
されます。

非公開 / 公開のスイッチ

84

https://assets.adobe.com/assets/recent
https://assets.adobe.com/assets/recent


ライブラリの共有オプション

5. 必要に応じて、デフォルトで有効になっている次のオプションをオフにします。

フォローを許可
このオプションが有効になっていると、ユーザーがこのようなライブラリの URL を持っているとフォローできます。ライブラリのコンテンツを更
新すると、フォロワーのサポートしているすべての Creative Cloud アプリケーションで自動的にコンテンツが更新されます。

Creative Cloud への保存を許可
このオプションが有効になっていると、他のユーザーは現在の状態のライブラリを Creative Cloud アカウントにコピーしてアセットを編集できま
す。ただし、元のライブラリが更新されてもユーザーのコピーしたライブラリには反映されません。

6. ライブラリの説明を入力することもできます。
7. 「保存」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。

ライブラリアセットおよびモバイル作品の共有

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。
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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

注意：
フォローを許可する機能は現在、モバイル作品では利用できません。

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。送信者がダウンロードを有効にしている場合は、ファイルをデバイスにダ
ウンロードすることもできます。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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アセットの Creative Cloud アカウントへの保存、またはファイルのダウンロード

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。
注意：
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

87



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 アセット 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。

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。

その他の関連ヘルプ
今日から始める Creative Cloud アセット
他のユーザーとの共同作業
アセットの参照、共有、管理（マネージドサービス）

  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

Creative Cloud
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
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Was this helpful?
Yes
No
 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 -
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アドビサポート >
Creative Cloud
> Creative Cloud アプリケーションの起動

Creative Cloud アプリケーションの起動
検索

目次
アプリケーションはどこにインストールされますか?
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
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

対象アプリケーション: Creative Cloud
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。

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、Program Files フォルダー（Windows）、Applications フォルダー（Mac
OS）など、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。
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。

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。
注意：
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

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。
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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。
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。
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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。
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。

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

  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

Creative Cloud
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
チュートリアル

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。
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質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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
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Lightroom mobile、Lightroom TV、および Lightroom Web ギャラ
リー
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Adobe Lightroom for mobile および Lightroom for Apple TV | FAQ

ページの先頭へ

Adobe Lightroom for mobile について教えてください。
どのような機能を無償で使用できますか？Creative Cloud Photography サブスクリプションを購入す
ると、どのような追加機能を使用できますか？
モバイルアプリはデスクトップ版 Lightroom と一緒に使用できますか？
Lightroom for mobile を試用するにはどうすればよいですか？
Lightroom for mobile がサポートしているプラットフォームおよびデバイスを教えてください。
Lightroom for mobile にはどのような言語版がありますか？
Lightroom for mobile はどのファイル形式をサポートしていますか？
Lightroom 体験版のサブスクリプションの有効期限が切れると、同期されている画像はどうなるので
すか？
Lightroom for mobile に画像を同期すると、Creative Cloud メンバーシップで利用できるクラウドス
トレージが部分的に使用されますか？
Lightroom を使用してどの位の写真やビデオをデバイス間で同期できますか？
Lightroom for mobile をバックアップサービスとして使用できますか？
Lightroom for mobile は元の画像ファイルをオンラインに保存しますか？
コンピューターまたは外部ハードドライブに保存した RAW ファイルを Lightroom はどのように同期
しますか？
Adobe Lightroom for mobile で同期機能を使用するためになぜ Creative Cloud メンバーシップが必
要ですか？
デバイスに転送した RAW ファイルを、Camera Connection Kit を使用して Lightroom for mobile
に読み込めますか？
Lightroom for mobile と同期できるデスクトップ版カタログ数はどれくらいですか？
Android デバイスが DNG RAW ファイル形式の撮影をサポートしているかどうかを判断する方法を教
えてください。
Android スマートフォンが Lightroom for mobile の高度な編集機能をサポートしているかどうかを確
認する方法を教えてください。

Adobe Lightroom で美しい画像を際立たせてください。Adobe Photoshop の優れた技
術により、Lightroom for mobile では、スマートフォンやタブレットで撮影した写真を
プロ品質の画像に仕上げて共有できます。
Lightroom for Apple TV では、TV で Lightroom クラウド写真を表示したり、スライド
ショーをお楽しみいただけます。コレクションをスワイプして目的の写真をすばやく見
つけたり、写真にズームインして細部を大画面で確認できます。
この記事を参照して、Lightroom for mobile および Lightroom for Apple TV に関する一
般的な質問の回答をご確認ください。

Lightroom for mobile
Lightroom for Apple TV
詳細情報

Lightroom for mobile

全般情報
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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

Lightroom for mobile を始めるにはどうすればよいですか？
デバイスで使用する Lightroom for mobile のヘルプを利用するにはどうすればよいですか？

ページの先頭へ

Lightroom for Apple TV がサポートする Apple TV ハードウェアのバージョンを教えてください。
Lightroom for Apple TV で写真を編集または監督することはできますか？
ビデオをクラウドに保存していますが、Lightroom for Apple TV に表示されません。理由を教えてく
ださい。
Lightroom for Apple TV で Apple リモート以外のリモートを使用できますか？
Lightroom for Apple TV ではスライドショーに音楽を追加できますか？
Lightroom for Apple TV のスライドショーでは、異なるスライド切り替えが可能ですか？
Lightroom for Apple TV で写真を表示する際に使用されるカラースペースを教えてください。
Lightroom Web ギャラリー、Lightroom for mobile、または Lightroom desktop の写真に変更を加
えましたが、Lightroom for Apple TV に表示されません。どうすれば表示できますか？
Lightroom for Apple TV で使用可能な言語を教えてください。

Lightroom for Apple TV を始めるにはどうすればよいですか？
Lightroom for Apple TV のヘルプを利用するにはどうすればよいですか？

ページの先頭へ

Adobe Lightroom for mobile を使用する

Lightroom for Apple TV

全般情報

Adobe Lightroom for Apple TV を使用する

詳細情報

Lightroom for mobile の開始
Lightroom Desktop と Lightroom for mobile を同期させる設定
コンピューター上でのモバイル版 Lightroom の写真へのアクセスと編集
Lightroom for Apple TV の設定
TV での Lightroom 写真の表示
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> Lightroom mobile の使用

Lightroom mobile の使用
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom
Lightroom mobile アプリへのログインと全体的な操作方法、写真の整理と編集の方法、Lightroom Web ギャラリーでコレクションを共有する方法、編集が終わった写真をデバイスに保存する方法を学習します。RAW 写真を撮影するための一連の操作、オーバーレイを使った写真合成、ライブカメラビューの映像にさまざまな効果を適用する方法、その他について学習します。

iOS 版 Lightroom mobile Android 版 Lightroom mobile Lightroom for Apple TV Lightroom Web ギャラリー

          iOS 版 Lightroom mobile ヘルプ

         Lightroom for Apple TV ヘルプ

     Android 版 Lightroom mobile ヘルプ

     Lightroom Web ギャラリーヘルプ

その他の関連ヘルプ
今日から始める Lightroom mobile アプリ
Lightroom mobile FAQ
Lightroom デスクトップとモバイルアプリの同期

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> Lightroom デスクトップとモバイルプラットフォームの同期

Lightroom デスクトップとモバイルプラットフォームの同期
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
Lightroom の同期設定
コレクションの設定
Lightroom mobile の環境設定

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom

この記事では、写真を iPad、iPhone および Android フォン用のモバイルアプリの Lightroom と同期するために Lightroom デスクトップ版を設定
および使用する方法について説明します。モバイルアプリの Lightroom の使用方法に関する情報をお探しの場合は、Lightroom mobile の使用を参
照してください。

Lightroom の同期設定

重要：最新バージョンの Lightroom に更新するには、Creative Cloud または Photoshop フォトグラフィプログラムのサブスクリプションを購入し
ている必要があります。無料体験版の Lightroom をダウンロードすることもできます。

1. ヘルプ／更新をクリックします。最新バージョンの Lightroom を実行していることを確認してください。

2. 画面左上の Activity Center をクリックします。Adobe ID を使用して Lightroom デスクトップ版にログインします。

Activity Center は、Lightroom デスクトップ版のインターフェイスの左上隅にあります。

3. モバイル上の Lightroom のログインページに、Adobe ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

4. Activity Center をクリックして、「Lightroom mobile と同期」オプションがオンになっていることを確認します。

注意：
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ログイン画面で、個人アカウントまたはエンタープライズアカウントのどちらかを選択するオプションが表示される場合があります。詳しく
は、Adobe ID からエンタープライズ ID に切り替えを参照してください。

コレクションの設定

Lightroom mobile と同期するには、写真がコレクション内にある必要があります。同期されたコレクション内にある写真は、自動的にお使いのモ
バイルデバイスおよび Lightroom Web 上で利用可能になります。

1. コレクションの作成中に、コレクションを作成ダイアログで、「Lightroom mobile と同期」チェックボックスをオンにします。

新しいコレクションの同期設定

2. 既存のコレクションについても、Lightroom mobile と同期するように設定できます。

同期アイコンをクリックして、コレクション内の画像がデバイスと同期されるようにします。
A. 同期されないコレクション B. 同期されるコレクション（双方向の矢印のアイコン） 

注意：
既存のコレクションを右クリックし、コンテキストメニューから「Lightroom mobile と同期」をクリックすることもできます。

3. デバイスとのコレクションの同期を停止するには、コレクションパネルで次のいずれかの操作を行います。
コレクションの名前の横にある同期アイコンをクリックします。
コレクションを右クリックし、コンテキストメニューから 「Lightroom mobile と同期」をクリックします。

コレクションと Lightroom mobile の同期を停止するときに表示される警告
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Lightroom mobile の環境設定

Lightroom mobile の同期機能の設定は環境設定フォルダーにあります。環境設定ダイアログにアクセスするには、編集（Mac：Lightroom）／環
境設定／Lightroom mobile をクリックします。

Lightroom mobile の環境設定

アカウント

Lightroom mobile 環境設定タブで、お使いのアカウントに関する詳細情報を表示できます。同期された情報を削除することもできます。プレ
ビュー、メタデータ、現像設定などの写真に関するすべての情報が Lightroom mobile から削除されますが、元の写真は削除されません。元の写真
はこのマシンに残り、影響を受けません。コレクションもすべて保持されますが、Lightroom mobile の同期設定はリセットされます。

オプション

Lightroom デスクトップで写真をモバイルデバイス用 Lightroom と同期している場合、同期中にシステムをスリープ状態にしないオプションを選
択して、コンピューターのスリーブ機能を無効にすることができます。

場所

初期設定では、Lightroom デスクトップは、C:\Users\<ユーザー名>\Pictures で Lightroom mobile の写真を同期します。以下のオプションを使用
して、Lightroom mobile の写真に対して希望の場所を選択し、さらにフォルダー構造を指定することもできます。

Lightroom mobile 画像の場所を指定
このオプションを選択し、モバイルのダウンロードに対して希望のパスを選択します。

撮影日別に書式設定したサブフォルダーを使用
このオプションを選択して、上で指定した場所内にモバイルの写真をダウンロードする際のサブフォルダー書式設定を選択します。
注意：
Lightroom mobile は、バックアップサービスではありません。デスクトップの Lightroom は、オリジナルの RAW ファイルをクラウドおよび
Lightroom mobile と同期しません。デスクトップの Lightroom は、スマートプレビューの形式で画像を作成してクラウドと同期します。スマート
プレビューは、元のファイルの縮小版（1.5 または 2 MB 程度の大きさ）であり、RAW ファイルの柔軟性をすべて保持しています。スマートプレ
ビューに対して行われた変更は、自動的にオリジナルと同期されます。
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その他の関連ヘルプ
ビデオチュートリアル：Lightroom デスクトップ版とモバイルデバイス間で写真を同期
すべての同期済み写真コレクションの使用
今日から始めるLightroomモバイルアプリ
Lightroom mobile の使用
Adobe Lightroom mobile および Lightroom for Apple TV | FAQ

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> Lightroom Web ギャラリー

Lightroom Web ギャラリー
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
ログイン
整理
写真の編集
共有

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom
Web ブラウザーから Lightroom を使用して写真にアクセスし、編集、共有する方法を説明します。

Lightroom Web ギャラリーを使用すると、写真へのアクセス、整理、共有が簡単に行えます。Lightroom Web ギャラリーでは、切り抜き、調整、
プリセットの適用などの編集を写真に加えることもできます。
lightroom.adobe.com にアクセスして「Web で体験」をクリックし、Adobe ID を使用してログインします。

ログイン

Lightroom Web ギャラリーへのログイン

1. https://lightroom.adobe.com に移動します。
ウィンドウの右上にある「ログイン」をクリックするか、 「Web で体験」をクリックします。

2. Adobe ID を使用してログインします。

ログインすると、最初に開くウィンドウはすべての写真表示です。Lightroom クラウドのすべての写真（コレクションの一部でないものも含
む）が 1 年の月ごとに分けてタイムラインに沿って表示されます。
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整理

すべての写真表示
コレクション表示

グリッド表示
ルーペ表示

すべての写真表示

初めて Lightroom Web ギャラリーを起動すると、最初にすべての写真表示のウィンドウが開きます。この表示には、Lightroom mobile、デスク
トップ版 Lightroom、Lightroom Web ギャラリーで作成した、全コレクションのすべての写真がタイムラインに基づいて表示されます。

A. すべての写真表示 B. タイムラインで整理した写真 C. 並べ替えおよび表示のオプション 

すべての写真表示の表示オプション すべての写真表示で写真を表示する方法を表示オプションで指定できます。すべての写真表示の右上にある（
）アイコンをクリックします。使用可能な並べ替えオプションのいずれかを選択します。

撮影日時による並べ替えいずれかの並べ替えオプションを選択し、撮影日時に基づいて写真の表示順序を変更します。オプションを再びクリック
すると、昇順と降順の間で切り替わります。

コレクション表示

コレクション表示は、Lightroom mobile、デスクトップ版 Lightroom、Lightroom Web ギャラリーで作成したすべてのコレクションの一覧を表示
します。
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A. コレクション表示 B. コレクションの作成 C. カバー写真 D. コレクションのタイトル E. コレクションの編集 F. 写真のコレクションへのアップロード G. 共有 

コレクション表示で（ ）アイコンをクリックして編集オプションを表示し、以下のいずれかを行います。
「カバーを選択」をクリックします。次に表示されるスクリーンで、いずれかの写真をカバーとして選択します。注意：Lightroom の初期設
定では、コレクショングリッド（日付の古い順）の最初の写真がコレクションのカバー写真として選択されます。このオプションを変更し
て、好みの写真を指定できます。
このコレクションを削除するには、削除アイコン  をクリックします。
コレクションのタイトルを変更し、確認アイコン  をクリックします。それ以外の場合は、キャンセルアイコン（ ）をクリックして変更
をキャンセルします。

グリッド表示（「コレクション」で写真を表示）

グリッド表示は、コレクション内で写真を表示する際に使用できます。コレクション表示で「コレクション」をクリックしてグリッド表示を開き
ます。

A. 保存済みコレクション B. コレクションのタイトルの変更 C. スライドショーを再生 D. グリッド表示の写真 E. 表示オプション 

コレクションのタイトルの変更

グリッド表示の上部中央にある設定アイコン（ ）をクリックします。
表示されるコレクション設定ダイアログでタイトルを更新し、「保存」をクリックします。

スライドショーを再生 再生アイコン（ ）をクリックし、コレクションの写真のスライドショーを再生します。
コレクションへの写真の追加
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+ 写真を追加ボタンをクリックします。
表示されるダイアログボックスで、ハードディスクの場所から追加するファイルを選択します。

コレクションの写真の整理

グリッド表示の上部中央にある整理オプション  をクリックします。
開始する写真を選択します。
表示されるコンテキストメニューから次のオプションを選択します。
除去：この同期済みコレクションから選択した写真を除去します。
削除：すべての同期済みコレクションから選択した写真を削除しますが、それが属するデスクトップカタログからは削除しません。
コピー先：既存のコレクションまたは新しいコレクションに、選択した写真をコピーします。
移動先：既存のコレクションまたは新しいコレクションに、選択した写真を移動します。

グリッド表示のフィルターおよび並べ替えオプション
グリッド表示では、フィルターを設定して特定の種類の写真だけを表示できます。また、フラットグリッドの表示を選択するか、撮影時刻または
変更日別にグループ／セグメント写真をグリッドに表示できます。
グリッド表示の上部右側にある（ ）アイコンをクリックします。「フィルター」または「並べ替え」のいずれかを選択します。

フラグステータス 
画像をフラグステータス（フラグ解除、採用または拒否）に基づいて表示するように選択します。フラグの状態をクリックします。

撮影日時で並べ替え
いずれかの並べ替えオプションを選択し、撮影日時の基準に基づいて写真の表示順序を変更します。オプションを再びクリックすると、昇順と降
順の間で切り替わります。

カスタム並べ替え
Lightroom デスクトップで指定されたカスタムの並べ替え順に基づいて、写真を並べ替えます。

ルーペ表示（写真を編集する準備）

ルーペ表示はグリッド表示の写真をクリックすると使用可能になります。表示できるのは 1 回につき 1 枚の写真のみです。ルーペ表示では、「編
集」ボタンをクリックして編集モードに切り替え、調整やプリセットを適用したり、切り抜きツールを使用したりできます。
ルーペ表示は、写真に関するほとんどのアクションを実行するウィンドウです。写真の修正に加えて、フラグを設定したり、「いいね」と評価し
たり、星レーティングを行ったり、コメントを追加したりすることもできます。

写真の編集

フラグを設定したり、「いいね」と評価したり、レーティングを行ったりする
コメントの追加
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写真のダウンロード
調整、切り抜き、プリセットの適用

A. 写真の編集 B. アクティビティおよび情報パネル C. アクティビティパネルのコメント D. パネルを表示／非表示 E. 写真のコメント F. 写真を「いいね」と評価する G. 星レー
ティング H. フラグを設定 

フラグを設定したり、「いいね」と評価したり、レーティングを行ったりする

ルーペ表示にしているとき、画面の左下にあるアイコンを使用して、これらの操作を実行します。

コメントの追加

左下のコメントアイコンまたは画面の右下にあるアイコンをクリックし、アクティビティと情報のパネルの表示と非表示を切り替えます。
コメントは、アクティビティパネルに書き込んで投稿できます。この写真の既存のコメントも、ここに表示されます。

写真のダウンロード

写真をダウンロードするには、写真を選択し、左下のパネルにあるダウンロードアイコンをクリックします。元画像または最新バージョンをダウ
ンロードできるようになりました。

元画像
Lightroom mobile（iOS または Android）、Lightroom Web ギャラリーまたは Lightroom CC デスクトップアプリを使用して、クラウドにアップ
ロードした元の形式の編集前の写真のダウンロードを選択します。
元画像をダウンロードできるのは本人だけです。共有されている写真を表示している他のユーザーは、元画像をダウンロードできません。

最新バージョン
JPG 形式の最新の編集済み写真をダウンロードするには、このオプションを選択します。
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元画像（編集前）または最新バージョンの写真（編集後）をダウンロードします。

調整、切り抜き、プリセットの適用

ルーペ表示になっているときに、左上にある「編集」アイコンをクリックします。編集モードでは、カタログ画像を広範に編集し、接続されてい
るデバイスにすべて同期できます。

これらの 3 つの編集オプションを使用して、複数のオプションを切り替えて写真の編集作業ができます。

調整
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ホワイトバランス、色温度、露光量などの各種コントロールを使用することで、写真を手動編集できます。

1. コレクション表示で「コレクション」を選択してから写真を選択し、ルーペ表示で写真を開きます。

2. 左上にある編集アイコンをクリックします。

3. 使用可能な調整は、右側にドロップダウンパネルとして表示されます。

4. 写真を修正するには、いずれかの調整ドロップダウンパネルを選択し、スライダーをドラッグして調整の値を変更します。

5. 「保存」をクリックします。

切り抜き

さまざまなツールを使用して、写真の切り抜き、回転、角度補正、反転を行います。

写真を切り抜くには、切り抜きガイドの端と隅をドラッグして、切り抜きのシェイプとサイズを変更します。
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写真を次のように操作することもできます。
90° 回転：写真を時計回りに 90° 回転します。
反転：縦軸か横軸で写真を反転します。
角度補正：スライダーをドラッグし、特定の角度で写真を回転します。

プリセット

さまざまなプリセット効果のサムネールを表示し、写真に適用できます。「プリセット」を選択して写真に効果を適用し、「保存」をクリックし
ます。

共有

Lightroom の画像は、Lightroom Web ギャラリーを使用してギャラリーとして共有するか、Adobe Portfolio を使用してオンラインプロジェクトを
公開できます。
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1. コレクション表示で、左パネルからコレクションを選択し、中央上のパネルで共有アイコン（ ）をクリックしてください。
注意：
または、左上のパネルで「すべての写真」をクリックしてアップロードされたすべての写真を表示し、共有アイコンをクリックします。グ
リッド表示から共有アイコンにアクセスすることもできます。共有アイコンがハイライトされている場合は、コレクションが既に共有されて
います。Web コレクションの共有を解除するには、「非公開」を選択します。

2. 共有する写真の番号を選択し、ウィンドウの右上にある「写真を共有」ボタンをクリックします。

共有する写真を選択する

3. 選択した写真を Lightroom Web ギャラリーとして共有するか、Adobe Portfolio に送信できるようになりました。

Lightroom Web ギャラリーとして共有
Adobe Portfolio に送信

Lightroom Web ギャラリーとして共有

Lightroom Web ギャラリーを使用すると、自分の写真を Facebook、Twitter、Google+ などのソーシャルメディアプラットフォームや電子メール
でギャラリーとして共有できます。
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1. Lightroom Web ギャラリーの表示オプションは一般またはスライドショーとして設定できます。

2. 一般

タイトル：共有の説明を付けます。タイトルを入力しなければ、日付が初期設定のタイトルになります。
カバー写真：共有のメイン画像を設定します。この写真は共有用に選択した写真の中から選択でき、共有のヘッダーグラフィックとして表示
されます。
ダウンロードを許可：共有を見ているユーザーによる写真のダウンロードを許可します。
メタデータを表示：作者名、解像度、カラースペース、著作権、適用されているキーワードなどの写真に関する標準化された情報セットを、
ユーザーが表示できるようにします。
場所を表示：写真の場所をユーザーが表示できるようにします。

スライドショー
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テーマ：スライドショーの写真の表示デザインを設定します。2 つのテーマ（シングルおよび適応）から選択します。シングルは、一度に 1
つずつ画面に写真を表示します。適応は、一度に複数の写真を画面に表示します。
速度：スライドショーで写真の速度を設定します。高、中、低から選択します。
ループ：選択するとスライドショーを繰り返し再生します。

3. 「保存」をクリックします。

4. 2 つの写真の間の（ ）をクリックして共有内のセクション区切りを追加し、テキストを追加（ ）をクリックして各セクションの説明を
追加します。

5. 中央上のパネルにある該当するアイコンをクリックして、ソーシャルメディアプラットフォーム上の写真コレクションのリンクを共有しま
す。
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写真とテキストを使用して作成できる興味深いストーリーを共有できます。

注意：

共有設定（ ）をクリックすることにより、タイトル、カバー写真、オプションを編集できます。
（ ）をクリックしてスライドショーを再生し、右上のパネルにある（ ）をクリックして写真を共有に追加します。
共有を作成すると、左のパネルに最近共有した写真が表示されます。
共有の作成後は、クリックするだけで写真を編集できます。
共有から写真を削除するには、その写真を選択し、「削除」をクリックします。

Adobe Portfolio に送信

写真を Adobe Portfolio に送信することにより、独自のオンラインポートフォリオを作成できます。

1. Adobe Portfolio に送信を選択すると、以下を追加できます。
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プロジェクトタイトル：新しいプロジェクトに説明を追加できます。
Behance でも表示：プロジェクトを Behance で共有できます。
成人向けコンテンツを含む：成人向けコンテンツを共有する場合にこのオプションを選択します。

2. 「続行」をクリックします。

3. 「Portfolio を終了」をクリックします。Adobe Portfolio にリダイレクトされます。Adobe ID を使用してログインし、プロジェクトを公開し
ます。

その他の関連ヘルプ
チュートリアル：今日から始める Lightroom Web ギャラリー
Lightroom mobile の使用

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
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ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
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Lightroom for Apple TV アプリの設定

注意：

Apple TV（第 4 世代）で Lightroom for Apple TV アプリをダウンロードする方法と設定する方法を学習しま
す。このアプリを設定すると、テレビ画面で Lightroom クラウドのすべての写真とコレクションを表示するこ
とができます。

Lightroom for Apple TV アプリは、tvOS 9.0 以降で動作する Apple TV 第 4 世代と互換性がありま
す。

Apple TV（第 4 世代）で Lightroom for Apple TV アプリを設定するには、以下の手順に従って、App Store か
らアプリを取得し、Adobe ID を使用してサインインします。 

1. Apple TV（第 4 世代）で App Store  に移動します。「Lightroom」を検索
し、Lightroom for Apple TV アプリをダウンロードします。

App Store から Lightroom for Apple TV をダウンロード

2. Lightroom for Apple TV アプリを開き、「サインイン」画面に移動します。
この画面に認証コードが表示されます。残りの手順を完了するまで、この画面を表示した
ままにします。

テレビに表示された 6 桁のコード

3. コンピューターまたはモバイルデバイスの Web ブラウザーで lightroom.adobe.com/tv に
アクセスします。

4. Adobe ID を使用して、ログインします。
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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

5. サインインしたら、テレビに表示された 6 桁の認証コードを入力し、Web ブラウザーで
「終了」をクリックまたはタップします。

Web ブラウザーで 6 桁のコードを入力

6. 認証が成功した場合、Lightroom for Apple TV は、同期したコレクションを自動的にテレ
ビに表示します。

テレビに表示された Lightroom コレクション

これで Lightroom for Apple TV アプリを使用する準備ができました。Lightroom クラウド
の写真をテレビに表示し、写真のスライドショーを実行することができます。
詳細については、テレビで Lightroom の写真を表示を参照してください。

関連リンク
FAQ | Lightroom for Apple TV
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テレビで Lightroom の写真を表示

ページの先頭へ

Lightroom コレクションを参照

Lightroom for Apple TV アプリを利用すると、Lightroom クラウドの写真やコレクションを表示したり、テレ
ビでスライドショーをお楽しみいただけます。Lightroom for Apple TV アプリの実行中に Lightroom デスク
トップ、Lightroom mobile、Lightroom Web ギャラリーのいずれかを使用して写真に変更を加えた場合、設
定の「コレクションを再読み込み」オプションを使用して最新の編集内容を簡単に同期できます。コレクショ
ンをスワイプして探している写真をすばやく見つけたり、写真をズームインして大画面で細かい部分を見たり
することができます。
この記事では、アプリのインターフェイスと設定について説明します。

コレクション
コレクション（グリッド表示）で写真を表示
すべての写真
フルスクリーンで写真を表示（ルーペ表示）
写真のスライドショーを再生
設定

コレクション

Lightroom for Apple TV アプリを初めて開いたときに、テレビに最初に表示されるのはコレクション表示で
す。
コレクション表示には、Lightroom mobile、Lightroom Web ギャラリー、またはデスク
トップ版 Lightroom CC からクラウドに同期／アップロードされたすべてのコレクション
が表示されます。
コレクションごとに、カバー写真、コレクションのタイトル、およびそのコレクション内
の写真の枚数が表示されます。

コレクション表示で、Apple TV リモートのタッチ面を上下左右にスワイプ
して、コレクションをスクロールします。
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コレクション内の写真を参照

ページの先頭へ

Lightroom for Apple TV でコレクションを参照

コレクション（グリッド表示）で写真を表示

コレクション内の写真を表示するには、コレクション表示でコレクションを選択し、リモートのタッチ面をク
リックします。写真はグリッド表示に表示されます。

コレクションを開いて、リモートのタッチ面を上下左右にスワイプし、そのコ
レクション内の写真をスクロールします。    

コレクション内の写真をスワイプ

すべての写真

すべての写真表示は、Lightroom クラウドのすべての写真（コレクションの一部でないものも含む）を 1 年の
月ごとに分けてタイムラインに沿って表示します。
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Lightroom の写真を参照

ページの先頭へ

写真のフィルムストリップ表示

すべての写真表示で、Apple TV リモートのタッチ面を上下左右にスワイプ
し、Lightroom のすべての写真をスクロールします。

Lightroom のすべての写真のタイムラインに沿った表示（すべての写真表示）

フルスクリーンで写真を表示（ルーペ表示）

ルーペ表示で写真を表示

コレクション内の写真を参照（グリッド表示）したり、Lightroom のすべての写真を参照（すべての写真表
示）するときに、リモートのタッチ面をクリックすると、選択した写真がテレビのフルスクリーンで表示
（ルーペ表示）されます。 

テレビのフルスクリーンで写真を表示する（ルーペ）ときに、リモートの
タッチ面を下にスワイプすると、画面上部にフィルムストリップ表示が表示されます。フィルムストリップ表
示には、コレクション表示またはすべての写真表示内の画像の小さなプレビューが表示されます。
フィルムストリップで、タッチ面を左右にスワイプすると、写真間をすばやく移動できま
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写真をズーム

ページの先頭へ

す。
タッチ面を上にスワイプすると、フィルムストリップが非表示になります。 

写真間をすばやく移動できます。ルーペ表示で、リモートのタッチ面を下にスワイプすると、フィルムスト
リップが表示されます。

テレビのフルスクリーンで写真を表示する（ルーペ表示）ときに、リモートのタッチ面をク
リックすると、写真が 200% までズームされます。ズームインするときに、リモートのタッチ面を上下左右に
スワイプすることによって、写真をパンすることができます。これにより、写真の特定部分をより詳細に表示
できます。 

写真をより詳細に表示します。タッチ面をクリックして 200% までズームインし、次にタッチ面をスワイプし
て写真をパンします。

写真のスライドショーを再生

リモートの再生／一時停止ボタンをクリックすると、写真のスライドショーが実行されます。スライドショー
の開始を示す再生オーバーレイアイコンが、画面に短時間表示されます。
コレクション内の写真のスライドショーを実行するには、コレクションを参照する（コレ
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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

コレクションを再読み込み

スライドの再生時間

Lightroom for Apple TVについて

利用状況データを収集

クション表示）とき、コレクション内の写真を参照する（グリッド表示）とき、またはコ
レクション写真をフルスクリーンで表示する（ルーペ表示）ときに、リモートの再生／一
時停止ボタンを押します。
Lightroom のすべての写真のスライドショーを実行するには、すべての写真表示で写真を
参照するときに、リモートの再生／一時停止ボタンを押します。
スライドショーを一時停止するには、リモートで再生／一時停止ボタンをもう一度押しま
す。

設定

Lightroom for Apple TV の設定

Lightroom mobile、Lightroom Web ギャラリー、またはデスクトップ版
Lightroom CC で Lightroom の写真に変更を加えた後、Lightroom for Apple TV で写真を再読み込みします。

スライドショーの実行中の写真のトランジション速度を設定します。低速、中速、また
は高速を選択します。   

Lightroom for Apple TV を作成した人たちの名前が表示されます。

「はい」を選択し、個人が特定されない匿名の使用データをアドビに送信します。こ
のデータを活かして、ワークフローや、現実世界でのアプリの使用方法の理解に役立てることができます。

関連リンク
Lightroom for Apple TV アプリの設定
FAQ | Lightroom for Apple TV
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アドビサポート >
Photoshop
> モバイルアプリの Photoshop ファミリー

モバイルアプリの Photoshop ファミリー
検索

Photoshop ユーザーガイド
>

対象アプリケーション: Lightroom Photoshop

Adobe Photoshop Fix

Adobe Photoshop Fix を使用すると、Adobe Photoshop デスクトップソフトウェアとモバイルの便利さを組み合わせて、iPhone ま
たは iPad でクリエイティブな写真のレタッチ操作を簡単に行うことができます。写真に対して修復、スムーズ、ゆがみ、明暗、
その他の編集と調整を行い、好みどおりの外観にできます。また、Adobe Creative Cloud に接続されたワークフローを Fix で使用
すると、さまざまなクリエイティブな作業が可能になります。
ダウンロード：iTunes

Adobe Photoshop Fix よくある質問
Photoshop Fix で写真のレタッチ

Adobe Photoshop Mix

Adobe Photoshop Mix を使用すると、Adobe Photoshop ソフトウェアとモバイルの便利さを組み合わせて、 iPhone、iPad、または
Android フォンでクリエイティブな写真の編集を簡単に行うことができます。 非破壊的に画像をカットアウトしてミックスして編
集できるため、元の写真はそのまま残ります。また、Adobe Creative Cloud に接続されたワークフローを Mixで使用すると、さま
ざまなクリエイティブな作業が可能になります。
ダウンロード：iTunes | Google Play

Adobe Photoshop Mix よくある質問
今日から始める Photoshop Mix

Adobe Preview CC

Adobe Preview CC は、Photoshop でデザインを編集しながらリアルタイムでプレビューできる Photoshop 関連 iOS アプリで
す。Preview CC を使用すれば、デザインを好みの外観にして実際のデバイスで表示できます。Preview CC によってデザインプロセ
スが速くなり、複数の画面サイズでのテストにかかる時間が短縮されます。
ドキュメントにアートボードがある場合、デバイスプレビューではアートボードのサイズと位置を接続されたデバイスのサイズと
照合して、正しいアートボードを表示しようとします。

ダウンロード：iTunes

Adobe Preview CC よくある質問
Photoshop ヘルプ | デバイスプレビュー

モバイル版 Adobe Lightroom
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Adobe Lightroom を使用すると、美しい画像を際立たせることができます。 Adobe Photoshop テクノロジーの優れた機能を搭載し
たモバイル版 Lightroom を使用すれば、スマートフォンやタブレットからプロ並みの品質の画像を作成して共有できます。続けて写
真を撮るのであれば、体験版 Adobe Creative Cloud フォトグラフィプランで、モバイルデバイス、デスクトップ、Web の間で写真
を表示、整理、編集、共有できます。すべての写真を一元化しましょう。
ダウンロード：iTunes | Google Play

モバイル版 Adobe Lightroom FAQ

今日から始める Lightroom モバイルアプリ

Adobe Photoshop Sketch

Adobe Photoshop Sketch は、インスピレーション、印象深い描画、クリエイティブな仲間を iPhone または iPad に集約します。 ア
イデアをスケッチにして Behance で共有すれば、すぐにフィードバックが得られます。Sketch を使用すれば、場所を問わず自由な
発想でアイデアを試し、信頼できる仲間からフィードバックを受けることができます。
ダウンロード：iTunes

Adobe Photoshop Sketch よくある質問
今日から始める Photoshop Sketch

関連項目:

Photoshop およびデザイン
すべてのアドビモバイルアプリのダウンロード URL

  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

Photoshop
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 地域の変更日本 (変更)
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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。
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写真の読み込み
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カメラやカードリーダーから写真を読み込む

Lightroom に写真を読み込む場合は、写真自体とカタログ内にある写真の記録の間にリンクを作成します。カ
メラまたはカードリーダーから読み込む場合、Lightroom が写真のコピーをハードドライブにコピーし、カタ
ログ内の写真へのリンクを追加します。
読み込むときは、読み込みウィンドウで左から右へ作業します。まず、左側で読み込むファイル（ソースファ
イル）を指定します。次に、ウィンドウの中央で、カタログに写真を読み込む方法を選択します（カメラまた
はカードから読み込む場合は、写真をコピーします）。最後に、右側でファイルの格納先（保存先フォル
ダー）および読み込まれるファイルのその他のオプションを指定します。

Lightroom の読み込みウィンドウ

A. プレビュー領域 B. ソースパネル C. 最小読み込みの切り替え D. オプションおよび保存先パネル 

重要：初めて読み込む場合、開始する前に写真の整理方法と格納予定の場所をあらかじめ考えておくと、
作業がスムーズに進みます。前もって計画することで、後から写真を移動する必要や、カタログの中で写
真を見失う可能性を最小限に抑えることができます。

1. カメラまたはカメラカードリーダーをコンピューターに接続します。

必要に応じて、カメラのドキュメントを読んで、カメラをコンピューターに接続する方法についての指示がな
いかどうかを確認します。

カメラやカードリーダーを接続したときに Lightroom が自動的に起動されるようにするには、Lightroom／
環境設定（Mac OS）または編集／環境設定（Windows）を選択します。「一般」タブの「読み込みオプ
ション」で、「メモリカードの検出時に読み込みダイアログを表示」を選択します。

2. Lightroom および読み込みウィンドウを開きます。

Lightroom で、ライブラリモジュールの「読み込み」ボタンをクリックするか、ファイル／写真とビデオを読
み込みを選択して、読み込みウィンドウを開きます。
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コピー

DNG 形式でコピー

注意：

すべての写真

新規写真

3. Lightroom をカメラまたはカードリーダーに向けます。

読み込みウィンドウの左側で、ソースパネルを使用して、読み込む写真を含むデバイスまたはカードに移動し
ます。「追加元」または「ソースを選択」をクリックしてデバイスを検索します。

読み込みソースとして選択されたカメラ

取り付けられたカメラカードから読み込む場合、「読み込み後に取り出し」を選択すると、Lightroom が写
真の読み込みを完了した後に、カードが自動的に取り外されます。

4. 写真をプレビューして選択します。

読み込みウィンドウの中央で、次のいずれかをクリックします。

選択したフォルダーに写真ファイルをコピーします。サイドカーファイルがある場合は、これらの
ファイルもコピーされます。

選択したフォルダーに写真をコピーし、Camera Raw ファイルがある場合は Digital
Negative（DNG）形式に変換します。

カメラまたはカメラカードから読み込む場合、「追加」および「移動」の読み込み方法は使用できま
せん。

次に、読み込む写真を選択します。選択に役立つプレビューエリアの上と下にあるオプションを使用します。

選択されたソース場所にあるすべての写真を表示します。

選択されたソース場所にある写真のうち、前回にこの場所から Lightroom に読み込みを実行した以
降の新しい写真を表示し、重複の疑いがある写真は無視します。

重複の疑いがある写真は、グリッド表示内で他の写真よりも暗く表示され、選択できません。

グリッド表示アイコン（ ）とルーペ表示アイコン（ ）  プレビューエリアでグリッド表示とルーペ表
示を切り替えます。
すべてをチェックとすべてのチェックを解除 プレビューエリアにあるすべての写真を選択するか、選択を解
除します。

並べ替え  撮影日時、選択した状態、ファイル名またはメディアのタイプ（写真やビデオ）順にプレビューを
並べ替えることができます。

標準のキーコマンドを使用して、グリッド表示内にある複数の写真を選択することもできます。Shift キーを
押しながらクリックして連続する写真を選択するか、Ctrl キー（Windows） または Command キー（Mac
OS）を押しながらクリックして離れた写真を選択します。写真が選択されたら、明るいグレーの境界線で示
されるので、選択されたどの写真の境界線の内側にもあるチェックボックスをクリックして、すべての写真に
チェックを付けます。Lightroom は、チェックが付いている写真を読み込みます。
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注意： Lightroom では、縦または横が最大 65,000 ピクセル、最大 512 メガピクセルの写真を扱うことがで
きます。サポートされているファイル形式の完全な一覧については、サポートされているファイル形式を参照
してください。

5. Lightroom に、写真を置く場所を指定します。

読み込みウィンドウの右側で、「保存先」をクリックし、コピーした写真を保存する場所を指定します。ハー
ドドライブ、接続されている外付けドライブ、またはネットワークドライブ上の場所を選択できます。
読み込みウィンドウの右側にある保存先パネルを開いて、選択した場所にサブフォルダーを作成することもで
きます。

読み込みの保存先パネル

グリッド表示には、プレビューエリアの上に「保存先フォルダー」オプションには、写真を保存するために選
択したフォルダー（複数可）のパスが示されます。

6. ファイル管理とその他の読み込みオプションを指定します。

読み込みウィンドウの右側にあるファイル管理パネル、ファイル名の変更パネルおよび読み込み時に適用パネ
ルを使用して、写真を読み込む方法をカスタマイズします。これらのパネルに含まれるすべてのオプションの
説明については、読み込みオプションの指定を参照してください。

7. 「読み込み」をクリックします。

写真の読み込み時に、Lightroom の左上隅にプログレスバーが表示されます。次に、ライブラリモジュールに
サムネールが表示されます。

その他の参考コンテンツ
テザーカメラからの写真の読み込み
ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込む
読み込みの環境設定
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ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込む

注意：

Lightroom に写真を読み込むときは、写真自体とカタログ内にある写真の記録の間にリンクを作成します。
読み込むときは、読み込みウィンドウで左から右へ作業します。まず、左側で読み込むファイル（ソースファ
イル）を指定します。次にウィンドウの中央でカタログへの読み込み方法（追加、移動またはコピー）を選択
します。最後に、右側でファイルの格納先（保存先フォルダー）および読み込みファイルのその他のオプショ
ンを指定します。

重要：初めて読み込む場合、読み込みを開始する前に写真の整理方法と格納予定の場所をあらかじめ考え
ておくと、作業がスムーズに進みます。前もって計画することで、後から写真を移動する必要や、カタロ
グの中で写真を見失う可能性を最小限に抑えることができます。

1. 次のいずれかの操作を行って、読み込みウィンドウを開きます。

ライブラリモジュールの左下隅にある「読み込み」ボタンをクリックします。
メインメニューから、ファイル／写真とビデオを読み込みを選択します。
エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）からフォルダーまたは個別
のファイルをグリッド表示にドラッグし、手順 2 をスキップします。

Lightroom の読み込みウィンドウ

A. プレビュー領域 B. ソースパネル C. 最小読み込みの切り替え D. オプションおよび保存
先パネル 

2. 読み込みウィンドウの左上隅で、「ソースを選択」または「追加元」をクリックするか、
読み込みウィンドウの左側にあるソースパネルを使用して読み込むファイルに移動しま
す。

接続されているネットワークがソースパネルに表示されます。ネットワーク位置
を追加するには、「追加元」または「ソースを選択」をクリックし、「その他のソース」
を選択してネットワークフォルダーに移動します。Windows ではソースパネル名の右側
にあるプラス（+）ボタンをクリックして「ネットワークボリュームを追加」を選択しま
す。

3. 読み込みウィンドウの中央上部で、写真をカタログに追加する方法を指定します。
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DNG 形式でコピー

コピー

移動

追加

すべての写真

新規写真

保存先フォルダー

選択したフォルダーに写真をコピーし、Camera Raw ファイルがあ
る場合は Digital Negative（DNG）形式に変換します。

選択したフォルダーに写真ファイルをコピーします。サイドカーファイルがある
場合は、これらのファイルもコピーされます。

選択したフォルダーに写真ファイルを移動します。サイドカーファイルがある場合
は、これらのファイルも移動されます。ファイルは現在の場所からは削除されます。

写真ファイルを現在の場所から移動しません。

4. 読み込みウィンドウ中央のプレビュー領域から読み込む写真を選択します。サムネールの
左上に表示されるチェックマークは、写真が読み込み用に選択されていることを示しま
す。

プレビューで写真をフィルタリングするには、次のいずれかを選択します。

すべてのフィルターを除去します。

重複する写真と以前に読み込んだ写真を除外します。

（写真をカタログにコピーまたは移動する場合のみ）保存先
フォルダー別に写真が分類されます。

（プレビューエリアの上で）保存先フォルダーを選択して、保存先のフォルダー別に写真
が整理されていることを確認します。保存先パネル（右）には、斜体で追加されるフォル
ダーおよびその場所に保存される写真の枚数が表示されます。

ツールバーの「ルーペ表示」ボタン  をクリックすると、１ 枚の写真にズームイ
ンできます。
ツールバーで「すべてをチェック」または「すべてのチェックを解除」をクリックす
ると、フォルダー内の写真をまとめて選択したり、選択解除したりすることができま
す。
ツールバーの並べ替えポップアップメニューをクリックすると、撮影日時、チェック
済み状態、ファイル名、メディアの種類（画像ファイルまたはビデオファイル）ごと
に写真を並べ替えることができます。
サムネールスライダーをドラッグすると、グリッド内のサムネールのサイズを調整で
きます。
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サブフォルダーへ

整理

日付形式

プレビューの左上隅にあるチェックボックスをクリックして、特定の写真を選択した
り、選択解除したりします。または、サムネールの任意の部分を Alt キーを押しなが
らクリック（Windows）するか、Option キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、写真を選択したり、選択解除したりします。

5. 移動またはコピーによって写真を読み込む場合は、それらの配置先を指定します。ウィン
ドウの右上隅で、「保存先」をクリックし、写真の場所を選択します。または、保存先パ
ネルで場所をクリックし、以下のような他のオプションを指定します。

読み込んだ写真を新しい単一フォルダーにコピーまたは移動します。
テキストフィールドに新しいフォルダーの名前を入力します。

新しいサブフォルダーの写真を整理するには、ソースフォルダーの元のフォルダー
階層を維持する、日付ごとにサブフォルダーを作成する、すべての写真を 1 つのフォル
ダーに格納するという 3 つの方法があります。

日付の形式を選択します。

保存先パネル

保存先パネル内で斜体で表示されているフォルダー名は、読み込み時に作成される新
規フォルダーであることを示しています。保存先パネルを注意深く見直すことで、目
的の場所に正しく写真を読み込もうとしていることを確認できます。

6. この他にも、ウィンドウの右側のパネルを使用して、読み込んだファイルに関するオプ
ションを指定することができます。読み込みオプションの指定を参照してください。

7. 「読み込み」をクリックします。

その他の参考コンテンツ
カメラやカードリーダーから写真を読み込む
サポートされているファイル形式
読み込みの環境設定
ビジュアルチュートリアル - 写真を Lightroom CC に読み込む
ビデオチュートリアル - 写真をコンピューターに読み込む
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Photoshop Elements からの写真の読み込み

ページの先頭へ

注意：

Photoshop Elements から Lightroom への写真の自動読み込み
他の Lightroom カタログからの写真の読み込み

Photoshop Elements から Lightroom への写真の自動読み込み

Lightroom をお持ちの場合には（多くの場合 Creative Cloud フォトグラフィプランの一部として）、1 回のク
リックですべての写真を Elements から Lightroom に迅速に転送することがきます。Lightroom で、ファイル
／Photoshop Elements カタログをアップグレードを選択します。写真レーティング、人物タグ、その他の
データを含めた Elements の情報が Lightroom でも保持されます。

Creative Cloud フォトグラフィプランなら、デジタル写真を次のレベルに引き上げることができま
す。Creative Cloud フォトグラフィプランでは、プロ並みの品質のデジタル画像を迅速に作成できる
Lightroom や Photoshop をはじめとする不可欠な写真ツールを利用できます。 Creative Cloud フォトグラ
フィプランの詳細をご覧ください。

Photoshop Elements カタログの読み込み

1. Lightroom をまだお持ちでない場合は、ダウンロードして、コンピューターにインストー
ルしてください。

2. ライブラリモジュールで、ファイル／Photoshop Elements カタログをアップグレードを
選択します。

Elements から Lightroom への写真の転送
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3. Photoshop Elements カタログをアップグレードダイアログが開き、直近に開いた
Elements カタログの名前が表示されます。このダイアログで以下の 1 つまたは複数の操
作を行います。
必要に応じて、Photoshop Elements カタログポップアップメニューから別のカタログを
選択します。
新しい Lightroom カタログの保存先を変更するには、「変更」をクリックし、別のフォル
ダーに移動します。

Photoshop Elements カタログの更新ダイアログ

4. 「アップグレード」をクリックし、Elements カタログを新しい Lightroom カタログに読
み込みます。処理状況を示すプログレスバーが表示されます。

プログレスバー：Lightroom カタログの作成

読み込みで考慮すべき事項

Elements で作成したアルバムは、Lightroom のコレクションとして表示されます。
Elements Organizer のイベント機能を使用して追加した情報は、Lightroom には表示され
ません。
Elements Organizer で識別したイベントに対してタグを作成することができ、このタグの
情報が Lightroom に読み込まれます。
Windows では Photoshop Elements 6～13、Mac OS では Photoshop Elements 9～13 の
写真とデータが Lightroom により読み込まれます。

135



ページの先頭へ

注意：

新しい写真を移動せずにカタログに追加

新しい写真を新しい場所にコピーして読み込み

新しい写真を読み込まない

他の Lightroom カタログからの写真の読み込み

別の Lightroom カタログから現在のカタログに写真を読み込む際には、新しい写真と現在のカタログにすでに
存在する写真を管理するオプションを指定できます。

パブリックベータリリースを含む Lightroom の以前のバージョンで作成したカタログを使用する場合
は、別のカタログに読み込む前に、Lightroom で開いて更新する必要があります。カタログを Lightroom の以
前のバージョンからアップグレードするを参照してください。

1. ファイル／別のカタログから読み込みを選択します。

2. 読み込むカタログに移動し、「開く」（Windows）または「選択」（Mac OS）をクリッ
クします。

3. 読み込む写真を指定します。

「カタログの内容」で、読み込み対象の写真を含むフォルダーが選択されていること
を確認します。
写真を個別に選択または選択解除するには、「プレビューを表示」をクリックし、プ
レビュー画像の左上隅にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。「全てを
チェック」または「全てを解除」を選択することもできます。

4. 新規写真領域のファイル管理メニューからオプションを選択します。

写真を現在の場所に読み込みます。

写真を新しい場所に読み込みます。「選
択」をクリックし、フォルダーを指定します。

現在のカタログに存在する写真のみが読み込まれま
す。Lightroom では、同じ元のファイル名、Exif 撮影日時およびファイルサイズを持つ写
真を重複（すでにカタログに存在する）と判断します。

5. 「変更された既存の写真」領域で、次のいずれかの操作を行います。

メタデータ、現像設定、元画像を置き換えて、現在のカタログのすべての設定を無視
します。このオプションを選択した場合は、「前の設定を仮想コピーとして保持」オ
プションを選択してバックアップを取ることができます。「RAW ファイル以外のみ
を置き換え」オプションを選択して、RAW 元画像以外を置き換えることもできま
す。RAW 元画像に対する変更内容をメタデータにのみ反映させる場合は、このオプ
ションを選択すると時間を節約できます。
メタデータと現像の設定のみを置き換えて、元画像（元の写真）を変更しません。こ
のオプションを選択した場合は、「前の設定を仮想コピーとして保持」オプションを
選択してバックアップを取ることができます。
何も置き換えずに、新しい写真のみを読み込みます。
読み込んだカタログで現在のカタログにはない写真が見つかった場合は、これらファ
イルのメタデータと現像設定を更新するかどうかを確認するメッセージが表示されま
す。「前の設定を仮想コピーとして保持」オプションを選択し、バックアップを保存
します。現在のカタログにない写真が読み込んだカタログに存在する場合は、その写
真をコピーするかどうかと写真のコピー先を指定します。

6. 「読み込み」をクリックします。

その他の参考コンテンツ
iPhoto から写真を読み込む (Mac OS)
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テザーカメラからの写真の読み込み

  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

セッション

名前

保存先

情報

注意：

一部の Canon、Nikon または Leica デジタルカメラをコンピューターに接続している場合は、写真を Lightroom カタログに直接読み込むことがで
きます。カメラの撮影ソフトウェアをバイパスして、カメラカードから読み込むことができます。

1. コンピューターにサポートされているカメラを接続して、Lightroom を開きます。

Lightroom にテザー撮影対応カメラのリストについては、Lightroom でテザーされるカメラのサポートを参照してください。

2. ファイル／テザー撮影／テザー撮影を開始を選択します。

3. テザー撮影の設定ダイアログボックスで、写真の読み込み方法を指定します。

セッションとは、撮影した写真を保存するフォルダーの名前です。「ショット別に写真を分割」を選択すると、
セッション内にサブフォルダーが作成されます。「OK」をクリックした後でサブフォルダーの名前を指定できます。

写真の命名規則を選択します。セッション名 - 連番 では、セッションに入力された名前を使用します。連番を使用する
命名規則を選択した場合は、開始番号を指定します。命名オプションおよびファイル名テンプレートエディターとテキストテ
ンプレートエディターを参照してください。

セッションフォルダーの場所を選択します。

必要に応じて、読み込まれた写真にメタデータとキーワードを追加します。読み込み時にメタデータとキーワードを写真
に適用を参照してください。

4. 「OK」をクリックして、写真の撮影セッションを開始します。

5. 浮動のテザー撮影バーを使用して、写真を読み込みます。 

浮動バーの中央でテザーカメラのシャッタースピード、絞り、ISO、ホワイトバランスを表示します。
シャッターボタン（大きな丸い円）をクリックして写真を撮影します。または、カメラのシャッターボタンを押します。
オプションとして、現像設定ポップアップメニューから、読み込み時に適用するプリセットを選択します。読み込み時に現
像設定を写真に適用を参照してください。
浮動バーの右下隅にある「設定」ボタンをクリックして、撮影設定を編集します。
ショット別に写真を分割する場合は、Ctrl + Shift + T キー（Windows）または Command + Shift + T キー（Mac OS）を
押して、新しいショットを作成します。
初期設定では、Lightroom が最近撮影された写真をプレビュー領域で選択および表示します。Lightroom で最近撮影した写
真を自動的に選択しない場合は、ファイル／テザー撮影を選択し、「自動選択切り替え」の選択を解除します。
浮動のテザー撮影バーを閉じるか、ファイル／テザー撮影／テザー撮影を停止を選択して、セッションを終了します。
Ctrl + T キー（Windows）または Command + T キー（Mac OS）を押して、浮動のテザー撮影バーの表示／非表示を切り
替えます。

 

テザー撮影で問題が発生した場合は、Lightroom におけるテザー撮影のトラブルシューティングを参照してください。

アドビのお勧め記事
カメラやカードリーダーから写真を読み込む
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読み込みオプションの指定

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

読み込み中の写真のバックアップ
読み込み時に重複を無視
初期プレビューの指定
読み込み時における写真の名前変更
読み込み時における写真への現像設定の適用
読み込み時における写真へのメタデータとキーワードの適用
命名オプション
プリセットを使用した読み込み
オプションを減らした写真の読み込み

読み込む写真を選択したら（ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込むまたはカメラやカードリー
ダーから写真を読み込むを参照）、読み込みウィンドウの右側のファイル管理パネル、ファイル名変更パネ
ル、読み込み時に適用パネルを使用して、Lightroom カタログに入れる写真に対するオプションを指定しま
す。

読み込み中の写真のバックアップ

写真をカタログにコピーまたは移動する場合は、元の写真ファイルの一時コピー（バックアップ）を作成でき
ます。読み込みウィンドウの右側のファイル管理パネルで、「別のコピーの作成先」を選択して、場所を指定
します。

これとは別に、写真やカタログは定期的にバックアップしてください。Lightroom のバックアップに
ついて詳しくは、カタログのバックアップを参照してください。

読み込み時に重複を無視

Lightroom では、カタログ内の別のファイルと同じ元のファイル名、Exif 撮影日時およびファイルサイズを持
つ写真を重複ファイルと判断します。読み込みの際に重複ファイルを無視するように設定することができま
す。

読み込みウィンドウの右側のファイル管理パネルで、「重複を読み込まない」を選択しま
す。

初期プレビューの指定

Lightroom への写真の読み込み時には、写真に埋め込まれているプレビューを即時に表示するか、Lightroom
で生成した高画質プレビューが完成した時点で表示することができます。埋め込みプレビューはカメラによっ
て生成され、カラーマネジメントが適用されていないため、該当する Camera Raw ファイルを Lightroom に
読み込んだ結果の画像とは一致しません。Lightroom によりレンダリングされるプレビューは、時間がかかり
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最小

埋め込みとサイドカー

標準

1:1

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ますが、カラーマネジメントが適用されています。

読み込みウィンドウの右側のファイル管理パネルで、プレビューを生成メニューからオプ
ションを選択します。

写真に埋め込まれている最小のプレビューを使用して画像がすぐに表示されます。
必要に応じて、標準サイズのプレビューが生成されます。

カメラから取得可能な最大のプレビューが表示されます。このオ
プションを選択すると、最小のプレビューより表示に時間が掛かりますが、標準サイズの
プレビューをレンダリングするより時間を短縮できます。

Lightroom でレンダリングしたプレビューが表示されます。標準サイズのプレビュー
は Adobe RGB カラースペースを使用し、ルーペ表示でズームレベルを「全体」にした場
合と同じ表示になります。カタログ設定ダイアログボックスで、標準プレビューサイズを
指定します。カタログ設定の変更を参照してください。

実際のピクセルの 100% のサイズのプレビューを表示します。

読み込んだ写真のスマートプレビューを作成するには、スマートプレビューを生成を選択
します。
スマートプレビューでは、コンピューターに物理的に接続されていない画像を編集するこ
とができます。スマートプレビューファイルは、非可逆 DNG ファイル形式に基づく、軽
量、小型のファイル形式です。詳しくは、スマートプレビューを参照してください。

読み込み時における写真の名前変更

読み込み時に写真をカタログにコピーまたは移動する場合は、ファイルの命名方法を指定できます。

1. 読み込みウィンドウの右側のファイル名の変更パネルで、「ファイル名を変更」を選択し
ます。

2. テンプレートポップアップメニューから命名オプションを選択します。選択肢について詳
しくは、命名オプションを参照してください。カスタム名を使用するオプションを選択し
た場合は、「カスタムテキスト」フィールドに名前を入力します。

3. （オプション）カスタムの連番の開始番号を「1」以外にする場合は、その番号を「開始
番号」フィールドに入力します。

読み込み時における写真への現像設定の適用

写真の読み込み時に、現像設定プリセットを写真に適用できます。特定のカメラ用に現像プリセットを作成し
てある場合は、この機能を使用してそのカメラで撮影した写真に同じ現像設定を適用できるため、特に便利で
す。

読み込みウィンドウの右側の読み込み時に適用パネルで、現像設定メニューから設定を選
択します。

読み込み時における写真へのメタデータとキーワードの適用
読み込みウィンドウの右側の読み込み時に適用パネルで、メタデータメニューから次のい

140



注意：

ページの先頭へ

カスタム名（x - y）

カスタム名 - 元のファイル番号

カスタム名 - 連番

カスタム名

日付 - ファイル名

ファイル名 - 連番

ファイル名

撮影プロジェクト名 - 元のファイル番号

撮影プロジェクト名 - 連番

セッション名 - 連番

編集

ページの先頭へ

ずれかのオプションを選択します。

読み込み時に写真にメタデータを適用しない場合は、「なし」を選択します。
テンプレートとして保存済みのメタデータを適用する場合は、メニューから目的のメ
タデータプリセットを選択します。
読み込み時に写真に新しいメタデータを適用する場合は、「新規」を選択し、新規メ
タデータプリセットダイアログボックスで情報を入力します。

写真にメタデータを追加する場合、そのデータはカメラ独自の RAW ファイルで
はなく、対応する XMP サイドカーファイルに適用されます。

読み込み時に写真にキーワードを追加するには、「キーワード」テキストボックスにキー
ワードを入力します。複数のキーワードはコンマで区切って指定します。

命名オプション

Lightroom では、写真の読み込み、名前変更、書き出し時に同じ命名オプションが使用されます。

写真にカスタム名を付け、その末尾に、読み込んだ写真の総数に対する連番を付加しま
す。例えば、1 - 10、2 - 10、3 - 10 などが付加されます。

写真にカスタム名を付け、その末尾に写真の元のファイル名の番号を付加し
ます。

写真にカスタム名を付け、その末尾に、指定した番号から始まる連番を付加します。

指定した名前を写真に付けます。

写真に作成（撮影）日を名前として付け、その末尾に写真の元のファイル名を付加しま
す。

写真に元の写真ファイル名を付け、その末尾に、指定した番号から始まる連番を付加しま
す。

写真に元の写真ファイル名を付けます。

（読み込み）読み込まれた写真に撮影プロジェクト名を付け、その
末尾に写真の元のファイル名の番号を付加します。

（読み込み）読み込まれた写真に撮影プロジェクト名を付け、その末尾に、指定
した番号から始まる連番を付加します。

（テザー撮影による読み込み）写真にセッション名を付け、その末尾に、指定した番号
から始まる連番を付加します。

ファイル名テンプレートエディターで設定したオプションを使用して、写真に名前を付けます。ファイ
ル名テンプレートエディターとテキストテンプレートエディターを参照してください。

プリセットを使用した読み込み
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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

頻繁に再利用する読み込みオプション設定がある場合は、プリセットとして保存して読み込み処理をすばやく
実行することができます。

読み込みプリセットを作成するには、読み込みオプションを選択して、読み込みウィンド
ウの下部で読み込みプリセット／現在の設定を新規プリセットとして保存を選択します。
読み込みプリセットを適用するには、読み込みウィンドウの下部の読み込みプリセットメ
ニューからプリセットを選択して「読み込み」をクリックします。
読み込みプリセットを削除、更新または名前を変更するには、読み込みプリセットメ
ニューで対象のプリセットを選択し、読み込みプリセットメニューで該当するコマンドを
選択します。

オプションを減らした写真の読み込み

プリセットなどの重要な読み込みオプションにすばやくアクセスできる簡素な読み込みウィンドウを使用し
て、写真のフォルダーを読み込むことができます。オプションを減らした読み込みウィンドウには、サムネー
ルプレビューが表示されません。

1. 読み込みウィンドウの左下にある表示するオプションを減らすボタン  をクリックしま
す。

2. ウィンドウの左側で「ソースを選択」をクリックし、読み込む写真のパスを選択します。

3. 読み込みウィンドウの中央で、カタログへの写真の追加方法（DNG 形式でコピー、コ
ピー、移動、追加）を指定します。

4. ウィンドウの右側で「保存先」をクリックし、保存先を指定します。

5. （オプション）メタデータプリセットを適用し、キーワードを追加し、保存先サブフォル
ダーオプションを指定します。
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読み込みの環境設定

  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。

メモリカードの検出時に読み込みダイアログを表示

読み込み中に現在／前回の読み込みコレクションを選択

フォルダー名を付けるときにカメラが生成したフォルダー名を無視

RAW ファイルの隣にある JPEG ファイルを別の写真として処理する

DNG 読み込み時の設定

メタデータの読み込み

ファイル名の生成

読み込みに関連する環境設定は、環境設定ダイアログボックスの「一般」タブと「ファイル管理」タブで行い
ます。自動読み込み設定ダイアログボックスの環境設定の一部を変更することもできます（自動読み込み設定
の指定を参照）。最後に、カタログ設定ダイアログボックスで読み込みプレビューを指定します（カタログ設
定の変更）。

1. Lightroom のメインメニューから、編集／環境設定（Windows）または Lightroom／環境
設定（Mac OS）を選択します。

2. 環境設定ダイアログボックスの「一般」タブで、次のいずれかの読み込みオプションを指
定します。

コンピューターにカメラまたはメモ
リカードリーダーを接続したときに読み込みダイアログボックスが自動的に開きます。

読み込みプロセスが終了する
と、コレクションで完了した読み込みが開きます。

カメラによって作成
されるフォルダー名を使用しないように設定します。

カメラで RAW と
JPEG の写真を撮影する場合に使用します。このオプションを選択すると、JPEG の写真
がスタンドアロンの写真として読み込まれます。このオプションが選択されている
と、RAW ファイルと JPEG ファイル の両方が表示され、Lightroom で編集できます。選
択を解除すると、重複する JPEG がサイドカーファイルとして扱われ、RAW ファイル
は、RAW ファイル拡張子と jpg が付いて表示されます。

3. ファイル管理パネルで、次の各オプションを指定します。

読み込んだ DNG ファイルのファイル拡張子の種類（大文字また
は小文字）、Camera Raw バージョンの互換性および JPEG プレビューサイズを選択し
ます。DNG ファイルおよび DNG 作成オプションについて詳しくは、写真の DNG への
変換を参照してください。

キーワード間のピリオド（. ）またはスラッシュ（/）を、キー
ワード階層の指定として認識するオプションをオンにします。

読み込まれた写真のファイル名に含まれる無効な文字やスペースを指
定し、それらの置き換え方法を設定します。

アドビのお勧め記事
サポートされているファイル形式
読み込みオプションの指定
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ファイル名テンプレートエディターとテキストテンプレートエディ
ター

ページの先頭へ

ファイル名テンプレートエディターを使用したプリセットの選択
テキストテンプレートエディターを使用したプリセットの選択
ファイル名テンプレートプリセットとテキストテンプレートプリセットの作成と保存
ファイル名テンプレートプリセットとテキストテンプレートプリセットの名前の変更
ファイル名テンプレートプリセットとテキストテンプレートプリセットの削除
ファイル名テンプレートエディターとテキストテンプレートエディターでは、さまざまな用途のテキスト文字列を指定できます。ファイル名テン
プレートエディターでは、テキスト文字列を使用して、ファイルの読み込み中または書き出し中にファイルに付けられる名前を設定できます。テ
キストテンプレートエディターでは、テキスト文字列を使用して、スライドショーの写真に追加する説明、プリントする写真に追加するテキスト
オーバーレイ、Web ギャラリーページに追加するタイトルやその他のテキストを設定できます。
トークンとは、設定された対応オプションによって置換されるテキスト文字列のことです。ファイル名テンプレートエディターとテキストテンプ
レートエディターでは、トークンによってテキスト文字列を置換するコンテンツデータが指定されます。コンテンツデータを 1 つ 1 つ入力する手
間を省き、写真ファイルに埋め込まれている既存データを活用できます。
ファイル名テンプレートエディターとテキストテンプレートエディターには、次の要素が含まれています。
プリセット
プリセットを選択、保存、削除、または名前変更します。
画像名
ファイル名またはフォルダー名を使用するテキスト文字列オプションを指定します。
番号付け
3 種類の番号付けを指定します。「読み込み」は各読み込み処理の連番、「画像」はカタログに読み込まれた各写真の連番、「連番」は一連の写真
における各写真の番号で、読み込むたびに「開始番号」を新たに選択できます（この要素は、ファイル名テンプレートエディターでは写真の書き
出しを行うときに使用できません）。カタログ設定ダイアログボックスの「ファイル管理」タブで、「読み込み」と「画像」に開始番号を指定し
ます。カタログ設定の変更を参照してください。
追加項目
作成（撮影）日時または Exif（Exchangeable Image Format）データを使用するテキスト文字列オプションを指定します（この要素は、ファイル
名テンプレートエディターでは、写真の読み込みまたは自動読み込みを行うときにのみ使用可能です）。
連番と日付
連番と作成（撮影）日時を使用するテキスト文字列オプションを指定します（この要素は、ファイル名テンプレートエディターでは、写真の書き
出しを行うときにのみ使用可能です）。
メタデータ
IPTC または EXIF メタデータを使用するテキスト文字列オプションを指定します（この要素は、ファイル名テンプレートエディターでは、写真の
書き出しを行うときにのみ使用可能です）。
Exif データ
Exif データを使用するテキスト文字列オプションを指定します（この要素は、テキストテンプレートエディターでは、スライドショーの作成、写
真のプリントまたは Web フォトギャラリーの作成を行うときにのみ使用可能です）。
IPTC データ
IPTC メタデータを使用するテキスト文字列オプションを指定します（この要素は、テキストテンプレートエディターでは、スライドショーの作
成、写真のプリントまたは Web フォトギャラリーの作成を行うときにのみ使用可能です）。
カスタム
テキスト文字列用に指定したオプションを使用します。

ファイル名テンプレートエディターを使用したプリセットの選択
1. 次のいずれかの操作を行い、ファイル名テンプレートエディターを開きます。

ファイルをコピーまたは移動して写真を読み込む場合は、読み込みウィンドウの右側のファイル名の変更パネルで、テンプ
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レートメニューから「編集」を選択します。読み込み時における写真の名前変更を参照してください。
ファイル／自動読み込み／自動読み込み設定を選択し、自動読み込み設定ダイアログボックスのファイルの名前メニューか
ら「編集」を選択します。自動読み込み設定の指定を参照してください。
ファイル／書き出しを選択し、書き出しダイアログボックスの「ファイルの名前」領域にあるテンプレートメニューから
「編集」を選択します。
ライブラリ／写真名を変更を選択し、名前の変更ダイアログボックスの「ファイルの名前」領域にあるテンプレートメ
ニューから「編集」を選択します。

2. プリセットメニューからプリセットを選択します。

テキストテンプレートエディターを使用したプリセットの選択
1. 次のいずれかの操作を行い、テキストテンプレートエディターを開きます。

スライドショーモジュールで、スライドレイアウトにテキストを追加します。作業エリアでテキストが選択されていること
を確認し、ツールバーのカスタムテキストメニューから「編集」を選択します。スライドへのテキストとメタデータの追加
を参照してください。
プリントモジュールのページパネルで、「写真情報」を選択し、カスタム設定ポップアップメニューから編集を選択しま
す。ファイル名、キャプションおよびその他の情報のプリント（単一画像／コンタクトシートレイアウト）を参照してくだ
さい。
Web モジュールの画像情報パネルで、「タイトル」または「説明」を選択し、タイトルまたは説明ポップアップメニュー
から編集を選択します。Web フォトギャラリーへのタイトル、説明、および連絡先情報の追加を参照してください。

2. プリセットメニューからプリセットを選択します。

ファイル名テンプレートプリセットとテキストテンプレートプリセットの作成と保存
1. ファイル名テンプレートエディターダイアログボックスまたはテキストテンプレートエディターダイアログボックスで、オプ
ションを選択し、「挿入」を必要なカテゴリの数だけクリックします。この操作により、テキスト文字列が作成されます。
例えば、画像名メニューから「ファイル名」を選択し、「挿入」をクリックします。トークンがプリセットメニューの下の例
ウィンドウに追加されます。トークンは必要な数だけ追加できます。

2. トークンを変更するには、例ウィンドウに表示されているトークンの上にポインターを移動します。他のオプションを表示す
るには三角形をクリックし、ポップアップメニューからオプションを選択します。

3. トークンを削除するには、ウィンドウ内で目的のトークンを選択して Delete キーを押します。
トークン設定をプリセットとして保存せずにすぐに使用する場合は、次の手順を省略して「完了」をクリックします。

4. （オプション）再利用できるように設定を保存するには、プリセットメニューで「現在の設定を新規プリセットとして保存」
を選択します。新規プリセットダイアログボックスで、「プリセット名」フィールドに名前を入力して「作成」をクリックし
ます。

ファイル名テンプレートプリセットとテキストテンプレートプリセットの名前の変更
1. ファイル名テンプレートエディターまたはテキストテンプレートエディターで、プリセットメニューからプリセットを選択し
ます。

2. プリセットメニューから「プリセット [プリセット名] の名前を変更」を選択します。

ファイル名テンプレートプリセットとテキストテンプレートプリセットの削除
1. ファイル名テンプレートエディターまたはテキストテンプレートエディターで、プリセットメニューからプリセットを選択し
ます。

2. プリセットメニューから「プリセット [プリセット名] を削除」を選択します。
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ワークフロー
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スマートプレビュー
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読み込み

内容
スマートプレビューについて
ビデオチュートリアル：スマートプレビュー
スマートプレビューの長所
スマートプレビューの作成
スマートプレビューの使用
スマートプレビューの削除

スマートプレビューについて

カタログに写真を読み込むと、カタログと物理的なファイルの間にリンクが確立されます。写真は、内蔵ドラ
イブまたは外付けドライブに保存できます。以前のバージョンの Lightroom では、Lightroom に接続している
ドライブに含まれる画像を編集することができました。
Lightroom のスマートプレビューでは、コンピューターに物理的に接続されていない画像を編集することがで
きます。スマートプレビューファイルは、非可逆 DNG ファイル形式に基づく、軽量、小型のファイル形式で
す。

スマートプレビューの長所

スマートプレビューは、元の写真よりもはるかにサイズが小さいです。大容量の外部デバ
イス（例えば、NAS デバイスまたは外部ディスク）に元のファイルを保存することで、ス
トレージ容量の小さいデバイス（例えば、SSD ドライブ）でディスクの空き容量を確保で
きます。例えば、ハイエンドのデジタル一眼レフカメラで撮影した 500 の RAW 画像
は、14 GB のディス容量を占める可能性があります。同じ画像のスマートプレビューファ
イルは、400 MB のディスク容量しか使用しません。
元の写真を含むデバイスの接続が切断した場合でも、スマートプレビューファイルで作業
を継続できます。元のファイルに対して実行できるすべての編集が可能です。
デバイスがコンピューターに再接続されると、スマートプレビューファイルに加えた編集
が直ちに元のファイルに同期されます。
スマートプレビューファイルを作成すると、常に更新された状態に保たれます。ストレー
ジデバイスを接続すると、元のファイルに加えた編集が即時にスマートプレビューにも適
用されます。

スマートプレビューの作成

スマートプレビューの作成には、いくつかの方法が存在します。

カタログに新しい画像を読み込む場合は、スマートプレビューを生成を選択します（読み込みダイ

148



書き出し

即時

注意：

ページの先頭へ

<b>元の写真</b>元の画像が表示されます。このファ
イルには、スマートプレビューが存在しません。

<b>スマートプレビュー</b>スマートプレビューが表
示されます。Lightroom は、元のファイルを含むデバ
イスを検出できません。

<b>元の写真 + スマートプレビュー</b>元のファイル
が表示されます。対応するスマートプレビューが存在
します。

グリッド表示（G）で複数の画像が選択された場合に
表示されるステータスアイコン：<br/><b>A.</b>元の
写真（スマートプレビューなし）<br/><b>B.</b>元の
写真（スマートプレビューあり）<br/><b>C.</b>ス
マートプレビューのみ（元の写真から切
断)<br/><b>D.</b>元のファイルが見つからない（通
常のプレビューを表示）<br/>

アログの「ファイル管理」セクション）。スマートプレビューは、カタログに読み込まれたすべての画像に対
して作成されます。

一連の写真をカタログとして書き出す場合、書き出されたカタログ内でスマートプレビューを作成
して含めることを選択できます。ファイル／カタログとして書き出しをクリックして、「スマートプレビュー
を生成および含める」チェックボックスを選択します。

スマートプレビューファイルはオンデマンドで作成できます。スマートプレビューにするファイルを選
択して、ライブラリ／プレビュー／スマートプレビューを生成をクリックします。

スマートプレビューは、カタログと同じフォルダー内にある [カタログ名] Smart Previews.lrdata ファ
イルに格納されます。

スマートプレビューの使用

写真のスマートプレビューステータスは、ヒストグラム
の下に表示される情報に基づいて識別できます。
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スマートプレビューの削除

次のいずれかの操作を行います。
ライブラリまたは現像モジュールで、スマートプレビューのある写真に対して、ヒストグ
ラムの下で元の写真 + スマートプレビューのステータスをクリックしてから、スマートプ
レビューを破棄をクリックします。
ライブラリまたは現像モジュールで、ライブラリ／プレビュー／スマートプレビューを破
棄をクリックします。
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-->

ライブラリモジュール：基本的なワークフロー

 

ライブラリモジュールでは、カタログ内の写真の表示、並べ替え、管理、整理、比較、レーティングを行います。Lightroom に読み込んだ後の写真
を処理するためのホームベースです。
写真は、次のいずれかの表示方法でライブラリモジュールの中央に表示されます。
グリッド表示 写真をサムネールでセルに表示します。コンパクトサイズでも拡大サイズでも表示できます。グリッド表示では、カタログ全体また
は特定の写真グループのみを表示して、写真を回転、並べ替え、整理、管理することができます。セルにレーティング、カラーラベル、採用フラ
グまたは除外フラグなどの写真関連情報を表示するかどうかを選択できます。一連の関連写真を撮影した場合は、それらをスタックにグループ化
すれば、すっきりと綺麗にサムネール表示できます。詳しくは、カタログ内の写真の検索および写真のスタックへのグループ化を参照してくださ
い。
ルーペ表示 単一の写真を表示します。コントロールを使って、写真全体を表示したり、一部分のみをズームインすることができます。使用できる
最大のズームレベルは 11 : 1 です。グリッド表示または選別表示で写真をダブルクリックすると、画像がルーペ表示されます。
比較表示 写真を評価できるように並べて表示します。
選別表示 アクティブな写真とその他の選択した写真を評価できるよう表示します。アクティブな写真には、白い枠線が表示されます。アクティブ
な写真を変更するには別のサムネールをクリックし、選別表示で写真を選択解除するにはサムネールの右下隅の  をクリックします。
ライブラリモジュールには、表示を切り替えるためのボタンとコマンドがあります。詳しくは、グリッド表示、ルーペ表示、比較表示および選別
表示への切り替えを参照してください。これらのライブラリモジュールの表示方法をセカンドウィンドウで使用することもできます。別のウィン
ドウはセカンドモニターで表示できます（セカンドモニターを使用している場合）。詳しくは、セカンドモニターでのライブラリの表示を参照し
てください。
ライブラリモジュールの左側のパネルは、主に特定の写真を表示するのに使用します。これらは、写真が含まれているフォルダーを移動および管
理したり、写真のコレクションを表示したり、ルーペ表示での写真のズームレベルを調整するのに使用します。詳しくは、フォルダーの内容の表
示および写真のコレクションを参照してください。
グリッド表示の上部にあるライブラリフィルターバーを使用して、メタデータのカテゴリを選択したり、フラグ、レーティング、カラーラベルで
フィルターを適用したり、テキスト検索を行って写真を探すことができます。写真を検索する機能は、特定の画像がある場所を確認したり、複数
の写真をスライドショーや Web フォトギャラリーにまとめたり、コンタクトシートで写真をプリントするときに必要となります。詳しくは、ライ
ブラリフィルターバーを使用した写真の検索を参照してください。
ライブラリモジュール右側のパネルでは、アクティブな写真のヒストグラムを表示したり、メタデータおよびキーワードタグを表示して写真に追
加することができます。クイック現像パネルでは、写真に階調補正をすばやく適用できます。ライブラリモジュールのクイック現像パネルの階調
補正設定は、現像モジュールにあるものと同じです。ただし、現像モジュールには、さらに詳細に画像を調整および補正できるコントロールがあ
ります。詳しくは、ヒストグラムを使用した画像の調整、メタデータの表示と編集、クイック現像パネルの使用を参照してください。
表示状態によっては、プレビューエリア下部のツールバーに、並べ替え、レーティングの適用、写真の回転、クイックスライドショーの再生、ま
たは写真に関する情報の表示用のコントロールが表示されます。詳しくは、ライブラリモジュールのツールバー上のコントロールの表示を参照し
てください。
Lightroom の他のモジュールと同様に、ライブラリモジュールでも画面の下部にフィルムストリップが表示されます。フィルターを適用して特定の
写真のみをフィルムストリップに表示すると、それがグリッド表示での写真の選択になります。詳しくは、フィルムストリップおよびグリッド表
示での写真のフィルターを参照してください。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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現像モジュールでの写真の編集

Lightroom で現像モジュールを使用すれば、写真のカラーや階調の調整だけでなく、写真の切り抜きや赤目の除去などの修正を実行できま
す。Lightroom で適用するすべての調整は、非破壊編集です。非破壊編集では、元のファイルの形式（Camera Raw ファイルまたは JPEG や TIFF
などのレンダリングされたファイル）にかかわらず、データは変更されません。編集内容は、メモリ内の写真データに適用する一連のルールとし
て、Lightroom に保存されます。非破壊編集なら、オリジナルの画像データを劣化させることなく、お手持ちの写真のさまざまなバリエーションを
試してみた上で作成できます。

現像モジュールの左側にあるパネルを使用すれば、写真を選択し、様々な編集段階で写真を選択してプレビューし、グローバルプリセットを適用
できます。現像モジュールの中央には、表示エリアと作業エリアが備わっています。作業エリアの下にあるツールには、補正前と補正後のビュー
を切り替える機能から、ソフト校正をオンにする機能まで、様々な機能が備わっています。右側にあるパネルには、写真を調整するためのツール
とコントロールが用意されています。現像モジュールのツールを参照してください。

現像モジュール

A. プリセット、スナップショット、ヒストリー、コレクションの各パネル B. ツールバー C. ヒストグラム D. 写真の情報 E. スマートプレビューの
ステータス F. ツールストリップ G. 調整パネル 

編集内容は指示として Lightoom に保存されるので、従来の意味での保存は不要です。写真をプリントしたり、書き出したりするときに、調整が含
められます。Adobe Bridge や Camera Raw で使用できるようにする場合も、変更内容を保存するだけで十分です。Camera Raw や Adobe Bridge
での Lightroom メタデータの同期を参照してください。
Lightroom では、Camera Raw、DNG、JPEG、TIFF、PSD および PNG ファイルを編集できます。写真の調整処理は、独自の個別な処理です。
現像モジュールで写真を編集する際には、次の手順に従います。

1. 編集する写真を選択します。

ライブラリモジュールで写真を選択して、D キーを押して現像モジュールに切り替えます。現像モジュールで別の写真に切り替えるには、コレク
ションパネルまたはフィルムストリップで写真を選択します。

2. 写真を評価します。

ナビゲーターパネルでズームコントロールを使用して写真を検査し、手のひらツールを使用して表示エリアで写真を移動します。表示エリアにあ
る写真の上にポインターを移動すると、ヒストグラムの下に RGB 値が表示されます。カラーヒストグラムパネルをビジュアルなガイドとして使用
して、色調を測定したり、シャドウとハイライトクリッピングをプレビューします。ヒストグラムインターフェイスをドラッグして、写真の階調
を調整することもできます。ヒストグラムを使用した画像の調整を参照してください。
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3. 写真全体のカラー補正を行います。

現像モジュールでは、ウィンドウの右側に、写真に対して全体的な補正を行うための様々なパネルが表示されます。現像モジュールでの調整の順
序は任意ですが、通常、これらのパネルは上から下に向かって順に使用します。例えば、基本補正パネルでは、写真のホワイトバランス、階調、
色彩（明瞭度と自然な彩度を含む）を調整できます。必要に応じて、トーンカーブパネルや HSL／カラー／白黒パネルで全体的なカラーと階調を
微調整できます。明暗別色補正パネルを使用して、特殊効果を作成したり、白黒写真に色を付けたりすることができます。画像のカラーと階調の
処理を参照してください。

ホワイトバランスの調整や、階調の補正など、全体的な変更を加えるには、基本補正パネルを使用します。

4. ノイズを軽減させて、写真をシャープにします。

ディテールパネルを使用して、ノイズを軽減したり写真のシャープネスを調整します。レンズ補正パネルを使用して、カメラのレンズによる遠近
のゆがみを補正します。シャープとノイズ軽減およびレンズの収差の補正と遠近法の調整を参照してください。

ツールバーの補正前と補正後ボタンを使用して編集結果を表示したり、\ キーを押して補正前と補正後の画像を切り替えることができます。ヒ
ストリーパネルを使用して以前の編集状態に戻したり、スナップショットパネルでプラス記号（+）をクリックして編集状態をキャプチャし
て、後でその編集状態に戻ることができます。

詳細パネルを使用してシャープを追加し、ノイズを軽減します。

5. レタッチしたり不具合を補正します。

153

http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/help/image-tone-color.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/help/image-tone-color.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/help/retouch-photos.html#sharpening_and_noise_reduction
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/help/retouch-photos.html#correct_lens_distortion_and_adjust_perspective


切り抜きツール、赤目修正ツール、ごみ消しツールを使用して、写真の切り抜きや角度補正を行ったり、赤目、汚れ、またはスポットを修正する
ことができます。切り抜き後の周辺光量補正効果やフィルム粒子効果を適用するには、効果パネルの各オプションを使用します。切り抜きと回転
の調整、スポット修正ツールの使用および周辺光量補正と粒子効果を参照してください。

現像モジュールツールストリップに含まれるツールには、（左から右への順で）切り抜き（図示）、スポット修正、赤目修正、段階フィルター、
補正ブラシがあります。

6. 部分補正の適用

補正ブラシツールまたは段階フィルターツールを使用することにより、写真の特定の領域をカラー補正します。ローカル調整の適用を参照してく
ださい。

7. 他の写真に補正を適用します。

1 枚の写真から他の多くの写真に編集内容を適用することができます。例えば、同じ全体的な調整を必要とする特定の撮影プロジェクトのすべての
写真に編集セットを適用できます。その場合は、コピー＆ペーストしたり、同期することができます。補正をコピーまたは同期するときに、写真
に適用する特定の編集を選択することができます。また、ライブラリのグリッド表示でスプレーツールを使用して、ある写真の現像設定を別の写
真に適用することもできます。他の写真への現像調整の適用を参照してください。

8. 画像のソフト校正.

最終的に画像をプリントする場合は、ソフト校正パネルを使用して、どのような色になるかプレビューできます。
編集内容に満足したら、ツールバーにあるソフト校正ボックスを選択して、ヒストグラムパネルをソフト校正パネルに置き換えます。ヒストグラ
ムの上隅にある色域外警告アイコンを使用して、どの色がモニターの色域外にあり、どの色が選択されたプリント条件の色域外にあるかを確認し
ます。
プロファイルメニューとマッチング方法メニューを使用して、異なるカラーで管理されたプリント条件をプレビューします。画像のソフト校正を
参照してください。

現像モジュールのソフト校正パネルを使用すれば、画面上の色がプリント上でどのように表示されるかシミュレートできます。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> Lightroomからの写真の書き出し

Lightroomからの写真の書き出し
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom

Lightroom で写真を従来の意味で保存することはありません。その代わりに、書き出します。Lightroom では、様々な用途に適したファイル形式で
写真を書き出すことができます。
例えば、次のことができます。

オンラインで共有するために JPEG 形式で写真を書き出す、またはプリントするために TIFF 形式で写真を書き出す。
コンピューターのフォルダーまたはフラッシュドライブなどの接続されたドライブやネットワークドライブに書き出す。
CD や DVD で共有できるように写真をディスクに書き出します。

写真を書き出すときは、現像モジュールの調整や、写真の XMP メタデータに対するその他の変更を含む新しいファイルを作成します。写真を書き
出すときは、写真のファイル名、カラースペース、ピクセルサイズ、解像度を選択できます。書き出し設定はプリセットとして保存し、再利用で
きます。
さらに、公開サービスパネルを使用して、Lightroom から写真共有サービスに直接 JPEG 写真を書き出してアップロードできます。ブックモ
ジュールから Blurb.com にレイアウトをアップロードすることもできます。写真をオンラインで公開およびフォトブックの作成を参照してくださ
い。
Lightroom からコンピューター、ハードドライブ、またはフラッシュドライブに写真を書き出すには、次の基本的な手順に従います。

1.書き出す写真を選択します。

グリッド表示またはフィルムストリップで写真を選択します。グリッド表示とフィルムストリップでの写真の選択を参照してください。

2.書き出しダイアログボックスを開きます。

ファイル／書き出しを選択するか、ライブラリモジュールで「書き出し」ボタンをクリックします。次に、書き出しダイアログボックスの上部の
ポップアップメニューで、書き出し先／ハードディスクを選択します。
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書き出しダイアログボックスの上部には、書き出される写真の枚数が示されます。展開可能なパネルには、ファイル名の変更や、ファイル形式の
選択などを行うためのオプションがあります。

フラッシュドライブに書き出すには、書き出し先／ハードディスクを選択し、書き出し場所パネルで書き出し先／特定のフォルダーを選択しま
す。次に、「選択」をクリックし、フラッシュドライブに移動します。

3.（オプション）書き出しプリセットを選択します。

Lightroom には、特定のファイル形式で簡単にディスクに写真を書き出すことができるようにするいくつかのプリセットが用意されています。例
えば、「電子メール用」プリセットを選択すると、72 dpi の JPEG 画像が生成され、自動的に Lightroom から電子メールが送信されます。必要に
応じて、書き出しダイアログボックスの左側からプリセットを選択し、手順 6 に進みます。詳しくは、プリセットを使用した写真の書き出しを参
照してください。

4.書き出しオプションを指定します。

保存先フォルダーや命名方法などのオプションを書き出しダイアログボックスの各パネルで指定します。

例えば、ファイル設定パネルを使用して、JPEG、PDF、TIFF、DNG、元の形式など、書き出される写真の形式を選択し、カラースペースを選択し
ます。ファイル設定を参照してください。
画像のサイズ調整パネルでは、画像サイズ（寸法や解像度）を設定する方法を指定します。画像のサイズ調整を参照してください。
他のパネルでの設定については、ファイルのディスクまたは CD への書き出しを参照してください。

書き出しダイアログボックスのファイル設定パネルと画像のサイズ調整パネル
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5.（オプション）書き出し設定を保存します。

書き出し設定を再利用できるように保存するには、書き出しダイアログボックスの左側にあるプリセットパネルの下部で「追加」をクリックしま
す。詳しくは、書き出し設定のプリセットとしての保存を参照してください。

6.「書き出し」をクリックします。

Video tutorial: Export and save your photos as JPEGs

Video tutorial: Export and save your photos as JPEGs
Adobe TV

その他の関連ヘルプ
ビデオチュートリアル：写真の書き出しと透かし処理
ビデオチュートリアル : カタログの書き出し
書き出し用のプリセット、およびその他の設定
写真をオンラインで公開

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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 -
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Photoshop または Photoshop Elements での Lightroom 写真の編集

1. 外部エディターを設定または確認します。
2. 編集する写真を選択します。
3. Photoshop または Photoshop Elements で編集します。
4. Lightroom に戻ります。

Lightroom により、写真を Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements または別の写真編集アプリケー
ションで開いて編集できます。Photoshop または Photoshop Elements がコンピューターにインストールされ
ている場合は、これらのアプリケーションが Lightroom の外部エディターとして自動的に採用されます。ま
た、Lightroom の環境設定で外部エディターを指定することもできます。
Lightroom から写真を Photoshop CS3 以降で開くとき、いくつかのオプションが用意されています。写真
は、現在の形式で開くことも、スマートオブジェクトとして開くこともできます。また、一連の写真を結合し
てパノラマにしたり、HDR に結合したり、または複数の写真を Photoshop で 1 つのレイヤー画像として開く
こともできます。Photoshop で写真に対する編集を保存すると、Lightroom は新しい写真を自動的にカタログ
に読み込みます。
Lightroom から Photoshop や Photoshop Elements を使用して写真を編集するには、使用しているコンピュー
ターにこれらのいずれかの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。続いて、次の手順に
従います。

1. 外部エディターを設定または確認します。

1. Lightroom で、編集／環境設定（Windows）または Lightroom／環境設定（Mac OS）を
選択します。

2. 「外部編集」タブをクリックします。

コンピューターに Photoshop または Photoshop Elements がインストールされている場
合、指定された外部エディターとして表示されます。

3. 必要に応じて、「追加外部エディター」の下の「選択」をクリックし、プログラムまたは
アプリケーションに移動して選択します。

このダイアログボックスのオプションについて詳しくは、外部編集の環境設定を参照してください。
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「外部編集」の環境設定ウィンドウでは、外部エディターとして Photoshop、Photoshop Elements または他
の編集アプリケーションを指定できます。

2. 編集する写真を選択します。

Lightroom のライブラリまたは現像モジュールで、1 つ以上の写真を選択してから次のいずれかを選択しま
す。
写真／他のツールで編集／Adobe Photoshop [バージョン番号] で編集
写真／他のツールで編集／Adobe Photoshop Elements [バージョン番号] で編集

写真／他のツールで編集を選択し、さらに使用する外部エディターを選択します。

これらのコマンドについて詳しくは、Photoshop でスマートオブジェクトとして写真を開く、Photoshop
でパノラマとして写真を結合、Photoshop で写真を HDR に結合および Photoshop でレイヤーとして写真
を開くを参照してください。

Photoshop CS3 以降で Camera Raw ファイルを開く場合は、Photoshop で写真が直接開かれます。
TIFF、JPEG または PSD ファイルを開く場合は、Lightroom の補正が適用された状態で写真のコピーを開く
か、元の写真のコピーを開きます。
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注意：

Photoshop で TIFF ファイル、JPEG ファイル、PSD ファイルをどのように開くかを選択します。

Photoshop で写真を開くまたはPhotoshop Elements で写真を開くを参照してください。

3. Photoshop または Photoshop Elements で編集します。

Lightroom は写真を Photoshop または Photoshop Elements で開きます。
指定したアプリケーションで必要な編集を行い、準備ができたら、ファイル／保存を選択します。

4. Lightroom に戻ります。

Lightroom に切り替えます。ライブラリのグリッド表示に、新しいバージョンの写真が元のバージョンの隣に
表示されます。新しい写真には Photoshop または Photoshop Elements での編集内容が含まれます。 元の写
真は変更されません。

Photoshop または Photoshop Elements で保存する際は、画像を Lightroom で読み取れるように、
「互換性を優先」オプションを必ず選択してください。Photoshop CS3 以降では、Lightroom から転送された
PSD ファイルが「互換性を優先」設定で自動的に保存されます。
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Lightroom での Web ギャラリーの作成

HTML ギャラリー

Flash ギャラリー

Web モジュールを使用すれば、自分の写真を特集した Web サイトである、Web フォトギャラリーを作成できます。Web ギャラリーでは、画像の
サムネール版が同じページまたは別のページにある、拡大版写真にリンクされます。
Lightroom の Web モジュールの左側にあるパネルには、テンプレートのリストとそのページレイアウトのプレビューが表示されます。中央の画像
表示エリアにあるパネルでは、画像に変更を加えると、自動的に画像が更新されます。また、このパネルからギャラリー内のページ間を移動する
こともできます。右のパネルには、テンプレートレイアウトでの写真の表示方法の指定、テンプレートの修正、Web ページへのテキストの追加、
ブラウザーでの Web ギャラリーのプレビュー、Web サーバーへのギャラリーのアップロード設定を行うためのコントロールがあります。Web モ
ジュールのパネルとツールを参照してください。

Web モジュール

A. Web ギャラリーの種類 B. テンプレートブラウザー C. プレビューボタン D. ナビゲーションボタン E. レイアウトのカスタマイズおよび出力オ
プション指定用のパネル 

Lightroom では、次の 2 種類の Web ギャラリーを作成できます。

拡大版写真のページへのリンク付きサムネール画像の Web ページが作成されます。Airtight ギャラリーは HTML です。

拡大版写真が表示されるサムネール画像の一覧、および操作可能なスライドショーの 2 つの表示機能を持つ Web サイトが作成
されます。これらのギャラリーは、ブラウザーで Adobe Flash® Player を使用して表示してください。

Lightroom で Web ギャラリーを作成するには、次の手順に従います。

1. ギャラリーに含める写真を選択します。

ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで画像を選択します。グリッド表示とフィルムストリップでの写真の選択を参照
してください。
ライブラリモジュールでは、フォルダーまたはコレクションパネルを使用して、Web ギャラリーで使用するフォルダーや写真のコレクションを選
択することもできます。

2. 写真の順序を入れ替えます。

Web モジュールに切り替えます。選択した写真が、フィルムストリップと Web モジュールの中央にある作業エリアの両方に表示されます。
元の写真がコレクション、またはサブフォルダーのないフォルダーにある場合は、フィルムストリップで写真をドラッグして、ギャラリーに表示
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する順序に並べ替えます。Web フォトギャラリーの写真の並べ替えを参照してください。

Web モジュールのフィルムストリップで写真をフィルターするには、ツールバーの使用ポップアップメニューをクリックし、「フィルムスト
リップの全ての写真」、「選択した写真」、または「フラグ付きの写真」をクリックします。

3. ギャラリー用のテンプレートを選択します。

Web モジュールの左側で、テンプレートブラウザーにある名前の上にポインターを移動すると、テンプレートブラウザーの上部にあるプレビュー
パネルにテンプレートのプレビューが表示されます。 ギャラリー用の写真として選択するには、テンプレート名をクリックします。Web ギャラ
リーテンプレートの選択を参照してください。

4. Web サイトの情報を入力します。

このモジュールの右側にあるサイト情報パネルで、Web サイトのタイトル（サイトタイトル）、ギャラリーのタイトル（コレクションのタイト
ル）および説明（コレクションの説明）を入力します。自分の電子メールアドレスを入力すれば、ギャラリーにアクセスしたユーザーが問い合わ
せ先をクリックしたときに、自分の電子メールアドレス宛に問い合わせを送信するように設定することもできます。Web フォトギャラリーへのタ
イトル、説明、および連絡先情報の追加を参照してください。

サイト情報パネルで、ギャラリーのタイトルや説明を入力します。

5. （オプション）ギャラリーの外観とレイアウトをカスタマイズします。

モジュールの右側にあるカラーパレットパネルで、要素の隣にあるカラーボックスをクリックして、新しいカラーを選択します。ギャラリー要素
のカラーの選択を参照してください。

体裁設定パネルで、「グリッドページ」オプションと「画像（詳細ページ）」オプションを設定する（HTML ギャラリーの場合）か、レイアウト
メニューからオプションを選択して画像（大）とサムネール画像のサイズを選択する（Flash ギャラリーの場合）ことで、ギャラリーのレイアウト
を修正します。Lightroom HTML ギャラリーの体裁設定の指定およびLightroom Flash ギャラリーの体裁設定の指定を参照してください。
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Web モジュールの右側にある体裁設定パネルやその他のパネルを使用して、Web ギャラリーの外観と操作感をカスタマイズします。

6. 画像にタイトルと説明を追加します。

画像情報パネルで、各写真のタイトルや説明として表示するメタデータを選択します。写真の下にテキストを表示したくない場合は、「タイト
ル」と「説明」のチェックボックスをオフのままにします。Web フォトギャラリーでの写真のタイトルと説明の表示を参照してください。

7. （オプション）著作権透かしを追加します。

Web ギャラリーの写真に著作権透かしを表示するには、出力設定パネルで透かしを選択します。Web フォトギャラリーでの著作権透かしの表示を
参照してください。

Web モジュールの出力設定パネルで、ギャラリー内の写真に透かしを含めるように設定できます。

8. 出力設定を指定します。

出力設定パネルで、写真の拡大表示の画質を指定し、出力のシャープ出力適用の有無を指定します。

9. ブラウザーで Web ギャラリーをプレビューします。

Web モジュールの左下隅で、「ブラウザーでプレビュー」をクリックします。Web ギャラリーのプレビューが初期設定のブラウザーに表示されま
す。Web フォトギャラリーのプレビューを参照してください。

10. Web フォトギャラリーを書き出すか、アップロードします。

ギャラリーの作成を終了したら、ファイルを特定の場所に書き出すか、ギャラリーをそのまま Web サーバーにアップロードできます。アップロー
ド設定パネルで FTP サーバーメニューから Web サーバーを選択するか、「編集」を選択して、FTP ファイル転送を設定ダイアログボックスで設
定を行います。FTP 設定で不明な点がある場合は、インターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。Web フォトギャラリーのプレ
ビュー、書き出し、およびアップロードを参照してください。
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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

11. （オプション）レイアウトをカスタムテンプレートまたは Web コレクションとして保存します。

レイアウトとアップロードオプションなどの独自の Web ギャラリー設定を今後も使用する予定がある場合は、設定をカスタム Web テンプレート
として保存します。または、設定を Web コレクションとして保存して、特定の Web モジュールオプションを写真のコレクションとともに保持し
ます。カスタム Web ギャラリーテンプレートの作成およびWeb コレクションとしての Web 設定の保存を参照してください。
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Lightroom からの写真のプリント

プリントモジュールでは、お使いのプリンターで写真とコンタクトシートをプリントする際のページのレイアウトとプリントオプションを設定で
きます。
左パネルには、テンプレートのリストとページレイアウトのプレビューが表示されます。プリントモジュールの中央の領域には、選択したテンプ
レートを適用した写真が表示されます。右パネルには、レイアウトでの写真の表示方法の指定、テンプレートの修正、プリントページへのテキス
トの追加、プリントカラーマネジメントの設定の選択、解像度、シャープの指定を行うためのコントロールがあります。プリントモジュールのパ
ネルとツールを参照してください。

プリントモジュール

A. テンプレートブラウザーとコレクションパネル B. 「前のページを表示」ボタンと「次のページを表示」ボタン C. ページ番号 D. レイアウトお
よび出力オプション指定用のパネル 

Lightroom から写真をプリントするには、次の手順に従います。

1. プリントする写真を選択します。

ライブラリモジュールで、グリッド表示またはフィルムストリップを使用して、プリントする写真を選択します。グリッド表示とフィルムスト
リップでの写真の選択を参照してください。
フォルダーパネルまたはコレクションパネルを使用して、フォルダーや写真のコレクションを選択することもできます。

2. ページサイズを選択します。

プリントモジュールに切り替え、モジュールの左下隅にある「用紙設定」ボタンをクリックします。 次のいずれかの操作を行って、ページサイズ
を選択します。

（Windows）印刷設定またはプリンターの設定ダイアログボックスの用紙／サイズメニューから、お好みの用紙サイズを選択
します。設定したら、「OK」をクリックします。
（Mac OS）用紙設定ダイアログボックスの対象プリンタメニューからプリンターを選択し、用紙サイズメニューから用紙サイ
ズを選択します。設定したら、「OK」をクリックします。

重要：スケールを 100％に設定したまま、Lightroom でサイズ調整を行います。
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3. テンプレートを選択します。

テンプレートは、写真のプリントのための基本的なレイアウトを提供するものです。Lightroom には、3 つのタイプのプリントテンプレートが含ま
れます。
Lightroom のプリントテンプレートでは、選択した用紙サイズに収まるように写真が拡大・縮小されます。
プリントモジュールの左側で、テンプレートブラウザーの上にポインターを移動すると、テンプレートブラウザーの上にあるプレビューパネル
に、テンプレートのプレビューが表示されます。テンプレート名をクリックすると、プリントする 1 枚または複数の写真に対してそのテンプレー
トが選択されます。プリントテンプレートについておよびプリントテンプレートの選択を参照してください。

1. 単一画像／コンタクトシートテンプレートでは、1 枚または複数の写真をすべて同じサイズで 1 つのページにプリントできま
す。

2. ピクチャパッケージテンプレートでは、1 枚の写真を複数のサイズで 1 つのページにプリントできます。
3. カスタムパッケージテンプレート複数の写真を様々なサイズで 1 つ以上のページにプリントできます。

テンプレートを選択したら、モジュールの右上部にあるレイアウトスタイルパネルを見て、単一画像／コンタクトシート、ピクチャパッケー
ジ、またはカスタムパッケージテンプレートのいずれであるかを確認します。

4. レイアウトに対して写真の追加または削除を行います。

選択したテンプレートの種類に応じて、レイアウトに対して写真の追加、変更または削除を行うことが必要になる場合があります。
単一画像／コンタクトシートテンプレートとピクチャパッケージテンプレートの場合は、フィルムストリップで 1 枚または複
数の写真を選択して、プレビュー領域の画像セルに追加します。フィルムストリップで写真の選択を解除して、テンプレートか
ら削除します。
カスタムパッケージテンプレートの場合は、フィルムストリップからサムネールをプレビュー領域の画像セルにドラッグしま
す。

5. （オプション）テンプレートをカスタマイズします。

単一画像／コンタクトシートレイアウトの場合は、現在の画像用の設定パネルとレイアウトパネルでコントロールを使用して、テンプレートに修
正を加えます。例えば、セル全体に表示されるように写真をズームしたり、枠線を描画したり、マージンとセルのサイズを調整します。また、プ
レビュー領域内のガイドをドラッグして、セルのサイズを変更することもできます。
ピクチャパッケージおよびカスタムパッケージテンプレートでは、プレビュー領域でセルを自由にドラッグしたり、現在の画像用の設定パネルで
オプションを指定したりすることができます。定規 グリッド ガイドパネルを使用して作業領域の表示を調整し、セルパネルを使用して新しいセル
またはページをレイアウトに追加します。
写真を画像セルに合わせる方法の指定、定規とガイドの指定、ページのマージンとセルのサイズの変更（単一画像／コンタクトシートレイアウ
ト）、およびピクチャパッケージレイアウトとカスタムパッケージレイアウトでの枠線のプリントを参照してください。

6. （オプション）テキスト、その他を追加します。

ページパネルで、背景色、ID プレートおよび著作権透かしをプリントするかどうかを指定します。オーバーレイテキストとグラフィックのプリン
トを参照してください。
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注意：

7. 出力設定を指定します。

プリントジョブパネルで、次のいずれかの操作を行います。

プリント解像度を指定するか、初期設定（240 ppi）のままにします。プリント解像度の設定を参照してください。
写真のカラーマネジメントの処理方法を指定します。プロファイルおよびマッチング方法ポップアップメニューから選択しま
す。プリントのカラーマネジメントの設定を参照してください。
ドラフトモードプリントを使用するかどうかを選択します。ドラフトモードでのプリントを参照してください。
Mac OS 10.5 以上で 16 bit のカラープリンターにプリントするには、「16 Bit 出力」を選択します。
写真をシャープ出力するかどうかを選択します。「シャープ（プリント用）」を選択した場合は、ポップアップメニューを使用
して、適用するシャープ出力の度合いを選択し、マット紙または光沢紙にシャープ出力するかどうかを選択します。プリントす
る写真をシャープにするを参照してください。
画面上のカラーの明るさと彩度をより忠実に再現するには、「プリント調整」を選択し、明るさスライダーとコントラストスラ
イダーをドラッグします。

プリント調整は画面上でプレビューできません。写真やプリンターにとって最適な明るさとコントラストを見つけるには、何度か試行錯誤
を繰り返す必要があります。

8. プリンターの設定を確認します。

プリンター（右下隅）とプリント設定（左下隅）を交互にクリックして、デバイスのオプションが希望どおりに設定されていることを確認しま
す。Lightroom でカラーを管理する場合は、プリンター設定ですべてのカラーマネジメントをオフにします。

9. 「プリント」をクリックします。

10. （オプション）レイアウトをカスタムテンプレートまたはプリントコレクションとして保存します。

レイアウトやオーバーレのオプションなどの設定を今後も使用する予定がある場合は、設定をカスタムプリントテンプレートとして保存します。
または、設定をプリントコレクションとして保存して、特定のプリントモジュールオプションを写真のコレクションとともに保持します。カスタ
ムプリントテンプレートの使用およびプリントコレクションとしてのプリント設定の保存を参照してください。
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Lightroom でのスライドショーの作成

スライドショーを作成する作業のほとんどは、スライドショーモジュールで実行されます。このモジュールでは、レイアウトテンプレートの選
択、切り替え方法の選択、再生オプションの設定を行うことができます。
スライドショーモジュールにおいて、左側のパネルには、レイアウトのテンプレートおよびプレビューのリストが含まれています。ワークスペー
スの中央にあるスライドエディター表示には、選択したスライドテンプレートを適用した状態の写真が表示されます。スライドエディターの下に
あるツールバーには、スライドショーのプレビュー再生、選択範囲の絞り込み、スライドへのテキストの追加を行うコントロールが含まれていま
す。右側のパネルには、テンプレートの修正、スライドレイアウトへのテキストの追加、再生設定の選択を行うためのコントロールが含まれてい
ます。スライドショーモジュールのパネルとツールを参照してください。

スライドショーモジュール

A. スライドエディター表示 B. テンプレートのプレビュー C. スライドショーのテンプレートとコレクション D. 再生コントロール E. 回転ツールと
テキストを追加ツール F. レイアウトおよび再生オプションを設定するためのパネル 

ウィンドウ／クイックスライドショーを選択して、どのモジュールでも「クイック」スライドショーを再生することもできます。クイックスラ
イドショーでは、その時点でスライドショーモジュールで指定されているテンプレートと設定値が使用されます。ライブラリモジュールでのク
イックスライドショーの再生は、フルスクリーンサイズでフォルダー内にある画像をすばやく表示し、キーボードショートカットを使用して写
真をレーティング、回転、または削除するには便利な方法です。

Lightroom でスライドショーを作成するには、次の基本的な手順に従います。

1. スライドショーに含める写真を選択します。

ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで写真を選択します。または、フォルダーパネルかコレクションパネルを使用し
て、スライドショーに使用する写真のフォルダーまたはコレクションを選択します。グリッド表示とフィルムストリップでの写真の選択を参照し
てください。

2. スライドの順序を入れ替えます。

スライドショーモジュールに切り替えます。元の写真がコレクション、またはサブフォルダーのないフォルダーにある場合は、フィルムストリッ
プで写真をドラッグして、希望の順序で配置します。スライドの順序の並べ替えを参照してください。
代わりに、Lightroom にスライドの再生順序を選択させることもできます。スライドショーパネルの右側にある再生パネルで、「ランダムな順序」
を選択します。スライドのランダム再生を参照してください。
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3. スライドショー用のテンプレートを選択します。

テンプレートは、スライドのための基本的なレイアウトを提供するものです。
スライドショーモジュールの左側で、テンプレートブラウザーの上にポインターを移動すると、テンプレートブラウザーの上部にあるプレビュー
パネルに、テンプレートのプレビューが表示されます。スライドショーに対してテンプレートを選択するには、テンプレート名をクリックしま
す。スライドショーテンプレートの選択を参照してください。

4. （オプション）テンプレートをカスタマイズします。

スライドショーは、オプションパネル、レイアウトパネル、オーバーレイパネル、背景パネルおよびタイトルパネルでオプションに変更を加える
ことでカスタマイズできます。たとえば、ドロップシャドウを追加したり、ID プレートや説明を表示するかどうかを指定したり、背景の色や画像
を指定します。スライドへのオーバーレイの追加およびスライド背景の設定を参照してください。

オプションパネル、レイアウトパネル、オーバーレイパネル、背景パネルおよびタイトルパネルを使用して、スライドショーをカスタマイズしま
す。

5. 再生オプションを設定します。

再生パネルにあるオプションを使用して、スライド間隔と切り替え方法のオプションを設定します。また、イントロおよびエンディングのスライ
ドを指定したり、スライドショーとともに再生する音楽プレイリストを選択したりすることもできます。スライドと切り替えの時間の設定およ
びスライドショーでの音楽の再生を参照してください。

再生パネルを使用して、音楽スライドや間のスライドを追加します。
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6. スライドショーをプレビューまたは再生します。

スライドショーモジュールの右下隅にあるプレビューボタンをクリックして、スライドショーエディター表示でスライドショーが再生されること
を確認します。再生ボタンをクリックして、フルスクリーンモードでスライドショーを再生します。ツールバーにあるボタンを使用して、スライ
ドを一時停止、停止または進めます。スライドショーのプレビューおよびスライドショーの再生を参照してください。

7. （オプション）スライドショーを書き出します。

スライドショーを共有するには、切り替えや音楽付きで再生できる MP4 ビデオとして保存します。または、他のユーザーが開くことができる静的
な PDF 文書として保存します。スライドショーモジュールの左下隅にある「ビデオを書き出し」ボタンまたは「PDF で書き出し」ボタンをクリッ
クします。ビデオと PDF オプションについては、スライドショーの書き出しを参照してください。

8. （オプション）レイアウトをカスタムテンプレートまたはスライドショーコレクションとして保存します。

簡単に再使用できるように、スライドショーのレイアウトをカスタムテンプレートとして保存します。または、スライドショーの設定をスライド
ショーコレクションとして保存します。スライドショーコレクションを使用すれば、写真のコレクションについてスライドショーオプションの特
定のセットに簡単に戻すことができます。カスタムスライドショーテンプレートの作成およびスライドショーの設定をスライドショーコレクショ
ンとして保存を参照してください。
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カメラやカードリーダーから写真を読み込む

Lightroom に写真を読み込む場合は、写真自体とカタログ内にある写真の記録の間にリンクを作成します。カ
メラまたはカードリーダーから読み込む場合、Lightroom が写真のコピーをハードドライブにコピーし、カタ
ログ内の写真へのリンクを追加します。
読み込むときは、読み込みウィンドウで左から右へ作業します。まず、左側で読み込むファイル（ソースファ
イル）を指定します。次に、ウィンドウの中央で、カタログに写真を読み込む方法を選択します（カメラまた
はカードから読み込む場合は、写真をコピーします）。最後に、右側でファイルの格納先（保存先フォル
ダー）および読み込まれるファイルのその他のオプションを指定します。

Lightroom の読み込みウィンドウ

A. プレビュー領域 B. ソースパネル C. 最小読み込みの切り替え D. オプションおよび保存先パネル 

重要：初めて読み込む場合、開始する前に写真の整理方法と格納予定の場所をあらかじめ考えておくと、
作業がスムーズに進みます。前もって計画することで、後から写真を移動する必要や、カタログの中で写
真を見失う可能性を最小限に抑えることができます。

1. カメラまたはカメラカードリーダーをコンピューターに接続します。

必要に応じて、カメラのドキュメントを読んで、カメラをコンピューターに接続する方法についての指示がな
いかどうかを確認します。

カメラやカードリーダーを接続したときに Lightroom が自動的に起動されるようにするには、Lightroom／
環境設定（Mac OS）または編集／環境設定（Windows）を選択します。「一般」タブの「読み込みオプ
ション」で、「メモリカードの検出時に読み込みダイアログを表示」を選択します。

2. Lightroom および読み込みウィンドウを開きます。

Lightroom で、ライブラリモジュールの「読み込み」ボタンをクリックするか、ファイル／写真とビデオを読
み込みを選択して、読み込みウィンドウを開きます。
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コピー

DNG 形式でコピー

注意：

すべての写真

新規写真

3. Lightroom をカメラまたはカードリーダーに向けます。

読み込みウィンドウの左側で、ソースパネルを使用して、読み込む写真を含むデバイスまたはカードに移動し
ます。「追加元」または「ソースを選択」をクリックしてデバイスを検索します。

読み込みソースとして選択されたカメラ

取り付けられたカメラカードから読み込む場合、「読み込み後に取り出し」を選択すると、Lightroom が写
真の読み込みを完了した後に、カードが自動的に取り外されます。

4. 写真をプレビューして選択します。

読み込みウィンドウの中央で、次のいずれかをクリックします。

選択したフォルダーに写真ファイルをコピーします。サイドカーファイルがある場合は、これらの
ファイルもコピーされます。

選択したフォルダーに写真をコピーし、Camera Raw ファイルがある場合は Digital
Negative（DNG）形式に変換します。

カメラまたはカメラカードから読み込む場合、「追加」および「移動」の読み込み方法は使用できま
せん。

次に、読み込む写真を選択します。選択に役立つプレビューエリアの上と下にあるオプションを使用します。

選択されたソース場所にあるすべての写真を表示します。

選択されたソース場所にある写真のうち、前回にこの場所から Lightroom に読み込みを実行した以
降の新しい写真を表示し、重複の疑いがある写真は無視します。

重複の疑いがある写真は、グリッド表示内で他の写真よりも暗く表示され、選択できません。

グリッド表示アイコン（ ）とルーペ表示アイコン（ ）  プレビューエリアでグリッド表示とルーペ表
示を切り替えます。
すべてをチェックとすべてのチェックを解除 プレビューエリアにあるすべての写真を選択するか、選択を解
除します。

並べ替え  撮影日時、選択した状態、ファイル名またはメディアのタイプ（写真やビデオ）順にプレビューを
並べ替えることができます。

標準のキーコマンドを使用して、グリッド表示内にある複数の写真を選択することもできます。Shift キーを
押しながらクリックして連続する写真を選択するか、Ctrl キー（Windows） または Command キー（Mac
OS）を押しながらクリックして離れた写真を選択します。写真が選択されたら、明るいグレーの境界線で示
されるので、選択されたどの写真の境界線の内側にもあるチェックボックスをクリックして、すべての写真に
チェックを付けます。Lightroom は、チェックが付いている写真を読み込みます。
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注意： Lightroom では、縦または横が最大 65,000 ピクセル、最大 512 メガピクセルの写真を扱うことがで
きます。サポートされているファイル形式の完全な一覧については、サポートされているファイル形式を参照
してください。

5. Lightroom に、写真を置く場所を指定します。

読み込みウィンドウの右側で、「保存先」をクリックし、コピーした写真を保存する場所を指定します。ハー
ドドライブ、接続されている外付けドライブ、またはネットワークドライブ上の場所を選択できます。
読み込みウィンドウの右側にある保存先パネルを開いて、選択した場所にサブフォルダーを作成することもで
きます。

読み込みの保存先パネル

グリッド表示には、プレビューエリアの上に「保存先フォルダー」オプションには、写真を保存するために選
択したフォルダー（複数可）のパスが示されます。

6. ファイル管理とその他の読み込みオプションを指定します。

読み込みウィンドウの右側にあるファイル管理パネル、ファイル名の変更パネルおよび読み込み時に適用パネ
ルを使用して、写真を読み込む方法をカスタマイズします。これらのパネルに含まれるすべてのオプションの
説明については、読み込みオプションの指定を参照してください。

7. 「読み込み」をクリックします。

写真の読み込み時に、Lightroom の左上隅にプログレスバーが表示されます。次に、ライブラリモジュールに
サムネールが表示されます。

その他の参考コンテンツ
テザーカメラからの写真の読み込み
ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込む
読み込みの環境設定
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ワークスペース

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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ワークスペースの基本

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Lightroom アプリケーションインターフェース
パネルとスクリーン表示の管理
ツールバー

Lightroom アプリケーションインターフェース
Lightroom は、プロの写真家が必要とするすべての機能を備えたモジュールで構成されるツールボックスです。各モジュールでは、写真ワークフ
ローにおける特定の段階に重点を置いて作業します。ライブラリモジュールでは写真の読み込み、整理、比較、選択を行い、現像モジュールでは
色や階調を補正したり写真に独創的な処理を施したりします。スライドショー、プリント、Web の各モジュールでは、写真の表示設定を行いま
す。
Lightroom のワークスペースのモジュールにはそれぞれ、写真を編集するためのオプションやコントロールを利用できるパネルがあります。

 
Lightroom のワークスペース（グリッド表示） 
A. ライブラリフィルターバー B. 画像表示領域 C. ID プレート  D. ソース写真を処理するためのパネル E. フィルムストリップ F. モジュールピッ
カー G. メタデータやキーワードを使用し、画像を調整するためのパネル H. ツールバー 

各モジュールのワークスペース下部にあるフィルムストリップには、ライブラリモジュールで選択されているフォルダー、コレクション、キー
ワードセットまたはメタデータ条件の内容のサムネールが表示されます。各モジュールでは、モジュールで実行するタスクのソースとしてフィル
ムストリップ内の画像を使用します。フィルムストリップの選択内容を変更するには、ライブラリモジュールで別の写真を選択します。フィルム
ストリップでの写真の表示を参照してください。
Lightroom で処理を行うには、まずライブラリモジュールで処理対象の画像を選択します。次に、モジュールピッカー（Lightroom ウィンドウの右
上）でモジュール名をクリックして、写真の編集やプリントを行ったり、スライドショーを利用したプレゼンテーションや Web ギャラリー用の写
真を準備することができます。

Ctrl + Alt キーまたは Command + Option キーを押しながら 1 から 5 の数字を押すと、対応するモジュールに切り替わります。
Lightroom が作業の処理でビジー状態になると、ID プレートの上にアクティビティウィンドウが表示されます。

プロセスをキャンセルするには、プログレスバーの横にある X をクリックします。
処理中の別のプロセスに表示を切り替えるには、プログレスバーの側にある三角形をクリックします。

パネルとスクリーン表示の管理
Lightroom の作業スペースをカスタマイズして、必要なパネルだけを表示したり、写真を最大限に表示できるように一部または全部のパネルを非表
示にしたりすることができます。
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自動的に表示・非表示

自動的に隠す

マニュアル

反対側のパネルと同期

注意：

パネルを開く、または閉じる
パネルのヘッダーをクリックします。グループにまとめられたパネルをまとめて開いたり閉じたりするには、Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらパネル名をクリックします。

一度に 1 つのパネルを開く、または閉じる
パネルのヘッダーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「単独モード」を選択
するか、Alt キーを押しながらクリック（Windows）するか、Option キーを押しながらクリック（Mac OS）します。

単独モードは、パネルのグループとは別に、選択したパネルにだけ適用されます。パネルが単独モードの場合は、そのパネルのヘッダーの三角形
が塗りつぶされて表示されます。

複数のパネルのスクロール表示
スクロールバーをドラッグするか、マウスのスクロールホイールを使用します。

パネルグループの表示と非表示の切り替え
1 つのパネルグループを表示または非表示にするには、パネルグループの表示／非表示アイコン  をクリックします。アイコン
が塗りつぶされている場合、そのパネルグループは表示されています。
両側のサイドパネルグループを表示または非表示にするには、ウィンドウ／パネル／サイドパネルの表示切り替えを選択する
か、Tab キーを押します。
サイドパネル、フィルムストリップ、モジュールピッカーを含むすべてのパネルを非表示にするには、ウィンドウ／パネル／す
べてのパネルの表示切り替えを選択するか、Shift キーを押しながら Tab キーを押します。

パネルグループの表示と非表示の自動切り替え
パネルグループの外側の端（スクロールバーの外側）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、次のいずれかのオプションを選択します。

アプリケーションウィンドウの外側の端にポインターを移動したときに、パネルを表示します。ポイン
ターをパネルの外部に移動すると、パネルが非表示になります。

ポインターをパネルの外部に移動すると、パネルが非表示になります。パネルが必要な場合は手動で開く必要が
あります。

パネルの表示と非表示の自動切り替えを行いません。

左右または上下のパネルで表示／非表示の動作を合わせます。

パネルグループの幅の変更
ポインターをパネルグループの内側の端に移動し、ポインターが双方向矢印の形に変化したら、パネルをドラッグします。

パネルグループからのパネルの削除または復元
使用頻度の低いパネルは、表示しないように設定できます。
パネルグループ内のいずれかのパネルのヘッダーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）し、目的のパネルの名前を選択します。

Lightroom のスクリーンモードの変更
スクリーン表示を変更して、タイトルバー、タイトルバーとメニューまたはタイトルバーとメニューとパネルを非表示できます。
ウィンドウ／スクリーンモードを選択し、いずれかのオプションを選択します。
標準モード、メニュー付きフルスクリーンモードまたはフルスクリーンモードでは、F キーを押すとこの 3 つのモードが順番
に切り替わります。
Ctrl + Alt + F キー（Windows）または Command + Option + F キー（Mac OS）を押すと、メニュー付きフルスクリーンモー
ドまたはフルスクリーンモードから標準モードに切り替わります。
Shift + Ctrl + F キー（Windows）または Shift + Command + F キー（Mac OS）を押すと、パネルなしフルスクリーンモード
に切り替わり、タイトルバー、メニューおよびパネルが非表示になります。
パネルなしフルスクリーンモードのときに、Shift + Tab キーを押し、続いて F キーを押すと、パネルとメニューバーが表示さ
れます。

Mac OS の場合、フルスクリーンモードとパネルなしフルスクリーンモードではドックが非表示になります。Lightroom を起動してもアプ
リケーションに最小化、最大化、閉じるの各ボタンが表示されない場合は、表示されるまで F キーを 1 回または 2 回押します。

パネルのすべての設定をオフにする
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ページの先頭へ

モードを表示

スプレーツール

並び替え

フラグ付け

レーティング

カラーラベル

回転

移動

スライドショー

サムネールの大きさ

ズーム

情報

比較

ラベル

現像モジュールのパネルのすべての設定や、フィルムストリップのフィルターを一時的にオフにすることができます。
パネルのオン／オフアイコン  をクリックします。

Lightroom のインターフェイスの減光または非表示
「背景光」コマンドを使用して、Lightroom のインターフェイスを減光するか非表示にして、画面上で写真を目立たせることができます。
ウィンドウ／背景光を選択し、いずれかのオプションを選択します。L キーを押して、3 つのオプションを順に切り替えること
もできます。
環境設定ダイアログボックスの「インターフェイス」タブで、減光レベルやスクリーンカラーなど、「背景光」コマンドの
設定をカスタマイズできます。

ツールバー
ツールバーを非表示にしたり、ライブラリモジュールと現像モジュールのツールバーをカスタマイズして必要な項目を追加したりすることができ
ます。

ライブラリモジュールのツールバー上のコントロールの表示
ツールバーには、ライブラリモジュールでアクティブになっている表示形式に応じてコントロールが表示され、このコントロールを使用して、写
真の参照、メタデータの適用、クイックスライドショーの開始、写真の回転を行ったり、レーティング、フラグまたはラベルを適用したりしま
す。ツールバーの情報ボックスには、選択した写真のファイル名が表示されます。

1. ツールバーにコントロールを表示するには、ツールバーポップアップメニューから次のいずれかの項目を選択します。
グリッド表示、ルーペ表示、比較表示または選別表示を選択できます。

（グリッド表示のみ）スプレーツールを写真にドラッグすることで、キーワードやその他の属性をすばやく適
用できます。

（比較表示では使用できません）写真サムネールの表示に使用する並び替え方向または並び替え条件を指定します。

写真の選択に使用する採用または除外フラグの割り当て、削除、表示を行います。

写真の選択に使用するレーティングの星の割り当て、削除、表示を行います。

写真の選択に使用するカラーラベルの割り当て、削除、表示を行います。

選択した写真を右回りまたは左回りに回転します。

前の画像または次の画像を選択します。

写真のクイックスライドショーを再生します。

（グリッド表示のみ）写真のサムネールのサイズを設定します。

（ルーペ表示のみ）表示をズームインまたはズームアウトします。

選択した写真のファイル名が表示されます。

（比較表示のみ）比較した写真をズーム、入れ替え、選択するためのオプションが表示されます。

（選別表示のみ）選別表示ラベルが表示されます。
2. （オプション）ツールバーのポップアップメニューで選択した項目をツールバーのコントロールから削除します。

ツールバーの表示と非表示の切り替え
表示／ツールバーを表示または表示／ツールバーを隠すを選択するか、T キーを押して、ツールバーの表示と非表示を切り替え
ます。

ツールバーのアイコンの変更
ツールバーの右側にあるメニュー  をクリックし、ツールバーに表示する項目を選択または選択解除します。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> Lightroom を使用するための環境設定

Lightroom を使用するための環境設定
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
環境設定ダイアログボックスを開く
環境設定の初期設定へのリセット
プリセットの元の設定へのリセット
表示しないように指定したプロンプトの再表示
インターフェイスのフォントサイズまたはパネルのエンドマーカーの変更
言語設定の変更

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom

環境設定を使い、Lightroom のユーザーインターフェイスを変更できます。
注意：
現在のカタログの名前と場所を指定しないで環境設定を初期化すると、Lightroom を再起動したときに、カタログが消えたように見える場合があ
ります。環境設定を初期化する前に、この混乱を避ける手順が記載されている環境設定のリセット後にカタログと画像を復元するを参照してくだ
さい。

環境設定ダイアログボックスを開く

Windows の場合は、編集／環境設定を選択します。
Mac OS の場合は、Lightroom／環境設定を選択します。

環境設定の初期設定へのリセット

Lightroom の環境設定を初期設定に戻すには、次のいずれかの方法を使用します。

方法 1：環境設定ファイルを手動で削除する

1. 次の場所に移動します。

Mac OS

/Users/[ユーザー名]/Library/Preferences/

Windows 7 および Windows 8

Users\[ユーザー名]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\

注意：
（Mac OS）：Mac OS X 10.7 では、ユーザーライブラリファイルが初期設定で非表示です。ユーザーライブラリファイルに一時的にアクセ
スするには、Option キーを押し、Finder で移動／ライブラリを選択します。
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（Windows）：AppData フォルダーは初期設定で非表示です。表示するには、スタート／コントロールパネル／デスクトップのカスタマイズ
／フォルダーオプションを選択します。「表示」タブの詳細設定で、隠しファイル、隠しフォルダーを表示するが選択されていることを確認
します。「OK」をクリックします。

2. 次のファイルをごみ箱（Windows）またはゴミ箱（Mac OS）にドラッグします。

Mac OS

com.adobe.Lightroom5.plist または com.adobe.Lightroom6.plist

Windows

Lightroom 5 Preferences.agprefs または Lightroom 6 Preferences.agprefs

3. Lightroom を終了した後、再起動します。
注意：
重要な Lightroom ファイルの詳細については、次のリンクを参照してください。

環境設定ファイルおよびその他のファイルの場所 | Lightroom CC および Lightroom 6
環境設定ファイルおよびその他のファイルの場所 | Lightroom 5

方法 2：キーボードのショートカットを使用する

1. Lightroom を終了します。

2. Mac OS

Shift + Option + Delete キーを長押しします。

Windows

Shift + Alt キーを長押しします。

3. これらのキーを押したまま、Lightroom を起動します。次のダイアログボックスが表示されます。

（Windows）Lightroom 環境設定の復元ダイアログ
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（Mac）Lightroom 環境設定の初期化ダイアログ

4. はい（Windows）または環境設定の初期化（Mac）をクリックして確定します。

プリセットの元の設定へのリセット

環境設定ダイアログボックスの「プリセット」タブの「Lightroom 初期設定」領域で、いずれかの復元ボタンをクリックします。

表示しないように指定したプロンプトの再表示

環境設定ダイアログボックスの「一般」タブの「プロンプト」領域で、「すべての警告ダイアログを初期化」をクリックします。

インターフェイスのフォントサイズまたはパネルのエンドマーカーの変更

環境設定ダイアログボックスの「インターフェイス」タブで、パネルメニューからオプションを選択します。

言語設定の変更

Lightroom では、複数の言語でメニュー、オプション、ツールヒントを表示できます。

1. 編集／環境設定（Windows）または Lightroom／環境設定（Mac OS）を選択します。
2. 「一般」タブで、言語ポップアップメニューから言語を選択します。
3. 環境設定を閉じ、Lightroom を再起動します。

新しい言語は、次回 Lightroom を起動したときに有効になります。

その他の関連ヘルプ
読み込みの環境設定
カタログ設定のカスタマイズ
ライブラリ表示オプションの設定

  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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< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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 © 2016 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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セカンドモニターでのライブラリの表示

グリッド

ルーペ

比較

選別

スライドショー

第 2 のライブラリ表示を表示するウィンドウを開くことができます。セカンドウィンドウには、ライブラリモジュールで選択された写真が表示さ
れ、Lightroom のメインウィンドウでグリッド表示またはルーペ表示用に指定されているライブラリモジュール表示オプションが使用されます。セ
カンドウィンドウは、作業対象のモジュールに関係なく開いたままにしておくことができるため、いつでも簡単にさまざまな写真を表示したり選
択することができます。Lightroom を実行しているコンピューターにセカンドモニターが接続されている場合は、そのモニターにセカンドウィンド
ウを表示できます。
複数のウィンドウを使用しているときは、セカンドウィンドウで選択されている写真に関係なく、メインアプリケーションウィンドウで選択され
ている 1 枚または複数の写真にコマンドや編集が適用されます。セカンドウィンドウで選択されている 1 枚または複数の写真にコマンドを適用す
るには、セカンドウィンドウのグリッド表示、比較表示または選別表示で写真を右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリッ
クし（Mac OS）、コマンドを選択します。

1. フィルムストリップのセカンドウィンドウボタン  をクリックすると、セカンドウィンドウが開きます。

 
メインウィンドウにライブラリモジュールが表示され、セカンダリウィンドウがルーペ表示の状態（はめ込み）

セカンドウィンドウには、初期設定で、ルーペ表示で選択されている写真が表示されます。セカンドモニターがコンピュー
ターに接続されている場合、セカンドウィンドウはそのモニターで自動的に全画面表示になります。それ以外の場合は、移動
可能なセカンドディスプレイウィンドウが開きます。

2. Lightroom ライブラリのセカンドウィンドウの表示モードを変更するには、セカンドウィンドウボタンを右クリックし、メ
ニューからオプションを選択します。または、セカンドウィンドウで、「グリッド」、「ルーペ」、「比較」または「選別」
をクリックします。 セカンドモニターがある場合は、「スライドショー」オプションも選択できます。

3. 表示オプションを指定します。
サムネールスライダーをドラッグしてサムネールのサイズを変更したり、ライブラリフィルターバーを使用して写真

にフィルターを適用したりします。ライブラリのフィルターバーを使用した写真の検索を参照してください。

「標準」、「ライブ」または「ロック」を選択します。「標準」では、メインウィンドウで最もよく選択されている写
真が表示されます。「ライブ」では、メインウィンドウのフィルムストリップまたはグリッド表示でポインターの位置にある
写真が表示されます。「ロック」では、メインウィンドウで他の写真が選択されていても、指定した写真が表示されます。セ
カンドウィンドウのどのルーペモードでも、ズームレベルを調整できます。
写真をロックするには、メインウィンドウで目的の写真を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）し、「セカンドモニターにロック」を選択します。または、目的の写真を選択し、Ctrl + Shift + Enter キー
（Windows）または Command + Shift + Return キー（Mac OS）を押します。セカンドモニターに現在ロックされている写真
に対しては、メインウィンドウのフィルムストリップとグリッド表示にセカンドウィンドウバッジ  が表示されます。

メインウィンドウの比較表示と同じ機能を使用できます。ライブラリモジュールでの写真の比較を参照してください。

メインウィンドウの選別表示と同じ機能を使用できます。ライブラリモジュールでの写真の比較を参照してください。

（セカンドモニターがある場合に選択可能）現在選択されているフォルダーまたはコレクションの全画面表示
によるスライドショーをセカンドモニターに再生できます。「再生」をクリックするとスライドショーが再生され、スライド
をクリックするか Esc キーを押すと停止します。「イントロ画面」、「イントロ中に一時停止」、「エンディング画面」およ
び「繰り返し」オプションの現在の設定をスライドショーモジュールで上書きするには、「指定変更」を選択し、目的のオプ
ションを選択します。

4. （セカンドモニターがある場合に選択可能）セカンドウィンドウを移動可能なウィンドウとして表示するには、メインウィン
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ドウでセカンドモニターボタンを右クリックし、「フルスクリーン」の選択を解除します。
5. （セカンドモニターでフルスクリーンモードの場合に選択可能）メインウィンドウでセカンドモニターボタンをクリックし、
「セカンドモニターのプレビューを表示」を選択すると、小さな移動可能なウィンドウが開き、そこでセカンドモニターの表
示をリモートコントロールできます。このセカンドモニタープレビューウィンドウでは、セカンドモニターのグリッド表示、
ルーペ表示、比較表示、選別表示およびスライドショー表示を切り替えることができます。また、スライドショーの再生もコ
ントロールできます。セカンドモニタープレビューウィンドウは、操作する位置からセカンドモニターが見えない場所にある
場合に使用するためのものです。

6. セカンドウィンドウを閉じるには、セカンドウィンドウボタンをクリックするか、セカンドウィンドウをクリックして「表示
する」の選択を解除します。
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ID プレートとモジュールのボタンを好みに合わせて変更する
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スタイル付きテキストの ID プレートを使用する

グラフィカルな ID プレートを使用する

Lightroom のワークスペース、スライドショー、プリント出力は、自分の名前やロゴを記載した ID プレート
を使用して、好みに合わせて変更できます。

1. 次のいずれかの操作を行い、ID プレートエディターを開きます。

編集／ID プレート設定（Windows）または Lightroom／ID プレート設定（Mac
OS）を選択します。
スライドショーモジュールのオーバーレイパネルまたはプリントモジュールのページ
パネルで、「ID プレート」をクリックし、ポップアップメニューから「編集」を選択
します。

2. ID プレートエディターで、次のいずれかのオプションを選択します。

テキストボックスに入力したテキスト
を使用し、テキストボックスの下のメニューで指定したフォント属性を適用します。
ヒント：（Mac OS）複数行のテキストを含む ID プレートを作成するには、テキスト
ボックス内で Option + Return キーを押します。ID プレートの最初の行だけがモジュー
ルピッカーの左側に表示されますが、スライドショー、プリント、Web の各モジュール
で出力オーバーレイとして ID プレートを選択すると、すべての行が表示されます。

ボックスにドラッグしたグラフィックを使用し
ます。高さが 41 ピクセル以下（Mac OS）または 46 ピクセル以下（Windows）のグラ
フィックを選択してください。グラフィックには、BMP、JPG、GIF、PNG、TIFF ファ
イル形式（Windows）、または JPG、GIF、PNG、TIFF、PDF、PSD ファイル形式
（Mac OS）を使用できます。グラフィカルな ID プレートの解像度は、プリント出力す
るには低すぎるかもしれません。

3. 「ID プレートを使用する」の横にあるメニューから「別名で保存」を選択し、ID プレー
トの名前を指定します。

4. ID プレートをモジュールピッカーの左側に表示するには、「ID プレートを使用する」を
選択し、右側のメニューから保存済みの ID プレートのいずれかを選択します。

5. ダイアログボックスの右側にある各種ポップアップメニューで、モジュールピッカーのボ
タンのフォント、フォントサイズ、フォントの色を指定します。最初のカラーピッカー
ボックスは現在選択されているモジュールの色、2 番目のボックスは選択されていないモ
ジュールの色を指定します。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 写真に透かし処理を行う

写真に透かし処理を行う
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
著作権透かしの作成
著作権透かしの管理
著作権透かしの画像への適用

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6

著作権透かしの作成

1. 任意のモジュールで、編集／透かしを編集（Windows）または Lightroom／透かしを編集（Mac OS）を選択します。

2. 透かしエディターダイアログボックスで、透かしのスタイル（テキストまたはグラフィック）を選択します。

3. 次のいずれかの操作を実行します。

（テキスト透かし）プレビュー領域の下にテキストを入力し、テキストオプション（フォント、スタイル、行揃え、カラーおよびド
ロップシャドウ）を指定します。OpenType フォントはサポートされません。
（グラフィック透かし）画像オプションパネルで「選択」をクリックし、使用する PNG または JPEG に移動して選択します。

4. 透かしの効果を選択します。

不透明度
透かしの透明度を調整します。

サイズ
縦横比を保ったまま透かしの大きさを調整、写真の幅に合わせて透かしのサイズを調整または写真の高さと幅に合わせて透かしのサイズを調
整します。

挿入位置
写真の中の透かしの位置を縦または横に移動します。

基準位置
写真の 9 個の基準位置のいずれかに透かしを固定し、透かしを左または右に回転させます。
注意：
最終画像の透かしがうまく表示されない場合は、大きなサイズで表示するか写真の別の場所を試してください。
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著作権透かしの管理

任意のモジュールで、編集／透かしを編集（Windows）または Lightroom／透かしを編集（Mac OS）を選択します。
フィルムストリップで複数の写真を選択している場合は、左矢印  および右矢印  ボタンをクリックすると、選択したそれぞれの写真で透
かしをプレビューできます。
現在の設定をプリセットとして保存し、透かしエディターを終了するには、「保存」をクリックします。透かしを保存し、透かしエディター
での作業を続行するには、プリセットメニュー（ウィンドウ左上隅）をクリックし、「現在の設定を新規プリセットとして保存」を選択しま
す。新規プリセットダイアログボックスで、名前を入力し、「作成」をクリックします。
透かしを選択するには、ウィンドウ左上隅のプリセットメニューで目的の透かしを選択します。
透かしを編集するには、目的の透かしをプリセットメニューで選択し、設定を変更します。次に、プリセットメニューをもう一度クリック
し、「プリセット [プリセット名] を更新」を選択します。
著作権透かし名を変更するには、目的の透かしをプリセットメニューで選択し、プリセットメニューをもう一度クリックし、「プリセット
[プリセット名] の名前を変更」を選択します。
著作権透かしを削除するには、目的の透かしをプリセットメニューで選択し、プリセットメニューをもう一度クリックし、「プリセット [プ
リセット名] を削除」を選択します。

著作権透かしの画像への適用

著作権透かしを写真に適用する方法については、次を参照してください。

ファイルのディスクまたは CD への書き出し
スライドショーでの著作権透かしの表示
著作権透かし付きの写真のプリント
Web フォトギャラリーでの著作権透かしの表示

その他の関連ヘルプ
ビデオチュートリアル：写真の書き出しと透かし処理
写真のフラグ、ラベルおよびレーティングの設定
写真をオンラインで公開

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?
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Yes
No
 地域の変更日本 (変更)

地域を選択してください
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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 © 2016 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
プライバシー 利用条件 Cookie Ad Choices

190

http://idiom-q-win-1/br/
http://idiom-q-win-1/ca/
http://idiom-q-win-1/ca_fr/
http://idiom-q-win-1/la/
http://idiom-q-win-1/mx/
http://idiom-q-win-1/us/
http://idiom-q-win-1/africa/
http://idiom-q-win-1/africa/
http://idiom-q-win-1/be_nl/
http://idiom-q-win-1/be_fr/
http://idiom-q-win-1/be_en/
http://idiom-q-win-1/cz/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/dk/
http://idiom-q-win-1/de/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/ee/
http://idiom-q-win-1/es/
http://idiom-q-win-1/fr/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/hr/
http://idiom-q-win-1/ie/
http://idiom-q-win-1/il_en/
http://idiom-q-win-1/it/
http://idiom-q-win-1/lv/
http://idiom-q-win-1/lt/
http://idiom-q-win-1/lu_de/
http://idiom-q-win-1/lu_en/
http://idiom-q-win-1/lu_en/
http://idiom-q-win-1/lu_fr/
http://idiom-q-win-1/hu/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/mena_en/
http://idiom-q-win-1/mena_fr/
http://idiom-q-win-1/mena_fr/
http://idiom-q-win-1/nl/
http://idiom-q-win-1/no/
http://idiom-q-win-1/at/
http://idiom-q-win-1/pl/
http://idiom-q-win-1/pt/
http://idiom-q-win-1/ro/
http://idiom-q-win-1/ch_de/
http://idiom-q-win-1/si/
http://idiom-q-win-1/sk/
http://idiom-q-win-1/rs/
http://idiom-q-win-1/ch_fr/
http://idiom-q-win-1/fi/
http://idiom-q-win-1/se/
http://idiom-q-win-1/ch_it/
http://idiom-q-win-1/tr/
http://idiom-q-win-1/uk/
http://idiom-q-win-1/bg/
http://idiom-q-win-1/ru/
http://idiom-q-win-1/ua/
http://idiom-q-win-1/il_he/
http://idiom-q-win-1/mena_ar/
http://idiom-q-win-1/au/
http://idiom-q-win-1/hk_en/
http://idiom-q-win-1/in/
http://idiom-q-win-1/nz/
http://idiom-q-win-1/nz/
http://idiom-q-win-1/sea/
http://idiom-q-win-1/cn/
http://idiom-q-win-1/hk_zh/
http://idiom-q-win-1/tw/
http://idiom-q-win-1/tw/
http://idiom-q-win-1/jp/
http://idiom-q-win-1/kr/
http://idiom-q-win-1/cis/
http://idiom-q-win-1/cis/
http://www.adobe.com/jp/products/catalog/software.html
http://www.adobe.com/jp/products/catalog/software.html
http://www.adobe.com/jp/downloads.html
http://www.adobe.com/jp/downloads.html
http://helpx.adobe.com/jp/support.html
http://helpx.adobe.com/jp/support.html
http://www.adobe.com/jp/company.html
http://www.adobe.com/jp/privacy.html
http://www.adobe.com/jp/privacy.html
http://www.adobe.com/jp/legal/general-terms.html
http://www.adobe.com/jp/legal/general-terms.html
http://www.adobe.com/jp/privacy/cookies.html


カラーマネジメント

ページの先頭へ

内容
色に関する難問
Lightroom カラーを管理する方法
モニターのキャリブレーション
カラープロファイルのインストール

色に関する難問

デジタル写真のワークフローで、人間の目に見えるすべてのカラーの範囲を再現できるデバイスはありませ
ん。各デバイスは、デバイスが記録、保存、編集、出力できる色の、特定のカラースペース（範囲を記述）ま
たは色域内で動作します。一部のカラースペースは他のカラースペースよりも大きくなります。例えば CIE
ラボスペースは大きくなり、多くの Web ブラウザーで使用される sRGB スペースは比較的小さくなります。
さらに、各デバイスはカラーを加算的（RGB カラーモデルを使用）または減算的（CMYK カラーモデルを使
用）のいずれかで記述します。カメラやモニターは RGB を使用し、プリンターは CMYK を使用します。

様々なデバイスや画像の色域

A. Lab カラースペース B. 画像のカラースペース C. デバイスのカラースペース 

このようにさまざまなカラースペースがあるため、多くの場合、見る場所に応じて色が異なって見えます。カ
ラーマネジメントシステムではプロファイルを使って、デバイス間の色の違いを調整し、写真の共有時や印刷
時に、表示されるカラーを明確に予測できるようにします。
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プロファイルによるカラーの照合

A. プロファイルでは、カメラと画像のカラースペースが定義されます。 B. プロファイルを使用して、カラー
マネジメントシステムは画像の実際の色を識別します。 C. モニタープロファイルは、画像のカラーをモニ
ターのカラースペースに変換する方法をカラーマネジメントシステムに伝えます。 D. 印刷時にカラーが正し
く表示されるように、カラーマネジメントシステムはプリンタープロファイルを使用して、画像の色をプリン
ターのカラースペースに変換します。 

Lightroom では、デバイスに依存しないカラースペースを使用してカラーを表示することで、カラーマネジメ
ントが簡単になります。つまり、Lightroom で作業する前に必要なことは、モニターをキャリブレーションす
ることだけです。写真を出力する準備が整ったら、Lightroom でカラー設定またはカラープロファイルを選択
します。

Lightroom カラーを管理する方法

Lightroom はカラーの表示に、主に Adobe RGB カラースペースを使用します。Adobe RGB 色域には、デジ
タルカメラが撮影できるほとんどのカラーに加え、範囲が狭く、Web に適した sRGB カラースペースを使う
と定義することができない、いくつかのプリント可能なカラー（特にシアンや青）が含まれています。

Lightroom は、次の場合に Adobe RGB を使用します。
ライブラリ、マップ、ブック、スライドショー、プリント、および Web モジュールのプ
レビュー
ドラフトモードでプリントする場合
書き出した PDF スライドショーとアップロードした Web ギャラリー
Blurb.com へブックを送信した場合（ブックモジュールからブックを PDF または JPEG
として書き出した場合。ただし、sRGB や別のカラープロファイルを選択することはでき
ます）。
公開サービスパネルを使って、Facebook や他の写真共有サイトに写真をアップロードし
た場合

現像モジュールの初期設定では、Lightroom は ProPhoto RGB カラースペースを使用して、プレビューを表示
します。ProPhoto RGB にはデジタルカメラで撮影可能なすべてのカラーが含まれているため、画像の編集に
最適の選択肢です。現像モジュールでは、ソフトプルーフィングパネルを使って、さまざまにカラーマネジメ
ントされた印刷条件で、カラーがどのように表示されるかをプレビューすることもできます。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ソフト校正を使用して、Lightroom で画像の最終出力をプレビュー

A. 現像モジュールで画像を編集します。 B. 画像のカラー値は、選択したプリント条件のカラースペースに変
換されます。 C. Lightroom は、画像のカラー値の校正プロファイルの解釈を表示します。 

Lightroom から写真を書き出したり、印刷したりする場合、プロファイルまたはカラースペースを選択し
て、Lightroom での表示カラーが、写真の送信先のデバイスでどのように表示されるかを決定できます。例え
ば、写真をオンラインで共有する場合、sRGB を使用して書き出すことができます。印刷する（下書きモード
以外）場合、デバイス用にカスタムカラープロファイルを選択できます。
ファイル設定の書き出しとプリントのカラーマネジメントの設定を参照してください。

モニターのキャリブレーション

Lightroom でカラーが一貫した状態で確実に表示されるように、モニターをキャリブレーションします。モニ
ターをキャリブレーションするときは、モニターの仕様に準拠するように調整します。モニターをキャリブ
レートした後、必要に応じて、ご使用のモニター用のカラープロファイルとして、設定を保存することができ
ます。

1. CRT モニターをキャリブレーションする際は、モニターの電源を 30 分以上入れたままに
しておきます。これにより、ウォームアップが十分に行われ、画面の表示が安定します。

2. 室内の周辺光を、作業を通常行っている照明状態の明るさや色と同じになるように調整し
ます。

3. モニターの表示色数が数千色以上であることを確認します。数百万色（24 ビット）以上
の表示が理想的です。

4. モニターのデスクトップにはカラフルな背景パターンを使用せず、中間色のグレーを表示
するように設定します。ドキュメントの周囲に細かいパターンや明るいパターンがある
と、正確に色を認識できないためです。

5. 最適な結果を得るには、サードパーティ製のソフトウェアおよび計測機器を使用して、モ
ニターのキャリブレーションを行い、プロファイルを作成します。一般に、計測機器は人
間の目よりはるかに正確にモニターに表示された色を測定することができるので、ソフト
ウェアと共に比色計のような計測機器を使用すると、より正確なプロファイルを作成する
ことができます。
または、Windows および Mac OS に付属するモニターキャリブレーションツールを使用
します。ご使用のオペレーティングシステムのユーティリティを使用して、モニターを
キャリブレーションするには、次のいずれかをご覧ください。

OS X Mavericks: Calibrate your display（Apple サポート）
OS X Mountain Lion: Calibrate your display（Apple サポート）
ディスプレイを調整する（Microsoft サポート）
モニターの表示を最適にする（Microsoft サポート）

モニターは時間の経過とともに変化し精度が低下するので、月に 1 回は再調整
し、プロファイルを保存してください。モニターを標準の状態に戻すことが困難または不
可能な場合は、モニターが老朽化し、退色している可能性があります。

多くのプロファイルソフトウェアでは、新しいプロファイルが初期設定のモニタープロファイルとして自動的
に割り当てられます。モニタープロファイルを手動で割り当てる方法については、オペレーティングシステム
のヘルプを参照してください。

カラープロファイルのインストール
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多くの場合、カラープロファイルは、デバイスをシステムに追加するときにインストールされます。これらの
プロファイル（汎用プロファイルまたはキャンドプロファイルとも呼ばれる）の精度は製造元によって異なり
ます。カスタムプロファイルサービスからプロファイルを入手したり、Web からプロファイルをダウンロー
ドしたりできるだけではなく、本格的なプロファイル作成機能を使用してカスタムプロファイルを作成するこ
ともできます。
1. カラープロファイルをインストールするには、次のいずれかの場所にコピーします。

Windows 7、8：\Windows\system32\spool\drivers\color
Mac OS：/Library/ColorSync/Profiles または /Users/[user
name]/Library/ColorSync/Profiles
ヒント：Mac OS 10.7（Lion）では、初期設定で、ユーザーのライブラリフォルダーは非
表示になっています。Finder に表示されない場合は、Option キーを押しながら移動メ
ニューをクリックします。次に、「ライブラリ」を選択します。詳しくは、非表示のユー
ザーライブラリフォルダーにアクセスする方法（Mac OS X 10.7 以降）を参照してくださ
い。

2. Lightroom を再起動します。

関連リンク:
FAQ | Lightroom におけるカラー
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写真の表示

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 写真の表示

写真の表示
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
フィルムストリップ
ルーペ表示
グリッド表示
グリッド表示、ルーペ表示、比較表示および選別表示への切り替え

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom 5

フィルムストリップ

フィルムストリップには、モジュール間を移動する間、処理対象の写真が常時表示されます。現在選択しているライブラリフォルダー、コレク
ション、キーワードセットの写真が格納されます。フィルムストリップで写真の間を移動するには、左矢印キーまたは右矢印キーを使用するか、
ナビゲーションボタンの右にあるフィルムストリップのソースインジケーターポップアップメニューから別のソースを選択します。

フィルムストリップの表示と非表示の切り替え

フィルムストリップの下部にあるフィルムストリップの表示と非表示の切り替えアイコン  をクリックします。
ウィンドウ／パネル／フィルムストリップを表示を選択または選択解除します。

フィルムストリップに表示される写真の変更

ライブラリモジュール左側のパネルで項目を選択するか、ライブラリフィルターバー、キーワードリストパネルまたはメタデータパネルで、
写真選択のための条件を選択します。
フィルムストリップのソースインジケーターをクリックし、ポップアップメニューから新しいソース（読み込み元）を選択します。「すべて
の写真」、「クイックコレクション」、「前回の読み込み」または以前表示したソースを選択できます。「最近のソースを消去」を選択して
いない限り、フィルムストリップに以前表示したソースがすべてリストに表示されます。

ソース（複数可）を選択すると、フィルムストリップに表示されている写真もグリッド表示に表示されます。複数のフォルダーまたはコレクショ
ンを選択すると、ソースインジケーターに「複数のソース」と表示されます。
注意：
複数のソースが選択された状態でグリッド表示に一部の写真が表示されない場合は、ライブラリフィルターバーで「フィルターオフ」を選択しま
す。
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フィルムストリップのサムネールのサイズ変更

フィルムストリップの上端にポインターを置きます。ポインターが双方向矢印  の形に変化したら、フィルムストリップの端を上下にド
ラッグします。
フィルムストリップの上端をダブルクリックして、最後に指定した 2 つのサムネールサイズ間を切り替えます。

フィルムストリップでの写真のスクロール表示

フィルムストリップの一番下にあるスクロールバーをドラッグするか、サイドの矢印をクリックするか、サムネールフレームの上端をドラッ
グします。
左または右矢印キーを押して、フィルムストリップ内のサムネールを移動します。

フィルムストリップのサムネールでのレーティングとピックの表示

編集／環境設定（Windows）または Lightroom／環境設定（Mac OS）を選択し、「インターフェイス」タブをクリックします。フィルムス
トリップ領域で、「レーティングと採用フラグを表示」を選択します。

フィルムストリップおよびグリッド表示でのサムネールの並べ替え

コレクションを選択するか、サブフォルダーを含まないフォルダーを選択し、サムネールを新しい位置へドラッグします。

ルーペ表示

画像のズーム表示

ライブラリモジュールまたは現像モジュールのナビゲーターパネルでは、ルーペ表示での画像の表示倍率（ズームレベル）を設定できます。最後
に使用した倍率が記録され、写真をポインターでクリックしたときに、その倍率と現在の倍率とを交互に切り替えることができます。「ズームイ
ン」と「ズームアウト」のコマンドを使用して、4 つの倍率を切り替えることも可能です。
倍率の設定は、ナビゲーターパネルで別のズームレベルを選択するか、表示メニューから新しくコマンドを選択するまでは変化しません。
注意：
ライブラリモジュールの比較表示に 2 つの画像を表示している場合、ナビゲーターパネルでズームレベルを設定するか、ズームコマンドを選択す
ると、選択されている画像が自動的にルーペ表示に表示されます。

ポインターのズームレベルの設定

1. ナビゲーターパネルで、最初のズームレベルとして「全体」または「フル」を選択します。
2. 第 2 のズームレベルとして、「1:1」（実ピクセルサイズでの表示）を選択するか、ポップアップメニューからオプションを選択します。

注意：
ポインターのズームレベルはセカンドウィンドウでも利用できます。

ズームレベルの切り替え
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ナビゲーターパネルで設定した 2 つのズームレベル（倍率）を切り替えるには、写真をポインターでクリックするか、スペースバーを押し
ます。ズームインが可能な場合は、ポインターがズームツールの形に変化します。セカンドウィンドウで写真をクリックして、ズームレベル
を切り替えることもできます。
4 つのズームレベルを切り替えるには、Ctrl と + キーまたは Ctrl と - キー（Windows）あるいは Command と + キーまたは Command と -
キー（Mac OS）を押します。表示メニューからいずれかのズームコマンドを選択すると、ナビゲーターパネルで設定されている 4 つのズー
ムレベル（全体、フル、1:1、メニューから選択したオプション）に順に切り替わります。

注意：
写真を画面の中央に合わせてズームするには、環境設定ダイアログボックスの「インターフェイス」タブで「クリックしたポイントを中央にズー
ム」を選択します。

画像のパン

写真をズーム表示したときにその一部が隠れてしまった場合は、写真上で手のひらツールを使用するか、ナビゲーターパネル上でポインターを使
用して、非表示の領域が見える位置まで移動します。ナビゲーターパネルには常に画像全体が表示され、メインビューの表示範囲が四角い枠で示
されます。
注意：
現像モジュールの補正前と補正後の表示では、パンが両画像に対して同様に行われます。

ルーペ表示で手のひらツールをドラッグして画像を移動させます。セカンドウィンドウのルーペ表示で手のひらツールを使用してパンするこ
ともできます。
ナビゲーターパネルでポインターをドラッグして、ルーペ表示内の画像を移動させます。
ナビゲーターパネルでポインターをクリックし、その位置の画像部分をルーペ表示に表示します。

画像をパンするための一時的なズームイン

スペースバーを押したままにすると、一時的にズームインできます。
マウスボタンを押したままにしてズームインし、その状態で写真上またはナビゲーターパネル上をドラッグすると、写真をパンできます。

写真上での情報オーバーレイの表示

写真に関する情報は、ライブラリのルーペ表示、現像モジュールのルーペ表示または補正前と補正後表示、およびセカンドウィンドウのルーペ表
示で表示できます。表示するメタデータの組み合わせを 2 セット用意でき、各セットに表示する情報を指定できます。

表示／ルーペ情報／情報オーバーレイを表示を選択するか、表示／ルーペ情報を選択して表示する特定の情報セットを選択します。また
は、I キーを押して、情報セットの表示、非表示、情報セット間の表示切り替えを行います。

オーバーレイに表示される情報の変更

1. ライブラリモジュールまたは現像モジュールで、表示／表示オプションを選択します。
2. ライブラリモジュールで作業している場合は、ルーペ表示が選択されていることを確認します。
3. 情報のフィールドで、各セットで表示する情報のオプションをメニューから選択します。

グリッド表示
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グリッド表示とフィルムストリップでの写真の表示

Lightroom では、グリッド表示とフィルムストリップの写真をさまざまな方法で表示できます。どの方法を使用するかは、表示したい写真によっ
て異なります。カタログパネルでは、カタログ内またはクイックコレクション内のすべての写真、また最近読み込んだ写真をすぐに表示できま
す。
注意：
フォルダー、コレクションまたはキーワードを選択するか、写真を検索して、グリッド表示やフィルムストリップに写真を表示することもできま
す。ライブラリフィルターバーのオプションを使用して写真の選択を絞り込むことができます。

カタログパネルで、次のいずれかのオプションを選択します。

すべての写真
カタログ内のすべての写真を表示します。

すべての同期済み写真
他の Lightroom mobile クライアントに同期されたすべての写真を表示します。詳細については、すべての同期済み写真コレクションの使用
を参照してください。

クイックコレクション
クイックコレクションの写真を表示します。クイックコレクションで写真をグループ化する方法について詳しくは、クイックコレクションの
使用を参照してください。

前回の読み込み
前回の読み込みから写真を表示します。

その他のカテゴリー（前回カタログとして書き出した写真など）もカタログパネルに表示される場合があります。

写真間の移動

ライブラリモジュールでは、前の写真または次の写真を選択して画像間を移動します。

ライブラリモジュールの任意の表示で、次のいずれかの操作を行います。

前の写真を選択するには、左向き矢印キーを押すか、ツールバーの前の写真を選択アイコン  をクリックするか、ライブラリ／選択
した写真の前に移動を選択します。
次の写真を選択するには、右向き矢印キーを押すか、ツールバーの次の写真を選択アイコン  をクリックするか、ライブラリ／選択
した写真の次に移動を選択します。
注意：ツールバーメニューで「移動」が選択されていなければ、前の画像を選択アイコンと次の画像を選択アイコンは表示されませ
ん。

グリッド表示での写真の並べ替え

グリッド表示で、次のいずれかの操作を行い、グリッド内の写真を並べ替えます。

ツールバーで並び替え方向アイコン  をクリックします。
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ツールバーの並び替えポップアップメニューから、並び替え条件を選択します。
通常のコレクション、またはフォルダー階層の最下位フォルダーを選択している場合は、サムネールの中心からドラッグして任意の順
序に並べ替えることができます。

注意：
スマートコレクション、または他のフォルダーが含まれるフォルダーを選択している場合は、並べ替えポップアップメニューの「ユーザー指
定」は使用できず、また写真をドラッグして任意の順序で並べ替えることはできません。

RAW+JPEG 写真の参照

カメラによっては写真の RAW バージョンと JPEG バージョンが作成されます。写真の JPEG バージョンを表示および使用するには、JPEG バー
ジョンをスタンドアロンファイルとして読み込んで認識するよう指定する必要があります。読み込みの環境設定を参照してください。

グリッド表示でのサムネールの大きさの変更

1. グリッド表示で、ツールバーメニューから「サムネールの大きさ」を選択します。

このオプションが選択されていないと、サムネールのコントロールは使用できません。

2. サムネールスライダーをドラッグします。

グリッド表示、ルーペ表示、比較表示および選別表示への切り替え

ライブラリモジュールのグリッド表示ではサムネール、ルーペ表示では 1 枚の写真、比較表示では 2 枚の写真、選別表示では 2 枚以上の写真を表
示できます。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

ツールバーのグリッド表示アイコン 、ルーペ表示アイコン 、比較表示アイコン  または選別表示アイコン  をクリッ
クします。
表示／グリッド、ルーペ、比較または選別を選択します。
「表示」を選択した後、「ルーペ表示を切り替え」または「ズーム表示を切り替え」を選択して、選択した表示と前の表示を切り替え
ます。
グリッド表示で写真を選択してから、写真／ルーペで開くを選択して、ルーペ表示に切り替えます。複数の写真が選択されている場合
は、アクティブな写真がルーペ表示で開きます。ルーペ表示内で開かれる写真を切り替えるには、左右の矢印キーを使用します。

Lightroom 3 および Lightroom 4 での写真の比較について詳しくは、Comparing similar photos（Adobe Digital Imaging How-Tos）を参照してくだ
さい。

その他の関連ヘルプ
Lightroom を使用するための環境設定
グリッド表示とフィルムストリップでの写真の選択
フィルムストリップおよびグリッド表示での写真のフィルター
カタログ内での写真の検索
ルーペ表示のライブラリ表示オプションの設定
セカンドモニターでのライブラリの表示
ルーペ表示の情報オーバーレイの変更
写真コレクションの使用
カタログ内での写真の検索
フォルダーの内容の表示
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写真の参照と比較

ページの先頭へ

ページの先頭へ

フィルムストリップおよびグリッド表示での写真のフィルター
グリッド表示とフィルムストリップでの写真の選択
ライブラリモジュールでの写真の比較

フィルムストリップおよびグリッド表示での写真のフィルター
フィルムストリップおよびグリッド表示に表示される写真にフィルターを適用し、特定のフラグステータス、レーティング、カラーラベルまたは
ファイル（マスター写真、仮想コピー、ビデオ）が割り当てられている写真だけを表示できます。

フィルターの適用
フィルムストリップまたはグリッド表示に表示されている写真にフィルターを適用するには、次のいずれかの操作を行います。
ファイル／ライブラリフィルター／[条件]でフィルターを選択します。
\ キーを押して、ライブラリモジュールの一番上にあるライブラリフィルターバーを開きます。「属性」を選択し、アイコ
ンを選択して表示を絞り込みます。
フィルムストリップで「フィルター」をクリックし、アイコンを選択して表示にフィルターを適用します。

 
フィルムストリップおよびグリッド表示に表示される写真のフィルターの設定
A. 採用または除外とフラグされた写真、あるいはフラグされていない写真の表示 B. 特定の星レーティング、それよりも高いま
たは低い星レーティングの写真の表示 C. 1 枚または複数のラベルが付いた写真の表示 

詳細情報。George Jardine が写真を整理し、フィルターバーを使用して素早く検索する方法を説明します。

フォルダーまたはコレクションでのフィルター動作の制御
初期設定で、フィルター動作は保持されません。フィルターをフォルダーまたはコレクションに適用した後、そのフォルダーまたはコレクション
を離れた場合、元の場所に戻ってきたとき、フィルターは解除されています。
選択したフォルダーやコレクションのフィルターを制御するには、ファイル／ライブラリフィルターを選択し、次のいずれかを
選択します。
フィルターを使用:

フォルダーやコレクションに最後に適用されたフィルターを使用します。
フィルターをロック:

現在のフィルターを次に選択するフォルダーやコレクションに適用します。
各ソースのフィルターを個別に保存:

フィルターがロックされているときに使用できます。選択したフォルダーやコレクションで最後に使用したフィルターを使用し
ます。
フィルター動作が「保持」され、以前フィルターを適用したフォルダーまたはコレクションに戻ったときも有効になっているよ
うにするには、ファイル／ライブラリフィルター／フィルターをロックを選択し、続いてファイル／ライブラリフィルター／
フィルターを保存を選択します。

グリッド表示とフィルムストリップでの写真の選択
ライブラリまたはその他のモジュールで作業したい写真を、グリッド表示で選択します。選択した写真はフィルムストリップにも反映されます。
同様に、フィルムストリップで特定の写真を選択すると、それがグリッド表示にも表示されます。
写真を選択すると、写真がアクティブになります。複数の写真を選択することができますが、アクティブになる写真は 1 つだけです。選択した写
真は、グリッドとフィルムストリップでは周囲に白い細枠が付き、選択されていない写真よりもセルカラーが明るく表示されます。色が最も明る
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注意：

注意：

いセルがアクティブな写真です。
複数の写真を選択した場合は、他の写真の選択を解除しなくても、選択されている写真の中から任意の写真をクリックしてアクティブにすること
ができます。選択外の写真をクリックすると、それがアクティブな写真になり、その他の選択はすべて解除されます。
グリッド表示で複数の写真が選択されていて、レーティングやラベルの適用、メタデータの追加などの変更を行った場合、変更は選択されている
すべての写真に適用されます。
フィルムストリップで複数の写真が選択されていて、ルーペ表示、比較表示または選別表示を使用している場合、レーティングやラベルの適用、
メタデータの追加などの変更は、アクティブな写真にのみ適用されます。

 
複数の写真が選択されている場合、最も明るい色のセルがアクティブな写真を示します。

グリッド表示とフィルムストリップでは、フラグ付きの写真を選択したり、選択解除することもできます。フラグ付き写真の選択を参照し
てください。

1. （オプション）ライブラリモジュールで、カタログ、フォルダー、コレクションの各パネル内で項目を選択し、使用する写真
を表示します。必要に応じて、ライブラリフィルターバーで条件を指定し、選択内容を絞り込みます。

キーワードリストパネルやメタデータパネルを使用して写真を選択することもできます。適切なキーワードカウントま
たはメタデータ条件になるまで矢印をクリックします。そのタグまたは条件を含む写真がグリッド表示とフィルムストリップ
に表示されます。

2. グリッド表示またはフィルムストリップで、次のいずれかの操作を行います。
写真を選択するには、写真のサムネールをクリックします。
グリッド表示またはフィルムストリップ内で隣接していない複数の写真を選択するには、最初の写真をクリックし、残りの
写真を Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリックしていきます。
初めに選択した写真と次に選択する写真との間のすべての写真を選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。
すべての写真を選択するには、編集／すべて選択を選択するか、Ctrl キーを押しながら A キー（Windows）または
Command キーを押しながら A キー（Mac OS）を押します。
すべての写真の選択を解除するには、編集／すべてを選択解除を選択するか、Ctrl キーを押しながら D キー（Windows）
または Command キーを押しながら D キー（Mac OS）を押します。
アクティブな写真を除くすべての写真の選択を解除するには、編集／アクティブな写真のみ選択を選択するか、Shift キー
と Ctrl キーを押しながら D キー（Windows）または Shift キーと Command キーを押しながら D キー（Mac OS）を押し
ます。
選択した写真グループの中でアクティブな写真を変更するには、他の写真のサムネールをクリックします。
アクティブな写真を新たに選択し、選択されている写真グループの他の写真の選択をすべて解除するには、写真のグリッド
セル枠をクリックします。
選択した写真グループのアクティブな写真の選択を解除するには、編集／アクティブな写真を選択解除を選択します。複数
写真選択の次の写真がアクティブな写真になります。
選択されている写真の選択を解除し、選択されていないすべての写真を選択するには、編集／選択範囲を反転を選択しま
す。

複数の写真を選択した場合は、最初に選択した写真が選択範囲内のメインの写真となり（アクティブな写真）、フレームが他
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ページの先頭へ

注意：

注意：

の写真よりも明るい色でハイライト表示されます。
写真を選択したら、クイックコレクションに追加して、プリント、スライドショーでの表示、Web ギャラリーの作成、ま
たは書き出しの準備を簡単に整えることができます。

ライブラリモジュールでの写真の比較
Lightroom では、一連の写真の中から最適な写真を選択するなどの目的で、任意の数の写真の大型プレビューを表示できます。比較表示で 2 枚の
写真を左右に並べてプレビューしたり、選別表示で 2 枚以上の写真をタイル表示でプレビューしたりできます。
比較表示では、1 枚の写真が選択写真（アクティブな写真）で、もう 1 枚は候補写真です。ツールバーのコントロールを使用して、選択写真と候
補写真を入れ替えたり、1 枚の写真または両方の写真を同時にズームイン、ズームアウトしたり、比較を終了して選択写真を決定したりできます。
選別表示で、選択した（アクティブな）写真には、白い枠線が表示されます。画像表示領域で写真をクリックして、アクティブな写真を指定でき
ます。すべての写真には右下隅に写真の選択解除アイコン  が表示されます。このアイコンを使用して選別表示から写真を削除します。（Mac
OS の場合は、写真の上にポインターを置くとアイコンが表示されます）。
どちらの表示でも、それぞれの写真のレーティング、カラーラベル、採用または除外フラグを確認できます。また、どちらの表示でも、写真を選
択解除して検討対象の画像を絞り込むことができます。写真のフラグ付け、ラベル付け、およびレーティングを参照してください。
写真を比較しているときは、いつでも比較表示と選別表示を切り替えることができます。比較表示と選別表示を別のモニター上の別のウィンドウ
に表示することもできます。別のモニターでのライブラリの表示を参照してください。

比較表示での写真の比較
1. グリッド表示またはフィルムストリップで、写真を 2 枚選択してから、次のいずれかの操作を行います。

ツールバーで比較表示アイコン  をクリックします。
表示／比較を選択します。
写真を 1 枚だけ選択してから比較表示に切り替えると、Lightroom はグリッド表示またはフィルムストリップで現在選

択されている写真と直前に選択されていた写真または隣接する写真のどちらかを使用します。
2. 次のいずれかの操作を行い、写真のプレビューを調整します。

2 枚の写真を同時にズームインまたはズームアウトするには、ツールバーにフォーカスをリンクアイコン  が表示されて
いるのを確認してから、ズームスライダーをドラッグします。
1 枚の写真をズームインまたはズームアウトするには、写真を選択し、ツールバーにフォーカスのリンクを解除アイコン 

 が表示されているのを確認してから、ズームスライダーをドラッグします。
注意：ツールバーのアイコンをクリックすると、フォーカスをリンクとフォーカスをリンク解除の間でアイコンが切り替わ
ります。
候補写真と選択写真の拡大縮小を同期するには、ツールバーの「同期」をクリックします。

3. 写真のレーティング、カラーラベル、採用または除外フラグを設定します。
4. 選択写真および候補写真を変更するには、次のいずれかの操作を行います。

ツールバーの入れ替えアイコンをクリックし、選択写真と候補写真を入れ替えます。
ツールバーの次の写真を選択アイコンをクリックして（または右矢印キーを押して）、次の写真を 1 つめの写真と比較し
ます。前の写真を選択アイコンを選択して、前の写真を 1 つめの写真と比較します。上下の矢印キーを押し、選択写真を
現在の選択内容と置き換えて、候補写真の選択内容を次の画像と置き換えます。

写真の右下隅にある写真の選択解除アイコン  をクリックします。
候補写真を選択し、ツールボックスの「選択」をクリックします。

5. 必要に応じて手順 2 ～ 4 を繰り返します。
6. 他の表示ボタンをクリックして、比較表示を終了します。

選別表示での写真の比較
1. グリッド表示またはフィルムストリップで、写真を 2 枚以上選択してから、次のいずれかの操作を行います。

ツールバーで選別表示アイコン  をクリックします。
表示／選別を選択します。
比較対象の写真は、いつでもフィルムストリップで選択して追加できます。比較する写真の数を増やすと選別表示内の

プレビューが小さくなってしまうので注意してください。グリッド表示とフィルムストリップでの写真の選択を参照してくだ
さい。
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注意：

2. 選別表示で、次のいずれかの操作を行います。
選択写真を指定するには、作業エリアまたはフィルムストリップで写真をクリックするか、ツールバーの選択した前の写真
アイコンまたは選択した次の写真アイコンを選択します。
選別表示のツールバーポップアップメニューで「移動」が選択されていなければ、選択した前の写真アイコンと選択し

た次の写真アイコンは表示されません。

写真を削除するには、写真の右下隅にある写真の選択解除アイコン  をクリックします。
写真にレーティング、カラーラベル、採用または除外フラグを割り当てるには、写真の下にあるレーティング、カラーラベ
ル、採用または除外フラグをクリックします。

アドビのお勧め記事
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-->

ライブラリ表示オプションの設定

トップへ戻る

トップへ戻る

グリッド表示のライブラリ表示オプションの設定
グリッド表示のオプションの変更
ルーペ表示のライブラリ表示オプションの設定
ルーペ表示の情報オーバーレイの変更

グリッド表示のライブラリ表示オプションの設定
写真をどのようにグリッド表示するかは、ライブラリ表示オプションで指定します。サムネールのみの表示から、写真情報、フィルター、回転ボ
タン付属のサムネール表示まで、さまざまな要素の組み合わせを指定できます。

1. ライブラリモジュールで、表示／表示オプションを選択します。
2. ライブラリ表示オプションダイアログボックスの「グリッド表示」タブで「グリッドエクストラを表示」を選択し、写真のサ
ムネールセルに情報とアイコンを表示します。「グリッドエクストラを表示」は初期設定で選択されています。
このオプションの選択を解除すると、写真のサムネールのみが情報なしでグリッド表示されます。

3. ダイアログボックスの「オプション」領域で、次のいずれかの項目を選択します。
クリック可能な項目をマウスを合わせたときのみ表示 セル上にポインターを置いたときにのみ、回転ボタンやフラグなどのク
リック可能な項目を表示します。このオプションの選択を解除すると、クリック可能な項目は常に表示されます。
グリッドにカラーラベルの色合いをつける 各セルの背景にラベルカラーを表示します。
画像情報のツールヒントを表示 写真、バッジ、採用フラグなど、ポインターを任意の項目に合わせたときに項目の説明を表示
します。

4. ダイアログボックスの「セルアイコン」領域で、次の中からセルに表示する項目を選択します。
フラグ 写真のサムネールセルの左上に採用または除外フラグを付けます。
クイックコレクションマーカー 写真のサムネールの右上にクイックコレクションマーカーを表示します。
サムネールバッジ 写真にキーワードがある、切り抜きが適用されている、または画像が調整されていることを示すサムネール
バッジを表示します。
未保存のメタデータ メタデータをファイルに保存せずに、Lightroom の写真にメタデータまたはキーワードを追加した場合
は、メタデータファイルを更新する必要がありますアイコン  がセル領域の右上隅に表示されます。詳しくは、未保存のメ
タデータの表示を参照してください。

5. 「コンパクトセルエクストラ」領域で、次の中からコンパクトセルに表示する項目を選択します。
インデックス番号 グリッド表示に写真の注文番号を表示します。
回転ボタン 回転ボタンを使用できるようにします。
上部ラベル メニューから選択した上部ラベルを表示します。
下部ラベル メニューから選択した下部ラベルを表示します。

6. 「拡張セルエクストラ」領域で、次の中から拡張セルに表示する項目を選択します。
ヘッダーとラベルを表示 サムネールセルのヘッダー領域を表示します。ヘッダー領域には、メニューから選択したラベルを最
大 4 つまで表示できます。
フッターにレーティングを表示 選択したフッター項目を表示します。
初期設定を使用 グリッド表示のオプションを出荷時の初期設定に戻します。

7. グリッドエクストラを表示メニューから次のいずれかを選択して、グリッド表示のサムネールセルのサイズを設定します。
拡張セル グリッド表示に、最大 4 つのメタデータラベルのヘッダーを含むほとんどの写真情報を表示します。
コンパクトセル 写真情報付きの小さいセルを表示し、グリッド表示でできるだけ多くのサムネールを表示できるようにしま
す。

グリッド表示のオプションの変更
グリッド表示のオプションは、グリッド表示スタイルメニューからすばやく変更できます。表示はライブラリ表示オプションで設定した初期設定
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トップへ戻る

トップへ戻る

またはカスタム表示オプションをベースとしています。
 グリッド表示で、表示／グリッド表示スタイルを選択し、次のいずれかの項目を選択します。
エクストラを表示 ライブラリ表示オプションで設定したセルエクストラの表示と非表示を切り替えます。
バッジを表示 キーワードタグ、切り抜き、画像の調整バッジの表示と非表示を切り替えます。
コンパクトセル グリッド表示をコンパクトセルで表示します。
拡張セル グリッド表示を拡張セルで表示します。
表示スタイル切り替え グリッド表示スタイルメニューの表示を切り替えます。

ルーペ表示のライブラリ表示オプションの設定
ライブラリ表示オプションで、ルーペ表示に写真のどの情報を加えるかを指定します。2 種類の情報セットを指定できます。

1. ライブラリモジュールで、表示／表示オプションを選択します。
2. ライブラリ表示オプションダイアログボックスの「ルーペ表示」タブで「情報オーバーレイを表示」を選択し、写真に情報を
表示します。初期設定では、「情報オーバーレイを表示」は選択されています。
このオプションの選択を解除すると、写真が情報オーバーレイなしでルーペ表示されます。

3. ダイアログボックスの「情報 1」領域と「情報 2」領域のメニューを使用して、ルーペ表示の 2 つの情報オーバーレイに表示
する項目を選択します。各オーバーレイに、ファイル名、メタデータ、データなしなど、最大 3 項目まで選択できます。

4. ルーペ表示で写真が変わったときにのみ情報オーバーレイを一時的に表示するには、「写真が変わったときに一時的に表示」
を選択します。

5. ルーペ表示の処理中にオーバーレイを表示するには、ダイアログボックスの「一般」領域で「写真の読み込み時または描画時
にメッセージを表示」を選択します。

6. ルーペ表示で情報オーバーレイをアクティブにするには、情報オーバーレイを表示メニューから「情報 1」または「情報 2」を
選択します。

ルーペ表示の情報オーバーレイの変更
 ライブラリモジュールで表示／ルーペ情報を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
情報オーバーレイを表示 ライブラリ表示オプションで指定した情報オーバーレイを表示します。
情報 1 情報 1 オーバーレイを表示します。
情報 2 情報 2 オーバーレイを表示します。
情報表示切り替え 2 つの情報オーバーレイ間で表示を切り替えます。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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カタログとファイルの管理

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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Lightroomカタログの機能

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

内容
カタログの内容は何ですか？
Lightroom カタログとファイルブラウザーの相違点
カタログベースのワークフローの利点
Lightroom カタログでの作業のベストプラクティス

カタログの内容は何ですか？

カタログは、各写真の記録を格納するデータベースです。この記録には、各写真について 3 つの主要な情報が含まれています。
Lightroom に写真を読み込む場合は、写真自体とカタログ内にある写真の記録の間にリンクを作成します。そのうえで、キーワードの追加や赤目の
除去など、写真に対して実行した作業が追加のメタデータとして、カタログ内にある写真の記録に格納されます。
 
Facebook への写真のアップロード、写真のプリント、スライドショーの作成など、Lightroom の外部で写真を共有する準備が整った
ら、Lightroom によってメタデータの変更が写真のコピーに適用されます。これは、写真を現像する指示のようなものです。これで、すべてのユー
ザーに表示できるようになります。
 
Lightroom は、カメラで撮影された実際の写真に変更を加えることはありません。このため、Lightroom での編集は取り消し可能です。元の、編集
を加えていない写真にいつでも戻ることができます。
 

1. 写真がシステム上のどこにあるかへの参照
2. 写真を処理する方法に関する指示
3. 写真を検索したり、整理したりするために役立つ、写真に適用するレーティングやキーワードなどのメタデータ

Lightroom カタログとファイルブラウザーの相違点

Lightroom の機能の仕方は、Adobe Bridge のようなファイルブラウザーとは異なります。ファイルブラウザーでは、表示するファイルに直接、物
理的にアクセスする必要があります。Adobe Bridge でファイルを表示するには、ファイルがハードドライブ上で実際に存在するか、ファイルが
入っているストレージメディアにコンピューターが接続されている必要があります。Lightroom はカタログを使用して写真を追跡するの
で、Lightroom と同じコンピューター上に物理的に写真が存在するかどうかを問わず、写真をプレビューできます。

カタログベースのワークフローの利点

Lightroom カタログのワークフローは、写真家に対して 2 つの明確な利点を提供します。
Lightroom アプリケーションと同じコンピューター、外付けハードディスク、ネットワークドライブなど、写真はどこにでも存在できるの
で、Lightroom を使用すれば、写真の管理、整理および編集に柔軟性を発揮できます。カタログには各写真のプレビューが格納されるの
で、Lightroom で写真を処理すれば、作業を進めながら編集の変更内容を確認できます。この間、Lightroom は元の写真ファイルに変更を加えませ
ん。

1. 写真はどこにでも格納できます
2. 編集は取り消し可能です

Lightroom カタログでの作業のベストプラクティス
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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

Lightroom で作業に取りかかる前に、ある程度計画を立てることをお勧めします。カタログや写真を移動したり、複数のカタログに写真を配置した
り、カタログを組み合わせたり、結合したりすることができますが、これらの操作は混乱を招く可能性があります。さらに、カタログと写真の間
のリンクが切れる場合があります。カタログの設定について計画を立て、コンピューターとドライブの間でカタログや写真をあちこち動かす必要
性を最小限に抑えるには、次の手順に従ってください。
最後の 2 つの推奨事項：
複数の Lightroom カタログを使用できますが、1 つのカタログのみを使用するように心がけてください。Lightroom ではカタロ
グ内に保有できる写真の数に上限がありません。また、カタログ内にある写真の並べ替え、フィルタリング、整理および検索に
は、多数の方法が用意されています。例えば、フォルダー、コレクション、キーワード、ラベル、レーティングを使用できま
す。少し考えて練習するだけで、1 つのカタログですべての写真を整理して管理する方法を見つけることができるでしょう。
Lightroom で作業を開始した後で、ハードドライブの空き容量がなくなったため、外付けドライブに切り替えるなど、写真を移
動したり、写真の名前を変更したりする必要がある場合は、Lightroom 内でこれらの作業を実行できます。写真の移動にエクス
プローラー（Windows）または Finder（Mac OS）を使用してはいけません。そうしないと、厄介な「写真が見つかりません」
エラーが発生する可能性があり、すべての写真をリンクし直すことが必要になります。

 

1. Lightroom カタログを保管する場所を事前に決定します。ネットワーク上に保管することはできません。おそらく、コン
ピューターのハードドライブか外付けディスクに保管することになるでしょう。  カタログを保存する場所を決定したら、具体
的なフォルダーまたはパスを検討します。

2. 写真を保持する場所を決定します。ハードドライブの空き容量は？写真の保持に十分ですか？複数のコンピューターで作業す
る場合は、どちらのシステムにも接続できるように、カタログや写真を外付けドライブに保持することを検討してくださ
い。Lightroom に写真を読み込む前に、その場所に写真をコピーまたは移動してください。

3. 最後に、Lightroom を起動し、所定の場所に追加することで写真をカタログに読み込みます。

アドビのお勧め記事
カタログの作成と使用
Lightroom カタログに関する FAQ
写真の管理
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> カタログの作成と管理

カタログの作成と管理
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
カタログの作成
カタログを開く
カタログを Lightroom の以前のバージョンからアップグレード
カタログのコピーまたは移動
カタログの書き出し
カタログの削除
初期設定のカタログの変更
カタログ設定のカスタマイズ
カタログの最適化

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom

カタログの作成

カタログを作成する場合は、そのフォルダーも作成します。フォルダー名は、カタログの名前からカタログサフィックスを除いたものと同じで
す。たとえば、フォルダーの名前を「Wedding Photos」にした場合、カタログファイル名は「Wedding Photos.lrcat」です。写真をカタログに追加
すると、そのカタログがあるフォルダーにプレビューキャッシュファイル（Wedding Photos Previews.lrdata など）が作成されます。

1. ファイル／新規カタログを選択します。
2. 新規カタログフォルダーの名前と場所を指定し、「保存」（Windows）または「作成」（Mac OS）をクリックします。

Lightroom がリセットされて空のライブラリモジュールが表示され、写真を読み込むことができます。

カタログを開く

別のカタログを開くと、現在のカタログが閉じて Lightroom が再起動します。

1. ファイル／カタログを開くを選択します。

2. カタログを開くダイアログボックスで、カタログファイルを指定して「開く」をクリックします。

ファイル／最近使用したファイルを開くからカタログを選択することもできます。

3. 確認メッセージが表示されたら、「再起動」をクリックして現在のカタログを閉じ、Lightroom を再起動します。

一般環境設定を変更して、Lightroom の起動時に開くカタログを指定することもできます。詳しくは、初期設定のカタログの変更を参照してくだ
さい。
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カタログを Lightroom の以前のバージョンからアップグレード

ベータ版を含む Lightroom の以前のバージョンのカタログを Lightroom の最新バージョンで開いたり、読み込んだりできます。その場合は、カタ
ログがアップグレードされます。更新された新しいカタログには、前のカタログと写真に関連付けられたすべてのメタデータが含まれます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

Lightroom を初めて起動します。
Lightroom を以前に開いたことがある場合は、ファイル／カタログを開くを選択します。

2. 以前の catalog .lrcat ファイルに移動し、「開く」をクリックします。
注意：
以前のカタログの保存場所を忘れた場合は、エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）で「lrcat」を検索します。

3. 確認メッセージが表示されたら、「再起動」をクリックして現在のカタログを閉じ、Lightroom を再起動します。

4. （オプション）Lightroom カタログのアップグレードダイアログボックスで、アップグレードされたカタログの保存場所を変更します。
5. 「アップグレード」をクリックします。

重要：カタログをアップグレードした場合、 前のカタログはそのまま残り、このカタログのコピーが作成されて、そのプレビューファイル
の名前が変更されます。そのため、アップグレードされた新しいカタログの他に以下のものがあります。

前の catalog.lrcat
前の catalog-2.lrcat
前の catalog Previews 2.lrdata

これらのファイルは、残しても削除してもかまいません。

カタログのコピーまたは移動
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注意：
カタログとプレビューファイルは、コピーまたは移動する前にバックアップを作成してください。

1. 目的のカタログとプレビューファイルを含むフォルダーを確認します。Lightroom で、編集／カタログ設定（Windows）または Lightroom／
カタログ設定（Mac OS）を選択します。

2. 一般パネルの「情報」領域で「表示」をクリックして、エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）でカタログのある場所へ移
動します。

3. Lightroom を終了します。

4. エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）で、catalog.lrcat、Previews.lrdata、（存在する場合）Smart Previews.lrdata を新し
い場所にコピーするか、移動します。

5. 新しい場所の .lrcat ファイルをダブルクリックして Lightroom で開きます。

6. （オプション）フォルダーや、コピーまたは移動されたカタログに含まれる写真が Lightroom で見つからない場合は、フォルダーパネルの
フォルダー名の横に疑問符アイコンが表示され、グリッド表示の写真サムネールの横に感嘆符アイコンが表示されます。フォルダーリンクを
復元するには、疑問符アイコンの付いたフォルダーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、
「見つからないフォルダーを検索」を選択します。個々の写真へのリンクを復元する方法について詳しくは、見つからない写真の検索を参照
してください。

カタログの書き出し

写真を選択して新しいカタログとして書き出すことにより、より大きなカタログのサブセットを含むカタログを作成できます。この機能は、例え
ば、ラップトップコンピューターのカタログに写真を読み込み、後でその写真をデスクトップコンピューターのマスターカタログに追加する場合
に便利です。

1. 新しいカタログに追加する写真を選択します。
2. ファイル／カタログとして書き出しを選択します。
3. カタログの名前と場所を指定します。
4. ネガティブファイルとプレビューを書き出すかどうかを指定し、「保存」（Windows）または「カタログを書き出し」（Mac OS）をクリッ
クします。

「ネガティブファイル」とは、Lightroom に読み込んだ元のファイルのことです。

新しいカタログには、選択した写真とその情報へのリンクが含まれます。写真と情報を表示する場合は、新しいカタログを開く必要がありま
す。

5. （オプション）カタログを組み合わせるには、新しいカタログを別のカタログに読み込みます。詳しくは、他の Lightroom カタログからの写
真の読み込みを参照してください。

カタログの削除

カタログを削除すると、Lightroom で行った作業のうち、写真ファイルに保存されていないものはすべて消去されます。プレビューを削除して
も、リンク先の元の写真は削除されません。
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エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）を使用してカタログが含まれるフォルダーを探し、ごみ箱（Windows） またはゴミ
箱（Mac OS）にドラッグします。

重要： 削除するフォルダーには消去するカタログファイルだけが含まれ、その他のファイルは含まれていないことを確認してください。

パフォーマンスを向上させるために、 エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac Os）の .lrcat ファイルの横にプレビューファイル
が作成されます。その名前が .lrcat ファイル名と一致していれば、このフォルダーを削除しても安全です。カタログで必要とされているプレ
ビューフォルダを削除すると、そのカタログで作業するときに再生成されますが、プレビューが再構築されるまで動作は遅くなります。

初期設定のカタログの変更

初期設定では、Lightroom は起動時に最新のカタログを開きます。この動作は変更でき、別のカタログを開いたり、起動時にダイアログを表示し
て、使用するカタログを選択することができます。

1. 編集／環境設定（Windows）または Lightroom／環境設定（Mac OS）を選択します。

2. 境設定ダイアログボックスの「一般」タブで、起動時にこのカタログを使用メニューから次のいずれかのオプションを選択します。

前回のカタログを読み込み
前回使用した最新のカタログを開きます。

Lightroom の起動時にダイアログを表示
カタログを選択ダイアログボックスが起動時に表示され、選択できます。

初期設定の場所にあるカタログ
選択できるように、\Pictures\Lightroom（Windows）または/Pictures/Lightroom（Mac OS）にあるカタログのすべてがリストされます。

その他
特定のカタログファイル（.lrcat）に移動して 、これを起動時に開く初期設定カタログとして選択できます。

カタログ設定のカスタマイズ

カタログ設定ダイアログボックスで、Lightroom カタログの基本動作の多くを指定できます。

1. 編集／カタログ設定（Windows）または Lightroom／カタログ設定（Mac OS）を選択します。

2. 「一般」タブで、次のいずれかを指定します。

情報
カタログの場所、ファイル名、作成日などの情報が表示されます。「表示」をクリックすると、エクスプローラー（Windows）または
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Finder（Mac OS）でカタログファイルが表示されます。

バックアップ
現在のカタログのバックアップの頻度を指定できます。カタログのバックアップを参照してください。

3. 「ファイル管理」タブで、次のいずれかを指定します。

プレビューキャッシュ
Lightroom の 3 種類の画像プレビューの表示方法を決定します。すべてのプレビューは、カタログがあるフォルダーのプレビューキャッシュ
ファイルに保存されます。

標準プレビューサイズ
フルサイズでレンダリングされるプレビューの長辺の最大長を、ピクセル単位で指定します。画面の解像度以上のサイズを選択します。例え
ば、スクリーン解像度が 1920 x 1200 ピクセルの場合は、2048 ピクセルより大きい標準プレビューサイズを選択してください。スクリーン
解像度が 2048 ピクセルを超える場合、1:1 のプレビューが代わりに生成されます。

プレビュー画質
サムネールプレビューの画質を指定します。低、中、高は JPEG 画像の画質スケールに類似しています。

1 : 1 プレビューを自動的に破棄
プレビューへの最後のアクセスを基準として 1 : 1 プレビューを破棄するタイミングを指定します。1 : 1 プレビューでは元の写真と同じピ
クセルサイズが使用され、シャープとノイズ軽減が適用されて表示されます。必要に応じてレンダリングされ、カタログプレビューファイル
が大きくなる場合があるため、定期的に廃棄することをお勧めします。

スマートプレビュー
スマートプレビューにより使用されているディスク容量を示します。スマートプレビューの使用については、スマートプレビューを参照して
ください 。

読み込み時の連番
写真をカタログに読み込む際は、先頭の写真の連番を指定します。「読み込み開始番号」は、読み込み操作が何回実行されたかを示す、一連
の操作に対する先頭の番号です。「読み込まれた写真」は、そのカタログに読み込まれた写真枚数を示す、一連の写真における先頭の番号で
す。詳しくは、ファイル名テンプレートエディターとテキストテンプレートエディターを参照してください。

4. 「メタデータ」タブで、次のいずれかを選択します。

最近入力された値から候補を提示
以前入力した値によく似たメタデータエントリを入力すると、1 つまたは複数の候補が表示されます。このオプションの選択を解除すると、
候補が表示されなくなります。「候補リストをすべて消去」をクリックすると、以前入力した値がすべて消去されます。

JPEG、TIFF、PNG および PSD ファイル内のメタデータに現像設定を含める
このオプションの選択を解除すると、JPEG、TIFF、PNG、PSD の各ファイルの XMP メタデータに現像モジュールの設定が含まれなくなりま
す。

変更点を XMP に自動的に書き込む

215



このオプションを選択すると、メタデータの変更内容が XMP サイドカーファイルに直接保存され、他のアプリケーションで変更内容を表示
できるようになります。このオプションの選択を解除すると、メタデータ設定がカタログにだけ保存されます。XMP カタログを手動で保存
する方法については、メタデータと XMP についてを参照してください。

GPS 測定位置の逆ジオコーディングを有効にして住所を提案
利用可能な場合には写真の GPS 座標が Google に送信され、写真の市町村名、都道府県名、国名が判別して、この情報を IPTC ロケーション
メタデータに追加できます。

住所フィールドが空白のときは常に逆ジオコーディングの提案を書き出す
選択した場合、写真を書き出すときに、Google により提案された IPTC ロケーションメタデータが含められます。

独自仕様の RAW ファイルに日付または時刻の変更を書き込む
このオプションは、メタデータ／撮影日時を編集コマンドを使用して写真の撮影日時メタデータを変更したときに、新しい日付と時刻を独自
仕様の RAW ファイルに書き込むかどうかを制御します。デフォルトでは、このオプションは選択されていません。

カタログの最適化

多数のファイルを読み込み、編集、削除すると、Lightroom の速度が低下することがあります。その場合は、カタログを最適化してパフォーマン
スを向上させます。

ファイル／カタログを最適化を選択します。

その他の関連ヘルプ
ビデオチュートリアル - カタログの書き出し
カタログのバックアップ
Lightroom カタログに関する FAQ
Lightroom カタログの機能
カタログ内での写真の検索
見つからない写真の検索

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
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カタログのバックアップ

ページの先頭へ

注意：

内容
バックアップ戦略の計画
カタログバックアップのスケジュール
カタログの自動バックアップ
カタログの手動バックアップ
バックアップカタログの復元

バックアップ戦略の計画

Lightroom では、ソフトウェアを終了したときにカタログを定期的にバックアップするようにスケジュールを
設定できます。Lightroom から実行するバックアップは、カタログファイルのみを含みます。編集した写真や
Lightroom から書き出したデータは自分でバックアップする必要があります。
カタログを頻繁かつ定期的にバックアップすることは、包括的なバックアップ戦略の一部に過ぎません。バッ
クアップ戦略の策定にあたっては、以下の点に注意してください。
カタログや写真をバックアップする頻度が上がれば、クラッシュや障害が発生したときに
失われるデータが少なくなります。
可能であれば、写真やカタログのバックアップコピーを作業ファイルとは別のハードディ
スクに保存してください。
バックアッププロセスを自動化し、作業ファイルとバックアップファイルの間の変更を同
期化するための専用のバックアップソフトウェアを用意することをお勧めします。
手違いによるバックアップファイルの消去を懸念する場合は、追加のディスク上または
DVD などの読み取り専用メディアに冗長バックアップを作成することもできます。
さらにセキュリティを強化するには、作業ディスクとは別の場所にバックアップディスク
を保管します。できれば、現場から離れた場所または防火金庫の中が理想的です。
写真を読み込むときは、写真のコピーを作成することを検討します。この場合、編集した
写真のコピーではなく、元の写真のコピーのみができることに注意してください。読み込
み中の写真のバックアップを参照してください。

初期設定では、Lightroom は次の場所にカタログのバックアップを保存します。
 

Windows：\Users\[ユーザー名]\Pictures\Lightroom\[カタログ名]\Backups\
Mac OS：/Users/[ユーザー名]/Pictures/Lightroom/[カタログ名]/Backups\

Backups フォルダーの内部に、バックアップの日時（YYYY-MM-DD HRMN）を含むフォルダーが作成されま
す。（時刻は 24 時間形式で表記され、時間と分の間のコロンは付きません。）バックアップされたカタログ
は、作業カタログと同じ名前で、日付スタンプ付きのフォルダー内に保存されます。 
 
Lightroom は、バックアップを作成するたびに新しいカタログを書き込みます。ハードディスクの容量を節約
するには、古いバックアップファイルを削除または圧縮します。さらに、バックアップの保存を指定した場所
に書き込む許可があることを確認してください。

Lightroom の使用中に Mac OS X Time Machine™ のバックアップ操作や復元操作を行うことはお勧
めできません。

Mac の場合、Lightroom CC／Lightroom 6.1 は 4 GB より大きなカタログを圧縮できません。Mac OS の
解凍ユーティリティの初期設定では、4GB より大きなアーカイブを扱えないためです。そのような大きな
サイズで圧縮されたカタログは、「破損しました」として報告されます。
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ページの先頭へ

Lightroom の次回終了時

Lightroom が終了するたび

1 日 1 回、Lightroom の終了時

1 週間に 1 回、Lightroom の終了時

1 ヶ月に 1 回、Lightroom の終了時

常にオフ

ページの先頭へ

バックアップフォルダー

バックアップ前に整合性をテスト

バックアップ後にカタログを最適化

カタログバックアップのスケジュール
1. 編集／カタログ設定（Windows）または Lightroom／カタログ設定（Mac OS）を選択し
ます。

2. 一般パネルの「バックアップ」領域で、カタログをバックアップポップアップメニューか
らオプションを選択します。

Lightroom を次に終了したときにカタログをバックアップし、
「カタログをバックアップ」オプションを「常にオフ」に切り替えます。

Lightroom を終了するたびにカタログをバックアップしま
す。このため、各作業セッションの変更内容が常にバックアップされます。

1 日 1 回、Lightroom を最初に終了するときにカタログ
をバックアップします。Lightroom を 1 日に 2 回以上終了した場合、バックアップ実行後
の変更内容は次の日までバックアップされません。

1 週間に 1 回、カタログをバックアップしま
す。Lightroom をこれ以上の頻度で終了した場合、バックアップ実行後の変更内容は次の
週までバックアップされません。

1 か月に 1 回、カタログを バックアップしま
す。Lightroom をこれ以上の頻度で終了した場合、バックアップ実行後の変更内容は次の
月までバックアップされません。

Lightroom でバックアップが実行されません（推奨しません）。

カタログの自動バックアップ
1. カタログ設定でカタログのバックアップをスケジュールしたら、Lightroom を終了しま
す。

2. カタログのバックアップダイアログボックスで、「バックアップ」をクリックして、初期
設定の場所にカタログをバックアップし、Lightroom を終了します。
オプションとして、「バックアップ」をクリックする前に次のいずれかを選択します。

Lightroom がバックアップを保存する初期設定の場所が表示さ
れます。別の場所にバックアップするには、「選択」をクリックします。

Lightroom がバックアップを完了する前にカタログに
破損がないかどうかをチェックします。整合性をチェックすると、バックアップするとき
に時間がかかりますが、データ損失のリスクが軽減されます。
カタログを開くときにも、カタログの整合性をテストできます。環境設定ダイアログ
ボックスの一般パネルで、起動時にこのカタログを使用／Lightroom の起動時にダイ
アログを表示を選択します。次に、Lightroom を起動します。カタログを選択ダイア
ログボックスで、「このカタログの整合性をテスト」を選択し、「開く」をクリック
します。

データベースファイルをクリーンアップし、再編成
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翌日まで無視

翌週まで無視

翌月まで無視

今回は無視

ページの先頭へ

ページの先頭へ

すると、データベースファイルをより高速かつ効率的に実行できます。

カタログを 1 日 1 回バックアップするように選択した場合、このボタンを
クリックすると、バックアップ作業が 1 日延期されます。

カタログを 1 週間に 1 回バックアップするように選択した場合、このボタ
ンをクリックすると、バックアップ作業が 1 週間延期されます。

カタログを 1 か月に 1 回バックアップするように選択した場合、このボタ
ンをクリックすると、バックアップ作業が 1 か月延期されます。

このボタンをクリックすると、次に Lightroom を終了するときまでバック
アップが延期されます。

カタログの手動バックアップ
1. 編集／カタログ設定（Windows）または Lightroom／カタログ設定（Mac OS）を選択し
ます。

2. カタログのバックアップ／Lightroom の次回終了時を選択します。

3. ウィンドウを閉じてから、Lightroom を終了します。

バックアップカタログの復元
1. ファイル／カタログを開くを選択します。

2. バックアップされたカタログファイルの場所に移動します。

3. バックアップされた .lrcat ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
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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

4. （オプション）バックアップされたカタログを元のカタログの場所にコピーして置き換え
ることができます。

アドビのお勧め記事
Lightroom カタログに関する FAQ
Lightroom カタログの機能
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> フォルダーの作成と管理

フォルダーの作成と管理
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
画像が格納されている既存のフォルダーの追加
サブフォルダーの追加
上位フォルダーの追加
フォルダーの移動
フォルダーの名前変更
フォルダーの内容の表示
フォルダーの同期
見つからないフォルダーの検索
フォルダーの削除
ボリューム情報の表示
フォルダー名の表示方法の選択

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom 5 Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6

写真が含まれるフォルダーは、ライブラリモジュールのフォルダーパネルに表示されます。フォルダーパネルに表示されるフォルダーは、ボ
リューム内の実際のフォルダー構造を表し、英数字順で表示されます。ボリューム名の右側にある三角形をクリックすると、そのボリューム内の
フォルダーが表示されます。フォルダーの左側にある三角形をクリックすると、そのフォルダー内のサブフォルダーが表示されます。

フォルダーパネルに表示されるフォルダー名と写真の数

フォルダーパネルでは、フォルダーの追加、移動、名前の変更および削除が可能です。Lightroom で行ったフォルダーに対する変更は、ボリュー
ム内の実際のフォルダーに適用されます。

画像が格納されている既存のフォルダーの追加

写真を読み込むときは、その写真が格納されているフォルダーがフォルダーパネルに自動的に追加されます。フォルダーパネルでフォルダーを追
加して、そのフォルダーに格納されている写真を読み込むこともできます。

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「フォルダーを追加」を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

（Windows）フォルダーの参照ダイアログボックスで任意の場所に移動し、任意のフォルダーを選択して、「OK」をクリックします。
または、任意の場所に移動し、「新しいフォルダーの作成」をクリックします。「新しいフォルダー」に代わる名前を入力します。
（Mac OS）選択または新規フォルダーを作成ダイアログボックスで任意の場所に移動し、任意のフォルダーを選択して、「選択」をク
リックします。または、任意の場所に移動し、「新規フォルダー」をクリックします。フォルダーの名前を入力して、「作成」をク
リックします。次に「選択」をクリックします。
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3. 必要に応じて、写真の読み込みダイアログボックスでオプションを指定し、「読み込み」をクリックします。
注意：
1 つのフォルダーのコピーが複数あり、その中から Lightroom が指す場所を変更する場合は、目的のフォルダーを右クリック（Windows）または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「フォルダーの場所を更新」を選択します。

サブフォルダーの追加

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、新規フォルダーを作成するフォルダーを選択します。次に、フォルダーパネルの上部にあるプ
ラスアイコン（+）をクリックし、「サブフォルダーを追加」を選択します。

2. フォルダーの参照ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。
3. 写真が選択されている場合は、選択されている写真を新しいフォルダーにコピーするかどうかを指定し、「作成」をクリックします。

フォルダーパネルの指定した階層に、新規フォルダーが表示されます。新しいフォルダーはエクスプローラー（Windows）または Finder（Mac
OS）にも表示されます。
注意：
フォルダーにサブフォルダーがあるかどうかは、フォルダーアイコンの左の三角形によって判断できます。三角形がはっきりと表示されている場
合、フォルダーにはサブフォルダーがあります。三角形がぼやけていて点描になっている場合、そのフォルダーにサブフォルダーはありません。

上位フォルダーの追加

フォルダーパネルの階層に新しい上位フォルダーを追加するには、最上位レベルのフォルダーを選択し、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、「上位フォルダーを追加」を選択します。

フォルダーの移動

Lightroom でフォルダーを他のフォルダーの下に移動できます。Lightroom でフォルダーをコピーすることはできません。

ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、任意の数のフォルダーを選択し、別のフォルダーにドラッグします。

ビデオチュートリアル：Lightroom でのフォルダーの移動

Lightroom を使って写真とフォルダーを移動することで、写真の場所に関して、Lightroom データベースを最新状態に維持してください。

フォルダーの名前変更

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、フォルダーを選択します。
2. 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、メニューから「名前変更」を選択します。
3. フォルダー名を上書きします。
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フォルダーの内容の表示

Lightroom では、フォルダー内の写真の枚数がフォルダー名の右側に表示されます。エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）の
フォルダーに後で写真を追加した場合は、Lightroom に新しい写真を読み込むか、またはフォルダーを同期して、フォルダーパネルに表示される
枚数を更新する必要があります。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

フォルダーパネルで任意の数の項目を選択します。
写真を選択し、メタデータパネルでフォルダーフィールドの横の右向き矢印をクリックして、目的の写真のフォルダーを表示します。

初期設定では、フォルダーを選択すると、そのフォルダーとすべてのサブフォルダーにあるすべての写真がグリッド表示とフィルムストリッ
プに表示されます。選択したフォルダーの写真だけを表示するには、ライブラリ／サブフォルダーの写真を含めるをクリックして選択を解除
します。

フォルダーの同期

カタログ内のフォルダーの内容が、ボリュームにある同じフォルダーの内容と一致していない場合は、2 つのフォルダーを同期できます。フォル
ダーを同期するときは、いくつかのオプションがあります（フォルダーに追加されたファイルを追加するがカタログには読み込まない、削除され
たファイルを削除する、メタデータの更新をスキャンする、など）。フォルダーとすべてのサブフォルダーに格納されている写真を同期できま
す。読み込み対象のフォルダー、サブフォルダーおよびファイルは指定できます。
注意：
「フォルダーを同期」コマンドでは、カタログ内で重複している写真は検出されません。Lightroom には、ファイルの重複を特定する機能はあり
ません。

1. フォルダーパネルで、同期するフォルダーを選択します。
2. ライブラリ／フォルダーを同期を選択します。
3. フォルダーを同期ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

フォルダーに格納されている写真を読み込みますが、カタログには読み込まない場合は、「新しい写真の読み込み」を選択します。
「読み込む前に、読み込みダイアログを表示」を選択すると、読み込み対象のフォルダーと写真を指定できます。
フォルダーから削除された写真を削除しますが、カタログからは削除しない場合は、「見つからない写真をカタログから削除」を選択
します。このオプションが無効になっている場合、ファイルは削除されていません（「見つからない写真を表示」を選択すると、グ
リッド表示で写真を表示できます）。
別のアプリケーションでファイルのメタデータが変更されているかどうかをスキャンする場合は、「メタデータの更新をスキャン」を
選択します。

4. 「同期」をクリックします。
5. 写真の読み込みダイアログボックスが表示されたら、読み込むフォルダーとファイルを確認して、「読み込み」をクリックします。

注意：
見つからないフォルダーがあり、そのフォルダーが空である場合は、「フォルダーを同期」コマンドを使用してフォルダーをカタログから削除で
きます。

見つからないフォルダーの検索

フォルダーを Lightroom ではなくオペレーティングシステムで移動する場合、カタログとフォルダーとのリンクが壊れ、フォルダーパネルの該当
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するフォルダーに疑問符アイコン  が表示されます。

1. リンクを復元するには、目的のフォルダーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキス
トメニューで「見つからないフォルダーを検索」を選択します。

2. 移動したフォルダーのファイルパスへ移動し、「選択」をクリックします。
注意：
見つからない写真を個々に再リンクする手順については、 見つからない写真の検索を参照してください。

フォルダーの削除

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、任意の数のフォルダーを選択し、マイナスアイコン（-）をクリックします。またはフォル
ダーを右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「削除」を選択します。

2. ダイアログボックスで「続行」をクリックします。

フォルダーとその中の写真が、カタログとフォルダーパネルから削除されます。ハードティスク内の元のフォルダーと写真は削除されませ
ん。

ボリューム情報の表示

フォルダーパネルには、一覧表示されている各ボリュームのストレージリソースに関する情報が表示されます。例えば、ボリュームがオフライン
とオンラインのどちらになっているか、またディスクの空き容量を確認できます。ボリューム情報は、Lightroom に写真を読み込み、操作すると
動的に更新されます。

ボリュームについて表示される情報を変更するには、ボリューム名を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）し、次のいずれかを選択します。

ディスク容量
ボリュームの使用ディスク容量/合計ディスク容量が表示されます。

写真の枚数
カタログ内でこのボリュームにある写真の枚数が表示されます。

ステータス
ボリュームがオンラインであるか、オフラインであるかが表示されます。

なし
すべてのボリューム情報が非表示になります。

ボリューム名を右クリック (Windows) するか、Control キーを押しながらクリック (Mac OS) して「エクスプローラーで表示」(Windows) または「Finder で表
示」 (Mac OS) を選択すると、ボリュームがエクスプローラー (Windows) または Finder (Mac OS) のウィンドウで開きます。
ボリューム名を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「プロパティ」（Windows）または「情
報を見る」（Mac OS）を選択すると、ボリュームのプロパティウィンドウ（Windows）または情報ウィンドウ（Mac OS）が開きます。
ボリューム名の横に表示される色付き LED が示す情報を変更するには、LED 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、次のいずれかを選択します。
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ステータスを表示
ボリュームがオンライン（グリーン）であるか、オフライン（レッド）であるかが表示されます。

ステータスと空き容量を表示
ボリュームがオンラインであるか、オフラインであるかに加えて、リソースの空き状況が表示されます。

グリーン
空き容量が 10 GB 以上です。

イエロー
空き容量が 10 GB 未満です。

オレンジ
空き容量が 5 GB 未満です。

レッド
空き容量が 1 GB 未満で、ボリュームがほぼ満杯であることを警告するツールチップが表示されます。空き容量が 1 MB 未満になると、ボリュー
ムが満杯であることを警告するツールチップが表示されます。

グレー
ボリュームがオフラインになっているため、このボリュームにある写真は編集できません。写真を使用できないときは、低解像度のプレビューだ
けが表示されます。

フォルダー名の表示方法の選択

ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、パネル上部にあるプラス記号（+）をクリックし、次のルートフォルダー表示オプションのい
ずれかを選択します。

フォルダー名のみ
フォルダーパネルに最上位レベルのフォルダーの名前のみを表示します。例えば、2011 のようになります。

ボリュームのパス
フォルダーパネルに最上位レベルのフォルダーのフルパスと名前を表示します。例えば、Users/[ユーザー名]/Pictures/2011 のようになりま
す。

フォルダーとパス
フォルダーパネルに、最上位レベルのフォルダーの名前に続けてフォルダーのパスを表示します。例えば、2011 - Users/[ユーザー
名]/Pictures/2011 のようになります。
注意：
場合によっては、フルパスと名前を表示するために、パネルの右端をドラッグしてパネルを拡大する必要があります。

その他の関連ヘルプ
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フォルダー内の写真の管理
ビデオチュートリアル：Lightroom でのフォルダーの移動
写真のスタックへのグループ化
ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込む
カタログの作成と管理

  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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> フォルダーの作成と管理

フォルダーの作成と管理
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
画像が格納されている既存のフォルダーの追加
サブフォルダーの追加
上位フォルダーの追加
フォルダーの移動
フォルダーの名前変更
フォルダーの内容の表示
フォルダーの同期
見つからないフォルダーの検索
フォルダーの削除
ボリューム情報の表示
フォルダー名の表示方法の選択

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom 5 Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6

写真が含まれるフォルダーは、ライブラリモジュールのフォルダーパネルに表示されます。フォルダーパネルに表示されるフォルダーは、ボ
リューム内の実際のフォルダー構造を表し、英数字順で表示されます。ボリューム名の右側にある三角形をクリックすると、そのボリューム内の
フォルダーが表示されます。フォルダーの左側にある三角形をクリックすると、そのフォルダー内のサブフォルダーが表示されます。

フォルダーパネルに表示されるフォルダー名と写真の数

フォルダーパネルでは、フォルダーの追加、移動、名前の変更および削除が可能です。Lightroom で行ったフォルダーに対する変更は、ボリュー
ム内の実際のフォルダーに適用されます。

画像が格納されている既存のフォルダーの追加

写真を読み込むときは、その写真が格納されているフォルダーがフォルダーパネルに自動的に追加されます。フォルダーパネルでフォルダーを追
加して、そのフォルダーに格納されている写真を読み込むこともできます。

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「フォルダーを追加」を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

（Windows）フォルダーの参照ダイアログボックスで任意の場所に移動し、任意のフォルダーを選択して、「OK」をクリックします。
または、任意の場所に移動し、「新しいフォルダーの作成」をクリックします。「新しいフォルダー」に代わる名前を入力します。
（Mac OS）選択または新規フォルダーを作成ダイアログボックスで任意の場所に移動し、任意のフォルダーを選択して、「選択」をク
リックします。または、任意の場所に移動し、「新規フォルダー」をクリックします。フォルダーの名前を入力して、「作成」をク
リックします。次に「選択」をクリックします。
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3. 必要に応じて、写真の読み込みダイアログボックスでオプションを指定し、「読み込み」をクリックします。
注意：
1 つのフォルダーのコピーが複数あり、その中から Lightroom が指す場所を変更する場合は、目的のフォルダーを右クリック（Windows）または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「フォルダーの場所を更新」を選択します。

サブフォルダーの追加

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、新規フォルダーを作成するフォルダーを選択します。次に、フォルダーパネルの上部にあるプ
ラスアイコン（+）をクリックし、「サブフォルダーを追加」を選択します。

2. フォルダーの参照ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。
3. 写真が選択されている場合は、選択されている写真を新しいフォルダーにコピーするかどうかを指定し、「作成」をクリックします。

フォルダーパネルの指定した階層に、新規フォルダーが表示されます。新しいフォルダーはエクスプローラー（Windows）または Finder（Mac
OS）にも表示されます。
注意：
フォルダーにサブフォルダーがあるかどうかは、フォルダーアイコンの左の三角形によって判断できます。三角形がはっきりと表示されている場
合、フォルダーにはサブフォルダーがあります。三角形がぼやけていて点描になっている場合、そのフォルダーにサブフォルダーはありません。

上位フォルダーの追加

フォルダーパネルの階層に新しい上位フォルダーを追加するには、最上位レベルのフォルダーを選択し、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、「上位フォルダーを追加」を選択します。

フォルダーの移動

Lightroom でフォルダーを他のフォルダーの下に移動できます。Lightroom でフォルダーをコピーすることはできません。

ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、任意の数のフォルダーを選択し、別のフォルダーにドラッグします。

ビデオチュートリアル：Lightroom でのフォルダーの移動

Lightroom を使って写真とフォルダーを移動することで、写真の場所に関して、Lightroom データベースを最新状態に維持してください。

フォルダーの名前変更

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、フォルダーを選択します。
2. 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、メニューから「名前変更」を選択します。
3. フォルダー名を上書きします。
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フォルダーの内容の表示

Lightroom では、フォルダー内の写真の枚数がフォルダー名の右側に表示されます。エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）の
フォルダーに後で写真を追加した場合は、Lightroom に新しい写真を読み込むか、またはフォルダーを同期して、フォルダーパネルに表示される
枚数を更新する必要があります。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

フォルダーパネルで任意の数の項目を選択します。
写真を選択し、メタデータパネルでフォルダーフィールドの横の右向き矢印をクリックして、目的の写真のフォルダーを表示します。

初期設定では、フォルダーを選択すると、そのフォルダーとすべてのサブフォルダーにあるすべての写真がグリッド表示とフィルムストリッ
プに表示されます。選択したフォルダーの写真だけを表示するには、ライブラリ／サブフォルダーの写真を含めるをクリックして選択を解除
します。

フォルダーの同期

カタログ内のフォルダーの内容が、ボリュームにある同じフォルダーの内容と一致していない場合は、2 つのフォルダーを同期できます。フォル
ダーを同期するときは、いくつかのオプションがあります（フォルダーに追加されたファイルを追加するがカタログには読み込まない、削除され
たファイルを削除する、メタデータの更新をスキャンする、など）。フォルダーとすべてのサブフォルダーに格納されている写真を同期できま
す。読み込み対象のフォルダー、サブフォルダーおよびファイルは指定できます。
注意：
「フォルダーを同期」コマンドでは、カタログ内で重複している写真は検出されません。Lightroom には、ファイルの重複を特定する機能はあり
ません。

1. フォルダーパネルで、同期するフォルダーを選択します。
2. ライブラリ／フォルダーを同期を選択します。
3. フォルダーを同期ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

フォルダーに格納されている写真を読み込みますが、カタログには読み込まない場合は、「新しい写真の読み込み」を選択します。
「読み込む前に、読み込みダイアログを表示」を選択すると、読み込み対象のフォルダーと写真を指定できます。
フォルダーから削除された写真を削除しますが、カタログからは削除しない場合は、「見つからない写真をカタログから削除」を選択
します。このオプションが無効になっている場合、ファイルは削除されていません（「見つからない写真を表示」を選択すると、グ
リッド表示で写真を表示できます）。
別のアプリケーションでファイルのメタデータが変更されているかどうかをスキャンする場合は、「メタデータの更新をスキャン」を
選択します。

4. 「同期」をクリックします。
5. 写真の読み込みダイアログボックスが表示されたら、読み込むフォルダーとファイルを確認して、「読み込み」をクリックします。

注意：
見つからないフォルダーがあり、そのフォルダーが空である場合は、「フォルダーを同期」コマンドを使用してフォルダーをカタログから削除で
きます。

見つからないフォルダーの検索

フォルダーを Lightroom ではなくオペレーティングシステムで移動する場合、カタログとフォルダーとのリンクが壊れ、フォルダーパネルの該当
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するフォルダーに疑問符アイコン  が表示されます。

1. リンクを復元するには、目的のフォルダーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキス
トメニューで「見つからないフォルダーを検索」を選択します。

2. 移動したフォルダーのファイルパスへ移動し、「選択」をクリックします。
注意：
見つからない写真を個々に再リンクする手順については、 見つからない写真の検索を参照してください。

フォルダーの削除

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、任意の数のフォルダーを選択し、マイナスアイコン（-）をクリックします。またはフォル
ダーを右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「削除」を選択します。

2. ダイアログボックスで「続行」をクリックします。

フォルダーとその中の写真が、カタログとフォルダーパネルから削除されます。ハードティスク内の元のフォルダーと写真は削除されませ
ん。

ボリューム情報の表示

フォルダーパネルには、一覧表示されている各ボリュームのストレージリソースに関する情報が表示されます。例えば、ボリュームがオフライン
とオンラインのどちらになっているか、またディスクの空き容量を確認できます。ボリューム情報は、Lightroom に写真を読み込み、操作すると
動的に更新されます。

ボリュームについて表示される情報を変更するには、ボリューム名を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）し、次のいずれかを選択します。

ディスク容量
ボリュームの使用ディスク容量/合計ディスク容量が表示されます。

写真の枚数
カタログ内でこのボリュームにある写真の枚数が表示されます。

ステータス
ボリュームがオンラインであるか、オフラインであるかが表示されます。

なし
すべてのボリューム情報が非表示になります。

ボリューム名を右クリック (Windows) するか、Control キーを押しながらクリック (Mac OS) して「エクスプローラーで表示」(Windows) または「Finder で表
示」 (Mac OS) を選択すると、ボリュームがエクスプローラー (Windows) または Finder (Mac OS) のウィンドウで開きます。
ボリューム名を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「プロパティ」（Windows）または「情
報を見る」（Mac OS）を選択すると、ボリュームのプロパティウィンドウ（Windows）または情報ウィンドウ（Mac OS）が開きます。
ボリューム名の横に表示される色付き LED が示す情報を変更するには、LED 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、次のいずれかを選択します。
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ステータスを表示
ボリュームがオンライン（グリーン）であるか、オフライン（レッド）であるかが表示されます。

ステータスと空き容量を表示
ボリュームがオンラインであるか、オフラインであるかに加えて、リソースの空き状況が表示されます。

グリーン
空き容量が 10 GB 以上です。

イエロー
空き容量が 10 GB 未満です。

オレンジ
空き容量が 5 GB 未満です。

レッド
空き容量が 1 GB 未満で、ボリュームがほぼ満杯であることを警告するツールチップが表示されます。空き容量が 1 MB 未満になると、ボリュー
ムが満杯であることを警告するツールチップが表示されます。

グレー
ボリュームがオフラインになっているため、このボリュームにある写真は編集できません。写真を使用できないときは、低解像度のプレビューだ
けが表示されます。

フォルダー名の表示方法の選択

ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、パネル上部にあるプラス記号（+）をクリックし、次のルートフォルダー表示オプションのい
ずれかを選択します。

フォルダー名のみ
フォルダーパネルに最上位レベルのフォルダーの名前のみを表示します。例えば、2011 のようになります。

ボリュームのパス
フォルダーパネルに最上位レベルのフォルダーのフルパスと名前を表示します。例えば、Users/[ユーザー名]/Pictures/2011 のようになりま
す。

フォルダーとパス
フォルダーパネルに、最上位レベルのフォルダーの名前に続けてフォルダーのパスを表示します。例えば、2011 - Users/[ユーザー
名]/Pictures/2011 のようになります。
注意：
場合によっては、フルパスと名前を表示するために、パネルの右端をドラッグしてパネルを拡大する必要があります。

その他の関連ヘルプ
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フォルダー内の写真の管理
ビデオチュートリアル：Lightroom でのフォルダーの移動
写真のスタックへのグループ化
ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込む
カタログの作成と管理

  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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チュートリアル
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> フォルダーの作成と管理

フォルダーの作成と管理
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
画像が格納されている既存のフォルダーの追加
サブフォルダーの追加
上位フォルダーの追加
フォルダーの移動
フォルダーの名前変更
フォルダーの内容の表示
フォルダーの同期
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対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom 5 Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6

写真が含まれるフォルダーは、ライブラリモジュールのフォルダーパネルに表示されます。フォルダーパネルに表示されるフォルダーは、ボ
リューム内の実際のフォルダー構造を表し、英数字順で表示されます。ボリューム名の右側にある三角形をクリックすると、そのボリューム内の
フォルダーが表示されます。フォルダーの左側にある三角形をクリックすると、そのフォルダー内のサブフォルダーが表示されます。

フォルダーパネルに表示されるフォルダー名と写真の数

フォルダーパネルでは、フォルダーの追加、移動、名前の変更および削除が可能です。Lightroom で行ったフォルダーに対する変更は、ボリュー
ム内の実際のフォルダーに適用されます。

画像が格納されている既存のフォルダーの追加

写真を読み込むときは、その写真が格納されているフォルダーがフォルダーパネルに自動的に追加されます。フォルダーパネルでフォルダーを追
加して、そのフォルダーに格納されている写真を読み込むこともできます。

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「フォルダーを追加」を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

（Windows）フォルダーの参照ダイアログボックスで任意の場所に移動し、任意のフォルダーを選択して、「OK」をクリックします。
または、任意の場所に移動し、「新しいフォルダーの作成」をクリックします。「新しいフォルダー」に代わる名前を入力します。
（Mac OS）選択または新規フォルダーを作成ダイアログボックスで任意の場所に移動し、任意のフォルダーを選択して、「選択」をク
リックします。または、任意の場所に移動し、「新規フォルダー」をクリックします。フォルダーの名前を入力して、「作成」をク
リックします。次に「選択」をクリックします。
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3. 必要に応じて、写真の読み込みダイアログボックスでオプションを指定し、「読み込み」をクリックします。
注意：
1 つのフォルダーのコピーが複数あり、その中から Lightroom が指す場所を変更する場合は、目的のフォルダーを右クリック（Windows）または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「フォルダーの場所を更新」を選択します。

サブフォルダーの追加

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、新規フォルダーを作成するフォルダーを選択します。次に、フォルダーパネルの上部にあるプ
ラスアイコン（+）をクリックし、「サブフォルダーを追加」を選択します。

2. フォルダーの参照ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。
3. 写真が選択されている場合は、選択されている写真を新しいフォルダーにコピーするかどうかを指定し、「作成」をクリックします。

フォルダーパネルの指定した階層に、新規フォルダーが表示されます。新しいフォルダーはエクスプローラー（Windows）または Finder（Mac
OS）にも表示されます。
注意：
フォルダーにサブフォルダーがあるかどうかは、フォルダーアイコンの左の三角形によって判断できます。三角形がはっきりと表示されている場
合、フォルダーにはサブフォルダーがあります。三角形がぼやけていて点描になっている場合、そのフォルダーにサブフォルダーはありません。

上位フォルダーの追加

フォルダーパネルの階層に新しい上位フォルダーを追加するには、最上位レベルのフォルダーを選択し、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、「上位フォルダーを追加」を選択します。

フォルダーの移動

Lightroom でフォルダーを他のフォルダーの下に移動できます。Lightroom でフォルダーをコピーすることはできません。

ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、任意の数のフォルダーを選択し、別のフォルダーにドラッグします。

ビデオチュートリアル：Lightroom でのフォルダーの移動

Lightroom を使って写真とフォルダーを移動することで、写真の場所に関して、Lightroom データベースを最新状態に維持してください。

フォルダーの名前変更

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、フォルダーを選択します。
2. 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、メニューから「名前変更」を選択します。
3. フォルダー名を上書きします。
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フォルダーの内容の表示

Lightroom では、フォルダー内の写真の枚数がフォルダー名の右側に表示されます。エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）の
フォルダーに後で写真を追加した場合は、Lightroom に新しい写真を読み込むか、またはフォルダーを同期して、フォルダーパネルに表示される
枚数を更新する必要があります。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

フォルダーパネルで任意の数の項目を選択します。
写真を選択し、メタデータパネルでフォルダーフィールドの横の右向き矢印をクリックして、目的の写真のフォルダーを表示します。

初期設定では、フォルダーを選択すると、そのフォルダーとすべてのサブフォルダーにあるすべての写真がグリッド表示とフィルムストリッ
プに表示されます。選択したフォルダーの写真だけを表示するには、ライブラリ／サブフォルダーの写真を含めるをクリックして選択を解除
します。

フォルダーの同期

カタログ内のフォルダーの内容が、ボリュームにある同じフォルダーの内容と一致していない場合は、2 つのフォルダーを同期できます。フォル
ダーを同期するときは、いくつかのオプションがあります（フォルダーに追加されたファイルを追加するがカタログには読み込まない、削除され
たファイルを削除する、メタデータの更新をスキャンする、など）。フォルダーとすべてのサブフォルダーに格納されている写真を同期できま
す。読み込み対象のフォルダー、サブフォルダーおよびファイルは指定できます。
注意：
「フォルダーを同期」コマンドでは、カタログ内で重複している写真は検出されません。Lightroom には、ファイルの重複を特定する機能はあり
ません。

1. フォルダーパネルで、同期するフォルダーを選択します。
2. ライブラリ／フォルダーを同期を選択します。
3. フォルダーを同期ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

フォルダーに格納されている写真を読み込みますが、カタログには読み込まない場合は、「新しい写真の読み込み」を選択します。
「読み込む前に、読み込みダイアログを表示」を選択すると、読み込み対象のフォルダーと写真を指定できます。
フォルダーから削除された写真を削除しますが、カタログからは削除しない場合は、「見つからない写真をカタログから削除」を選択
します。このオプションが無効になっている場合、ファイルは削除されていません（「見つからない写真を表示」を選択すると、グ
リッド表示で写真を表示できます）。
別のアプリケーションでファイルのメタデータが変更されているかどうかをスキャンする場合は、「メタデータの更新をスキャン」を
選択します。

4. 「同期」をクリックします。
5. 写真の読み込みダイアログボックスが表示されたら、読み込むフォルダーとファイルを確認して、「読み込み」をクリックします。

注意：
見つからないフォルダーがあり、そのフォルダーが空である場合は、「フォルダーを同期」コマンドを使用してフォルダーをカタログから削除で
きます。

見つからないフォルダーの検索

フォルダーを Lightroom ではなくオペレーティングシステムで移動する場合、カタログとフォルダーとのリンクが壊れ、フォルダーパネルの該当

236



するフォルダーに疑問符アイコン  が表示されます。

1. リンクを復元するには、目的のフォルダーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキス
トメニューで「見つからないフォルダーを検索」を選択します。

2. 移動したフォルダーのファイルパスへ移動し、「選択」をクリックします。
注意：
見つからない写真を個々に再リンクする手順については、 見つからない写真の検索を参照してください。

フォルダーの削除

1. ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、任意の数のフォルダーを選択し、マイナスアイコン（-）をクリックします。またはフォル
ダーを右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「削除」を選択します。

2. ダイアログボックスで「続行」をクリックします。

フォルダーとその中の写真が、カタログとフォルダーパネルから削除されます。ハードティスク内の元のフォルダーと写真は削除されませ
ん。

ボリューム情報の表示

フォルダーパネルには、一覧表示されている各ボリュームのストレージリソースに関する情報が表示されます。例えば、ボリュームがオフライン
とオンラインのどちらになっているか、またディスクの空き容量を確認できます。ボリューム情報は、Lightroom に写真を読み込み、操作すると
動的に更新されます。

ボリュームについて表示される情報を変更するには、ボリューム名を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）し、次のいずれかを選択します。

ディスク容量
ボリュームの使用ディスク容量/合計ディスク容量が表示されます。

写真の枚数
カタログ内でこのボリュームにある写真の枚数が表示されます。

ステータス
ボリュームがオンラインであるか、オフラインであるかが表示されます。

なし
すべてのボリューム情報が非表示になります。

ボリューム名を右クリック (Windows) するか、Control キーを押しながらクリック (Mac OS) して「エクスプローラーで表示」(Windows) または「Finder で表
示」 (Mac OS) を選択すると、ボリュームがエクスプローラー (Windows) または Finder (Mac OS) のウィンドウで開きます。
ボリューム名を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「プロパティ」（Windows）または「情
報を見る」（Mac OS）を選択すると、ボリュームのプロパティウィンドウ（Windows）または情報ウィンドウ（Mac OS）が開きます。
ボリューム名の横に表示される色付き LED が示す情報を変更するには、LED 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、次のいずれかを選択します。
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ステータスを表示
ボリュームがオンライン（グリーン）であるか、オフライン（レッド）であるかが表示されます。

ステータスと空き容量を表示
ボリュームがオンラインであるか、オフラインであるかに加えて、リソースの空き状況が表示されます。

グリーン
空き容量が 10 GB 以上です。

イエロー
空き容量が 10 GB 未満です。

オレンジ
空き容量が 5 GB 未満です。

レッド
空き容量が 1 GB 未満で、ボリュームがほぼ満杯であることを警告するツールチップが表示されます。空き容量が 1 MB 未満になると、ボリュー
ムが満杯であることを警告するツールチップが表示されます。

グレー
ボリュームがオフラインになっているため、このボリュームにある写真は編集できません。写真を使用できないときは、低解像度のプレビューだ
けが表示されます。

フォルダー名の表示方法の選択

ライブラリモジュールのフォルダーパネルで、パネル上部にあるプラス記号（+）をクリックし、次のルートフォルダー表示オプションのい
ずれかを選択します。

フォルダー名のみ
フォルダーパネルに最上位レベルのフォルダーの名前のみを表示します。例えば、2011 のようになります。

ボリュームのパス
フォルダーパネルに最上位レベルのフォルダーのフルパスと名前を表示します。例えば、Users/[ユーザー名]/Pictures/2011 のようになりま
す。

フォルダーとパス
フォルダーパネルに、最上位レベルのフォルダーの名前に続けてフォルダーのパスを表示します。例えば、2011 - Users/[ユーザー
名]/Pictures/2011 のようになります。
注意：
場合によっては、フルパスと名前を表示するために、パネルの右端をドラッグしてパネルを拡大する必要があります。

その他の関連ヘルプ
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フォルダー内の写真の管理
ビデオチュートリアル：Lightroom でのフォルダーの移動
写真のスタックへのグループ化
ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込む
カタログの作成と管理

  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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写真の管理

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

写真の名前変更
写真の他のフォルダーへの移動
ライブラリモジュールで写真フォルダー内の写真を開く
ファイルをエクスプローラーまたは Finder で開く
写真を回転
写真の反転
スプレーツールを使用した写真の回転と反転
カタログからの写真の削除
他のアプリケーションによって変更された写真の更新
写真の DNG への変換
仮想コピーの作成

写真の名前変更
1. ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、任意の数の写真を選択し、ライブラリ／写真名を変更ま
たはライブラリ／写真名を一括変更を選択します。

2. 1 枚の写真の名前を変更ダイアログボックスで、ファイルの名前メニューからオプションを選択します。「編集」を選択し、
ファイル名テンプレートエディターを使用してカスタム名を指定します。命名オプションおよびファイル名テンプレートエ
ディターとテキストテンプレートエディターを参照してください。

シーケンスを使用する命名オプションを指定すると、Lightroom では写真に順に番号が付けられます。連番の先頭を「1」にし
たくない場合は、「開始番号」ボックスに 1 以外の数字を入力します。

ライブラリモジュールで 1 枚の写真の名前を手早く変更するには、写真を選択し、メタデータパネルのファイル名フィールドで新しい名前を入
力します。

写真の他のフォルダーへの移動
1. （オプション）写真を既存のフォルダーに移動しない場合は、新しいフォルダーを作成します。フォルダーの作成と管理を参
照してください。

2. ライブラリモジュールのグリッド表示で、移動する写真（複数可）を選択します。

移動する写真が外付けハードドライブ上に存在する場合は、写真を移動する前にドライブの電源がオンになっていることを
確認してください。

3. フォルダーパネルの保存先フォルダーに写真をドラッグします。サムネールの端からではなく、中央からドラッグします。

Lightroom で写真をコピーすることはできません。

写真は Lightroom およびハードディスク上の保存先フォルダーに移動します。

詳細。写真を別のフォルダーに移動するためのヒントについては、ビデオ「事後のフォルダーの移動」をご覧ください。

ライブラリモジュールで写真フォルダー内の写真を開く
写真を選択し、写真／ライブラリ内のフォルダー内に表示を選択します。
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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

左右を反転

上下を反転

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

グリッド表示でその写真が選択され、フォルダーパネルでそのフォルダーが選択されます。

ファイルをエクスプローラーまたは Finder で開く
写真を選択し、写真／エクスプローラーで表示（Windows）または Finder で表示（Mac OS）を選択します。

ファイルがエクスプローラーウィンドウまたは Finder ウィンドウで選択されます。

写真を回転

Exif（Exchangeable Image Format）に方向メタデータが含まれていると、カタログに読み込んだ写真は自動的に回転します。方向メタデータが含
まれていない場合は、手動で写真を回転することができます。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

グリッド表示で、任意の数の写真を選択し、サムネール上にポインターを置き、セルの下に表示される回転アイコンのどち
らかをクリックします。または写真／左回転か写真／右回転を選択します。選択したすべての写真が回転します。
ルーペまたは選別表示で、ツールバーの回転アイコンをクリックするとアクティブな写真が回転します。
注意：ツールバーに回転アイコンがない場合は、ツールバーポップアップメニューから「回転」を選択してください。
ルーペ、比較または選別表示で、写真／左回転または右回転を選択すると、アクティブな写真が回転します。

写真の反転
1. ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、任意の数の写真を選択します。

2. 写真メニューから以下のいずれかのオプションを選択します。

縦軸に対して写真の左右を反転します。

横軸に対して写真の上下を反転します。
ルーペ表示、比較表示および選別表示では、反転できるのはアクティブな写真のみです。

表示／左右反転モードを使用を選択すると、カタログのすべての写真が縦軸に対して左右反転します。

スプレーツールを使用した写真の回転と反転
1. グリッド表示で、ツールバーのスプレーツールを選択し、ツールバーのスプレーメニューから「回転」を選択します。

スプレーツールがツールバーに表示されていない場合は、ツールバーメニューから「スプレーツール」を選択します。

2. ツールバーで回転または反転オプションのいずれかを選択し、写真をクリックするか、写真全体をドラッグして、設定を適用
します。

3. スプレーツールを無効にするには、ツールバーの円形のアイコンをクリックします。スプレーツールが無効になっていると
き、スプレーツールアイコンがツールバーに表示されます。

カタログからの写真の削除
1. ライブラリモジュールのグリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィル
ムストリップで 1 枚の写真を選択します。
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注意：

除去

ディスクから削除

注意：

ページの先頭へ

ディスクから設定を読み込む

設定を上書き

何もしない

ページの先頭へ

2. 次のいずれかの操作を行います。

Backspace キー（Windows）または Delete キー（Mac OS）を押します。
写真／写真を削除を選択します。

コレクションを表示しているときに、Backspace キー（Windows）または Delete キー（Mac OS）を押すと、選択し
ている写真がコレクションから削除されます。この操作では、写真はカタログから削除されず、確認ダイアログボックスも表
示されません。写真をコレクションとカタログの両方から削除するには、写真を選択して Ctrl + Alt + Shift + Delete キー
（Windows）または Command + Option + Shift + Delete キー（Mac OS）を押します。コレクションからの写真の削除を参照
してください。

3. 確認入力ダイアログボックスで、次のいずれかをクリックします。

写真をカタログから除去しますが、「ごみ箱」（Windows）または「ゴミ箱」（Mac OS）には送りません。

写真をカタログから除去し、「ごみ箱」（Windows）または「ゴミ箱」（Mac OS）に送ります。
ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真だけ
が削除されます。

写真を選択して Delete キー（Windows）または前方 Delete キー（Mac OS、フルサイズのキーボードのみ）を押す方
法では、写真はカタログから除去されますが、「ごみ箱」（Windows）または「ゴミ箱」（Mac OS）には送られません。

他のアプリケーションによって変更された写真の更新

カタログ内の写真が他のアプリケーションによって変更されると、グリッド表示の画像セルに警告アイコンが表示されます。例えば、Lightroom で
はレーティングが 1 つ星の写真が別のアプリケーションで 2 つ星に更新された場合、どちらのレーティングを優先するかを決定する必要がありま
す。両方のレーティングを割り当てることはできません。Lightroom では、カタログ内の写真のメタデータを写真またはその XMP サイドカーファ
イルのメタデータで上書きするか、写真またはその XMP サイドカーファイルのメタデータをカタログに保存されている写真のメタデータで上書き
することによって、写真のメタデータの競合を解決できます。

1. グリッド表示で、セルの警告アイコンをクリックします。

2. 確認ダイアログボックスで、次のいずれかを選択します。

写真またはその XMP サイドカーファイルのメタデータを読み込んで、カタログ内の写真のメタ
データを上書きします。

カタログのメタデータを写真ファイルに書き出して、写真またはその XMP サイドカーファイルのメタデータを
上書きします。

何も処理を行いません。このオプションを選択する場合、カタログ内の写真のメタデータが写真またはその XMP
サイドカーファイルのメタデータと競合していないことを確認してください。

詳しくは、Lightroom メタデータの Camera Raw および Adobe Bridge との同期を参照してください。

写真の DNG への変換

Lightroom では、Camera Raw ファイルをアーカイブしたり DNG 機能を利用できるように、DNG に変換することができます。写真を DNG に変
換すると、カタログの元のファイルが DNG ファイルに変わります。ディスク上のオリジナルファイルは、変換後に削除するか保存するかを選択で
きます。

1. グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写
真を選択します。次に、ライブラリ／写真を DNG に変換を選択します。
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注意：

RAW ファイルだけを変換

変換に成功した後、元のファイルを削除

ファイル拡張子

互換性のある形式

JPEG プレビュー

高速読み込みデータを埋め込み

非可逆圧縮を使用

オリジナル RAW ファイルを埋め込む

ページの先頭へ

ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写
真だけが DNG に変換されます。

2. 写真を DNG に変換ダイアログボックスで、次のいずれかの変換オプションを選択します。

Camera Raw ファイル以外の写真は無視します。このオプションを選択解除する
と、JPEG、TIFF、PSD 形式の写真を含め、選択したすべての写真が変換されます。

元の写真ファイルを変換が終了した後に削除します。このオプションを選択解除する
と、ディスク上の元のファイルが保持されます。

ファイル拡張子を .dng または .DNG にします。

そのファイルを読み込むことができる Camera Raw および Lightroom のバージョンを指定します。ツール
ヒントを参考にして選択します。

書き出す JPEG のプレビュー方法（フルサイズ、標準サイズ、作成しない）を指定します。

現像モジュールで画像を速く読み込むことができますが、ファイルサイズが少し大きくなりま
す。

ファイルサイズが大幅に縮小しますが、画質が低下することがあります。

DNG ファイルに元の Camera RAW データをすべて保存します。

DNG について詳しくは、サポートされているファイル形式を参照してください。

仮想コピーの作成

元の（マスター）写真の仮想コピーに異なる調整設定を適用することによって、写真の複数のバージョンを作成できます。仮想コピーは実際の写
真または写真の複製としては存在していません。仮想コピーはカタログ内のメタデータで、内容の異なる調整設定が格納されています。
写真の仮想コピーを作成してから、それに調整設定を適用します。マスター写真の別のバージョンを作成する場合は、別の仮想コピーを作成して
から、それに新しい設定を適用します。作成できるマスター写真の仮想コピーの数に制限はありません。仮想コピーの 1 つをマスターに指定し、
以前のマスターを仮想コピーにすることもできます。
仮想コピーは、作成されると自動的にマスター写真とともにスタックされます。グリッド表示またはフィルムストリップでは、マスター写真のサ
ムネールの左上隅に画像の数が表示されます。仮想コピーには、それぞれのサムネールの左側にページめくりアイコンが表示されます。

A. 元の（マスター）写真 B. ページめくりアイコンの付いた仮想コピー 

仮想コピーは、マスター写真のコピーとして書き出される、または外部エディターでコピーとして編集されると、実際の写真になります。
写真の仮想コピーを作成すると、メタデータパネルの「コピー名」フィールドに「1 をコピー」（または「2 をコピー」「3 をコピー」など）とい
う文字列が自動的に追加されます。

ライブラリのグリッド表示または任意のモジュールのフィルムストリップで、写真を右クリック（Windows）または Control
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キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「仮想コピーを作成」を選択します。
ライブラリのグリッド表示または任意のモジュールのフィルムストリップで、右クリック（Windows）または Control キーを押
しながらクリック（Mac OS）して写真を複数選択し、コンテキストメニューから「仮想コピーを作成」を選択します。
ヒント：グリッド表示にコピーが表示されない場合、折りたたまれたスタックに写真が含まれている可能性があります。写真／
スタック／すべてのスタックを展開を選択してください。それでも写真が表示されない場合は、写真がフィルターされている可
能性があります。カタログパネルの「すべての写真」を選択するなど、別の表示方法を使用してください。
ライブラリモジュールで、グリッド表示またはフィルムストリップで写真の仮想コピーを選択し、写真／コピーをマスターに設
定を選択します。
仮想コピーを削除するには、ライブラリモジュールでフォルダーの仮想コピースタックを展開します（S キーを押す）。グリッ
ド表示またはフィルムストリップで仮想コピーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）し、「写真を削除」を選択します。
注意：コレクションに対する作業中はスタックを編集できません。スタックを展開、折りたたみおよび管理するには、スタック
をフォルダー内で表示する必要があります。

アドビのお勧め記事
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マップ

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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マップモジュールの使用

ページの先頭へ

ページの先頭へ

内容
マップ上での写真の表示
マップの操作
写真と GPS データの使用
撮影場所情報の保存

マップ上での写真の表示

マップモジュールを使用すると、写真を撮影した場所を Google マップ上で確認することができます。マップモジュールでは、写真のメタデータに
埋め込まれた GPS 座標を使用してマップ上で写真がプロットされます。
iPhone をはじめとするほとんどの携帯電話のカメラで、GPS 座標がメタデータに記録されています。カメラで GPS 座標が記録されていなくて
も、マップモジュールによって GPS 座標を追加したり、GPS デバイスから追跡ログを読み込んだりすることができます。
マップモジュールを使用するには、オンライン環境が必要です。マップは初期設定の Web ブラウザーが使用する言語で表示され、使用する
Lightroom の言語バージョンと異なることがあります。

写真に GPS メタデータがタグ付けられているかを確認するには、ライブラリモジュールまたはマップモジュールのメタデータパネルで場所プ
リセットを選択します。次に GPS フィールドの座標を確認します。

マップモジュール

A. 保存された撮影場所パネル B. マップのスタイルメニュー C. ズームスライダー D. 選択した写真 E. マップキー F. メタデータパネル 

マップの操作

マップモジュールでマップを操作するには、次のいずれかの操作を行います。

マップをダブルクリックしてその位置にズームインします。
ツールバーのズームスライダーをドラッグしてズームインまたはズームアウトします。
注意：マップモジュールは、マウスホイールやトラックパッドのマルチタッチジェスチャーを使用したズームにも対応していま
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サテライト

ロードマップ

ハイブリッド

地形

明または暗

ページの先頭へ

注意：

す。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプレビュー領域内をドラッグすると、その領域にズームイン
します。
マップをドラッグすると、プレビュー領域でマップが移動します。
プレビュー領域の右上隅にある検索フィールドに位置を入力すると、その位置に移動します。
ツールバーのマップのスタイルメニューからオプションを選択することで、マップの外観を指定します。

目的の位置の衛星写真を表示します。

平坦なグラフィック背景上に、道路、地政学的境界および目印となる場所を表示します。

道路と地政学的データを衛星写真に重ねて表示します。

地形のグラフィカル表現です。

道路地図データを小さいコントラストの明るいまたは暗い画面で表示します。

写真と GPS データの使用

GPS 座標を写真に追加すると同時に写真をマップに追加するには、次のいずれかの操作を行います。
フィルムストリップから写真をドラッグし、マップ上にドロップします。
フィルムストリップで写真（複数可）を選択し、Ctrl キーを押しながらマップの位置をクリックするか
（Windows）、Command キーを押しながらマップの位置をクリックします（Mac OS）。
フィルムストリップで写真（複数可）を選択し、マップの位置を右クリックするか（Windows）、Control キーを押しなが
らクリックした後（Mac OS）、「選択した写真に GPS 測定位置を追加」を選択します。

特定の場所の写真のサムネールプレビューを表示するには、写真のピンをクリックします。

表示／マップキーを表示を選択すると、写真のピンを説明するオーバーレイが表示されます。

マップモジュールのプレビューピンのキー

写真から GPS メタデータを削除すると同時にマップから写真を削除するには、次のいずれかの操作を行います。
マップ上で写真のピンを選択し、Delete キーを押します。
ピンを右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「GPS 測定位置を削除」を選
択します。
マップモジュールのフィルムストリップで写真を選択し、Delete キーを押します。

「GPS トラックログ」ボタンをクリックし、「トラックログを読み込み」を選択してサードパーティデバイスから GPS デー
タ（GPX ファイル）をアップロードします。
撮影場所フィルターでは、フィルムストリップの写真のうち、どれがマップに表示されているか示されます。
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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。

マップ上に表示

タグ付きまたはタグなし

なし
注意：

ページの先頭へ

半径

非公開

フィルムストリップの写真のうち、現在のマップビューに表示されている写真を示します。

フィルムストリップの写真のうち、GPS データがタグ付けられている写真またはタグ付けられていない写真を示
します。

撮影場所フィルターを消去します。
写真を書き出す際、GPS メタデータを省略することができます。書き出しダイアログボックスでメタデータパネルに移動し、「撮影場所

情報を削除」を選択します。

撮影場所情報の保存

定義した範囲内で撮影した写真について、保存された撮影場所を作成することができます。例えば、クライアントに依頼された撮影のためにギリ
シャに行った場合、訪れた島々を含む保存された撮影場所を作成できます。

1. マップモジュールで、マップ上の場所に移動し、保存された撮影場所パネルでプラス（+）ボタンをクリックします。保存され
た撮影場所パネルは、Lightroom ウィンドウの左側にあります。

2. 新規撮影場所ダイアログボックスで、場所の名前を入力し、保存するフォルダーを選択します。

表示されたマップ領域の中心からの半径をフィート、マイル、メートルまたはキロメートル単位で定義します。

保存された撮影場所の写真が Lightroom から書き出されたときに、GPS 座標、サブロケーション、市区町村名、都道
府県、国名および ISO 国コードを含むすべての IPTC ロケーションメタデータを削除します。

3. 「作成」をクリックします。
撮影場所が白色の円で囲まれて表示され、中心に 1 つのピン 、境界上にもう 1 つのピンが付きます。

4. 保存された撮影場所を使用して作業する場合、次のいずれかの操作を行います。

保存された撮影場所パネルで位置を選択または選択解除して位置をマップに表示します。

マップモジュールの保存された撮影場所パネル

撮影場所に写真を追加するには、次のいずれかの操作を行います。
フィルムストリップから 1 枚または複数の写真をマップ内の白い円の中にドラッグします。
フィルムストリップで 1 枚または複数の写真を選択し、保存された撮影場所パネルの場所名の横にあるチェックボック
スをオンにします。

マップ上の撮影場所に移動するには、保存された撮影場所パネルの場所名の横の右向き矢印ボタンをクリックします。
撮影場所を編集するには、保存された撮影場所パネルでそれを右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながら
クリックして（Mac OS）、撮影場所オプションを選択します。
ヒント：マップ上で、撮影場所の円の上部にあるピン  をドラッグして半径を調整することもできます。円の中心のピン
をドラッグして、保存された撮影場所をマップ上で移動することができます。
撮影場所を削除するには、保存された撮影場所パネルで選択し、マイナス（-）ボタンをクリックします。あるいは保存さ
れた撮影場所パネルまたはマップ上で撮影場所を右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックし
（Mac OS）、「削除」を選択します。
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法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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写真の整理

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 写真コレクションの使用

写真コレクションの使用
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
コレクションの種類
コレクションとコレクションセットの使用
クイックコレクションの使用
スマートコレクションの使用
すべての同期済み写真コレクションの使用
カタログとしてのコレクションの書き出し

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom 5 Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6
Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 で更新された機能

コレクションの種類

コレクションは、写真を 1 つの場所にグループ化して、まとめて表示したりさまざまな操作をしやすくする方法です。例えば、コレクション内の
写真を、スライドショー、コンタクトシート、または Web フォトギャラリーにまとめることができます。作成したコレクションは、各モジュール
のコレクションパネルにリスト表示され、コレクションは必要なときにいつでも選択できます。また、必要な数だけ作成することができます。
通常のコレクションを選択して追加した写真からなるグループです。
スマートコレクションユーザーが定義したルールに基づいて作成されるコレクションです。例えば、5 つ星のレーティングで、カラーラベルが赤
の写真をすべてまとめたスマートコレクションを作成できます。この条件を満たす写真が自動的にスマートコレクションに追加されます。
クイックコレクション特定のタスクに対する写真を一時的にクイックコレクションにグループ化することができます。通常のコレクションやス
マートコレクションとは異なり、カタログで一度に使用できるクイックコレクションは 1 つだけです。
以下は、コレクションを使用する場合の注意事項です。

カタログとコレクションの違いを把握する必要があります。コレクションは、カタログ内の写真をまとめたグループです。
同一の写真を複数のコレクションに入れることができます。
コレクションで写真をスタックすることはできません。
通常のコレクションでは写真の並べ替え順を変更できますが、スマートコレクションではユーザー指定条件で並べ替えたり、写真をドラッグ
して並べ替えたりすることはできません。
コレクションから写真を除去しても、カタログからは除去されません。また、「ごみ箱」（Windows）または「ゴミ箱」（Mac OS）にも送
られません。
コレクションセットを作成してコレクションを整理できます。
スライドショー、プリントおよび Web の各モジュールの設定を出力コレクションとして明示的に保存できます。詳しくは、スライドショー
設定のスライドショーコレクションとしての保存、プリント設定のプリントコレクションとしての保存、Web 設定の Web コレクションとし
ての保存を参照してください。

注意：
キーワードを使用した写真の整理に関するビデオについては、キーワードの概要を参照してください。

コレクションとコレクションセットの使用
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コレクションの作成

1. グリッド表示で、写真を選択して次のいずれかの操作を行います。

ライブラリ／新規コレクションを選択します。
コレクションパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「コレクションを作成」を選択します。

2. コレクションを作成ダイアログボックスで、「コレクション」ボックスに名前を入力します。

3. そのコレクションをコレクションセットに含める場合は、設定メニューからコレクションセットを選択します。それ以外の場合は、「なし」
を選択します。

4. 「選択した写真を含める」オプションを選択します。

5. Lightroom mobile アプリでこのコレクションを使用できるようにするには、「Lightroom mobile と同期」オプションを選択します。

6. 「作成」をクリックします。

コレクションが写真プリントアイコン  とともにコレクションパネルに表示されます。コレクションの一部である写真には、グリッド表示や
フィルムストリップに「写真はコレクションに含まれています」バッジ  が表示されます。

コレクションセットの作成

コレクションセットとは、1 つまたは複数のコレクションを含むコンテナのことです。コレクションセットを利用すると、写真を整理しやすくな
り、管理の自由度が増します。コレクションセットに写真を格納することはできません。格納できるのは、通常のコレクション、スマートコレク
ション、出力コレクションなどのコレクションのみです。コレクションセットはファイルボックスアイコン  で表示されます。

1. ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

ライブラリ／新規コレクションセットを選択します。
コレクションパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「コレクションセットを作成」を選択します。

2. コレクションセットを作成ダイアログボックスで、コレクションセットの名前を入力します。

3. 新しいコレクションセットを既存のセットに含める場合は、設定メニューから既存のセットを選択します。それ以外の場合は、「なし」を選
択します。

4. 「作成」をクリックします。

5. コレクションパネルで、任意のコレクションをコレクションセットフォルダーにドラッグしてそのセットに追加します。

コレクションまたはコレクションセットの削除

コレクションを削除しても、写真はカタログやディスクから削除されません。
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コレクションパネルで、次のいずれかの操作を行います。

コレクションまたはコレクションセットを選択し、マイナスアイコン（-）をクリックします。
コレクションまたはコレクションセットを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「削除」
を選択します。

コレクションへの写真の追加

写真をグリッド表示からコレクションパネルのコレクションにドラッグします。

コレクションに含まれる写真の特定

コレクションに属する写真には、グリッド表示やフィルムストリップに「写真はコレクションに含まれています」バッジ  が表示されま
す。バッジをクリックすると、写真が含まれているコレクションを確認できます。
注意：スマートコレクションは表示されません。
コレクションで、写真を Control キーを押しながらクリック（Mac OS）または右クリック（Windows）し、「ライブラリ内のフォルダーに
移動」を選択して、写真を含むフォルダーに移動します。

コレクションからの写真の削除

1. コレクションパネルでコレクションを選択します。

2. グリッド表示で写真を選択し、写真／コレクションから削除を選択するか、Delete キーを押します。

コレクション間での写真のコピーまたは移動

1. ライブラリモジュールで、コレクションパネルからコレクションを選択します。
2. グリッド表示で、写真を選択します。
3. 選択した写真をコピーするには、コレクションパネル内で写真を追加するコレクションまで写真をドラッグします。
4. 選択した写真を移動するには、写真を新しいコレクションにドラッグしてから、元のコレクションから削除します。

コレクションの並べ替え

コレクションパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
「名前順に並べ替え」を選択して、コレクションをアルファベット順に並べ替えます。
「種類順に並べ替え」を選択して、コレクションを種類別に並べ替えます。

コレクションまたはコレクションセットの名前の変更

1. コレクションパネルで、コレクションまたはコレクションセットを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）して、メニューから「名前変更」を選択します。
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2. コレクション名を上書きします。

対象コレクションの設定

対象コレクションを使用すると、一時的なクイックコレクションを無効にできます。対象コレクションを使用すると、永続的なコレクションを対
象期間中クイックコレクションとして操作できます。対象コレクションは、処理のために写真をグループにまとめる簡単な方法です。

1. コレクションパネルで、対象コレクションに設定するコレクションを選択します。
注意：
コレクションセットは対象コレクションにできません。

2. 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、「対象コレクションに設定」を選択します。

コレクション名の横の白いプラスアイコンは、そのコレクションが対象コレクションであることを示します。

3. 対象コレクションに写真を追加するには、任意のモジュールで写真を選択し、B キーを押します。

4. 対象コレクションから写真を除外するには、対象コレクションを選択し、グリッド表示で写真を選択して、B キーを押します。

5. 対象コレクションの設定を解除するには、コレクションを選択し、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、「対象コレクションに設定」の選択を解除します。

クイックコレクションの使用

どのモジュールで作業する際も、クイックコレクションを使用して処理対象の写真を一時的にまとめることができます。クイックコレクション
は、フィルムストリップまたはグリッド表示で表示できるほか、永続的なコレクションに変換できます。

Video tutorial: The Quick Collection

Video tutorial: The Quick Collection
video2brain

クイックコレクションへの写真の追加

1. フィルムストリップまたはグリッド表示で写真を 1 枚または複数枚選択します。

2. ライブラリモジュールまたは現像モジュールでは、写真／クイックコレクションに追加を選択します。スライドショー、プリント、Web の
各モジュールでは、編集／クイックコレクションに追加を選択します。
注意：
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すべてのモジュールで、写真を選択して B キーを押すことで操作できます。または、ポインターをサムネール画像の上に移動し、その右上
隅の円をクリックします。

クイックコレクションの写真の表示

ライブラリモジュールのカタログパネルで「クイックコレクション」を選択します。
フィルムストリップのソースインジケーターメニューから「クイックコレクション」を選択します。

クイックコレクションからの写真の削除またはクイックコレクションの消去

1. フィルムストリップまたはグリッド表示にクイックコレクションを表示します。
2. コレクション内の写真を 1 枚または複数枚選択します。

3. ライブラリモジュールまたは現像モジュールでは、写真／クイックコレクションから削除を選択します。スライドショー、プリント、Web
の各モジュールでは、編集／クイックコレクションから削除を選択します。
注意：
すべてのモジュールで、写真を選択して B キーを押すことで操作できます。または、ポインターをサムネール画像の上に移動し、その右上
隅の円をクリックします。

クイックコレクションのコレクションへの変換

クイックコレクションをコレクションとして保存することができます。保存後にクイックコレクションを消去するか残すかを選択できます。

1. 任意のモジュールで、ファイル／クイックコレクションを保存を選択します。

2. クイックコレクションを保存ダイアログボックスで、「コレクション名」ボックスに名前を入力します。
3. 次のいずれかの処理を指定します。

コレクションとして保存した後にクイックコレクションを消去する場合は、「保存後にクイックコレクションを消去」を選択します。
コレクションとして保存した後もクイックコレクションを保持する場合は、「保存後にクイックコレクションを消去」を選択解除しま
す。

4. 「保存」をクリックします。

スマートコレクションの使用

スマートコレクションとは、指定したメタデータルールに基づいて作成されるコレクションです。スマートコレクションには、条件を満たす写真
がすべて自動的に追加されます。スマートコレクションに手動で写真を追加したり、削除する必要はありません。
Lightroom には、レッドのラベル、5 つ星、過去 1 ヶ月、最近編集した写真、キーワードなしという 5 種類のスマートコレクションがあらかじめ
収録されています。

Video tutorial: Creating smart collections
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Video tutorial: Creating smart collections
Infinite Skills
http://www.infiniteskills.com/

スマートコレクションの作成

1. ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

ライブラリ／新規スマートコレクションを選択します。
コレクションパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「スマートコレクションを作成」を選択します。

2. スマートコレクションを作成ダイアログボックスで、スマートコレクションの名前を入力します。

3. スマートコレクションを既存のセットに含める場合は、設定メニューから任意のセットを選択します。それ以外の場合は、「なし」を選択し
ます。

4. ポップアップメニューからオプションを選択して、スマートコレクションのルールを指定します。
注意：
スマートコレクションの検索可能テキスト条件を定義するために使用するルールは、ライブラリフィルターバーでテキストを検索するときに
使用するルールと同じです。定義については、テキストフィルターを使用した写真の検索を参照してください。

5. （オプション）プラスアイコン（+）をクリックして、新たな条件を追加します。マイナスアイコン（-）をクリックして条件を削除します。

6. （オプション）プラスアイコン（+）を Alt キーを押しながらクリック（Windows）または Option キーを押しながらクリック（Mac OS）す
ると、ネスト化されたオプションが開き、条件を調整できます。

7. 「以下の」メニューで、条件と一致するように「すべての」または「いずれかの」を選択します。

8. 「作成」をクリックします。

スマートコレクションがコレクションパネルに追加され、指定した条件を満たすカタログ内のすべての写真がこのスマートコレクションに追加さ
れます。スマートコレクションには、右下に歯車が付いた写真プリントアイコン  があります。

スマートコレクションの編集

スマートコレクションの条件やルールはいつでも変更できます。

1. コレクションパネルでスマートコレクション  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、「ス
マートコレクションを編集」を選択します。

2. スマートコレクションを編集ダイアログボックスで新しいルールやオプションを選択します。

3. 「保存」をクリックします。
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注意：
スマートコレクションでは、ユーザー指定条件で並べ替えたり、写真をドラッグして並べ替えたりすることはできません。

スマートコレクションの設定の共有

スマートコレクションは、スマートコレクションの設定を書き出し、その設定を別のカタログに読み込むことで、共有できます。スマートコレク
ションの設定ファイルは、ファイル名拡張子が .lrsmcol になります。
スマートコレクションを書き出すと、スマートコレクションのルールが書き出されます。スマートコレクション内の写真は書き出されません。
スマートコレクションのルールを読み込むと、コレクションパネルにスマートコレクションが作成され、読み込まれたスマートコレクション条件
を満たす写真がカタログから追加されます。

スマートコレクションを書き出すには、書き出すスマートコレクションをコレクション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、「スマートコレクション設定を書き出し」を選択します。書き出されるスマートコレクション設定
ファイルの名前と場所を指定し、「保存」をクリックします。
スマートコレクションを読み込むには、読み込むスマートコレクションをコレクション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、「スマートコレクション設定を読み込み」を選択します。スマートコレクションの .lrsmcol 設定ファ
イルを探して選択し、「読み込み」をクリックします。

すべての同期済み写真コレクションの使用
Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 で導入された機能

カタログパネルのすべての同期済み写真コレクション

ライブラリモジュールのカタログパネルにあるすべての同期済み写真コレクションには、 Lightroom mobile クライアントに同期されたすべての
Lightroom の写真（コレクションの一部でないものを含む）が表示されます。したがって、Lightroom Web ギャラリーのすべての写真表
示、Lightroom mobile（iOS）の Lightroom の写真表示、および Lightroom mobile （Android）の Lightroom の写真表示に表示される写真
は、Lightroom デスクトップのすべての同期済み写真コレクションと同じです。

すべての同期済み写真コレクションへの写真の追加

写真を、カタログパネル（ライブラリモジュール）のすべての同期済み写真コレクションに直接ドラッグすると、（その写真が同期済みコレク
ションの一部でなくても）その写真をすべての Lightroom mobile クライアントと同期させることができます。
注意：
写真をすべての同期済み写真コレクションに追加するには、「Lightroom mobile と同期」オプションをオンにする必要があります。同期をオンに
する方法については、Lightroom デスクトップとモバイルプラットフォームの同期を参照してください。

すべての同期済み写真コレクションから写真を削除する

すべての同期済み写真コレクションから写真を削除すると、すべての Lightroom mobile クライアントから写真が削除されますが、Lightroom デス
クトップからは削除されません。
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1. ライブラリモジュールのカタログパネルで「すべての同期済み写真」を選択します。

2. グリッド表示で写真を選択し、写真／すべての同期済み写真から削除を選択するか、Delete キーを押します。
注意：
同期済みコレクションの削除、同期済みコレクションの同期解除、または同期済みコレクションからの写真の削除を実行しても、すべての同期済
み写真から写真が削除されることはありません。Lightroom mobile クライアント間の写真の同期を停止するには、その写真をすべての同期済み写
真から削除します。

カタログとしてのコレクションの書き出し

写真のコレクションを新しいカタログとして書き出すことができます。写真のコレクションからカタログを作成すると、写真の設定が新しいカタ
ログに書き出されます。
注意：
スマートコレクションをカタログとして書き出すと、スマートコレクション内の写真が新しいカタログに追加されます。スマートコレクションを
構成するルールや条件は書き出されません。

1. カタログの作成に使用するコレクションまたはスマートコレクションを選択します。

2. コレクション名を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「このコレクションをカタログとして
書き出し」を選択します。

3. カタログの名前、場所およびその他のオプションを指定し、「保存」（Windows）または「カタログを書き出し」（Mac OS）をクリックし
ます。

その他の関連ヘルプ
写真をオンラインで公開
Lightroom デスクトップとモバイルプラットフォームの同期
Lightroom Web ギャラリー
Lightroom mobile の使用

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
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写真のスタックへのグループ化

ページの先頭へ

スタックについて
写真のスタック
写真のスタック解除
スタックへの写真の追加
スタックの展開と折りたたみ
スタックからの写真の除去または削除
スタック内の写真の並べ替え
スタックの分割
撮影日時に基づく写真の自動スタック

スタックについて

スタックを作成して視覚的に類似した写真をグループ化し、管理しやすくすることができます。スタックは、グリッド表示やフィルムストリップ
が煩雑にならないように、類似タイトルを持つ複数の写真や、単一の写真とその仮想コピーを 1 つの場所にまとめるのに役立ちます。
例えば、スタックを作成して、同一のポーズで撮影した単一ポートレイトセッションの写真をグループ化したり、バーストモードまたはオートブ
ラケット機能を使用して撮影した写真をグループ化することができます。一般的に、この方法で写真を撮影すると、同一写真のバリエーションが
たくさんできますが、そのような場合、本当に必要なベストショットのみをグリッド表示やフィルムストリップに表示する必要があります。写真
をスタックすれば、何行にも連なるサムネールから探すことなく、1 つの場所から容易に目的の写真にアクセスできます。
スタック内で写真をグループ化すると、グリッド表示での並べ替え順に応じて写真がスタックされ、アクティブな写真がスタックのトップに配置
されます。
スタックを折りたたむと、グリッド表示またはフィルムストリップでは、スタックされた写真がトップの写真のサムネールの下にグループ化され
ます。スタックを展開すると、グリッド表示またはフィルムストリップでは、スタックされたすべての写真が表示されます。

折りたたまれたスタック（上）と展開されたスタック（下）

ここで、スタックを使用する際のヒントをいくつか紹介します。
折りたたまれたスタックに適用した現像調整、レーティング、フラグ、カラーラベルは、スタックのトップの写真のみに反映さ
れます。
スタック内の写真を選択し、クイックコレクションまたはコレクションに追加した場合は、スタック全体ではなく、選択した写
真のみが追加されます。
写真を検索すると、スタックのトップの写真の左上隅に、スタック内の写真の数が示されます。
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注意：

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

スタックのトップの写真には、スタック内の写真の数が表示されます。

写真のスタック
1. ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、スタックする写真を選択します。

スタックする写真は同じフォルダーにある必要があります。

2. 写真／スタック／スタックでグループ化を選択します。

スタックした写真は、隣接して並べ替えられ、サムネールの左上にスタック順の番号が表示されます。スタックのトップの写
真が「1」、次の写真が「2」と続きます。

2 つのスタックを選択して写真／スタック／スタックでグループ化を選択すると、2 番目のスタックのトップの写真のみが最初に選択した
スタックに移動します。

写真のスタック解除
1. ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、折りたたんだスタックのサムネールを選択します。また
は、スタックが展開している場合は、スタック内の任意の写真を選択します。スタックのすべての写真を選択する必要はあり
ません。

2. 写真／スタック／スタックを解除を選択します。

スタックへの写真の追加
1. ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、スタック、およびスタックに追加する任意の数の写真を
選択します。

2. 写真／スタック／スタックでグループ化を選択します。

スタックの展開と折りたたみ

スタックを展開すると、スタック内の写真がすべて表示されます。スタックを折りたたむと、すべての写真がトップの写真のサムネールの下にグ
ループ化されます。スタック内の写真数がサムネールの左上に表示されます。

ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、次のいずれかの操作を行います。

特定のスタックを展開するには、折りたたまれているスタックを右クリック（Windows）または Control キーを押しながら
クリック（Mac OS）して、スタック／スタックを展開するを選択するか、写真の左上隅に表示されているスタック番号を
クリックします。折りたたまれているスタックを選択し、写真／スタック／スタックを展開するを選択して展開することも
できます。
すべてのスタックを展開するには、任意の写真を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）して、スタック／すべてのスタックを展開を選択するか、任意の写真を選択して、写真／スタック／すべてのスタッ
クを展開を選択します。
特定のスタックを折りたたむには、スタック内の写真を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
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（Mac OS）して、スタック／スタックを折りたたむを選択するか、写真の左上隅に表示されているスタック番号をクリッ
クします。スタック内の写真を選択し、写真／スタック／スタックを折りたたむを選択して折りたたむこともできます。
すべてのスタックを折りたたむには、任意の写真を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）して、スタック／すべてのスタックを折りたたむを選択するか、任意の写真を選択して、写真／スタック／す
べてのスタックを折りたたむを選択します。

スタックからの写真の除去または削除

スタックから写真を除去しても、Lightroom カタログには残っています。スタックから写真を削除すると、スタックからもカタログからも除去され
ます。「写真を削除」コマンドでは、カタログから写真を除去し、ハードディスクから削除するかどうかを選択することもできます。

1. ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、スタックを展開します。

2. スタック内の任意の数の写真を選択し、次のいずれかの操作を行います。

スタックから写真を除去するには、写真／スタック／スタックから削除を選択します。
スタックから写真を削除するには、写真／写真を削除を選択します。または、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）して、メニューから「写真を削除」を選択します。

2 つの写真が入ったスタックから一方の写真を除去または削除すると、残りの写真のスタックが解除されます。

スタック内の写真の並べ替え
ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、展開したスタックから写真を選択し、次のいずれかの操作
を行います。

トップの写真にするには、写真／スタック／スタックの最上部に移動を選択します。
写真をスタックの上位に移動するには、Shift キーを押しながら左カギ括弧キー（[）を押すか、写真／スタック／スタック
内を上に移動を選択します。
写真をスタックの下位に移動するには、Shift キーを押しながら右カギ括弧キー（]）を押すか、写真／スタック／スタック
内を下に移動を選択します。

スタックの分割

スタック内の写真は、「スタックを分割」コマンドを使用して、新たに分割したスタックにグループ分けすることができます。分割すると、新し
いスタックにグループ分けした後の残った写真が元のスタックに入ります。

1. ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで、スタックを展開します。

2. 別のスタックにグループ分けする写真を選択します。

「スタックを分割」コマンドは、スタックのトップの写真のみが選択されている場合には使用できません。

3. 写真／スタック／スタックを分割を選択します。

撮影日時に基づく写真の自動スタック

Lightroom では、同じフォルダー内の写真を撮影日時に基づいて自動的にスタックすることができます。新しいスタックを作成する撮影日時の間隔
を指定します。例えば、間隔を 1 分と指定します。そうすると、撮影日時が 1 分未満の連続する写真がすべて 1 つのスタックにグループ化されま
す。連続する写真の撮影日時の間に 1 分以上の差があると、新しいスタックが作成されます。今度は新しいスタックに 1 分未満の間に撮影された
連続する写真がグループ化され、同様に処理が続きます。
間隔は 0 秒から 1 時間の間で指定できます。間隔を短くするとスタック数が多くなり、間隔を長くするとスタック数が少なくなります。
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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

1. フォルダーパネルでフォルダーを選択します。

Lightroom では、コンテンツ領域またはフィルムストリップでどの写真が選択されているかにかかわらず、フォルダー内のす
べての写真が自動スタックされます。

2. 写真／スタック／撮影日時による自動スタックを選択します。

3. 撮影日時による自動スタックダイアログボックスで、スタック間の時間スライダーをドラッグし、新しいスタックを作成する
撮影日時の最小間隔を指定します。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 写真のフラグ、ラベルおよびレーティングの設定

写真のフラグ、ラベルおよびレーティングの設定
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
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目次
レーティング、フラグおよびラベルの表示
レーティングの設定
写真への採用フラグまたは除外フラグの適用
ラベルとカラーグループの設定

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom

レーティング、フラグおよびラベルの表示

ライブラリモジュールでは、表示オプションの設定に従って、写真にレーティング、フラグ、カラーラベルを表示することができます。
注意：
スライドショーには、レーティングの星の数とともに写真を表示できます。スライドショーでのレーティングの表示を参照してください。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行い、レーティング、フラグ、ラベルを表示します。

グリッド表示のサムネールセルでフラグとラベルを表示するには、表示／表示オプションを選択して、ライブラリ表示オプションダイ
アログボックスの「グリッド表示」タブで「フラグ」と「グリッドにラベルカラーの色合いをつける」を選択します。星の数による
レーティングを表示するには、「上部ラベル」または「下部ラベル」メニューから「レーティング」を選択します。
レーティング、フラグ、ラベルをグリッド表示またはルーペ表示のツールバーに表示するには、ツールバーメニューから任意のオプ
ション（「レーティング」、「フラグ付け」または「カラーラベル」）を選択します。

注意：
レーティング、フラグおよびラベルは、比較表示と選別表示では常に写真の下に表示されます。

レーティングの設定

ファイルのレーティングは、星ゼロから 5 つ星までの間で指定できます。レーティングは、ライブラリモジュールのどの表示でも設定し、表示す
ることができます。写真にレーティングを付けた後、フィルムストリップまたはライブラリフィルターバーにあるレーティングフィルターボタン
をクリックして、特定の星数のみの写真を表示し、作業することができます。詳しくは、フィルムストリップおよびグリッド表示での写真のフィ
ルターおよび属性フィルターを使用した写真の検索を参照してください。

グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択し
て、写真／レーティングを設定を選択します。次に、サブメニューから適用するレーティングを選択します。
注意：ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真にのみレー
ティングが適用されます。
1 ～ 5 の数字を押してレーティングを設定します。Shift キーを押しながら数字を押すと、レーティングを設定して次の写真を選択できま
す。

注意：
比較表示と選別表示では、写真の下にある 5 つのドットのうちの 1 つをクリックしてレーティングを割り当てることができます。最初のドットを
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クリックすると 1 つ星、2 番目のドットをクリックすると 2 つ星、3 番目のドットをクリックすると 3 つ星のように設定されます。

グリッド表示のサムネールにおけるレーティングの設定

1. グリッド表示で、任意の数の写真を選択します。
2. サムネールセルの下にある 5 つのドットのうちの 1 つをクリックします。

最初のドットをクリックすると 1 つ星、2 番目のドットをクリックすると 2 つ星、3 番目のドットをクリックすると 3 つ星のように設定さ
れます。
注意：
コンパクトサムネールセルにレーティングを表示するには、ライブラリ表示オプションで下部ラベル／レーティングを選択します。拡張サム
ネールセルにレーティングを表示するには、ライブラリ表示オプションで「フッターにレーティングを表示」を選択します。詳しくは、グ
リッド表示のライブラリ表示オプションの設定を参照してください。

スプレーツールを使用したレーティングの星の数の設定

1. グリッド表示で、ツールバーのスプレーツールを選択し、ツールバーのスプレーメニューから「レーティング」を選択します。
注意：
スプレーツールがツールバーに表示されていない場合は、ツールバーメニューから「スプレーツール」を選択します。

2. ツールバーでレーティングを指定し、写真をクリックするか、写真全体をドラッグして、レーティングを適用します。
3. スプレーツールを無効にするには、ツールバーの円形のアイコンをクリックします。スプレーツールが無効になっているとき、スプレーツー
ルアイコンがツールバーに表示されます。

ライブラリモジュールのツールバーにおけるレーティングの設定

グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択して、ツール
バーでレーティングの星を選択します。

最初のドットをクリックすると 1 つ星、2 番目のドットをクリックすると 2 つ星、3 番目のドットをクリックすると 3 つ星のように設定さ
れます。ルーペ表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真にのみレーティングが
適用されます。
注意：
ツールバーにレーティングを表示するには、ツールバーメニューから「レーティング」を選択します。ライブラリモジュールのツールバー上
のコントロールの表示を参照してください。

メタデータパネルにおけるレーティングの設定

1. グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択し
て、メタデータパネルの一番上にあるポップアップメニューから「初期設定」、「すべて」、「最小」または「簡易情報」を選択します。

2. メタデータパネルで、レーティングの横にある 5 つのドットのうちの 1 つをクリックします。

最初のドットをクリックすると 1 つ星、2 番目のドットをクリックすると 2 つ星、3 番目のドットをクリックすると 3 つ星のように設定さ
れます。ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真にのみレー
ティングが適用されます。

レーティングの変更
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ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行い、サムネールセル、ツールバーまたはメタデータパネルいずれかのレーティングを変更
します。

別の星をクリックして、レーティングを上げるか、下げます。1 つ星をクリックすると、レーティングは削除されます。
写真／レーティングを設定を選択し、別のレーティングを選択するか、「レーティングを上げる」または「レーティングを下げる」を
選択します。

注意：
写真を選択してから右カギ括弧キー（]）を押してレーティングを上げたり、左カギ括弧キー（[）を押してレーティングを下げたりすること
もできます。

レーティングの削除

グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択し
て、写真／レーティングを設定／なしを選択します。ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択
されていると、アクティブな写真からのみレーティングが削除されます。
注意：
サムネールセル、ライブラリツールバーまたはメタデータパネル内で星をクリックしてレーティングを削除することもできます。例えば、写
真のレーティングが 5 つ星の場合は、5 番目の星をクリックするとレーティングを削除できます。写真のレーティングが 4 つ星の場合は、4
番目の星をクリックするとレーティングを削除できます。

写真への採用フラグまたは除外フラグの適用

フラグは、写真が採用 、除外  またはフラグなしのいずれかに指定されていることを示します。フラグはライブラリモジュールで設定します。
写真にフラグを付けた後、フィルムストリップまたはライブラリフィルターバーにあるフラグフィルターボタンをクリックして、特定のフラグを
付けた写真を表示し、作業することができます。詳しくは、フィルムストリップおよびグリッド表示での写真のフィルターおよび属性フィルター
を使用した写真の検索を参照してください。
フラグの状態は XMP に保存されません。また、Lightroom カタログ外で表示または使用することはできません。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択
します。次に、写真／フラグを設定を選択し、目的のフラグを選択します。ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムス
トリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真にのみフラグが適用されます。
グリッド表示またはフィルムストリップで 1 枚の写真を選択し、P キーを押すとその画像に採用フラグが適用され、X キーを押すと除
外フラグが適用されます。Shift キーを押しながら P キーまたは X キーを押すと、フラグを設定して次の写真を選択できます。Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら上下の矢印キーを押すと、フラグの状態を上下に変更できます。
（グリッド表示のみ）写真サムネール左上のフラグアイコンをクリックして、採用フラグを適用または削除します。除外フラグの付い
た写真はグリッド表示でグレー表示されます。
注意：グリッド表示のサムネールセルでフラグを表示または設定するには、ライブラリ表示オプションダイアログボックスの「グリッ
ド表示」タブで「フラグ」が選択されている必要があります。ライブラリ表示オプションダイアログボックスを開くには、表示／表示
オプションを選択します。
（比較表示と選別表示のみ）写真の下にある採用フラグまたは除外フラグをクリックします。

ライブラリモジュールのツールバーでの写真へのフラグの適用

グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択して、ツール
バーで任意のフラグをクリックします。ルーペ表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティ
ブな写真にのみフラグが適用されます。
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注意：
ツールバーにフラグを表示または設定するには、ツールバーメニューから「フラグ付け」を選択します。

スプレーツールを使用した写真へのフラグの適用

1. グリッド表示で、ツールバーのスプレーツールを選択し、ツールバーのスプレーメニューから「フラグ」を選択します。
2. ツールバーでフラグの段階を指定し、写真をクリックするか、写真全体をドラッグして、フラグ設定を適用します。

写真を素早くフラグなしまたは除外へ設定

「写真を除外」コマンドを使用すると、フラグなしの写真が除外され、採用写真がフラグなしになります。

1. フォルダーパネルまたはコレクションパネルで、フォルダーまたはコレクションを選択します。

2. ライブラリ／写真を除外を選択します。
3. 写真を除外ダイアログボックスで「除外」ボタンをクリックします。

フラグ付き写真の選択

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

グリッド表示またはフィルムストリップでフラグ付きの写真を選択するには、編集／フラグ付き写真を選択を選択します。
グリッド表示またはフィルムストリップでフラグなしの写真を選択解除するには、編集／フラグなしの写真を選択解除を選択します。

ラベルとカラーグループの設定

特定のカラーによる写真のラベル付けは、大量の写真をすばやくマークするのに便利です。例えば、読み込んだばかりの大量の写真をグリッド表
示しているとします。新しい写真を確認しながら、残したい写真にラベルを付けることができます。この最初の仕分けの後、フィルムストリップ
のカラーラベルフィルターボタンをクリックすれば、特定のカラーでラベル付けした写真のみを表示し、作業することができます。詳しくは、
フィルムストリップおよびグリッド表示での写真のフィルターおよび属性フィルターを使用した写真の検索を参照してください。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択
します。次に、写真／カラーラベルを設定を選択し、サブメニューからラベルを選択します。ルーペ表示、比較表示または選別表示の
場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真にのみラベルが適用されます。
（グリッド表示のみ）サムネールセルの一番下にあるカラーラベルアイコンの上にポインターを置き、カラーラベルをクリックしま
す。
注意：サムネールセルでカラーラベルを表示または設定するには、ライブラリ表示オプションダイアログボックスの「グリッド表示」
タブで「カラーラベルを含める」を選択します。ライブラリ表示オプションダイアログボックスを開くには、表示／表示オプションを
選択します。
（グリッド表示、比較表示、選別表示のみ）写真の下にあるカラーラベルをクリックします。

ライブラリモジュールのツールバーでのカラーラベルの設定
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グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択して、ツール
バーでカラーラベルをクリックします。ルーペ表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティ
ブな写真にのみラベルが適用されます。
注意：
ライブラリモジュールのツールバーでカラーラベルを表示または設定するには、ツールバーポップアップメニューからカラーラベルを選択し
ます。

スプレーツールを使用したカラーラベルの設定

1. グリッド表示で、ツールバーのスプレーツールを選択し、ツールバーのスプレーメニューから「ラベル」を選択します。
注意：
スプレーツールがツールバーに表示されていない場合は、ツールバーメニューから「スプレーツール」を選択します。

2. ツールバーでカラーラベルを選択し、写真をクリックするか、写真全体をドラッグして、ラベルを適用します。
3. スプレーツールを無効にするには、ツールバーの円形のアイコンをクリックします。スプレーツールが無効になっているとき、スプレーツー
ルアイコンがツールバーに表示されます。

カラーラベルセットの編集

カラーラベルセットを編集ダイアログボックスで、カラーラベルに名前を割り当てることができます。割り当てた名前は、ラベルを適用するとき
に、写真のメタデータに追加されます。

1. ライブラリモジュールで、メタデータ／カラーラベルセット／編集を選択します。
2. カラーラベルセットを編集ダイアログボックスで、カラーの横に名前を入力します。
3. （オプション）プリセットメニューから「現在の設定を新規プリセットとして保存」を選択し、「プリセット名」テキストボックスに名前を
入力して「作成」をクリックします。

4. 「変更」をクリックします。

カラーラベルセットの削除または名前変更

1. ライブラリモジュールで、メタデータ／カラーラベルセット／編集を選択します。
2. カラーラベルセットを編集ダイアログボックスで、プリセットメニューから任意の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。

プリセットを削除するには、「プリセット [プリセット名] を削除」を選択します。警告ダイアログが開いたら、「削除」をクリックし
ます。
プリセットの名前を変更するには、「プリセット [プリセット名] の名前を変更」を選択します。「プリセット名」テキストボックスに
名前を入力し、「名前変更」をクリックします。

その他の関連ヘルプ
フィルムストリップおよびグリッド表示での写真のフィルター
ライブラリフィルターバーを使用した写真の検索
属性フィルターを使用した写真の検索
ビデオチュートリアル：基本フィルターの使用

  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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キーワードの使用
Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom 6 で更新された機能

ページの先頭へ

内容
キーワードの表示
キーワードの作成
キーワードを写真に追加
キーワードのコピー＆ペースト
写真またはカタログからのキーワードの削除
キーワードの読み込みと書き出し
キーワードショートカットの作成と適用
スプレーツールを使用したキーワードの追加または削除
キーワードセット
キーワードのスペルのチェックと修正（Mac OS）
特殊文字の入力（Mac OS）

キーワードは写真の内容を説明するユーザーが追加した画像のメタデータです。カタログ内で写真を識別し、
検索して見つけるのに役立ちます。写真に適用したキーワードは、Adobe Bridge、Photoshop、Photoshop
Elements などの Adobe アプリケーションやその他の XMP をサポートするアプリケーションで読み出すこと
ができます。
Lightroom では、いくつかの方法で写真にキーワードを適用することができます。キーワードパネルでキー
ワードを入力または選択したり、キーワードリストパネルで特定のキーワードに写真をドラッグしたりできま
す。
グリッド表示では、キーワード付きの写真には、サムネールバッジが表示されます 。キーワードリストパネ
ルで、カタログ内のすべてのキーワードを表示できます。キーワードは、いつでも追加、編集、名前変更、削
除することができます。キーワードを作成または編集するときに、同義語と書き出しオプションを指定するこ
とができます。同義語は、キーワードに関連のある用語です。同義語を指定したキーワードを含む写真を選択
すると、キーワード／書き出すを選択したときに同義語がキーワードパネルに表示されます。
キーワードには、他のネスト化されたキーワードを含めることができます。例えば、動物というキーワード
に犬や猫というキーワードを含めることができます。さらに犬というキーワードにオーストラリアンシェパー
ド、ボーダーコリーなどを含めることもできます。
キーワードセットというグループにキーワードを整理することもできます。特定のキーワードセットを選択す
ることで、関連性のあるキーワードにアクセスしやすくなります。カタログにたくさんのキーワードが追加す
る場合は、この方法が特に役立ちます。
キーワードの作成と使用について詳しくは、次のビデオチュートリアルを参照してください。

キーワードの表示

すべてのキーワードはキーワードリストパネルにあります。キーワードには、そのキーワードを含む写真の数
が表示されます。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

カタログでキーワードを表示するには、キーワードリストパネルを展開します。
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注意：

「[キーワード]」に挿入

選択した写真に追加

書き出し時に含める

上位キーワードを書き出し

同義語を書き出し

1 枚の写真のキーワードを確認するには、グリッド表示で写真を選択するか、ルーペ
表示、比較表示または選別表示の場合は、フィルムストリップで写真を選択して、
キーワードパネルの「キーワード」領域を参照します。または、キーワードリストパ
ネルを確認します。キーワードリストパネルのキーワードの左にチェックマークが付
いている場合は、選択した写真にタグがあります。
複数の写真のキーワードを確認するには、グリッド表示で写真を選択して、キーワー
ドパネルの「キーワード」領域を参照します。選択されている写真すべてに共通では
ないキーワードの横には、アスタリスクが表示されます。キーワードリストパネル
で、キーワードの左にマイナス記号が付いている場合は、選択されたすべての写真で
そのタグが共有されているわけではないことを示しています。

キーワードの作成
1. グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場
合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択して、次のいずれかの操作を行います。

キーワードパネルの「キーワード」領域にある「クリックしてキーワードを追加」
フィールドに入力します。次に Enter キー（Windows）または Return キー（Mac
OS）を押します。ここで説明する残りの手順は省略します。
キーワードリストパネルでプラスアイコン（+）をクリックします。

コンマ、セミコロン、縦線（|）はキーワードリストの区切りに使用されるため、
キーワードに使用できません。キーワードの末尾にアスタリスク（*）を付けることはで
きません。キーワードと同義語の先頭と末尾にスペースまたはタブを付けることはできま
せん。

2. キーワードを作成ダイアログボックスで、キーワード名を入力します。

3. キーワードの同義語を入力します。複数の同義語の区切り文字にはコンマを使用します。

4. 次のいずれかのオプションを選択します。

（キーワードを作成するときに既存のキーワードが選択されて
いた場合に使用可能）選択されているキーワードの下に新しいキーワードをネスト化し、
上位のキーワードに含まれるようにします。

選択した写真にキーワードを適用します。

写真の書き出し時にキーワードを含めます。このオプションの選択
を解除すると、キーワードは含まれなくなります。

写真の書き出し時にキーワードを含む上位キーワードを含め
ます。

写真の書き出し時にキーワードに関連付けられた同義語を含めます。

ルーペ表示、比較表示または選別表示で複数の写真が選択されている場合は、アクティブな写真にのみキー
ワードが追加されます。

特定の高レベルタグの下に新しいキーワードを自動でネスト化するには、キーワードリストパネルで、目
的の高レベルタグを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、
「このキーワードに新しいキーワードを挿入」を選択します。上位キーワードの横に点が表示され、すべ
ての新しいタグがそのキーワードの子になり、コンテキストメニューでオプションを選択解除するまでそ
の状態が保持されます。
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書き出し時に含める

上位キーワードを書き出し

同義語を書き出し

ページの先頭へ

注意：

キーワードを編集
1. ライブラリモジュールで、キーワードリストパネルのキーワードを右クリック
（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、メニューから
「キーワードタグを編集」を選択します。

2. キーワードの編集ダイアログボックスで、キーワード名を変更する、同義語を入力する、
または次のいずれかのキーワードオプションを設定します。

写真の書き出し時にキーワードを含めます。このオプションの選択
を解除すると、キーワードは含まれなくなります。

写真の書き出し時にキーワードを含む上位キーワードを含め
ます。

写真の書き出し時にキーワードに関連付けられた同義語を含めます。

キーワードの名前を変更
1. ライブラリモジュールで、キーワードリストパネルのキーワードを右クリック
（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、メニューから
「キーワードタグを編集」を選択します。

2. キーワードタグを編集ダイアログボックスで、キーワードの名前を変更し、「保存」をク
リックします。

キーワードを写真に追加

ライブラリモジュールのキーワードパネルでは、新しいキーワードを入力するか、キーワードセットからキー
ワードを適用して、写真にキーワードを追加することができます。写真をキーワードリストパネル内のキー
ワードまでドラッグすることで、写真にキーワードを追加することもできます。またスプレーツールを使用し
てキーワードを写真に適用する方法もあります。スプレーツールを使用したキーワードの追加または削除を参
照してください。
写真にキーワードを追加する場合、変更内容は Lightroom に保存されますが、カタログ設定ダイアログボック
スの「変更点を XMP に自動的に書き込む」オプションを選択しない限り、キーワードはファイルに保存され
ません。キーワードをファイルに手動で保存するには、メタデータ／メタデータをファイルに保存を選択しま
す。

1. 一度に複数の写真にキーワードを適用するには、グリッド表示で対象の写真を選択しま
す。また、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の
写真を選択します。

ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真
が選択されていると、アクティブな写真にのみキーワードが追加されます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

キーワードパネルの「キーワード」領域にある「クリックしてキーワードを追加」
フィールドにキーワードを入力します。カンマによってキーワードを区切ります。
キーワードパネルの「候補キーワード」領域でキーワードをクリックします。候補
キーワードは、選択されている写真や、比較的最近撮影されたその他の写真に適用さ
れている既存のキーワードなど、さまざまな条件に基づきます。
キーワードパネルの「キーワードセット」領域内のキーワードセットからキーワード
をクリックします。
キーワードリストパネルでキーワードの左側にあるチェックボックスをクリックしま
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す。選択した写真にそのキーワードが含まれることを示すチェックマークが表示され
ます。
（グリッド表示のみ）選択した写真を、キーワードリストパネル内のキーワードにド
ラッグします。または、キーワードリストパネルのキーワードを、選択した写真にド
ラッグします。

写真を Lightroom に読み込むときに、キーワードを追加することもできます。

写真にキーワードを追加すると、そのタグを使用する写真の合計数を反映してキーワードリストパネルが更新
されます。

キーワードのコピー＆ペースト
1. グリッド表示で、コピー元のキーワードを含む写真を選択します。

2. キーワードパネルの適用したタグ領域で、キーワードを選択します。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、「コピー」を
選択します。

3. キーワードを追加する写真をグリッド表示で選択します。

4. キーワードパネルの適用したタグ領域をクリックし、右クリックして「貼り付け」を選択
するか（Windows）、または Control キーを押しながらクリックして「ペースト」（Mac
OS）を選択します。

写真またはカタログからのキーワードの削除
グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場
合はフィルムストリップで 1 枚の写真を選択して、次のいずれかの操作を行います。

写真からキーワードを削除するには、キーワードパネルでキーワードタグ／キーワー
ドを入力を選択します。次に、パネルのテキストボックスで 1 つ以上のキーワードを
選択し、削除します。ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムスト
リップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真のみからキーワードが削
除されます。
写真とカタログからキーワードを完全に削除するには、キーワードリストパネルで
キーワードを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）して、メニューから「削除」を選択します。キーワードを選択し、キー
ワードリストパネルの一番上にあるマイナスアイコン（-）をクリックして削除するこ
ともできます。
注意：誤ってキーワードを削除した場合は、他の操作を行う前に Ctrl + Z キー
（Windows）または Command + Z キー（Mac OS）を押して削除を取り消します。
使用されていないキーワードをカタログから自動的に削除するには、メタデータ／使
用していないキーワードをクリアを選択します。
注意：「使用していないキーワードをクリア」を使用して削除したキーワードは元に
戻すことができません。

写真からキーワードを削除すると、そのタグを使用する写真の合計数を反映してキーワードリストパネルが更
新されます。

キーワードの読み込みと書き出し
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注意：

キーワードの読み込みと書き出しを使用すれば、写真の識別用に作成したキーワードを他の写真でも共有でき
ます。例えば、あるカタログから書き出したキーワードを、別のカタログに読み込むことができます。カタロ
グが保存されているコンピューターは同じでも別でも構いません。Adobe Bridge 2.1 などの他のアプリケー
ションからキーワードを読み込むこともできます。Lightroom では、プレーンテキストファイルとして保存さ
れたキーワードリストを読み込むことができます。リストに特殊文字が含まれる場合は、リストをタブ区切り
にし、UTF-8 形式で保存する必要があります。
キーワードを書き出すと、キーワードがテキストファイルに書き込まれます。キーワードを作成または編集す
るときは、書き出し時にキーワードを含めるかどうかを指定できます。テキストファイルからキーワードを読
み込むと、カタログのキーワードとなり、キーワードリストパネルに表示されます。

ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

カタログにキーワードを読み込むには、メタデータ／キーワードを読み込みを選択
し、キーワードが含まれるテキストファイルまたはカタログファイルを選択して、
「開く」（Windows）または「選択」（Mac OS）をクリックします。
カタログから書き出し可能なキーワードをすべて書き出すには、メタデータ／キー
ワードを書き出しを選択し、キーワードファイルの保存先を選択し、「保存」をク
リックします。

キーワードショートカットの作成と適用

キーワードショートカットを使用すると、複数の写真に 1 つまたは複数のキーワードを簡単に適用できます。
ショートカットを定義すると、コンテキストメニューの「キーワードを追加」コマンドまたはスプレーツール
を使用してキーワードを適用できます。スプレーツールを使用したキーワードの追加または削除を参照してく
ださい。

1. ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

キーワードリストパネルで 1 つのキーワードを右クリック（Windows）または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、メニューから「これをキーワード
のショートカットとして使用」を選択します。手順 2 を省略します。
メタデータ／キーワードショートカットを設定を選択します。

2. キーワードショートカットを設定ダイアログボックスで、キーワードを 1 つ、またはコ
ンマで区切って複数入力し、「設定」をクリックします。

入力内容に応じたヒントが表示されます。キーワードヒントを選択するには、ポップ
アップリストでクリックします。

キーワードリストパネルのキーワードの横に表示されるプラス記号（+）は、それが現在
のキーワードショートカットの一部であることを示しています。

3. キーワードショートカットを適用するには、グリッド表示またはフィルムストリップで任
意の数の写真を選択し、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、「キーワード [キーワードの名前] を追加」を選択します。

スプレーツールを使用したキーワードの追加または削除

キーワードショートカットのキーワードを指定すれば、その後はスプレーツールを使って写真にすばやくキー
ワードショートカットを適用できます。

スプレーツールがツールバーに表示されていない場合は、ツールバーメニューから「スプレーツー
ル」を選択します。

1. ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

メタデータ／スプレーツールの使用を選択します。
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グリッド表示で、ツールバーのスプレーツールアイコンをクリックします。

スプレーツールが有効になっているときは、ポインターはスプレーツールアイコンに変わ
り、ツールバーにスプレーツールアイコンが表示されなくなります。

2. 必要に応じて、ツールバーのスプレーメニューから「キーワード」を選択します。

3. 必要に応じて、追加または削除するキーワードをツールバーフィールドに入力します。

4. 次のいずれかの操作を行います。

1 枚の写真にキーワードショートカットを適用するには、スプレーツールで写真をク
リックします。
複数の写真にキーワードショートカットを適用するには、グリッド表示でクリックし
て各写真の上をドラッグします。
キーワードショートカットを削除するには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押して、スプレーツールを消しゴムに変えます。消しゴムで、写真を
もう一度クリックするか、クリックして複数の写真の上をドラッグします。
ヒント：キーワードリストパネルのキーワードの右端の白い矢印をクリックすると、
グリッド表示で写真をフィルタリングして、削除するキーワードを含む写真だけを表
示できます。

5. スプレーツールを無効にするには、ツールバーの円形のアイコンをクリックします。スプ
レーツールが無効になっているとき、スプレーツールアイコンがツールバーに表示されま
す。

キーワードセットからキーワードをすばやく割り当てる

スプレーツールを使用してキーワードを割り当てる際は、便利なキーワードセットから複数のキーワードを割
り当てることができます。
次の操作を実行します。

1. ライブラリモジュールで、1 つまたは複数の写真を選択します。Ctrl/Cmd キーを押しな
がら、複数の写真をクリックして選択します。

2. スプレーツール（ ）をクリックして、Shift キーを押します。キーワード割り当てダイ
アログボックスが表示されます。

クイックキーワード割り当てダイアログ

3. ポップアップメニューでキーワードセットを選択します。

275



ページの先頭へ

最近使用したキーワード

キーワードセット

4. キーワードセットで 1 つまたは複数のキーワードを選択します。必要に応じてすべてを
選択をクリックします。

5. 必要に応じて、ポップアップメニューで別のキーワードセットを選択します。そこで追加
のキーワードを選択します。

6. 選択した写真にスプレーツールポインターを合わせ、クリックします。選択したキーワー
ドが写真に割り当てられます。

7. 必要に応じて、ポインターを移動して、追加の写真をクリックし、キーワードを割り当て
ます。
Esc キーを押してペイントモードを終了します。

キーワードセット

カタログに追加したキーワードの数が多くなったら、関連するキーワードにすぐにアクセスできるように、
キーワードセットを作成することをお勧めします。例えば、特定のイベント、場所、人、課題などに対して最
大 9 個のキーワードでキーワードセットを作成できます。キーワードセットによって、キーワードが写真のメ
タデータに書き込まれる方法が変わることはありません。キーワードセットは、単にキーワードを整理する方
法です。同一のキーワードを複数のキーワードセットに入れることができます。

キーワードセットの作成
ライブラリモジュールで、次のいずれかの操作を行います。

最近使用したキーワードを保存済みのキーワードセットに変換するには、キーワード
パネルのキーワードセットポップアップメニューをクリックし、「現在の設定を新規
プリセットとして保存」を選択します。キーワードセット名を入力し、「作成」をク
リックします。
キーワードセットに特定のキーワードを含めるには、キーワードパネルでキーワード
セットが選択されていることを確認します。次に、キーワードパネルでキーワード
セット／セットを編集をクリックするか、メタデータ／キーワードセット／編集を選
択します。テキストボックスにキーワードを入力するか上書きして、プリセットメ
ニューで「現在の設定を新規プリセットとして保存」を選択します。新規プリセット
ダイアログボックスでキーワードセット名を入力し、「作成」をクリックします。

キーワードセットの選択
ライブラリモジュールのキーワードパネルで、キーワードセットポップアップメニューか
らキーワードセットを選択します。

直近に使用したキーワードが表示されます。
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アウトドア写真

ポートレイト写真

結婚式写真

注意：

ページの先頭へ

注意：

自然の写真に関連するキーワードが表示されます。

ポートレイト写真に関連するキーワードが表示されます。

結婚式の写真に関連するキーワードが表示されます。

キーワードセットの編集
1. ライブラリモジュールのキーワードパネルで、キーワードセットポップアップメニューか
ら「セットを編集」を選択します。

2. キーワードセットを編集ダイアログボックスで、テキストボックスにキーワードを入力し
ます。キーワードセットに入れないキーワードを上書きするか、選択して削除します。

3. （オプション）キーワードセットを作成するには、プリセットメニューで「現在の設定を
新規プリセットとして保存」を選択します。新規プリセットダイアログボックスでキー
ワードセット名を入力し、「作成」をクリックします。

4. 「変更」をクリックして、キーワードセットを更新します。

キーワードセットの名前変更または削除
1. ライブラリモジュールのキーワードパネルで、キーワードセットポップアップメニューか
ら「セットを編集」を選択します。

設定ポップアップメニューで「最近使用したキーワード」が選択されている場
合、「編集」オプションは表示されません。

2. キーワードセットを編集ダイアログボックスで、プリセットメニューからキーワードセッ
トを選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

キーワードセットの名前を変更するには、プリセットメニューから「プリセット
[キーワードセット名] の名前を変更」を選択します。
キーワードセットを削除するには、プリセットメニューから「プリセット [キーワー
ドセット名] を削除」を選択します。

キーワードのスペルのチェックと修正（Mac OS）

キーワードのスペルチェックを実行すると、スペルチェック用辞書にない用語がすべてチェックされます。
チェックされた単語のスペルが正しいときには、その用語を辞書に追加し、正しい単語として登録することが
できます。スペルミスがあるときには訂正します。

この手順は Mac OS X v. 10.6 に適用されます。Mac OS X の他のバージョンのスペルチェックコマン
ドとオプションは異なる場合があります。

1. ライブラリモジュールで、キーワードパネルの「キーワード」テキストボックスをクリッ
クします。

2. 編集／スペル／スペルと文法を表示を選択します。

3. （オプション）スペルと文法ダイアログボックスのポップアップメニューから言語を選択
します。これが、Lightroom がスペルチェックに使用する辞書の言語です。

4. 辞書にない単語や間違っていると思われる箇所が検出されたら、次のいずれかをクリック
します。
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無視

追加

定義

候補

次を検索

変更

スペル修正候補

スペルを無視

スペルを追加

注意：

ページの先頭へ

テキストを変更せずに、スペルチェックを続行します。

不明な単語として検出された単語を辞書に登録しておくと、次回以降はスペルミス
としてチェックされなくなります。

辞書で単語を検索します。

単語の修正候補を表示します。

スペル検索を続けます。

スペルミスを訂正します。テキストボックスに正しいスペルが入力されていること
を確認し、「置換」ボタンをクリックします。

スペルミスのハイライト表示（Mac OS）
1. ライブラリモジュールにキーワードを入力した後、キーワードパネルの「キーワード」テ
キストボックスをクリックします。

2. 編集／スペル／スペルチェックを選択します。

テキストボックスの最初のスペルミスがハイライト表示されます。

3. ハイライト表示された単語を Control キーを押しながらクリックして、次のいずれかを選
択します。

スペル修正候補がコンテキストメニューの一番上に表示されます。単語
を選択してスペルを修正します。

テキストを変更せずに、スペルチェックを続行します。

不明な単語として検出された単語を辞書に登録しておくと、次回以降はス
ペルミスとしてチェックされなくなります。

コンテキストメニューからスペルと文法／スペルと文法を表示を選択すると、そ
の他のオプションを設定するためのダイアログボックスが表示されます。

入力時の自動スペルチェック（Mac OS）

Lightroom では、キーワードを入力するときに自動的にスペルチェックを行うことができます。スペルミスが
あると、アンダーラインが引かれます。

1. ライブラリモジュールで、キーワードパネルの「キーワード」テキストボックスをクリッ
クします。

2. 編集／スペル／入力中にスペルチェックを選択します。

特殊文字の入力（Mac OS）
ライブラリモジュールで、編集／特殊文字を選択します。

特殊文字の作成について詳しくは、Mac OS のヘルプを参照してください。
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アドビのお勧め記事
メタデータの基本とアクション
読み込み時における写真へのメタデータの適用
キーワードが見つからない
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メタデータの基本とアクション

ページのトップへ

ページのトップへ

メタデータと XMP について
写真のメタデータの表示
IPTC メタデータの追加と編集
写真の撮影日時の変更
詳しくは、以下のリンクをクリックしてください。

メタデータと XMP について
メタデータは、作者名、解像度、カラースペース、著作権、適用されているキーワードなどの写真に関する標準化された情報セットです。例え
ば、ほとんどのデジタルカメラでは、縦横のサイズ、ファイル形式、画像を撮影した日時などのファイルに関する基本情報が添付されま
す。Lightroom は、IPTC（国際新聞通信委員会）によって開発された、転送テキストと画像を識別する情報の標準規格にも対応しています。この
規格には、説明、キーワード、カテゴリ、クレジット、作成元が含まれます。メタデータを使用すれば、ワークフローを合理化でき、効率よく
ファイルを整理することができます。
ファイル情報は、XMP（Extensible Metadata Platform）標準規格で保存されます。XMP は XML をベースとする規格です。独自のファイル形式を
持つ Camera Raw ファイルの場合は、元のファイルに XMP が書き込まれることはありません。ファイルが壊れないように、XMP メタデータはサ
イドカーという名前の別のファイルに保存されます。Lightroom でサポートされているその他すべてのファイル形式
（JPEG、TIFF、PSD、DNG）の場合、XMP メタデータは、そのデータに対して指定されている場所にあるファイルに書き込まれます。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）、TIFF など別の形式で保存されたメタデータは、同期された上で XMP で記述されるので、表示も管理もしやすくなります。

メタデータの変更を書き込む場所の指定
調整や設定のメタデータは自動的にカタログに書き込まれます。また、変更内容を XMP に書き込むよう指定することもできます。Lightroom での
変更内容が他のアプリケーションでも認識されるようにするには、メタデータを XMP に書き出す必要があります。

1. 編集／カタログ設定（Windows）または Lightroom／カタログ設定（Mac OS）を選択します。
2. 「メタデータ」タブをクリックし、次のいずれかの操作を行います。

調整および設定に関するメタデータを XMP に書き込む場合は、「変更点を XMP に自動的に書き込む」を選択します。
調整および設定に関するメタデータをカタログだけに書き込む場合は、「変更点を XMP に自動的に書き込む」の選択を解
除します。

調整および設定に関するメタデータを XMP に自動的に書き込まない場合は、ファイルを選択してメタデータ／メタデータをファイルに保存を選択
できます。

メタデータの変更内容をファイルに手動で保存
Lightroom の写真に対するメタデータの変更を手動で保存するには、次のいずれかの操作を行います。
ライブラリモジュールのグリッド表示で写真を 1 枚または複数枚選択し、メタデータ／メタデータをファイルに保存を選択す
るか、Ctrl キーを押しながら S キー（Windows）または Command キーを押しながら S キー（Mac OS）を押します。
ライブラリモジュールのグリッド表示のサムネールでメタデータファイルを更新する必要がありますアイコン  をクリック
し、「保存」をクリックします。
DNG ファイルで作業している場合は、メタデータ／DNG プレビューとメタデータを更新を選択すると、メタデータの変更内
容がファイルに保存され、現在の RAW 処理設定に基づくプレビューが生成されます。

写真のメタデータの表示
ライブラリモジュールのメタデータパネルには、選択した写真のファイル名、ファイルパス、レーティング、テキストラベル、Exif および IPTC メ
タデータが表示されます。ポップアップメニューを使用して、メタデータフィールドセットを選択します。Lightroom 付属のセットでは、さまざま
な組み合わせでメタデータを表示できます。
グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写
真を選択して、メタデータパネルの上部にあるポップアップメニューから次のいずれかを選択します。
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初期設定

すべてのプラグインメタデータ

Exif

EXIF と IPTC

IPTC

IPTC Extension

詳細説明

場所

最小

簡易情報

ページのトップへ

注意：

ページのトップへ

ファイル名、コピー名、フォルダー、レーティング、テキストラベル、IPTC および Exif メタデータのサブセットを
表示します。

サードパーティプラグインによって作成されたカスタムメタデータを表示します。プラグイン
がインストールされていない場合は、ファイル名、コピー名およびフォルダーが表示されます。

ファイル名、ファイルパス、寸法および Exif カメラメタデータ（露光量、レンズ焦点距離、ISO スピードレート、フラッ
シュなど）を表示します。使用しているカメラで GPS メタデータが記録される場合、その情報は EXIF メタデータとして表示
されます。

ファイル名、サイズ、タイプ、場所、メタデータのステータスとともに、すべての EXIF および基本 IPTC メタ
データが表示されます。

ファイル名と基本 IPTC メタデータ、連絡先、コンテンツ、画像、ステータス、著作権メタデータが表示されます。

ファイル名とモデルの IPTC メタデータ、アートワークリリースおよびその他のライセンス権限が表示されま
す。

詳細説明の編集ボックスと著作権情報ボックスを表示します。

ファイル名、コピー名、フォルダー、タイトル、説明、場所の各フィールドを表示します。GPS 測定位置も含まれます。

ファイル名、レーティング、説明と著作権情報のメタデータを表示します。

ファイル名、コピー名、ファイルパス、レーティング、テキストラベル、Exif および IPTC メタデータ（寸法、撮影
日時、カメラ、タイトル、説明、著作権情報、作成者、撮影場所）を表示します。
メタデータパネルで IPTC メタデータフィールドに矢印が表示されている場合は、矢印をクリックすると、特定のメタデー
タを含んでいるすべての写真をすばやく検索および表示できます。

メタデータ設定が異なる複数の写真を選択した場合は、メタデータフィールドに「< 混在 >」と表示されます。複数選択した写
真のうちターゲット（アクティブ）になっている写真のメタデータを表示するには、メタデータ／ターゲット写真のみのメタ
データを表示を選択します。ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されている
と、アクティブな写真のメタデータのみがメタデータパネルに表示されます。

IPTC メタデータの追加と編集
メタデータを写真に追加するには、メタデータパネルで情報を入力します。付属メタデータセットを使用すれば、簡単に写真のメタデータの一部
または全部を追加し、編集できます。

同じメタデータを共有する写真にメタデータをすばやく追加する方法としては、メタデータプリセットの選択、別の写真からのメタデータ
のコピー＆ペースト、メタデータの同期があります。

1. グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写
真を選択し、メタデータパネルの上部にあるポップアップメニューからメタデータセットを選択します。写真のメタデータの
表示を参照してください。

2. 次のいずれかの操作を行います。
メタデータを追加するには、メタデータテキストボックスに入力します。
プリセットからメタデータを追加するには、プリセットメニューからメタデータプリセットを選択します。
メタデータを編集するには、メタデータテキストボックスに入力されているテキストを上書きします。
関連する操作を実行するには、メタデータフィールドの右にあるアクションアイコンをクリックします。例えば、特定のラ
ベルの付いた写真を全て表示するには、ラベルフィールドの右にあるアイコンをクリックします。
ヒント：個別のフィールドを使用して、電子メールを送信したり、Web サイトへジャンプしたりすることが可能です。例
えば、「Web サイト」の右にあるリンクをクリックすれば、ブラウザーが起動してその Web サイトを開くことができま
す。

ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、アクティブな写真にのみメタデータが追加
されます。

写真の撮影日時の変更
写真を撮影した日時を変更しなければならないことがあります。例えば、時間帯の異なる地域に旅行して、写真の撮影を開始する前にカメラの日
時設定の変更を忘れた場合や、スキャンして Lightroom に読み込んだ写真の日付が撮影日ではなくスキャンした日付になっている場合などでは、
撮影日の変更が必要です。

281



  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：

指定した日付と時刻に調整

設定時間数シフト（タイムゾーン調整）

各画像のファイル作成日への変更

注意：

編集した撮影日時を RAW 写真に保存するには、カタログ設定ダイアログボックスで該当するオプションを有効にする必要があります。カタログ
設定の変更を参照してください。
撮影日時を変更すると、メタデータパネルの原画像データの生成日時 EXIF メタデータが変更されます。ほとんどのカメラでは、原画像データの生
成日時とデジタルデータの作成日時は同じなので、デジタルデータの作成日時も変更されます。日時のメタデータは写真が更新された最後の時間
を表しており、撮影日時を変更する際に影響はありません。

「撮影日時を編集」コマンドは、Ctrl + Z キー（Windows）または Command + Z キー（Mac OS）を押して取り消すことはできません。
「撮影日時を元に戻す」コマンドを使用する必要があります。

1. グリッド表示で任意の数の写真を選択するか、ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップで 1 枚の写
真を選択して、次のいずれかの操作を行います。
メタデータ／撮影日時を編集を選択します。
メタデータパネルに Exif 情報を表示して、日時フィールドの矢印をクリックします。

2. 撮影日時を編集ダイアログボックスで、次の中から調整タイプを選択します。
指定した日付と時刻に撮影日時を変更します。

元の時刻に指定した時間数を加減して、撮影日時を変更します。

カメラの Exif データの撮影日時をファイルの作成日に変更します。このオプションを選択
した場合は、手順 3 を省略します。

3. ダイアログボックスの「新規日付」領域で、次のいずれかの操作を行います。
「指定した日付と時刻に調整」を設定した場合は、「修正日時」に新しい日時を入力します。日時の値を選択し、上向きま
たは下向き矢印ボタンを使用して値を増減することもできます。
「設定時間数シフト (タイムゾーン調整)」を選択した場合は、ポップアップメニューから値を選択して、時間を前後に調整
します。
グリッド表示で複数の写真が選択されている場合は、指定された調整でアクティブな写真の撮影日時が変更されます

（アクティブな写真は、撮影日時を編集ダイアログボックスでプレビューされているもの）。選択された他の写真は、同じ時
間だけ調整されます。ルーペ表示、比較表示または選別表示の場合、フィルムストリップで複数の写真が選択されていると、
アクティブな写真の撮影日時のみが変更されます。

4. （オプション）撮影日時を元に戻すには、グリッド表示またはフィルムストリップで写真を選択し、メタデータ／撮影日時を
元に戻すを選択します。

アドビのお勧め記事
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詳細メタデータのアクション

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

内容
写真間でのメタデータのコピー＆ペースト
カタログに含まれる複数の写真のメタデータの同期
Lightroom メタデータの Camera Raw および Adobe Bridge との同期
メタデータパネルのアクション
メタデータプリセットの作成と適用

写真間でのメタデータのコピー＆ペースト

1 つの写真から選択した写真へメタデータのコピー＆ペーストを行うと、写真に情報と IPTC メタデータをす
ばやく追加することができます。「メタデータをコピー」と「メタデータをペースト」コマンドを使用すれ
ば、写真に何度も同じメタデータを入力する手間を省くことができます。

1. グリッド表示で、メタデータのコピー元となる写真を選択し、メタデータ／メタデータを
コピーを選択します。

2. メタデータをコピーダイアログボックスで、コピーする情報と IPTC メタデータを選択
し、「コピー」をクリックします。

3. グリッド表示で写真を選択し、メタデータ／メタデータをペーストを選択します。

カタログに含まれる複数の写真のメタデータの同期

選択した写真の特定のメタデータを別の写真のメタデータと同期することができます。これにより、情報と
IPTC メタデータをすばやく写真に追加できます。メタデータの同期を使用すれば、写真に何度も同じメタ
データを入力する手間を省くことができます。

1. グリッド表示で、他の写真へのメタデータの同期元とする写真を選択します。選択した写
真がアクティブな写真となります。

2. アクティブな写真と同期させる写真を、Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）また
は Command キーを押しながらクリック（Mac OS）します。Shift キーを押しながらク
リックすると、隣接する写真をまとめて選択できます。

3. 次のいずれかの操作を行います。

右側のパネルの下にある「同期」ボタンをクリックします。
メタデータ／メタデータを同期を選択します。

4. メタデータを同期ダイアログボックスで、必要なメタデータを選択し、「同期」をクリッ
クします。

同期元のメタデータによって、選択した写真の既存のメタデータが上書きされま
す。

5. （オプション）メタデータ／自動同期を有効にするを選択するか、「同期」ボタンで「自
動同期を有効にする」スイッチをクリックすると、編集時にメタデータの変更内容が選択
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ページの先頭へ

注意：

メタデータファイルを更新する必要があります 

メタデータが外部で変更されました 

メタデータの保存エラー 

注意：

したすべての写真に自動的に適用されます。

Lightroom メタデータの Camera Raw および Adobe Bridge との同期

初期設定では、Lightroom メタデータはカタログファイルに保存されます。Camera Raw、Photoshop および
Adobe Bridge で、現像モジュールの調整設定など、Lightroom メタデータへの変更内容を表示できるようにす
るには、メタデータの変更内容を Lightroom で XMP に保存する必要があります。メタデータを RAW ファイ
ルに保存する場合、変更内容は XMP サイドカーファイルに保存されます。その他のファイル形式の場合、メ
タデータはファイル自体に保存されます。

これらのアプリケーションで作成されたキーワード階層は、1 つまたは複数のアプリケーションで表
示されない場合でも保持され、データも一切失われません。Camera Raw 4.1 以前のバージョンで
は、Lightroom の現像モジュールで行われた補正の一部が認識されない可能性があります。

メタデータの変更内容の Lightroom の写真への自動保存

Lightroom でのメタデータの変更内容が Adobe Bridge や Camera Raw で表示できるようにする最も簡単な方
法は、作業中に変更内容を自動保存することです。

1. 編集／カタログ設定（Windows）または Lightroom／カタログ設定（Mac OS）を選択し
ます。

2. 「メタデータ」タブで、「変更点を XMP に自動的に書き込む」を選択します。

未保存のメタデータの表示

Lightroom では、未保存のメタデータを識別できるよう、ライブラリモジュールのグリッド表示に次の 3 種類
のアイコンが表示されます。

Lightroom の写真に未保存のメタデータ変更があることを示
します。

写真のメタデータ変更が外部アプリケーションで行われ、Lightroom に
適用されていないことを示します。

メタデータを Lightroom で保存中にエラーが発生したことを示します。このアイコ
ンは、写真の同じメタデータが Lightroom と外部の両方で変更された場合に表示されます。

これらのアイコンを表示するには、グリッド表示の各オプションを使用します。

1. ライブラリモジュールで、表示／表示オプションを選択します。

2. ライブラリ表示オプションダイアログボックスで「グリッド表示」タブを開きます。

3. 「セルアイコン領域」で「未保存のメタデータ」オプションを選択します。

また、メタデータパネルの「メタデータ状況」フィールドで、メタデータの更新
が必要かどうかを確認できます。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

基本情報

IPTC コンテンツ

IPTC 著作権情報

IPTC 作成者

IPTC イメージ

IPTC ステータス

Lightroom、Adobe Bridge、Camera Raw 間のメタデータ競合の解消
Lightroom カタログのメタデータを同期するには、ライブラリモジュールのグリッド表示
で次のいずれかの操作を行います。

サムネールで、メタデータが外部で変更されましたアイコン  、またはメタデータ
の保存エラーアイコン  をクリックします。Camera Raw または Adobe Bridge の
メタデータを適用するには、「ディスクから設定を読み込む」を選択します。Camera
Raw または Adobe Bridge での変更を無視し、カタログメタデータを写真に適用する
には、「設定を上書き」を選択します。
メタデータが外部で変更されましたアイコン  または、メタデータの保存エラーア
イコン  が表示されたサムネールを選択し、メタデータ／メタデータをファイルか
ら読み込むを選択します。「読み込む」をクリックしてカタログ設定を上書き
し、Bridge または Camera Raw で行われた変更を適用します。

メタデータパネルのアクション

メタデータパネルのメタデータフィールドの右側にあるボタンをクリックすると、画像を表示するフォルダー
を開いたり、メタデータをファイルに保存したり、メタデータの競合を解消したり、仮想コピーのマスターに
ジャンプするなど、さまざまなアクションを実行できます。それぞれのボタンにマウスポインターを合わせる
と、ツールヒントの説明が表示されます。

メタデータプリセットの作成と適用

メタデータプリセットの作成

特定のメタデータをプリセットとして保存し、別の写真で再利用することができます。メタデータプリセット
を使用すれば、複数の写真に対して手動で何度も同じ情報を入力しなくて済みます。

1. メタデータパネルのプリセットメニューから「プリセットを編集」を選択します。

2. 次のいずれかのグループに情報を入力します。

説明、レーティング、テキストラベルのメタデータを入力できます。

写真の短い説明、newscode.org Web サイトに記された newscode、写
真の説明記入者についてのメタデータを書き込みます。

著作権保持者名、写真の使用権、著作権保持者の Web アドレスについ
てのメタデータを書き込みます。

写真作成者の名前、住所、連絡先、Web サイト、役職についてのメタデー
タを書き込みます。

newscodes.org に記されたガイドラインに基づく出版用記述、写真撮影
場所情報についてのメタデータを書き込みます。

写真のタイトル、写真に割り当てられているジョブ ID、送信時のイン
ストラクション、写真の使用法または著作権、写真家名、会社または所属、写真の所有者
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IPTC Extension

キーワード

注意：

注意：

についてのメタデータを書き込みます。

画像の内容に関する補足情報の 5 つのカテゴリ（管理、アートワーク、
説明、モデルおよび権利）のメタデータを書き込みます。

キーワードリストのメタデータを書き込みます。写真に適用されている既存
のキーワードがある場合はその後に追加されます。

3. 次のいずれかの操作を行い、メタデータを選択して、プリセットに含めます。

すべてのメタデータを含める場合は、「すべてをチェック」をクリックします。
メタデータをまったく含めない場合は、「チェックしない」をクリックします。使用
するメタデータを最初から選択し直したい場合などに使用します。
情報を入力したメタデータのみを含める場合は、「入力済みのみ」をクリックしま
す。

メタデータパネルでメタデータを手動入力してから編集プリセットを選択する
と、編集したフィールドにはメタデータプリセットを編集ダイアログボックスでチェック
マークが付きます。

メタデータを個別に指定する場合は、メタデータボックスの横のボックスをクリック
します。
メタデータグループ全体を含める場合は、名前（IPTC コンテンツ、IPTC 著作権情報
など）の横のボックスをクリックします。

4. プリセット／現在の設定を新規プリセットとして保存を選択し、プリセットの名前を入力
して、「作成」をクリックします。

5. メタデータプリセットを編集ダイアログボックスで「完了」をクリックします。

メタデータプリセットの適用
グリッド表示で、またルーペ表示、比較表示または選別表示の場合はフィルムストリップ
で写真を選択して、メタデータパネルのプリセットメニューからプリセットを選択しま
す。

スプレーツールを使用したメタデータプリセットの適用
1. グリッド表示で、ツールバーのスプレーツールを選択し、ツールバーのスプレーメニュー
から「メタデータ」を選択します。

スプレーツールがツールバーに表示されていない場合は、ツールバーメニューか
ら「スプレーツール」を選択します。

2. ツールバーでプリセットを選択し、写真をクリックするか、写真全体をドラッグして、プ
リセットを適用します。

3. スプレーツールを無効にするには、ツールバーの円形のアイコンをクリックします。スプ
レーツールが無効になっているとき、スプレーツールアイコンがツールバーに表示されま
す。

メタデータプリセットの編集
1. メタデータパネルのプリセットメニューから「プリセットを編集」を選択します。

2. 編集するプリセットをプリセットポップアップメニューから選択します。

3. メタデータフィールドを編集し、設定を変更します。
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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

Mac OS

Windows 7 および Windows 8

4. プリセットポップアップメニューをもう一度クリックし、「プリセット [プリセット名]
を更新」を選択し、「完了」をクリックします。

メタデータプリセットの名前変更または削除
1. メタデータ／メタデータプリセットを編集を選択します。

2. プリセットポップアップメニューをクリックし、名前変更または削除するプリセットを選
択します。

3. プリセットポップアップメニューをもう一度クリックし、「プリセット [プリセット名]
の名前を変更」または「プリセット [プリセット名] を削除」を選択します。

また、OS でメタデータプリセットを次の場所からごみ箱（Windows）またはゴミ箱（Mac OS）にドラッグ
して削除することもできます。

/Users/[ユーザー名]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Metadata Presets/

\Users\[ユーザー名]\App Data\Roaming\Adobe\Lightoom\Metadata Presets

アドビのお勧め記事
メタデータの基本とアクション
カタログ設定のカスタマイズ
メタデータの変更内容をファイルに手動で保存
グリッド表示のライブラリ表示オプションの設定
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Lightroom でのビデオの使用

  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：

注意：

Lightroom のライブラリモジュールでビデオを操作するときには、シンプルなツールによって、プレビューし
たり、ポスターフレームを設定したり、フレームから静止画を作成して現像モジュールに書き出したりするこ
とができます。Lightroom では、AVI、MOV、MP4、AVCHD など、数多くの一般的な形式のデジタルビデオ
ファイルを、デジタルカメラから読み込むことができます。ライブラリモジュールのルーペ表示でビデオク
リップをプレビューしたり、ビデオをスクラブしたり、ポスターフレームを作成したりできます。
サポートされるビデオ形式について詳しくは、ビデオのサポートを参照してください。

ビデオファイルを Lightroom に読み込むには、写真を読み込む場合と同じ手順に従いま
す。ハードドライブ上のフォルダーから写真を読み込むを参照してください。
ビデオをプレビューするには、目的のビデオをライブラリモジュールのグリッド表示でダ
ブルクリックして、ルーペ表示にします。次に、ビデオ再生コントロールバーで再生ボタ
ン  をクリックします。再生を一時停止するには一時停止ボタン  をクリックします。
クリップを手動でプレビュー（スクラブ）するには、ビデオ再生コントロールバーの時間
インジケーター  をドラッグします。
新しいサムネール画像（ポスターフレーム）を設定するには、時間インジケーターを目的
のフレームへ移動し、フレームボタン  をクリックし、「ポスターフレームを設定」を
選択します。
現在のフレームから JPEG 静止画を作成するには、フレームボタン  をクリックし、
「フレームをキャプチャ」を選択します。
注意：キャプチャフレームはビデオクリップにスタックされます。キャプチャフレームを
表示するには、ライブラリモジュールのグリッド表示でスタックを展開します。カタログ
パネルで前回の読み込みを表示していないように注意してください。
クリップを短縮するには、ビデオをトリミングボタン  をクリックし、開始マーカーまた
は終了マーカーを目的の位置までドラッグします。

Lightroom でのマーカーのドラッグによるビデオクリップのトリミング.

ビデオファイルを Lightroom から書き出すには、写真を書き出す場合と同じ手順に従いま
す。ファイルのディスクまたは CD への書き出しを参照してください。

Lightroom のビデオを Photoshop で直接開くことはできません。

ライブラリモジュールでビデオファイルのメタデータを編集すると、変更内容は Lightroom のカタロ
グに保存されます。保存された情報を他のアプリケーションで使用することはできません。ビデオカメラの撮
影日時を Lightroom で表示または編集することはできません。
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クイック現像パネルの使用

ページの先頭へ

ライブラリでのクイック現像を使用した写真の調整
クイック現像パネルで調整した設定の初期化

ライブラリでのクイック現像を使用した写真の調整

ライブラリモジュールの便利なクイック現像パネルを使用すると、ライブラリモジュールを離れることなく、
写真のカラー補正や階調補正をすばやく行うことができます。クイック現像パネルを使用した複数の写真への
調整は、絶対値ではなく相対値として適用されます。クイック現像設定の変更点はすべて現像モジュールのヒ
ストリーパネルに記録され、基本補正パネルの対応するスライダーコントロールも変更内容を反映して調整さ
れます。
クイック現像の詳細については、Infinite Skills のビデオチュートリアル Adobe Photoshop Lightroom 4 チュー
トリアル | クイック現像の使用をご覧ください。

クイック現像パネルの任意のセクションの右側にある三角形  ボタンをクリックすると、そのセクション
の表示／非表示を切り替えることができます。

1. ライブラリモジュールのグリッド表示で 1 つまたは複数の写真を選択します。

2. クイック現像パネルで、次のいずれかの操作を行います。

プリセットポップアップメニューから現像プリセットを選択します。クイック現像パ
ネルでその他の設定を調整すると、メニューが自動的にカスタムに変化します。「初
期設定」を選択すると、写真の設定が Lightroom への読み込み時の初期設定に戻りま
す。
ヒント：保存済みのプリセットのリスト内をすばやく移動するには、文字をタイプし
てリストの該当部分へ移動します。例えば、S とタイプすると Sharpening プリセッ
トへ移動します。
ポップアップメニューから新しい切り抜き縦横比を選択し、写真を切り抜きます。リ
ストに他の縦横比を追加するには、「数値を入力」を選択し、「縦横比」のボックス
に新しい切り抜きサイズの幅と高さをそれぞれ入力して「OK」をクリックします。
色表現メニューで「グレースケール」を選択し、写真をグレースケールに変更しま
す。
ホワイトバランスポップアップメニューからホワイトバランスのプリセットを選択
し、適用します。
色温度と色かぶり補正の設定を調整して、ホワイトバランスを微調整します。矢印ボ
タンをクリックすると、ケルビン温度、グリーンの色合い、またはマゼンタの色合い
が所定の単位で増減します。
階調の調整の矢印ボタンをクリックして、各設定を個別に調整します。例えば、画像
全体の明るさを調整する場合は、「露光量」の矢印ボタンをクリックします。ボタン
をクリックするたびに、露光量が F-Stop 1/3 絞り分または 1 絞り分増減します。
「自動階調」ボタンをクリックして、露光量、黒レベル、明るさ、コントラストを自
動的に設定します。
ヒント：写真の階調を自動的に調整するには、環境設定ダイアログボックスの「プリ
セット」タブで、「自動階調を適用する」を選択します。
自然な彩度設定を調整して、彩度の高い色はそのまま維持しながら、彩度の低いすべ
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ての色の彩度を補正します。

一重の矢印ボタンは、二重の矢印ボタンよりも小さい増減単位で設定を補正します。

クイック現像パネルで調整した設定の初期化

クイック現像パネルで別の調整を行う場合は、Ctrl + Z キーを押すか
（Windows）、Command + Z キーを押します（Mac OS）。
写真の設定を Lightroom への読み込み時の初期設定に戻す場合は、クイック現像パネルの
下部にある「すべてを初期化」ボタンをクリックするか、写真／現像設定／初期化を選択
します。
すべての設定を完全に取り除く場合は、クイック現像パネルのプリセットポップアップメ
ニューから「一般 - ゼロ設定」を選択します。

アドビのお勧め記事
現像プリセットの作成と適用
スプレーツールを使用した現像プリセットの適用
画像のカラーと色調の調整
グレースケールの操作
現像モジュールで調整した設定の他の写真への適用
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カタログ内での写真の検索

ページの先頭へ

テキスト

属性

メタデータ

内容
ライブラリフィルターバーを使用した写真の検索
ビデオチュートリアル：メタデータに基づいて写真をフィルターする
ライブラリフィルターのプリセットを使用する
コレクションに基づく写真の検索
キーワードタグを使用した写真の検索

ライブラリフィルターバーを使用した写真の検索

ライブラリモジュールのグリッド表示の上部に表示されるライブラリフィルターバーを使用すると、テキス
ト、属性、メタデータという 3 つのモードで写真をフィルターできます。任意のモードを選択して使用した
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すべての検索可能なフィールド

ファイル名、コピー名、タイトル、説明、キーワード

検索可能なメタデータ

検索可能な Exif

検索可能な IPTC

すべての検索可能なプラグインフィールド

次を含む

次をすべて含む

次の単語を含む

次を含まない

次で始まる

次で終わる

ソースを選択します。

2. ライブラリフィルターバーで、「テキスト」を選択します。

3. すべての検索可能なフィールドポップアップメニューから、検索するフィールドを選択し
ます。

検索可能なメタデータ、説明、ファイルパス、仮想コ
ピー名、キーワード、カスタムメタデータおよびコレクション名などがあります。

指定されたメタデータフィールド
を検索します。ここでの「コピー名」は、仮想コピーの名前です。

検索可能な IPTC、検索可能な Exif およびタイトルなどがありま
す。

メーカー、モデル、シリアル番号、ソフトウェアなどがあります。
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注意：

注意：

ス記号（+）を追加すると、その単語に「次で終わる」ルールが適用されます。

指定した検索条件を満たす写真がグリッド表示とフィルムストリップに表示されます。

6. （オプション）検索を絞り込むには、属性フィルターまたはメタデータフィルターを適用
します。

複数のフィルターが指定された場合は、すべての条件に合致する写真が返されま
す。

属性フィルターを使用した写真の検索

ライブラリフィルターバーの属性オプションでは、フラグのステータス、レーティング、ラベル、コピーに
よって写真をフィルターできます。属性オプションはフィルムストリップ内でも使用できます。フィルムスト
リップおよびグリッド表示での写真のフィルターを参照してください。

1. ライブラリモジュールのカタログパネル、フォルダーパネルまたはコレクションパネルで
ソースを選択します。

2. ライブラリフィルターバーで、「属性」を選択します。

3. フラグのステータス、レーティング、カラーラベル、コピーのいずれかのオプションを指
定して、選択した写真をフィルターします。

指定したフィルター条件を満たす写真がグリッド表示とフィルムストリップに表示されま
す。

4. （オプション）検索を絞り込むには、テキストフィルターまたはメタデータフィルターを
適用します。

複数のフィルターが指定された場合は、すべての条件に合致する写真が返されま
す。

メタデータフィルターを使用した写真の検索

ライブラリフィルターバーのメタデータオプションを使用すると、特定のメタデータ条件を選択して写真を検
索できます。Lightroom は、デジタルカメラや Photoshop、Adobe Bridge など他のアプリケーションによっ
て写真に埋め込まれたメタデータをサポートしています。

1. ライブラリモジュールのカタログパネル、フォルダーパネルまたはコレクションパネルで
ソースを選択します。

2. ライブラリフィルターバーで、「メタデータ」を選択します。

3. 左側の列でヘッダーをクリックし、ポップアップメニューからメタデータカテゴリを選択
します。次にその列のエントリを選択します。例えば、「日付」を選択し、すべての日付
を選択します。条件と一致する選択した写真の数がエントリの横に表示されます。

列で複数のエントリを選択するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリック
するか（Windows）、Command キーを押しながらクリックします（Mac OS）。

4. 次の列で別のメタデータカテゴリを選択し、その列で任意のエントリを選択します。

5. 必要に応じて、メタデータカテゴリと条件を続けて選択します。選択数に上限はありませ
ん。列を追加または削除するか、並び替え順序を変更するか、または階層表示とフラット
表示を切り替えるには、任意の列ヘッダーの右側にあるポップアップメニューをクリック
します。

指定したメタデータを含む写真がグリッド表示とフィルムストリップに表示されます。

6. （オプション）検索を絞り込むには、テキストフィルターまたは属性フィルターを適用し
ます。
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注意：

初期設定の列

フィルターオフ

フラグ付き

場所の列

レーティング付き

レーティングなし

ページの先頭へ

複数のフィルターが指定された場合は、すべての条件に合致する写真が返されま
す。

メタデータパネルの任意のメタデータテキストボックスの横にある右向き矢印をク
リックして写真を検索することもできます。

ライブラリフィルターバーのカスタマイズ

Lightroom では、あらかじめ定義された 6 種類のフィルターを使用して、共通のフィルターをすばやく実行し
たり、初期設定を復元することができます。

ライブラリフィルターバーまたはフィルムストリップで、カスタムフィルターメニューか
ら次のいずれかのオプションを選択します。

日付、カメラ、レンズ、ラベルという初期設定の 4 つの列でメタデータオ
プションを開き、各カテゴリで選択されたすべてのメタデータを表示します。

すべてのフィルターをオフにし、すべてのフィルターオプションを非表
示にします。

採用フラグ付きの写真を表示します。

国名、都道府県名、市町村名、撮影場所メタデータカテゴリで写真をフィル
ターします。

1 つ星以上のレーティングが付いている写真を表示します。

星なしのレーティングの写真を表示します。

ライブラリフィルターのプリセットを使用する

ライブラリフィルターバー設定をプリセットとして保存

共通の検索とフィルター操作を迅速に実行できるように、フィルター条件をプリセットとして保存します。

1. ライブラリフィルターバーでテキスト、属性、およびメタデータオプションを使用して、
写真をフィルターする条件を指定します。

2. ライブラリフィルターバーまたはフィルムストリップの右側にあるカスタムフィルターメ
ニューで、「現在の設定を新規プリセットとして保存」を選択します。

3. 新規プリセットダイアログボックスにプリセット名を入力し、「作成」をクリックしま
す。

ライブラリフィルターバープリセットの適用
フィルタープリセットを適用するには、カスタムフィルターメニューから該当するプリ
セットを選択します。
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ページの先頭へ

ライブラリフィルターバープリセットの削除
フィルタープリセットを削除するには、カスタムフィルターメニューから該当するプリ
セットを選択し、「プリセット [プリセット名] を削除」を選択します。

ライブラリフィルターバープリセット名の変更
フィルタープリセットの名前を変更するには、カスタムフィルターメニューから該当する
プリセットを選択し、「プリセット [プリセット名] の名前を変更」を選択します。

コレクションに基づく写真の検索

コレクションを選択すると、写真を表示して整理する方法としてだけでなく、特定の写真を見つけるのにも便
利です。

1. コレクションパネルで、任意の項目を選択します。

コレクションの写真がグリッド表示とフィルムストリップに表示されます。コレクション
セットを選択すると、セット内のすべてのコレクションが含まれます。

2. （オプション）検索を絞り込むには、ライブラリフィルターバーを使用してテキストフィ
ルター、属性フィルターまたはメタデータフィルターを適用します。

キーワードタグを使用した写真の検索

キーワードリストパネルを使用して、特定のキーワードタグを含む写真を検索できます。

1. キーワードリストパネルでキーワードタグを選択し、写真の枚数の横の右矢印をクリック
します。

カタログ内でそのキーワードタグが含まれるすべての写真が、グリッド表示とフィルムス
トリップに表示されます。また、ライブラリフィルターバーが開き、メタデータのキー
ワード条件が表示されます。

2. （オプション）検索を絞り込むには、ライブラリフィルターバーを使用してテキストフィ
ルター、属性フィルターまたは追加のメタデータフィルターを適用します。

アドビのお勧め記事
フォルダーの内容の表示
写真のフラグ、ラベルおよびレーティングの設定
クイックコレクションの使用
メタデータの基本とアクション
詳細メタデータのアクション
基本フィルターの使用
写真のコレクション
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写真の処理および現像
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 現像モジュールの基本

現像モジュールの基本
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
モジュールの概要
現像モジュールのビュー
現像モジュールのボタンとツール
現像プリセットの作成と適用
画像の補正の取り消し
補正前または補正後の写真への設定のコピー
HDR 画像の編集

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom
Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8 リリースで更新された機能

現像モジュールには、写真の表示用と編集用の 2 組のパネルとツールバーがあります。画面の左側には、ナビゲーター、プリセット、スナップ
ショット、ヒストリーおよびコレクションの各パネルがあり、これらのパネルで写真に対する補正内容をプレビュー、保存および選択できます。
パネルの右側には、写真を全体的および部分的に補正するためのツールとパネルがあります。ツールバーには、補正前と補正後の画像を切り替え
たり、クイックスライドショーを再生したり、ズームなどのタスクを実行するためのコントロールがあります。

現像モジュール
A. プリセット、スナップショット、ヒストリー、コレクションの各パネル B. ツールバー C. ヒストグラム D. 写真の情報 E. スマートプレビューのステータス F. ツールストリッ
プ G. 調整パネル 

モジュールの概要

現像モジュールのヒストグラムパネルでは、カラートーンを測定したり、写真の色調の調整を行うことができます。
写真のスマートプレビューのステータスについての詳細は、ヒストグラム／EXIF 情報／RGB 値の下に表示されます。
ツールストリップのツールを使用すれば、赤目の修正、汚れやスポットの除去、写真の切り抜きや角度補正、写真の特定の部分への補正の適
用が可能です。
基本補正パネルには、写真のホワイトバランス、彩度、階調を補正するための主要ツールが揃っています。
トーンカーブパネルと HSL ／カラー／ 白黒パネルには、色と階調を微調整するためのツールがあります。
明暗別色補正パネルでは、モノクロ画像に色を付けることや、カラー画像に特殊効果を施すことが可能です。
ディテールパネルでは、シャープネスを調整したり、ノイズを軽減したりできます。
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レンズ補正パネルでは、カメラレンズによる色収差と周辺光量調整を補正できます。
効果パネルでは、切り抜いた写真の周辺光量補正、フィルム粒子効果の追加、写真のかすみやもやの量の調整が可能です。
カメラキャリブレーションパネルでは、初期の補正設定をカメラの機種に合わせて調整できます。

現像モジュールのビュー

参照ビュー

 Creative Cloud メンバーだけが利用可能

参照ビューは、現像モジュール内で専用の 2 つの画面を表示することのできるビューです。現像モジュール内の編集可能なアクティブな写真と、
静的な参照用の写真を並べて表示できます。
このビューは、特定の画像の特性との視覚的な照合が必要になる画像編集作業に役立ちます。例えば、プリセットされた設定に応じて特定の写真
の外観を一致させる場合、複数の写真の間でホワイトバランスが統一されているかを確認する場合、1 つのレイアウトまたはプレゼンテーション
で一緒に使用する複数の写真の間で画像の属性のバランスを取る場合、適用されるカメラマッチングプロファイルをカメラが生成した JPG ファイ
ルの外観に合わせて微調整する場合などに役立ちます。

1. 参照ビューの起動

参照ビューは、現像モジュールおよびライブラリモジュールから起動できます。
ライブラリモジュールから参照ビューを起動するには：

1. グリッド表示またはルーペ表示で、編集する写真を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

メニューバーから写真／参照ビューで開くを選択するか、Shift+R キーを押します。
写真を右クリックし、コンテキストメニューから参照ビューで開くを選択します。

現像モジュールから参照ビューを起動するには、次のいずれかの操作を行います。

写真を選択し、ツールバーの  アイコンをクリックします。

選択した写真が参照ビューのアクティブウィンドウに追加され、そこで写真を編集できます。
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現像モジュールの参照ビュー、アクティブウィンドウで写真を編集

2. 参照写真の選択

参照ビューで、フィルムストリップから参照ウィンドウに写真をドラッグ＆ドロップして、その写真を参照写真として設定します。
ライブラリモジュールのグリッド、または現像モジュールのルーペ表示で写真を右クリックし、コンテキストメニューから「参照写真として
設定」を選択することによって、参照写真を設定することもできます。
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参照ビュー。左の参照ウィンドウに参照写真が、右のアクティブウィンドウに編集対象の写真が表示される。

参照ビュー内の参照写真を変更するには、次のいずれかの操作を行います。
フィルムストリップ内で写真を右クリックし、コンテキストメニューから「参照写真として設定」を選択します。
参照ウィンドウに別の写真をドラッグ＆ドロップします。
ライブラリモジュールに切り替えて、グリッド内で写真を右クリックし、コンテキストメニューから「参照写真として設定」を選択し
ます。

デフォルトでは、参照ビューに参照写真とアクティブな写真が並べて表示されます。参照ビューの表示を上／下に切り替えるには、次のいず
れかの操作を行います。

ツールバーに配置されている アイコンをクリックして、参照ビュー - 左／右と参照ビュー - 上／下表示を切り替えます。
ポップアップメニューから参照ビュー - 上／下オプションを選択します。

3. アクティブな写真の編集

右のツールやパネルを使用してアクティブな写真を編集し、その特性や外観を参照写真に合わせることができるようになりました。
参照ビューで写真を編集しているときにアクティブな写真の補正前のビューを見るには、\ キーを押します。アクティブウィンドウに補正前
の写真が表示されます。アクティブウィンドウの左上に「アクティブ（補正前）」という文字が表示されます。
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写真の特性や外観が参照写真（左）と合致するようにアクティブな写真（右）に現像設定を適用。

注意：
参照ビューでアクティブな写真を編集する際には、切り抜きツール以外のすべての現像ツールを使用できます。切り抜きなどの特定の領域の
編集については、そのほとんどは参照ビューを起動する前に適用してください。
切り抜きツールを選択すると、「切り抜きツールを選択すると、参照ビューは終了します。」というダイアログが表示されます。終了する場
合は、「続行」をクリックします。参照ビューにとどまる場合は、「キャンセル」をクリックします。

参照ビュー内のアクティブな写真を変更するには、次のいずれかの操作を行います。
フィルムストリップで別の写真を選択します。
アクティブウィンドウに別の写真をドラッグします。
ツールバーの「参照写真のロック」アイコン  をクリックし、ライブラリモジュールに切り替えて、新しい写真を選択し、メニュー
バーから写真／参照ビューで開くを選択します。

注意：
初期設定では、現像モジュールから他のモジュールに切り替えると、現在の参照写真はクリアされます。現在の参照写真を参照ウィンドウに
ロックするには、現像モジュールから別のモジュールに切り替える前に、ツールバーの「参照写真のロック」アイコン  をクリックしま
す。

参照ビューの RGB および LAB カラー読み取り値

参照ビューで、参照／アクティブな写真にマウスを合わせると、右上隅のヒストグラムパネルに RGB／LAB カラー読み取り値が表示されま
す。
参照写真とアクティブな写真/切り抜き後のアクティブな写真の縦横比が一致する場合、読み取り値が次のように表示されます。
参照／アクティブ R [参照値]／[アクティブ値] G [参照値]／[アクティブ値] B [参照値]／[アクティブ値] %
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参照ビューの RGB カラー値の読み取り値

 
 

参照写真とアクティブな写真の縦横比が一致しない場合、現在マウスを合わせている画像のカラー値のみが表示されます。他の画像の
カラー値は「- -」として表示されます。
参照写真またはアクティブな写真が現在設定されていない場合、そのカラー値は「--」として表示されます。

アクティブな写真の補正前のビューを切り替えると、カラー値が参照／アクティブ（補正前）の写真に対して同様の方法で表示されます。
参照／アクティブ（補正前） R [参照値]／[アクティブな補正前値] G [参照値]／[アクティブな補正前値] B [参照値]／[アクティブな補正前
値] %

初期設定では、RGB カラー値が表示されます。LAB カラー値を表示するには、ヒストグラムを右クリックし、LAB カラー値を表示を選択し
ます。

4. 参照ビューの終了

参照ビューを終了するには、次のいずれかの操作を行います。
現像モジュール内にとどまる場合は、ツールバーのルーペアイコンを押すか、D キーを押します。
ライブラリモジュールに戻る場合は、モジュールピッカーで「ライブラリ」をクリックするか、G キーまたは E キーを押します。

参照ビューの複数の写真への現像モジュールで調整した設定の適用

現像モジュールの参照ビューで作業しているときに、現在アクティブな写真について選択した現像設定をフィルムストリップの他の写真に適用で
きます。

1. 参照ビューで、参照写真を選択します。詳細については、参照ビューを参照してください。

2. 現像モジュールで調整した設定を適用するフィルムストリップ内のすべての写真を選択します。
注意：
自動的に選択内容からアクティブな写真として最もよく選択されている写真が設定されます。

3. 画面の右下隅で、「同期」ボタンの左にある「自動同期を有効にする」スイッチをクリックして、自動同期モードに切り替えます。詳細につ
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いては、複数の写真の設定の同期を参照してください。

4. アクティブな写真の調整を行って、その特性や外観を参照写真に合わせることができるようになりました。選択されたすべての写真にその調
整が適用されます。

補正前の写真と補正後の写真の表示

現像設定を写真に適用する際に、適用前後の写真を比べて見ることができます。補正前の表示には、最初に読み込んだときの状態で写真が表示さ
れます。読み込み時にプリセットを指定した場合は、その設定も適用されます。この写真は、設定が上書きコピーされるまで変わりません。補正
後の表示には、設定の変更がその都度反映されます。ズームやパンは、2 つの表示で同時に行われます。

ルーペ表示内で補正前と補正後の表示を切り替えるには、円（¥）キーを押すか、表示メニューから「補正前／補正後」の「補正前のみ」を
選択します。「補正前」という語が画像の右下に表示されます。
補正前と補正後の写真を同時に表示するには、ツールバーの補正前と補正後のビューを切り替えボタンをクリックして表示オプションを切り
替えるか、ポップアップメニューから表示オプションを選択します。
補正前と補正後を左右に表示：
補正前と補正後の写真全体を左右に並べて表示します。
 

補正前と補正後を左右に分割して表示：
写真を左右 2 つに分割し、左側半分を補正前の設定、右側半分を補正後の設定で表示します。
 

補正前と補正後を上下に表示：
補正前と補正後の写真全体を上下に並べて表示します。
 

補正前と補正後を上下に分割して表示：
写真を上下 2 つに分割し、上側半分を補正前の設定、下側半分を補正後の設定で表示します。
 

補正前または補正後の写真への設定のコピー

補正前と補正後の写真を表示して作業する際には、片方の写真の設定をもう片方の写真に適用できます。

ツールバーの補正前の設定を補正後の写真にコピーボタンをクリックします。
ツールバーの補正後の設定を補正前の写真にコピーボタンをクリックします。
補正前の設定と補正後の設定を切り替えをクリックします。
設定／補正後の設定を補正前の設定にコピーを選択します。
設定／補正前の設定を補正後の設定にコピーを選択します。
設定／補正前の設定と補正後の設定を切り替えを選択します。

注意：
これらのメニューコマンドは、ルーペ表示で補正前と補正後の写真をそれぞれ表示している場合にも使用できます。

片方の写真の現在の設定がすべて、もう片方の写真にコピーされます。ヒストリー設定を 1 つずつコピーするには、ヒストリーパネルで任意の状
態を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「ヒストリー設定を補正前にコピー」を選択します。
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現像モジュールのボタンとツール

現像モジュールのツールバーの表示と非表示の切り替え

表示／ツールバーを表示または表示／ツールバーを隠すを選択するか、T キーを押します。

ツールストリップ内のツール

写真の特定の領域を部分的に編集するためのツールは、ヒストグラムパネルの下のツールストリップにあります。ツールを選択すると、オプショ
ンがツールドロワーに表示されます。ツールの選択を解除すると、ツールドロワーが閉じ、手のひらツールまたはズームツールに戻ります。

切り抜き
切り抜きツール、フレーム切り抜きツール、縦横比の固定ボタンとオプション、角度補正ツールおよびスライダーがあります。

スポット修正
「コピースタンプ」オプションまたは「修復」オプション、サイズスライダーなどがあります。「初期化」をクリックすると、写真に対する変更
内容が消去されます。

赤目修正
瞳の大きさスライダーと暗くする量スライダーがあります。「初期化」をクリックすると、写真に対する変更内容が消去されます。

段階フィルター
写真の特定領域の色調を調整するためのオプションが用意されています。

円形フィルター中心からそれた複数の周辺光量領域を作成して、写真の特定部分をハイライトするオプションがあります。

補正ブラシ
写真の特定領域の露光量、明瞭度、明るさ、その他の階調などをブラシで調整するためのオプションが用意されています。

その他の現像モジュールボタンとツール

手のひら／ズームツール
写真の上にポインターを置くと、ヒストグラムに RGB カラー値が表示されます。表示されるツールは、写真の表示方法によって変化します。全体
で表示している場合は、ズームツールが選択されます。表示倍率をフル、1:1、またはそれ以上に設定すると、手のひらツールが選択されます。写
真をクリックすると、全体と 1:1 の間で切り替えることができます。

ホワイトバランス選択
このツールを基本補正パネル上でクリックするか、表示メニューから選択するか、または W キーを押して選択します。ツールバーに関連オプショ
ンが表示されます。
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ターゲット調整
このツールを写真上にドラッグすると、特定のスライダーを使用して色や階調を補正できます。このツールはトーンカーブパネルまたは HSL／カ
ラー／白黒パネルで選択するか、表示メニューから選択します。ツールを選択した後で、ツールバーのターゲットグループポップアップメニュー
から異なる対象を選択できます。

ルーペ表示
写真を 1 枚表示するルーペ表示は現像モジュールとライブラリモジュールの両方で使用できますが、ルーペ表示用のキーボードショートカットは
両モジュールで異なり、現像モジュールでは D キー、ライブラリモジュールでは E キーが使用されます。ツールバーにあるルーペ表示ボタンをク
リックすると、それぞれのモジュールでルーペ表示にすばやく切り替えることができます。

コピーおよびペースト
左側のパネルの一番下にあるこれらのボタンを使用すると、選択した写真に現在の設定をコピーしたり、貼り付けることができます。

前の設定、同期および自動同期
右側のパネルの一番下にあるこれらのボタンは、フィルムストリップで選択している写真の数（1 枚または複数枚）に応じて切り替わります。写
真が 1 つだけ選択されている状態で「前の設定」ボタンをクリックすると、前に選択した写真のすべての設定をコピーして、フィルムストリップ
で現在選択されている写真にペーストできます。複数の写真が選択されている状態で「同期」ボタンをクリックすると、現在選択している写真の
設定のうち、選択されている他の写真にペーストする項目を指定できます。「自動同期」ボタンをクリックすると、スライダーを移動するたび
に、選択されている他の写真も自動的に調整されます。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押すと、「同期」ボタンが「自
動同期」ボタンに変わります。

補正前と補正後のビューを切り替え
ツールバーの補正前と補正後のビューボタンには 4 つの選択肢があります。2 枚の写真を左右または上下に配置でき、左右または上下の両方に写
真全体を表示するか、1 枚の写真を 2 つに分割して表示することができます。ルーペ表示ボタンをクリックすると、補正前と補正後のビューがオ
フになります。

設定をコピー
3 つのボタンを使用して、現在の設定を補正後のビューから補正前のビュー、補正前のビューから補正後のビュー、またはビューの間で切り替え
ることができます。これらのボタンは、現像モジュールで補正前と補正後のビューを選択したときにツールバーに表示されます。

ツールおよびオプションの選択

目的のツールをツールバー上でクリックするか、ツールメニューから選択します。ツールの選択を解除するには、解除するツールをクリックする
か、「完了」をクリックするか、または別のツールを選択します。 

現像プリセットの作成と適用

各種の設定をまとめてプリセットとして保存しておくと、別の写真に一括して適用できて便利です。現像モジュールでプリセットを作成し、プリ
セットパネルに追加すると、そのプリセットは削除されるまでパネル内に残ります。このプリセットは、写真を読み込む際に選択できる現像設定
のリストにも表示されます。

現像プリセットのプレビューと適用

現像モジュールのプリセットパネルには、一連の初期設定のプリセットが表示されます。Lightroom プリセットフォルダーをクリックすると、初
期設定のプリセットが表示されます。
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プリセットを適用した結果の写真をプレビューで確認するには、プリセットパネル内で目的のプリセットの上にポインターを移動します。プ
レビューがナビゲーターパネルに表示されます。
プリセットを写真に適用するには、プリセットパネル内で目的のプリセットをクリックします。

現像プリセットフォルダーの作成と管理

1. フォルダーを表示する場所で、右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「新規フォルダー」を
選択します。

2. フォルダーの名前を入力し、「OK」をクリックします。
3. テンプレートをフォルダー名にドラッグして、テンプレートをそのフォルダーに移動します。

Lightroom プリセットテンプレートを別のフォルダーにドラッグすると、テンプレートがそのフォルダーにコピーされます。

現像プリセットの作成

プリセットは、選択している写真の現在の設定に基づいて作成されます。

1. 現像モジュールで、プリセットパネルの上部にあるプリセットの新規作成（+）ボタンをクリックするか、現像／新規プリセットを選択しま
す。

2. 「すべてをチェック」をクリックしてすべての項目を選択します。または、「チェックしない」をクリックしてすべての選択を解除し、プリ
セットに含める設定を 1 つずつクリックして選択します。

3. 「プリセット名」ボックスに名前を入力し、プリセットを表示するフォルダーを指定して、「作成」をクリックします。

指定したフォルダーのプリセットパネルのリストに新しいプリセットが追加されます。

現像プリセットの更新

1. ユーザープリセットを選択し、必要に応じて設定変更を行います。
2. プリセットパネルでプリセットを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「現在の設定で更
新」を選択します。

3. プリセットに含める設定を指定し、「更新」をクリックします。

カスタムプリセットの削除

Lightroom に付属のプリセットは削除できません。削除できるのはユーザープリセットのみです。

現像モジュールのプリセットパネルで、プリセットを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、
「削除」をクリックします。
注意：
キーボード上の Delete キーは押さないでください。Delete キーを押すと、現在選択されている写真が削除されます。

カスタムプリセットの保存場所の指定
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初期設定では、カスタム（ユーザー）プリセットは Lightroom フォルダー内のフォルダーに保存されます。Mac OS および Windows での具体的な
場所については、Lightroom 5 環境設定ファイルおよびその他のファイルの場所を参照してください。

ユーザープリセットをカタログと一緒のフォルダーに保存するには、環境設定ダイアログボックスのプリセットパネルで、「プリセットをカ
タログと一緒に保存」を選択します。
ユーザープリセットの保存場所を表示するには、現像モジュールのプリセットパネルでプリセットを右クリック（Windows）または Control
キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「エクスプローラーで表示」（Windows）または「Finder で表示」（Mac OS）を選択します。

現像プリセットの読み込みと書き出し

作成したプリセットを書き出して他のユーザーと共有できます。また、別のコンピューターで使用することもできます。プリセットテンプレート
は .lrtemplate 拡張子で保存されます。

プリセットを書き出すには、プリセットを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「書き出
し」を選択します。プリセットテンプレートファイルの名前を入力し、「保存」をクリックします。
プリセットを読み込むには、プリセットを表示する場所で右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、「読み込み」を選択します。プリセットテンプレートファイルをダブルクリックします。

画像の補正の取り消し

Lightroom では、現像モジュールで行った写真の補正を複数の方法で取り消し（初期化）できます。
注意：
取り消す前に、設定が完全に失われないように、設定のスナップショットまたはプリセットを保存しておいてください。

現像モジュールで行った補正を取り消すには、次のいずれかの操作を行います。

「初期化」ボタンをクリックして、Lightroom の初期設定に戻します。
プリセットパネルの「一般 - ゼロ設定」プリセットをクリックして、すべての設定を完全に削除します。
ヒストリーパネルまたはスナップショットパネルで、設定を適用する前のバージョンを選択します。
各スライダーコントロールをダブルクリックして、スライダーをゼロの位置に戻します。
編集／取り消しを選択します。Lightroom では、設定作業が記録されます。「取り消し」を繰り返し選択して、すべての設定作業を元に戻す
ことができます。

補正前または補正後の写真への設定のコピー

HDR 画像の編集

Lightroom 4.1 以降では、16、24 および 32 ビットの浮動小数点形式の画像（HDR（ハイダイナミックレンジ画像）ともいいます）を読み込んで
作業することができます。現像モジュールのコントロールを使用して HDR 画像を編集して、8 ビットまたは 16 ビット画像として書き出したりプ
リントするために画像をレンダリングできます。Lightroom は、TIFF および DNG 形式の HDR 画像を読み込むことができます。画像が処理バー
ジョン 2012 になっていることを確認してください。処理バージョンを参照してください。
HDR 画像を操作する場合、現像モジュールの露光量コントロールの範囲が広くなります（+10～-10）。
Lightroom は HDR 画像を読み込みますが、それらを構成しません。32 ビット画像を構成するには、ライブラリで画像を選択して、それらを
Photoshop で編集します。HDR ファイルは、必ず 32 ビット TIFF として保存してください。Photoshop で写真を HDR に結合を参照してくださ
い。
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注意：
Photoshop で編集したファイルを Tiff 形式で保存するように Lightroom の環境設定を変更します。Lightroom／環境設定（Mac）または編集／環境
設定（Windows）を選択します。Adobe Photoshop <バージョン> の「編集」の下にある「外部編集」セクションで、ファイル形式として Tiff を
選択します。Photoshop の<バージョン> は、インストールされている Adobe Photoshop のバージョンによって異なります。

HDR 画像について詳しくは、Photoshop ヘルプのハイダイナミックレンジ（HDR）画像を参照してください。

その他の関連ヘルプ
画像のヒストリーとスナップショットの管理

  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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< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
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パノラマの作成
Adobe Photoshop Lightroom 6.4/Lightroom CC で更新された機能

Lightroom では、風景写真をすばらしいパノラマに簡単に結合できます。結合した画像を生成する前に、パノ
ラマをプレビューですばやく確認し、画像を調整することができます。

Lightroom を使用してすばらしいパノラマを作成します。

1. Lightroom でソース画像を選択します。
2. 写真／写真を結合／パノラマを選択するか、または Ctrl/Control + M キーを押します。
3. Lightroom に自動でレイアウトの投影法を選択させる場合は、パノラマ結合プレビューダ
イアログボックスで、投影法を自動選択を選択します。 Lightroom によってソース画像が
分析され、遠近法、円筒法、球面法のうち、パノラマの生成に適したレイアウトが適用さ
れます。

または、レイアウト投影法を手動で選択することもできます。

球面法：球体の内側にマッピングされているかのように画像を変形します。この投影モー
ドは、非常にワイドなパノラマや複数行のパノラマに適しています。

遠近法：フラットな表面にマッピングされているかのようにパノラマを投影します。この
モードでは直線が真っ直ぐに保たれるため、構造写真に適しています。投影されたパノラ
マのエッジ近辺が大きく歪むため、このモードでは非常にワイドなパノラマには適してい
ません。

円筒法：円筒の内側にマッピングされているかのようにパノラマを投影します。この投影
モードはワイドなパノラマで有効ですが、垂直線も真っ直ぐに保たれます。

これらの投影モードはすべて、水平のパノラマと垂直のパノラマに同じように適しています。
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幅の広いパノラマのための円筒法レイアウト

4. パノラマをプレビュー中に、自動切り抜きを選択して結合した画像の周りの不要な領域を
削除します。

この図で白く表示されている、透明の領域を自動切り抜きで削除します。

5.  境界線ワープスライダー設定（0～100）を使用してパノラマをワープし、キャンバスを
塗りつぶすことができます。結合した画像の境界線近くにある画像コンテンツを保持する
ためにこの設定を使用します。この設定を使用しなければ切り抜きによって失われる可能
性があります。スライダーによって、境界線ワープ*をどの程度適用するかを制御しま
す。

 * 境界線ワープ機能は Lightroom CC のみで使用可能です。

境界線近くのパノラマ画像コンテンツを境界線ワープで保持：スライダーを 0 （上）から 90 （下）まで調整
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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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注意：

スライダー値が高い程、パノラマの境界線が、取り囲んでいる長方形の枠により近づくように調整されます。

6.  選択を完了したら、「結合」をクリックします。Lightroom はパノラマを作成し、カタロ
グに配置します。

個々の画像に適用するのと同様に、すべての現像モジュール設定をパノラマに適用します。

Lightroom では垂直で複数の行のパノラマを作成できます。ソース画像のメタデータと境界線が分析され、
水平、垂直または複数行のパノラマのいずれが適切かを決定します。
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HDR 写真の結合
Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom 6 で導入された機能

Lightroom では、露光量がブラケットされた複数の画像を 1 つのHDR 画像に結合できます。

異なる露光量レベルの同じオブジェクトの画像（「-1」および「+1」の画像）

1. Lightroom の画像を Cmd/Ctrl キーを押しながらクリックして選択します。
2. 写真／写真を結合／HDR を選択します。または Ctrl + H キーを押します。
3. HDR 結合プレビューダイアログで、必要に応じて自動整列および自動階調オプションを
選択します。

自動階調：均一に階調が調整された結合画像に最適な始点を提供します
自動整列：結合されている画像に、ショットごとにわずかに動きがある場合に有効です。
画像が携帯カメラを使用して撮影された場合は、このオプションを有効にします。三脚を
使用して画像を撮影した場合は、このオプションを有効にする必要はありません。

これらの設定の効果をダイアログボックスの中でプレビューできます。
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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。
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HDR 結合プレビューダイアログ

4. 露光量がブラケットされた画像を結合した後で、HDR 画像の領域が、不自然に半透明に
なることがあります。HDR 結合プレビューダイアログボックスで次のいずれかのゴース
ト除去オプションを選択し、これらの異常を修正します。なし、弱、中、または強クリー
ンな結合画像にするために、最初に弱ゴースト除去を試します。必要に応じて、設定を上
げてください。

弱：フレーム間の小さな動きを修正します
中：フレーム間の大きな動きを修正します
強：フレーム間のさらに大きな動きを修正します

ダイアログボックスの中でこれらの設定の効果をプレビューできます。必要に応じて、
ゴースト除去オーバーレイの表示を選択します。

5. 結合をクリックして、HDR 画像を作成します（.dng）。Lightroom は画像を作成し、カ
タログに表示します。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> Upright を使用した写真の遠近法のゆがみ補正

Upright を使用した写真の遠近法のゆがみ補正
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
Upright による遠近法の補正について
レンズによるゆがみを補正するための Upright モードの使用
変形設定のコピーまたは同期
適用前と適用後の例

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom
Lightroom CC 2015.6 で導入された機能
注意：
このページは、Lightroom の Creative Cloud リリースに適用されます。Lightroom 6.x 以前のバージョンを使用している場合は、Upright による遠
近法の自動補正を参照してください。

Upright による遠近法の補正について

正しくないレンズを使用したり、カメラがぶれたりすると、写真の全体像が傾いたり、ゆがんだりします。垂直線または幾何学的形状が含まれて
いる写真には、これらのタイプのゆがみが特に目立ちます。変形パネルの Upright 機能では、垂直または水平方向の遠近法のゆがみがある写真を
簡単に補正できます。
Upright 機能には、4 つの遠近法の自動補正オプション（自動、水平方向、垂直方向、フル）と、ガイド付きオプションがあります。Upright オプ
ションを適用した後、スライダーベースの「変形」オプションを手動で修正することで、さらに画像を微調整できます。
注意：
Upright 機能を使用して遠近法を補正する前に、お使いのカメラとレンズの組み合わせに合わせたレンズ補正プロファイルを適用してください。最
初にレンズ補正プロファイルを適用すると、Upright 補正に対する画像解析の品質が向上します。

レンズによるゆがみを補正するための Upright モードの使用

1. （オプション）現像モジュールでレンズ補正パネルに移動します。「基本」タブで、「プロファイル補正を使用」チェックボックスを選択し
ます。
注意：
Upright モードで写真を処理する前に、カメラとレンズの組み合わせに応じて、レンズ補正パネルでレンズ補正を有効にすることを強くお勧
めします。

2. 変形パネルに移動します。利用できる 5 つの Upright オプションから、写真に補正を適用するオプションをクリックします。
水平方向：水平方向のゆがみを補正します。
垂直方向：垂直方向のゆがみを補正します。
自動：画像全体のバランスを取りながら、できる限り元の画像の状態を保持しつつ、垂直方向と水平方向の両方のゆがみを補正しま
す。
フル：水平方向、垂直方向、および自動の遠近法の補正を組み合わせます。
ガイド付き：2 つ以上のガイドを描いて、遠近法の補正をカスタマイズします。実行するには、以下の手順を実行します。
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1.変形パネルの左上隅にあるガイド付き Upright ツールアイコンをクリックして、写真にガイドを直接描きます。
2.2 つ以上のガイドを描画すると、写真はインタラクティブに変換されます。

カスタマイズされた遠近法の補正を行うガイド付き Upright ツール

注意：
「Upright」オプションを適用すると、以前に適用した切り抜きおよびすべての変形設定が初期化されます。これらの設定を保持するに
は、Option キー（Mac）または Alt キー（Win）を押しながら、Upright モードを選択します。
注意：
5 つの Upright モードを試す間に、「プロファイル補正を使用」チェックボックスを選択またはオフにする場合、「更新」をクリックします
（変形パネルの右上隅）。

3. 最適の設定が見つかるまで、Upright モードを切り替えます。
注意：
これらの 5 つの Upright モードでゆがみと遠近法のエラーを補正し、管理します。最適な設定は写真により異なります。写真に最適な
Upright モードを決定する前に、5 つの設定を試してください。

写真の遠近法を補正中に、画像の境界線付近に白い領域が発生する場合があります。これを防ぐには、「切り抜きを制限」オプションを選択
して、元の画像の寸法に合わせて自動的に写真が切り抜かれるようにします。

4. 自動で補正されるオプションだけでなく、手動で写真の遠近感を調整することもできます。スライダーを使用して、遠近法の補正（垂直方
向、水平方向、回転、縦横比、拡大・縮小、X オフセット、Y オフセット）を微調整します。

変形設定のコピーまたは同期
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Upright をコピー（設定をコピー）または同期（設定を同期）して、1 つまたは複数の写真で使用することができます。設定をコピーダイアログ
と設定を同期ダイアログには、次の 3 つのオプションがあります。オプションは次のとおりです。

Upright モード
「Upright モード」を選択すると、選択したモードがコピーされます。ただし、設定のコピー先の画像は、特定の画像の内容に基づいて補正されま
す。

Upright 変形
「Upright 変形」を選択すると、Upright 変形が正確にコピーまたは同期されます。「Upright 変形」チェックボックスを選択すると、自動的に
「Upright モード」チェックボックスが選択されます。

Upright の調整
「Upright の調整」を選択すると、垂直方向、水平方向、回転、縦横比、拡大・縮小、X オフセット、および Y オフセットの各調整スライダーの
現在の値がコピーされます。

「Upright モード」オプションまたは「Upright 変形」オプションを使用する場合について：
Upright モードを使用すると、各画像は画像に含まれるデータに従って解析および変形されます。このため、特定の方法で解析する画像が、異なる
照明条件またはカメラアングルの下では多少異なって解析されることがあります。

Upright モード：処理するほとんどの画像が異なっていて、個別に解析する必要があり、それぞれの情報に従って変形する場合に使用しま
す。例えば、町中の複数のシーンを撮影したが、多くの画像が多少傾いている場合などです。1 つの画像に対して水平 Upright モードを使用
し、その他のすべての画像に設定をコピーします。
Upright 変形：各画像をまったく同じ方法で変形させる場合に使用します。例えば、HDR ワークフローの同じシーンの複数の画像を撮影し
たが、画像が多少傾いている場合などです。画像で水平 Upright モードを使用して、まったく同じ変換を HDR 画像に使用する各画像にコ
ピーすることができます。

適用前と適用後の例
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サンプル画像。さまざまな Upright モードの結果を以下に示します。

 

以下のすべてのサンプルでは、Upright モードが適用されているとともに、次の設定が有効になっています。
プロファイル補正を使用
切り抜きを固定
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法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Adobe Photoshop Lightroom
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ラーニングとサポート
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ユーザーガイド
チュートリアル

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。
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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 © 2016 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
プライバシー 利用条件 Cookie Ad Choices

319

https://forums.adobe.com/community/international_forums/japanese
http://idiom-q-win-1/jp/ja/contact.html?step=LTRM
http://idiom-q-win-1/br/
http://idiom-q-win-1/ca/
http://idiom-q-win-1/ca_fr/
http://idiom-q-win-1/la/
http://idiom-q-win-1/mx/
http://idiom-q-win-1/us/
http://idiom-q-win-1/africa/
http://idiom-q-win-1/africa/
http://idiom-q-win-1/be_nl/
http://idiom-q-win-1/be_fr/
http://idiom-q-win-1/be_en/
http://idiom-q-win-1/cz/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/dk/
http://idiom-q-win-1/de/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/ee/
http://idiom-q-win-1/es/
http://idiom-q-win-1/fr/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/hr/
http://idiom-q-win-1/ie/
http://idiom-q-win-1/il_en/
http://idiom-q-win-1/it/
http://idiom-q-win-1/lv/
http://idiom-q-win-1/lt/
http://idiom-q-win-1/lu_de/
http://idiom-q-win-1/lu_en/
http://idiom-q-win-1/lu_en/
http://idiom-q-win-1/lu_fr/
http://idiom-q-win-1/hu/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/mena_en/
http://idiom-q-win-1/mena_fr/
http://idiom-q-win-1/mena_fr/
http://idiom-q-win-1/nl/
http://idiom-q-win-1/no/
http://idiom-q-win-1/at/
http://idiom-q-win-1/pl/
http://idiom-q-win-1/pt/
http://idiom-q-win-1/ro/
http://idiom-q-win-1/ch_de/
http://idiom-q-win-1/si/
http://idiom-q-win-1/sk/
http://idiom-q-win-1/rs/
http://idiom-q-win-1/ch_fr/
http://idiom-q-win-1/fi/
http://idiom-q-win-1/se/
http://idiom-q-win-1/ch_it/
http://idiom-q-win-1/tr/
http://idiom-q-win-1/uk/
http://idiom-q-win-1/bg/
http://idiom-q-win-1/ru/
http://idiom-q-win-1/ua/
http://idiom-q-win-1/il_he/
http://idiom-q-win-1/mena_ar/
http://idiom-q-win-1/au/
http://idiom-q-win-1/hk_en/
http://idiom-q-win-1/in/
http://idiom-q-win-1/nz/
http://idiom-q-win-1/nz/
http://idiom-q-win-1/sea/
http://idiom-q-win-1/cn/
http://idiom-q-win-1/hk_zh/
http://idiom-q-win-1/tw/
http://idiom-q-win-1/tw/
http://idiom-q-win-1/jp/
http://idiom-q-win-1/kr/
http://idiom-q-win-1/cis/
http://idiom-q-win-1/cis/
http://www.adobe.com/jp/products/catalog/software.html
http://www.adobe.com/jp/products/catalog/software.html
http://www.adobe.com/jp/downloads.html
http://www.adobe.com/jp/downloads.html
http://helpx.adobe.com/jp/support.html
http://helpx.adobe.com/jp/support.html
http://www.adobe.com/jp/company.html
http://www.adobe.com/jp/privacy.html
http://www.adobe.com/jp/privacy.html
http://www.adobe.com/jp/legal/general-terms.html
http://www.adobe.com/jp/legal/general-terms.html
http://www.adobe.com/jp/privacy/cookies.html


画像の階調とカラーの処理

ページの先頭へ

注意：

画像のカラーと色調の調整
ホワイトバランスの設定
画像全体の階調の調整
ヒストグラムを使用した階調の調整
全体の彩度の設定
ビデオチュートリアル：明瞭度、自然な彩度、彩度の使用
トーンカーブパネルを使用した階調の微調整
HSL スライダーを使用した画像の色の微調整
カメラの色調補正の調整
カメラの初期設定の保存
グレースケールの操作
写真のグレー階調への変換
グレースケールの写真の色調補正
単一チャンネルのグレースケール画像の操作
ビデオチュートリアル：B & W 調整の操作

画像のカラーと色調の調整

詳しくは、以下のリンクをクリックしてください。feedback.photoshop.com でご質問、機能のご要望、問題
のご報告をお待ちしております。

ホワイトバランスの設定

撮影時の光源条件（昼光、タングステン-白熱灯、フラッシュなど）に合わせて、写真のホワイトバランスを
調整できます。
ホワイトバランスのプリセットオプションを選択するか、ニュートラルカラーとして指定する写真上の領域を
クリックすると、ホワイトバランスが自動的に調整されます。その後、各種のスライダーを使用してさらに設
定を微調整できます。

ホワイトバランスプリセットオプションは、RAW 写真および DNG 写真にのみ使用できます。すべて
の写真のホワイトバランスは、スライダーを使用して編集できます。

ホワイトバランスのプリセットオプションの選択

現像モジュールの基本補正パネルで、ホワイトバランスポップアップメニューからオプションを選択します。
「撮影時の設定」を選択すると、カメラのホワイトバランス設定（使用可能な場合）が適用されます。「自
動」を選択すると、画像データに基づいてホワイトバランスが算出されます。

ホワイトバランスの設定が自動的に適用され、その設定に合わせて基本補正パネルの色温度スライダーと色か
ぶり補正スライダーが移動します。これらのスライダーを使用して、カラーバランスを微調整できます。色温
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注意：

自動消去

ルーペを表示

スケールスライダー

完了

色温度

色かぶり補正

度コントロールと色かぶり補正コントロールを使用したホワイトバランスの微調整を参照してください。

カメラのホワイトバランス設定を使用できない場合は、「自動」オプションが初期設定で使用されま
す。

写真のニュートラル領域の指定

1. 現像モジュールの基本補正パネルでホワイトバランス選択ツール  をクリックして選択す
るか、W キーを押します。

2. ニュートラルカラー（明るいグレー）として指定する写真上の領域に、ホワイトバランス
選択ツールを移動します。ハイライトが強すぎる箇所や、100% ホワイトの箇所は選択し
ないようにしてください。

3. ツールバーで必要に応じて次のオプションを設定します。

写真上を 1 回クリックした時点で自動的にホワイトバランス選択ツールの選択
を解除するように設定します。

ホワイトバランス選択ツールの下でサンプリングされたピクセルの拡大図
と RGB 値を表示します。

ルーペ表示上の拡大図をズームします。

ホワイトバランス選択ツールの選択を解除し、ポインターを手のひらツールまたは
ズームインツールに戻します（初期設定）。
ホワイトバランス選択ツールを異なるピクセルの上に移動すると、その色に応じたカ
ラーバランスのプレビューがナビゲーターパネルに表示されます。

4. 適切な領域が見つかったら、その領域をクリックします。

選択した色がニュートラルカラーになるように、基本補正パネルの色温度スライダーと色
かぶり補正スライダーが自動的に調整されます（可能な場合）。

色温度コントロールと色かぶり補正コントロールを使用したホワイトバランスの微調整

現像モジュールの基本補正パネルで、色温度スライダーと色かぶり補正スライダーを調整します。

色温度の単位ケルビンを使用してホワイトバランスを微調整します。スライダーを左に移動すると、
写真の色温度が低くなり、右に移動すると色温度が高くなります。
「色温度」テキストボックスに、周辺光の色に合わせた特定のケルビン値を入力することもできます。その場
合は、現在の値をクリックしてテキストボックスを選択し、新しい値を入力します。例えば、写真では、タン
グステン-白熱灯は通常 3200 ケルビン値で偏りのない発色が得られます。タングステン-白熱灯光源の下で撮
影し、色温度を 3200 に設定した場合は、色のバランスが取れた写真になります。
RAW ファイルで作業を行うと、実際に撮影中にカメラの設定を変更しているかのように色温度を調整するこ
とができ、幅広い設定が可能になります。JPEG、TIFF および PSD ファイルを処理するときは、ケルビン値
ではなく -100 ～ 100 の値を使用してください。JPEG や TIFF などの RAW ファイル以外のファイルでは、
ファイル内に色温度設定が保存されているため、色温度の範囲が制限されてしまいます。

ホワイトバランスを微調整して、グリーンまたはマゼンタの色合いを補正します。スライダー
を左（負の値）に移動すると、写真にグリーンが追加され、スライダーを右（正の値）に移動するとマゼンタ
が追加されます。
ヒント：色温度や色かぶりを補正した後で、グリーンやマゼンタがシャドウ部に入り込んでしまった場合は、
カメラキャリブレーションパネルの「シャドウ」の色かぶり補正スライダーを調整して、色かぶりを除去して
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注意：

露光量

コントラスト

ハイライト

シャドウ

白レベル

黒レベル

黒レベル

白とび軽減

ください。

画像全体の階調の調整

基本補正パネルの階調コントロールを使用して、画像の全体的な階調を調整できます。操作の際には、ヒスト
グラムの両端に着目するか、シャドウクリッピングとハイライトクリッピングのプレビューを利用してくださ
い。

1. （オプション）基本補正パネルの「階調」領域で「自動補正」をクリックし、全体的な階
調を設定します。階調が最大限に再現され、ハイライトとシャドウのクリッピング量が最
小限になるように、各種スライダーの値が自動的に設定されます。

2. 階調コントロールで設定を調整します。

使用できる階調コントロールは、以下に示すように、処理バージョン
（2012、2010 または 2003）によって異なります。

スライダーの値を直接変更するには、値を選択して、上下の矢印キーを使用します。
スライダーコントロールをダブルクリックすると、値がゼロに戻ります。

（すべての処理バージョン）画像全体の明るさを設定します。ホワイトが適切に
表現され、写真が美しく見える位置にスライダーを移動してください。
露光量の目盛は、使用しているカメラの絞り値（F-Stop）の目盛に等しくなっていま
す。+1.00 調整すると、F-Stop を 1 広げた場合と同様の結果になります。同様に、-1.00
調整すると、F-Stop を 1 絞った場合と同様の結果になります。

（すべての処理バージョン）画像のコントラストを調整します。主に中間
調で効果が現れます。コントラストを上げると、中間調から暗部にかけての画像部がより
暗く、中間調から明部にかけての画像部がより明るくなります。コントラストを下げた場
合は、画像の明暗が反対に変化します。

（PV2012）画像の明るい領域を調整します。左にドラッグするとハイライ
トが暗くなり、「白とびした」ハイライト部のディテールが再現されます。右にドラッグ
すると、ハイライトが明るくなるとともにクリッピング量が最小限になります。

（PV2012）画像の暗い領域を調整します。左にドラッグするとシャドウが暗
くなるとともにクリッピング量が最小限になります。右にドラッグするとシャドウが明る
くなり、シャドウ部のディテールが再現されます。

（PV2012）白レベルを調整します。左にドラッグすると、ハイライトのク
リッピング量が減少します。右にドラッグすると、ハイライトのクリッピング量が増加し
ます（大きなクリッピング量は、金属表面などのスペキュラハイライトに適していま
す）。

（PV2012）黒レベルを調整します。左にドラッグすると、ブラックのクリッ
ピング量が増加します（より多くのシャドウを純粋のブラックに割り当てます）右にド
ラッグすると、シャドウのクリッピング量が減少します。

（PV2010 および PV2003）画像内のどの値をブラックとして出力するかを指
定します。スライダーを右に移動するほどブラックの領域が広がり、場合によっては、画
像のコントラストを上げるのと同じ効果が得られます。補正の成果はシャドウ部に一番現
れ、中間調やハイライト部はそれほど変化しません。

（PV2010 および PV2003）ハイライトが強すぎる箇所の階調を軟調化し、
露光オーバーで失われたハイライト部のディテールを可能な限り再現します。Lightroom

322



補助光効果

明るさ

では、クリッピングされていないチャンネルが 1 つあれば、RAW 画像ファイルでディ
テールを再現できます。

（PV2010 および PV2003）シャドウ部を明るくして、ブラックを豊かに表
現したまま、ディテールを引き出します。設定を高くしすぎて、画像にノイズを作り込ま
ないように注意してください。

（PV2010 および PV2003）画像の明るさを調整します。主に中間調で効果が現
れます。露光量、白とび軽減、黒レベルのスライダーを設定した後で、明るさを調整しま
す。明るさを大幅に変更するとシャドウやハイライトがクリッピングされる場合がありま
す。その場合は、明るさの調整後に、露光量、白とび軽減、黒レベルの各スライダーを再
調整してください。

ヒストグラムを使用した階調の調整

ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、輝度値（パーセント）ごとに写真上のピクセル数の分布を表したものです。ヒストグラム
がパネルの左端から右端にまで広がっている場合、写真が階調豊かであることがわかります。一方、一部の階
調範囲にだけピクセル分布が見られる画像は、コントラストを欠き、重たい印象になりがちです。ヒストグラ
ムの山が左右いずれかの端に偏っている場合、写真のシャドウまたはハイライトがクリッピングされていま
す。クリッピング箇所では、画像のディテールが失われる場合があります。

ヒストグラムの左端は輝度 0% のピクセル、右端は輝度 100% のピクセルの分布を表します。

ヒストグラムは、レッド（R）、グリーン（G）、ブルー（B）のカラーチャンネルを表す 3 枚の色の層から
構成されています。これらの 3 つのチャンネルがすべて重なる部分はグレー、2 つの RGB チャンネルが重な
る部分はイエロー、マゼンタ、またはシアン（イエローはレッドとグリーン、マゼンタはレッドとブルー、シ
アンはグリーンとブルーのチャンネルが各々重なった場合）で表示されます。

ヒストグラムを使用した画像の調整

現像モジュールでは、ヒストグラムパネルの特定の領域が、基本補正パネルの階調調整スライダーと連動して
います。ヒストグラム内で領域をドラッグして、これらの設定を調整できます。調整結果は、基本補正パネル
のスライダーにも反映されます。
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ヒストグラムの露光量領域をドラッグすると、基本補正パネルの露光量スライダーが調整されます。

1. ヒストグラム内で、補正対象の領域にポインターを移動します。補正対象の領域がハイラ
イト表示され、パネルの下部に対応する階調コントロールの名前と値が表示されます。

2. ポインターを左右にドラッグすると、基本補正パネルの対応するスライダーの値が調整さ
れます。

RGB カラー値の表示

現像モジュールのヒストグラムの下の領域には、手のひらツールやズームツールを写真の上に置いたときに、
ツールの下に位置するピクセルの RGB カラー値が表示されます。
この情報を参考にして、写真にクリッピングされた領域がないかどうか、つまり、RGB 値のいずれかが
0%（ブラック）または 100%（ホワイト）の箇所がないかどうかなどを確認できます。クリッピングされた
領域でも、少なくとも 1 つのチャンネルに色情報があれば、その情報を基に写真のディテールをある程度復元
できる可能性があります。

ハイライトクリッピングとシャドウクリッピングのプレビュー

写真の処理中に、クリッピングの結果をプレビューできます。クリッピングとは、最も高いハイライト値また
は最も低いシャドウ値のいずれかにピクセル値をシフトすることです。クリッピングされた領域は完全にホワ
イトまたは完全にブラックになり、画像のディテールは失われます。基本補正パネルで階調調整用のスライ
ダーを操作する際に、クリッピング領域をプレビューできます。
クリッピングインジケーター  は、現像モジュールのヒストグラムパネル上端にあります。ブラック（シャ
ドウ）のクリッピングインジケーターは左側、ホワイト（ハイライト）のインジケーターは右側に表示されま
す。

黒レベルスライダーを移動するときは、ブラックのクリッピングインジケーターに注目し
ます。白とび軽減スライダーと白レベルスライダーを移動するときは、ホワイトのクリッ
ピングインジケーターに注目します。すべてのチャンネルがクリッピングされると、イン
ジケーターがホワイトになります。インジケーターに色が付いた場合は、1 つまたは 2 つ
のチャンネルがクリッピングされています。
写真のクリッピング領域をプレビューするには、クリッピングインジケーター上にマウス
を移動します。プレビューを表示したままにする場合は、インジケーターをクリックしま
す。
写真上のクリッピングされたブラック領域はブルー、クリッピングされたホワイト領域は
レッドで表示されます。
チャンネルごとのクリッピングされた画像領域を表示するには、現像モジュールの基本補
正パネルで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、各スラ
イダーを移動します。
白とび軽減スライダーと白レベルスライダーの場合は、画面全体がブラックになり、ク
リッピングされた領域がホワイトで示されます。黒レベルスライダーの場合は、画像全体
がホワイトになり、クリッピングされた領域がブラックで示されます。色付きで表示され
る領域は、1 つのカラーチャンネル（レッド、グリーン、ブルー）または 2 つのカラー
チャンネル（シアン、マゼンタ、イエロー）がクリッピングされています。

全体の彩度の設定

基本補正パネルの「外観」領域では、明瞭度、自然な彩度、彩度のコントロールを操作して、画像全体の色の
彩度（色の鮮やかさや純度）を変更できます（特定の色範囲の彩度を調整するには、HSL／カラー／グレース
ケールパネルを使用します）。
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明瞭度

自然な彩度

彩度

部分的なコントラストを増やして画像の奥行きを強調します。この設定を使用するときは、100% 以
上の倍率までズームインすることをお勧めします。効果を最大限にするには、画像のエッジ付近にハロが現れ
るまで設定を上げてから、設定を少し下げます。

色が最高彩度に達したときのクリッピング量を最小限に抑えるように彩度を調整し、彩度の高い
色はそのまま維持しながら、彩度の低いすべての色の彩度を補正します。自然な彩度スライダーを使用する
と、肌色の彩度が上がりすぎるという難題も解消できます。

画像全体の色の彩度を均一に –100 （モノクロ）から +100（2 倍の彩度）に補正します。

ビデオチュートリアル：明瞭度、自然な彩度、彩度の使用

明瞭度、自然な彩度、彩度ツールを使用して標準以上の画像を作成する方法を学習します。

トーンカーブパネルを使用した階調の微調整

現像モジュールのトーンカーブパネルに表示されるグラフは、写真の階調の変化を表します。横軸は元のトー
ン値（入力値）を示します。左端がブラックを表し、右に行くほど明るい値になります。縦軸は補正後の階調
値（出力値）を表し、原点がブラックで、上に行くほど明るい値になります。このトーンカーブを使用して、
基本補正パネルで写真に対して行った補正結果をさらに微調整できます。

現像モジュールのトーンカーブパネル

トーンカーブ上の 1 点を上方向に移動すると画像が明るくなり、下方向に移動すると暗くなります。傾き 45
度の直線は、階調の変化が一切ないことを示し、補正前の入力値と補正後の出力値は同一です。場合によって
は、写真を初めて表示し、一切変更を加えていないのに、直線ではないトーンカーブが表示されることがあり
ます。これは、Lightroom への写真の読み込み時に適用された初期設定の補正処理がカーブに反映されている
ためです。
ダークとライトの両スライダーは、主にカーブの中央付近に作用します。ハイライトとシャドウの両スライ
ダーは、主に階調範囲のそれぞれの端に作用します。

トーンカーブを調整するには、次のいずれかの操作を行います。
カーブをクリックし、上下にドラッグします。ドラッグすると、その操作の対象となる範
囲がハイライトされ、対応するスライダーが移動します。トーンカーブの左上に、補正前
と補正後の階調値が表示されます。
4 つの範囲スライダーを必要に応じて左右にドラッグします。ドラッグ中は、そのスライ
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ダーが作用する領域（ハイライト、ライト、ダーク、シャドウ）にカーブが移動します。
また、その領域がトーンカーブグラフでハイライトされます。カーブ領域を編集するに
は、トーンカーブグラフの下部にある分割コントロールをドラッグします。

分割コントロールスライダーを右にドラッグすると、階調領域が拡張され、左にドラッグすると縮小されま
す。

トーンカーブパネルの左上にあるターゲット調整ツール  をクリックして選択し、調整す
る写真の領域をクリックします。ドラッグするか、上下の矢印キーを押すと、写真上の類
似する階調の値がすべて明るくなるか暗くなります。
ポイントカーブメニューのオプションから「リニア」、「コントラスト（中）」、「コン
トラスト（強く）」のいずれかを選択します。設定はカーブに反映されますが、範囲スラ
イダーには反映されません。
注意：ポイントカーブメニューは、メタデータ付きで読み込まれた写真や、以前に Adobe
Camera Raw のトーンカーブで編集された写真の場合は空欄になります。

トーンカーブ上の各ポイントを調整するには、ポイントカーブメニューからオプションを選択し、「ポイント
カーブを編集」ボタン  をクリックして、次のいずれかの操作を行います。
チャンネルポップアップメニューからオプションを選択します。3 つのチャンネルを同時
に編集することも、赤、緑または青の各チャンネルを個別に編集することもできます。
ポイントを追加するには、クリックします。
ポイントを削除するには、右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらク
リック（Mac OS）し、「コントロールポイントを削除」を選択します。
ポイントを編集するには、ポイントをドラッグします。
線形カーブに戻すには、グラフ内の任意の場所を右クリック（Windows）するか、Control
キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「カーブを統合」を選択します。

ビデオチュートリアル：トーンカーブでの補正

トーンカーブでの補正

HSL スライダーを使用した画像の色の微調整

現像モジュールの HSL パネルとカラーパネルでは、写真上の色範囲を個別に補正できます。例えば、レッド
の被写体が鮮やかすぎて目にうるさい場合は、レッド系の色相スライダーを使用して補正できます。ただし、
写真上の同系色がすべて補正されるため注意してください。
HSL パネルとカラーパネルで補正した場合も似たような結果が得られますが、これらのパネルではスライ
ダーの編成が異なっています。パネルを開くには、HSL／カラー／白黒パネルのヘッダーで目的のパネル名を
クリックします。
これらのパネルにあるスライダーは、それぞれ特定の色範囲に作用します。
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色相

彩度

輝度

プロファイル

色を変更します。例えば、青空（その他のブルーの被写体すべて）の色をシアン寄りからパープル寄り
に変更できます。

色の鮮やかさや純度を変更します。例えば、グレーが強い青空を高彩度のブルーに変更できます。

色範囲の輝度を変更します。

HSL パネルでの調整

HSL パネルで「色相」、「彩度」、「輝度」、または「すべて」を選択して、作業に必要
なスライダーを表示します。

スライダーをドラッグするか、スライダーの右にあるテキストボックスに値を入力し
ます。
パネルの左上にあるターゲット調整ツール  をクリックし、写真上の調整対象の位置
にポインターを置いて、マウスボタンをクリックします。ポインターをドラッグする
か、上下の矢印キーを押して、補正を行います。

カラーパネルでの調整

1. カラーパネルでは、カラーチップをクリックして、補正対象の色範囲を表示します。

2. スライダーをドラッグするか、スライダーの右にあるテキストボックスに値を入力しま
す。

カメラの色調補正の調整

Lightroom では、サポート対象の全カメラ機種に対して 2 つのカメラプロファイルを使用して、RAW 画像
ファイルが処理されます。これらのプロファイルは、ホワイトバランスが異なる各種の光源条件下で色付きの
被写体を撮影した上で作成したものです。ホワイトバランスを設定すると、カメラの機種に合ったプロファイ
ルを使用して、色情報が自動的に推定されます。これらのカメラプロファイルは、Adobe Camera Raw 用に
開発されたものと同じです。ICC カラープロファイルではありません。
カメラの機種に適した色認識が行われるように Lightroom を調整する場合は、カメラキャリブレーションパネ
ルのコントロールで設定を変更し、変更内容をプリセットとして保存します。補正対象の光源条件下で標準的
な色の被写体を撮影し、その写真の補正結果を保存しておくと便利でしょう。

1. 写真を選択し、カメラキャリブレーションパネルでオプションを設定します。

カメラで使用するプロファイルを設定します。
ACR [バージョン]
これらのプロファイルは、以前のバージョンの Camera Raw および Lightroom と互換性
があります。バージョン番号は、当該プロファイルが初めて登場した時点の Camera
Raw バージョンに対応します。従来の写真と同じ動作が望ましい場合は、ACR プロファ
イルを選択します。
アドビ標準
これらのプロファイルは、従来のアドビカメラプロファイルと比べてカラーレンダリング
の特性が格段に向上し、特に赤、黄、オレンジなど暖色系トーンの表現に優れています。
プロファイルポップアップメニューには、ご使用のカメラに対するアドビ標準プロファイ
ルが 1 つだけ表示されます。
カメラのプロファイル
これらのプロファイルは、カメラメーカーが設定した特定設定条件下での発色をできるだ
け忠実に再現したものです。カメラの製造元のソフトウェアで提供されているカラーレン

327



シャドウ

レッド色度座標値、グリーン色度座標値、ブルー色度座標値

注意：

ページの先頭へ

ダリングを望む場合は、カメラマッチングのプロファイルを使用します。カメラマッチン
グのプロファイルは、プロファイル名に接頭辞 Camera が付きます。
埋め込み
現在のファイル（TIFF、JPEG、PSD 形式の写真）にプロファイルが埋め込まれている
ことを示します。
注意：アドビ標準プロファイルとカメラマッチングプロファイルは、DNG 1.2 仕様に準
拠しています。これらがプロファイルポップアップメニューに表示されない場合は、最新
の Lightroom アップデートを www.adobe.com/go/downloads_jp からダウンロードしてく
ださい。

写真のシャドウ部に生じたグリーンまたはマゼンタの色かぶりを補正します。

色相スライダーおよび彩度
スライダーを使用して、写真のレッド、グリーンおよびブルーを調整します。一般的に
は、まず色相を調整し、次に彩度を調整します。色相スライダーを左（負の値）に移動す
ると、カラーホイールを反時計回りに移動することになり、右（正の値）に移動すると時
計回りに移動することになります。彩度スライダーを左（負の値）に移動すると色の彩度
が下がり、右（正の値）に移動すると彩度が上がります。

2. 補正後の設定を現像モジュールのプリセットとして保存します。現像プリセットの作成と
適用を参照してください。

同じカメラで似たような光源条件下で撮影した別の写真に、このプリセットを適用できま
す。

スタンドアロンの DNG プロファイルエディターユーティリティを使用してカメラプロファイルをカスタマイ
ズすることもできます。DNG プロファイルエディターとそのマニュアルは DNG Profiles - Adobe Labs から
無償でダウンロードできます。

DNG プロファイルエディターを使用してカメラプロファイルを調整するときは、カメラキャリブレー
ションパネルのスライダーを 0 に設定したままにします。

カメラの初期設定の保存

カメラモデルごとに新しい Camera RAW の初期設定を保存できます。環境設定のオプションを変更し、カメ
ラのシリアル番号と ISO 設定を初期設定に含めるかどうかを指定します。

1. 環境設定ダイアログボックスの「プリセット」タブを開き、カメラのシリアル番号とカメ
ラの ISO 設定を初期設定に含めるかどうかを選択します。

2. 現像モジュールで、RAW ファイルを選択して設定を変更し、現像／初期設定を選択しま
す。

3. 「現在の設定に更新」を選択します。

環境設定ダイアログボックスの「プリセット」タブで、「現像の初期設定を初期化」を選択すると、元の設定
に戻すことができます。

グレースケールの操作

写真のグレー階調への変換

白黒パネルの白黒ミックスでは、カラー画像をモノクロのグレースケール画像に変換し、元の色範囲ごとにグ
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レー階調を調整できます。

1. 基本補正パネルの「色表現」領域で「白黒」を選択するか、V キーを押して、写真をグ
レースケールに変換します。

2. 基本補正パネルとトーンカーブパネルの設定を使用して、写真の階調範囲を調整します。

3. HSL／カラー／白黒パネルで、元の写真のカラーで表現されていた箇所のグレー階調を暗
くまたは明るくします。

各カラースライダーをドラッグし、元の写真でその系統の色で表現されていた箇所の
グレー階調を補正します。
「自動」をクリックすると、階調バランスに優れたグレースケール画像に自動補正さ
れます。「自動」で優れた補正結果が得られるため、この補正を行った後で、スライ
ダーでグレー階調を微調整すると得策です。
白黒パネルの左上にあるターゲット調整ツール  をクリックし、写真上の調整対象の
位置にポインターを置いてからマウスボタンをクリックします。ツールをドラッグす
るか、上下の矢印キーを押すと、元の写真で同系色だった全箇所のグレー階調が明る
くなるか暗くなります。

写真をグレースケールに変換するときにグレースケールミックスを自動的に適用するには、環境設定ダイ
アログボックスの「プリセット」領域で、「最初に白黒に変換するときに自動ミックスを適用する」オプ
ションを選択します。

グレースケールの写真の色調補正

明暗別色補正パネルのスライダーを使用して、グレースケールの写真に色を付けることができます。1 つの色
を階調範囲全体に適用してセピア調などの効果を生んだり、シャドウ部とハイライト部に別の色を適用して明
暗別色補正効果を演出したりすることが可能です。ただし、シャドウの最暗部はブラック、ハイライトの最明
部はホワイトのままになります。
また、カラー写真にクロスプロセスなどの特殊効果を施すこともできます。

1. グレースケールの写真を選択します。

2. 現像モジュールの明暗別色補正パネルで、「ハイライト」領域と「シャドウ」領域の色相
スライダーと彩度スライダーを調整します。色相スライダーは階調表示の基本色を設定
し、彩度スライダーは適用する効果の強度を設定します。

3. バランススライダーで、「ハイライト」領域のスライダーと「シャドウ」領域のスライ
ダーによる効果のバランスを設定します。正の値を指定すると、「ハイライト」領域のス
ライダーの設定効果が高くなり、負の値を指定すると、「シャドウ」領域のスライダーの
設定効果が高くなります。

単一チャンネルのグレースケール画像の操作

Photoshop のグレースケールモードの画像にはカラー情報がありませんが、Lightroom では基本補正パネルと
トーンカーブパネルの階調調整ツールを使用して、これらの画像の階調を補正できます。明暗別色補正パネル
のオプションを使用すれば、カラーの階調表現に変換することも可能です。Lightroom は写真を RGB 画像と
して処理し、RGB 形式で書き出します。

ビデオチュートリアル：B & W 調整の操作

カラー画像をクリエイティブにモノクロ画像にする方法をご覧ください。
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法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 部分補正の適用

部分補正の適用
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
補正ブラシまたはフィルターによる効果の適用
複数の部分補正の使用
部分補正のエフェクトプリセットの作成

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6

現像モジュールの調整パネルのコントロールを使用すると、写真全体のカラーやトーンを補正できますが、補正を写真全体に適用したくない場合
もあります。それは、ポートレイトで顔を明るくして際立たせたり、風景写真で空の青さを強調したりするときなど、写真の特定の領域だけを補
正したい場合です。Lightroom で部分的な補正を行うには、補正ブラシツールと段階フィルターツールを使用し、カラーやトーンを調整できま
す。
補正ブラシツールを使用すると、露光量、明瞭度、明るさなどの補正を写真に「描き込む」ことで、必要に応じてこれらの補正を写真に適用でき
ます。
段階フィルターツールを使用すると、露光量、明瞭度などの階調調整を写真の特定領域に段階的に適用できます。適用領域は自由に広げたり狭め
たりできます。
Lightroom の現像モジュールで適用されるその他すべての補正と同様に、部分補正によって画像データが変わるわけではなく、補正が写真に永久
的に適用されることはありません。

ビデオチュートリアル：補正ブラシの基本

補正ブラシ：基礎編

Video: Workflow enhancements in Lightroom CC/Lightroom 6

Video: Workflow enhancements in Lightroom CC/Lightroom 6
Adobe Systems

補正ブラシまたはフィルターによる効果の適用

1. ライブラリモジュールで編集する写真を選択して、D キーを押して現像モジュールに切り替えます。現像モジュールで別の写真に切り替える
には、コレクションパネルまたはフィルムストリップで写真を選択します。

2. 現像モジュールのツールストリップで、補正ブラシツール  または段階フィルターツール  を選択します。
3. 効果ポップアップメニューを使用するか、スライダーをドラッグして補正の種類を選択します。
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色温度
画像の一部の領域の色温度を上下させて調整します。段階フィルターの色温度効果を使用すると、混光照明の下で撮影した画像を改善するこ
とができます。

色かぶり補正
グリーンまたはマゼンタの色合いを補正します。

露光量
全体的な画像の明るさを設定します。露光量を部分的に補正することで、従来の覆い焼きと焼き込みに似た効果が得られます。

ハイライト
画像内の露出過多のハイライト領域のディテールを再現します。

シャドウ
画像内の露出不足のシャドウ領域のディテールを再現します。

白レベル
写真内の白い点を補正します。

黒レベル
写真内の黒い点を補正します。

コントラスト
画像のコントラストを調整します。主に中間調で効果が現れます。

彩度
カラーの鮮やかさを調整します。

明瞭度
部分的なコントラストを増やして画像の奥行きを強調します。

かすみの除去
写真の既存のかすみを増減します。

シャープ
写真のエッジの鮮明度を強調して細部を際立たせます。負の値を指定すると細部がぼやけます。

ノイズ
シャドウ領域に発生しやすい輝度ノイズを軽減します。
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モアレ
モアレアーチファクト、つまりカラーエイリアシングを除去します。

フリンジ軽減
エッジのカラーフリンジが除去されます。

カラー
部分的な補正の影響を受ける領域に濃淡を適用します。カラースウォッチをクリックして色相を選択します。写真を白黒に変換した場合もカ
ラー効果は維持されます。

その他の効果
歯を白くする、虹彩を強調する、肌の階調をソフトにするなど、特定の作業向けの効果があります。
注意：焼き込み（暗）、覆い焼き（明）、虹彩の強調、ソフトスキン、歯の白さ補正が使用できない場合、Lightroom／環境設定（Mac OS）
または編集／環境設定（Windows）を選択します。プリセットパネルで、「部分補正プリセットを復元」をクリックします。

4. 各効果のスライダーをドラッグして、値を増減します。
5. （補正ブラシツールの場合）補正ブラシ A のオプションを指定します。

サイズ
ブラシの先の径をピクセル単位で指定します。

ぼかし
ブラシがあたった範囲とその周りのピクセルとの間に、エッジをぼかした移行部分を作成します。ブラシを使用する場合、内側の円と外側の
円の距離がぼかしの量を表しています。

流量
補正の適用率を制御します。

自動マスク
ブラシの適用先を同じような色の領域に限定します。

密度
ストロークの透明度を制御します。

6. 効果を適用するには、写真内をドラッグします。

最初の適用ポイントにピン  が表示され、マスクモードが「編集」に変わります。段階フィルター効果の場合、白い 3 つのガイドが効果範
囲の中心、低、高を示します。

ブラシコントロールを使用した段階フィルターまたは円形フィルターの変更

ブラシコントロールを使用して段階フィルターのマスクを変更できます。マスクを追加したら、ブラシコントロールにアクセスするために、新規
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／編集の横にあるブラシオプションを選択します。

必要に応じて、+ ブラシおよび -（消去）ブラシを使用します。Lightroom では、これらの 3 つのフィルターブラシをカスタマイズできま
す。A（+）、B（+）、および消去（-）。これらのブラシに次の設定をカスタマイズできます。

サイズ：ブラシのサイズ
ぼかし：ブラシのぼかしの量
流量：ストロークごとに領域に適用されるペイントの量例えば、流量が 20% に設定されている場合、20% の強さのペイントが最初のスト
ロークに適用されます。次のストロークでは、ペイントの強さが 40% に上がります。
密度：ブラシがペイントする最大の不透明度。例えば、設定を 40% にすると、ブラシは透明度を 40% 以上にはペイントしません。

注意：
自動マスクオプションを有効にすると、領域のエッジの内側がペイントされます。Lightroom は領域をマスクして、ブラシストロークが領域を越
えてペイントしないようにします。ペイントするときは、ブラシの中心部分がペイントする領域の内側に位置するようにします。

フィルターブラシ設定

A、B、および消去の 3 つのブラシに行った変更をリセットして、初期設定の状態に戻すには、ブラシをリセットをクリックします。

補正ブラシまたは段階フィルター／円形フィルターによる効果の編集

補正ブラシ効果または段階フィルター効果を編集するには、以下のいずれかの操作を行います。

ピンと段階フィルターガイドの表示／非表示を切り替えるには、H キーを押すか、ツールバーの「編集ピンを表示」メニューで表示モードを
選択します。
補正ブラシツール効果のマスクオーバーレイの表示／非表示を切り替えるには、O キーを押すか、ツールバーの「選択したマスクオーバーレ
イを表示」オプションを選択します。
補正ブラシツール効果のマスクオーバーレイを赤／緑／白に切り替えるには、Shift + O キーを押します。
効果スライダーをドラッグします。
調整のヒストリーを取り消すには、Ctrl + Z キー（Windows）または Command + Z キー（Mac OS）を押します。
選択したツールの補正をすべて削除するには、「初期化」をクリックします。
補正ブラシ効果または段階フィルター効果を削除するには、ピン上にポインターを置いて Delete キーを押します。
（補正ブラシツール）ポインターをピンの上に置き、両方向の矢印を右にドラッグして効果を強めるか、左にドラッグして効果を弱めます。
（補正ブラシツール）補正の一部を取り消すには、「消去」ブラシオプションを選択し、消去する補正の上をストロークします。
（段階フィルターツール）効果の中央ポイントを移動するには、ピンをドラッグします。
（段階フィルターツール）効果を回転させるには、中央の白い線にポインターを置き、曲がった二重矢印が表示されたらドラッグします。
（段階フィルターツール）効果を対象範囲の端で最も強くするには、外側の白い線を写真の縁の方へドラッグします。写真の中央に向けてド
ラッグすると、効果が弱くなります。

複数の部分補正の使用
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部分補正を複数適用および使用している場合は、次の事項に留意してください。

ピンを選択するには、ピンをクリックします。選択されているピンは、中心が黒く表示されます。選択されていないピンは、白く表示されま
す。
H キーを 1 度押すと、選択されているピンが表示されます。H キーをもう 1 度押すと、すべてのピンが非表示になります。H キーを 3 度目
に押すと、すべてのピンが表示されます。
補正ブラシツールが選択されている場合、編集できるのは調整ピンのみです。段階フィルターツールが選択されている場合、編集できるのは
段階フィルターピンのみです。
補正ブラシツールのドロワーでは、A と B という 2 つの補正ブラシのオプションを指定できます。ブラシを選択するには、該当する文字を
クリックするか、スラッシュ（/）キーを押してブラシを切り替えます。ブラシのオプションは変更するまで変わりません。ブラシを使用し
て適用するために選択してある効果とは無関係です。

部分補正のエフェクトプリセットの作成

部分補正のエフェクトプリセットを作成するには、以下の手順に従います。

1. 段階フィルターツールまたは補正ブラシツールのいずれかを使用し、効果を適用します。
2. 効果ポップアップメニューの「現在の設定を新規プリセットとして保存」を選択します。
3. 新規プリセットダイアログボックスで、「プリセット名」ボックスに名前を入力して「作成」をクリックします。

作成したプリセットが効果ポップアップメニューに表示されます。
注意：
補正ブラシツールのプリセットには、ブラシのオプションは含まれていません。

その他の関連ヘルプ
現像モジュールでの写真の編集
ビデオチュートリアル：補正ブラシ - 基礎編
現像モジュールのツール
現像モジュールのオプション
ビデオチュートリアル：HSL と色調の調整

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート

335

http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/help/applying-adjustments-develop-module-basic.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/how-to/lightroom-adjustment-brush-basics.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/how-to/lightroom-adjustment-brush-basics.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/how-to/lightroom-adjustment-brush-basics.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/help/develop-module-tools.html
http://idiom-q-win-1/jp//lightroom/help/develop-module-options.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/how-to/lightroom-hsl-color-adjustments.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/how-to/lightroom-hsl-color-adjustments.html
http://idiom-q-win-1/jp/lightroom/how-to/lightroom-hsl-color-adjustments.html
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
https://forums.adobe.com/community/international_forums/japanese


個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
 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 © 2016 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
プライバシー 利用条件 Cookie Ad Choices

336

http://idiom-q-win-1/jp/ja/contact.html?step=LTRM
http://idiom-q-win-1/br/
http://idiom-q-win-1/ca/
http://idiom-q-win-1/ca_fr/
http://idiom-q-win-1/la/
http://idiom-q-win-1/mx/
http://idiom-q-win-1/us/
http://idiom-q-win-1/africa/
http://idiom-q-win-1/africa/
http://idiom-q-win-1/be_nl/
http://idiom-q-win-1/be_fr/
http://idiom-q-win-1/be_en/
http://idiom-q-win-1/cz/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/dk/
http://idiom-q-win-1/de/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/ee/
http://idiom-q-win-1/es/
http://idiom-q-win-1/fr/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/hr/
http://idiom-q-win-1/ie/
http://idiom-q-win-1/il_en/
http://idiom-q-win-1/it/
http://idiom-q-win-1/lv/
http://idiom-q-win-1/lt/
http://idiom-q-win-1/lu_de/
http://idiom-q-win-1/lu_en/
http://idiom-q-win-1/lu_en/
http://idiom-q-win-1/lu_fr/
http://idiom-q-win-1/hu/
http://idiom-q-win-1/eeurope/
http://idiom-q-win-1/mena_en/
http://idiom-q-win-1/mena_fr/
http://idiom-q-win-1/mena_fr/
http://idiom-q-win-1/nl/
http://idiom-q-win-1/no/
http://idiom-q-win-1/at/
http://idiom-q-win-1/pl/
http://idiom-q-win-1/pt/
http://idiom-q-win-1/ro/
http://idiom-q-win-1/ch_de/
http://idiom-q-win-1/si/
http://idiom-q-win-1/sk/
http://idiom-q-win-1/rs/
http://idiom-q-win-1/ch_fr/
http://idiom-q-win-1/fi/
http://idiom-q-win-1/se/
http://idiom-q-win-1/ch_it/
http://idiom-q-win-1/tr/
http://idiom-q-win-1/uk/
http://idiom-q-win-1/bg/
http://idiom-q-win-1/ru/
http://idiom-q-win-1/ua/
http://idiom-q-win-1/il_he/
http://idiom-q-win-1/mena_ar/
http://idiom-q-win-1/au/
http://idiom-q-win-1/hk_en/
http://idiom-q-win-1/in/
http://idiom-q-win-1/nz/
http://idiom-q-win-1/nz/
http://idiom-q-win-1/sea/
http://idiom-q-win-1/cn/
http://idiom-q-win-1/hk_zh/
http://idiom-q-win-1/tw/
http://idiom-q-win-1/tw/
http://idiom-q-win-1/jp/
http://idiom-q-win-1/kr/
http://idiom-q-win-1/cis/
http://idiom-q-win-1/cis/
http://www.adobe.com/jp/products/catalog/software.html
http://www.adobe.com/jp/products/catalog/software.html
http://www.adobe.com/jp/downloads.html
http://www.adobe.com/jp/downloads.html
http://helpx.adobe.com/jp/support.html
http://helpx.adobe.com/jp/support.html
http://www.adobe.com/jp/company.html
http://www.adobe.com/jp/privacy.html
http://www.adobe.com/jp/privacy.html
http://www.adobe.com/jp/legal/general-terms.html
http://www.adobe.com/jp/legal/general-terms.html
http://www.adobe.com/jp/privacy/cookies.html


アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 現像モジュールのオプション

現像モジュールのオプション
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
処理バージョン
画像のソフト校正
現像モジュールで調整した設定の他の写真への適用
画像のヒストリーとスナップショットの管理
元画像ではなくスマートプレビューを編集してパフォーマンスを向上

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom
Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 リリースで更新された機能

処理バージョン

処理バージョンとは、Lightroom の現像モジュールで写真の調整とレンダリングに使用される Camera Raw 技術です。使用する処理バージョンに
よって、現像モジュールで利用できるオプションや設定が異なります。
注意：
画像が使用している処理バージョンがわからない場合は、次のいずれかの操作を行います。

設定／処理をクリックします。使用されている処理バージョンの横にチェック記号が表示されます。
カメラキャリブレーションパネルを開き、プロセスメニューを確認します。

処理バージョン 2012

Lightroom 4 以降で初めて編集される画像には、処理バージョン 2012（PV2012）が使用されます。PV2012 は、コントラストの大きな画像のため
の新しい階調コントロールと新しいトーンマッピングアルゴリズムを備えています。PV2012 では、基本補正パネルでハイライト、シャドウ、白
レベル、黒レベル、露光量およびコントラストを調整することができます。またホワイトバランス（色温度および色かぶり補正）、ハイライト、
シャドウ、ノイズおよびモアレについて、部分補正を適用することもできます。

処理バージョン 2010

Lightroom 3 で編集した画像には、初期設定で PV2010 が使用されていました。PV2010 は、前の処理バージョンである PV2003 と比較して、
シャープおよびノイズ軽減が向上しています。

処理バージョン 2003

Lightroom 1 および 2 で使用されていた初期の処理エンジンです。

1. 写真を PV2012 に更新するには、現像モジュールで次のいずれかの操作を行います。

ヒストグラムの右下にある「現在の処理（2012）に更新」ボタン  をクリックします（Ctrl／Cmd + 0）。
写真の右下にある最新の処理（2012）に更新ボタン  をクリックします。
設定／処理／2012（現在）を選択します。
カメラキャリブレーションパネルで、処理／2012（現在）を選択します。
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2. 処理バージョンの更新ダイアログボックスで、次のいずれかを選択します。

補正前と補正後のレビュー
修正前と修正後のビューで更新後の写真が表示され、変更内容を確認できます。詳しくは、補正前の写真と補正後の写真の表示を参照してく
ださい。

更新
選択した 1 枚の写真を更新します。

選択したすべての写真を更新
アクティブな写真だけでなく、フィルムストリップで現在選択しているすべての写真を更新します。

フィルムストリップの全ての写真を更新
選択している写真だけでなく、フィルムストリップにあるすべての写真を更新 します。
注意：
処理バージョン 2012 に更新すると、写真の外観が大きく変更されることがあります。新しい処理バージョンに慣れるまで、画像を 1 つずつ
更新することをお勧めします。

画像のソフト校正

ソフト校正は、画面上の写真を出力した場合の見栄えをプレビューし、特定の出力デバイスに最適化する機能です。Lightroom のソフト校正を使
用すると、出力時の画像表示を評価して、大幅な階調やカラーの違いがないように調整できます。

1. 現像モジュールで画像を開き、ツールバーの「ソフト校正」ボックスをオンにします。
プレビュー背景が白に変わり、プレビュー領域の右上隅に「校正のプレビュー」ラベルが表示され、ソフト校正パネルが開きます。

現像モジュールの「ソフト校正」オプション

2. ソフト校正パネルのオプションを使用して、カラーが対象のディスプレイまたは出力デバイスの色域（色の範囲）内にあることを確認しま
す。

モニター色域外警告を表示／非表示 
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ディスプレイの表示能力外のカラーは、画像のプレビュー領域内に青で表示されます。

校正の色域外警告を表示／非表示 

プリンターのレンダリング能力外のカラーは、画像のプレビュー領域内に赤で表示されます。
注意：
モニターと出力先デバイスの両方の色域外のカラーは、画像のプレビュー領域内にピンクで表示されます。

プロファイル
プロファイルは、デバイスのカラースペースを数学的に記述したものです。初期設定では、使用しているモニターのプロファイルを使用し
て、Lightroom の現像モジュールに画像が表示されます。異なる出力カラースペースをシミュレートする場合は、プロファイルメニューから
出力カラースペースを選択します。

マッチング方法
マッチング方法は、カラースペース間でカラーを変換する方法を指定します。
「知覚的」マッチングは、カラー間の視覚的な関係をできるだけ保持し、カラー値を変えてでも人間の目に自然に知覚されることを優先しま
す。「知覚的」マッチングは、色域外の飽和色が多く含まれる画像に適しています。
「相対的」マッチングは、変換元のカラースペースの最大ハイライトと、変換先のカラースペースの最大ハイライトを比較し、すべてのカ
ラーをその差分だけシフトします。色域外の色は、変換先カラースペース内で再現可能な近似色に変換されます。「相対的」マッチングは、
「知覚的」マッチングよりも画像の元の色を維持します。

紙とインキをシミュレート
実際の紙の色であるくすんだ白と、実際の黒インクの色であるダークグレーをシミュレートします。すべてのプロファイルで使用できるとは
限りません。

3. 写真を編集して対象のカラースペースに変換するには、「校正刷りを作成」をクリックします。これにより、自由にプリント設定を調整でき
る仮想コピーが Lightroom によって作成されます。次に、調整を行います。
注意：
写真の調整を開始したが、「校正刷りを作成」をクリックしなかった場合、ソフト校正用の仮想コピーを作成するかどうかを尋ねるメッセー
ジが表示されます。「校正刷りを作成」をクリックすると、元の画像を変更せずにコピー上で作業できます。元の画像を編集するには、「校
正にする」をクリックします。Lightroom で行われる編集はすべて、非破壊編集です。元の画像を編集することを選択した場合でも、後でそ
の選択を変えたり、変更を取り消すことができます。

現像モジュールで調整した設定の他の写真への適用

ライブラリモジュールのクイック現像パネルまたは現像モジュールで写真を調整するたびに、調整後の設定内容が記録されます。これらの設定を
コピーして、同じ写真の別のバージョンや、フィルムストリップで選択されている別の写真に適用できます。

現在の写真の現像設定のコピー＆ペースト

ライブラリモジュールと現像モジュールでは、現在の写真の個々の現像設定を、別の写真にコピー＆ペーストできます。設定を複数の写真にペー
ストするには、ライブラリモジュールで操作する必要があります。

339



1. 現在の写真の現像設定をコピーするには、次のいずれかの操作を行います。

現像モジュールでは、ツールバーの左側にある「コピー」ボタンをクリックするか、編集／コピー（Mac OS のみ）を選択するか、ま
たは設定／設定をコピーを選択します。目的の設定項目を選択して「コピー」をクリックします。
ライブラリモジュールでは、写真／現像設定／設定をコピーを選択します。目的の設定項目を選択して「コピー」をクリックします。

注意：
（Mac OS）ライブラリモジュールで編集／「コピー」コマンドを使用すると、テキストとメタデータがコピーされます。現像モジュールで
編集／「コピー」コマンドを使用すると、パネルで選択したテキストまたは選択した写真の現像設定がコピーされます。

2. コピーした現像設定を他の 1 つの写真にペーストするには、ライブラリモジュールまたは現像モジュールのフィルムストリップで目的の写
真を選択し、次のいずれかの操作を行います。

現像モジュールでは、「ペースト」ボタンをクリックするか、編集／ペースト（Mac OS のみ）を選択するか、または設定／設定を
ペーストを選択します。
ライブラリモジュールでは、写真／現像設定／設定をペーストを選択します。

注意：
（Mac OS）ライブラリモジュールで編集／「ペースト」コマンドを使用すると、コピーしたテキストとメタデータがペーストされます。

3. コピーした現像設定を複数の写真にペーストするには、ライブラリモジュールのグリッド表示またはフィルムストリップで目的の写真を選択
し、写真／現像設定／設定をペーストを選択します。
注意：
（Mac OS）ライブラリモジュールで編集／「ペースト」コマンドを使用すると、コピーしたテキストとメタデータがペーストされます。

スプレーツールを使用した現像プリセットの適用

1. ライブラリモジュールのグリッド表示で、ツールバーのスプレーツールを選択し、ツールバーのスプレーメニューから「設定」を選択しま
す。
注意：
スプレーツールがツールバーに表示されていない場合は、ツールバーメニューから「スプレーツール」を選択します。

2. 「クリエイティブ·-·古い写真」などの現像プリセットをツールバーのポップアップメニューから選択し、写真をクリックするかドラッグして
設定を適用します。

3. スプレーツールを無効にするには、ツールバーの円形のアイコンをクリックします。スプレーツールが無効になっているとき、スプレーツー
ルアイコンがツールバーに表示されます。

複数の写真の設定の同期

現像モジュールとライブラリモジュールのどちらで作業している場合でも、「同期」コマンドを使用すると、現在の写真の選択した現像設定を、
フィルムストリップで選択されている他の写真に適用できます（フィルムストリップサムネールで現在の写真は明るい白の枠で示されます）。
注意：
フィルムストリップで選択されている写真が 1 枚だけの場合、「設定を同期」コマンドは使用できません。この場合、現像モジュールでは「同
期」ボタンが「前の設定」ボタンになり、ライブラリモジュールでは「設定を同期」ボタンが使用できない状態になります。

フィルムストリップ内で、現在の写真と設定を同期する対象の写真を Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）、または
Command キーを押しながらクリック（Mac OS）して選択し、次のいずれかの操作を行います。

現像モジュールで、「同期」ボタンをクリックするか、設定／設定を同期を選択します。コピーする設定項目を選択し、「同期」をク
リックします。
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現像モジュールで、「同期」ボタンの左にある「自動同期を有効にする」スイッチをクリックして、自動同期モードに切り替えます。
その状態で、スライダーをドラッグするか、調整を行うと、選択されたすべての写真にその調整が適用されます。
ライブラリモジュールで、「設定を同期」ボタンをクリックするか、写真／現像設定／設定を同期を選択します。コピーする設定項目
を選択し、「同期」をクリックします。

注意：
設定をコピーダイアログボックスで以前に選択または選択解除した設定項目は、設定を同期ダイアログボックスでも同様に選択または選択解除さ
れた状態で表示されます。

直前に選択した写真の設定の適用

フィルムストリップで直前に選択した写真の設定をすべてまとめてコピーし、現在選択している写真に（設定を一切変更していない場合でも）適
用できます。次のいずれかの操作を行います。

現像モジュールでは、ツールバーの右側にある「前の設定」ボタンをクリックするか、設定／前の設定をペーストを選択します。
ライブラリモジュールでは、写真／現像設定／前の設定をペーストを選択します。

注意：
フィルムストリップで複数の写真が選択されている場合、現像モジュールの「前の設定」ボタンは「同期」ボタンに変化します。

画像のヒストリーとスナップショットの管理

スナップショットの作成

編集処理中は、写真のさまざまな状態に名前を付けてスナップショットとして保存できます。作成した各スナップショットは、スナップショット
パネルにアルファベット順に並べて表示されます。
注意：
スナップショットのリストの上にポインターを置くと、各スナップショットのプレビューがナビゲーターパネルに表示されます。

スナップショットの追加

1. 現像モジュールのヒストリーパネルで、以前または現在の写真の状態を選択します。
2. スナップショットパネルのヘッダーにあるスナップショットを作成（+）ボタンをクリックします（または、現像／新規スナップショットを
選択します）。

ヒストリーパネルで選択した状態のときの写真の設定がすべてスナップショットに記録されます。

3. 新しい名前を入力し、Return キーを押します。

スナップショットの削除

現像モジュールのスナップショットパネルで、スナップショットを選択し、パネルのヘッダーにある選択したスナップショットを削除（-）
ボタンをクリックします。

注意：
キーボード上の Delete キーは押さないでください。Delete キーを押すと、現在選択されている写真が削除されます。
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ヒストリーパネルでの画像の補正の記録

ヒストリーパネルには、写真が Lightroom に読み込まれた日時が、読み込み時にプリセットが適用された場合はそのプリセット情報と合わせて記
録されます。写真の読み込み後は、写真を補正するたびに補正内容が 1 つの状態として記録され、他のすべての状態情報と共にヒストリーパネル
に時系列順に表示されます。これらの状態情報の名前は変更できますが、リスト内での掲載順序を変更することはできません。

ヒストリーパネルのリストの上にポインターを置き、各状態の写真のプレビューをナビゲーターパネルで確認します。
ヒストリーパネルで状態を選択し、写真をその状態に戻すか、その状態のスナップショットを保存します。
状態情報をダブルクリックしてその名前を選択し、新しい名前を入力して Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押しま
す。
状態を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「ヒストリー設定を補正前にコピー」を選択して
1 つの補正をコピーします。
ヒストリーパネルのヘッダーにあるすべてを消去ボタン（X）をクリックして、リストからすべての状態を削除します。

注意：
ヒストリーパネルの状態のリストが長くなり過ぎた場合は、保存したい状態のスナップショットを作成します。その後、すべてを消去ボタンをク
リックしてパネルの内容を消去します。この操作では、現在の画像設定に影響を与えずに状態のリストが削除されます。

元画像ではなくスマートプレビューを編集してパフォーマンスを向上
Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 で導入された機能

現像モジュールで写真を編集する際の Lightroom のパフォーマンスを向上させるために、Lightroom には、元画像が利用可能な場合でも、写真の
スマートプレビューの編集を行う環境設定オプションが用意されています。このオプションを使用すると、編集中の画質は低下しますが、最終出
力のサイズおよび画質は元のままです。
この環境設定を指定するには：

1. 編集／環境設定を選択します。

2. 環境設定ダイアログで、「パフォーマンス」タブを選択します。

3. 現像セクションで、画像編集には、元画像の代わりにスマートプレビューを使用を選択します。

4. OKをクリックして、Lightroom を再起動します。
注意：
現像モジュールで 100% (1:1 モード)までズームすると、画像編集には、元画像の代わりにスマートプレビューを使用環境設定が有効な場合で
も、元画像に切り替わります。

その他の関連ヘルプ
画像全体の階調の調整
部分補正の適用
シャープとノイズ軽減
ヒストグラムを使用した階調の調整
プリントのカラーマネジメントの設定
画像の補正の取り消し
補正前または補正後の写真への設定のコピー
ビデオチュートリアル - 現像モジュールについて
ビデオチュートリアル - 現像の基本

  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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写真のレタッチ

ページの先頭へ

注意：

切り抜きと回転の調整
シャープとノイズ軽減
レンズの収差の補正と遠近法の調整
周辺光量補正、粒子効果、かすみ除去の効果

切り抜きと回転の調整

現像モジュールには、写真の切り抜きや角度補正に役立つツールやコントロールがあります。Lightroom で切
り抜きと角度補正のコントロールを使用する場合は、まず切り抜き範囲を設定してから、その切り抜き範囲を
基準に画像を移動および回転させます。または、従来式の切り抜きツールや角度補正ツールを使用して、写真
上を直接ドラッグすることもできます。
切り抜きエリアの調整時や画像の移動時には、元画像の輪郭線の内側に 3 × 3 のグリッドが表示され、画像の
仕上がりを確認しながら操作できます。画像を回転させるときは、画像内の真っ直ぐなラインをグリッドに揃
えて調整できるように、さらにマス目の細かいグリッドが表示されます。

ビデオチュートリアル：画像の切り抜き

Lightroom の切り抜き表示を使用すると、写真を壊さず切り抜いて、回転できます。 Lightroom バージョン 4
と 5 に適用されます。

写真の切り抜き
1. ツールストリップの切り抜きツール  を選択するか、R キーを押します。

調整ハンドルの付いた輪郭線が写真の周りに表示されます。

2. フレーム切り抜きツールで写真上をドラッグするか、切り抜きハンドルをドラッグして、
切り抜き範囲を設定します。四隅のハンドルで画像の幅と高さを調整します。

切り抜きハンドルをドラッグした後でフレーム切り抜きツールを使用するには、
フレーム切り抜きツールを改めて選択する必要があります。

3. 手のひらツールを使用して切り抜きフレームの範囲内で写真をドラッグし、写真を移動し
ます。

4. （オプション）レンズ補正が適用されているときに切り抜きボックスを画像領域内に制限
するには、「ワープ内に制限」を選択します。「ワープ内に制限」は、写真のゆがみを防
ぎます。

5. 切り抜きと角度補正が完了したら、切り抜きツールをクリックするか、Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

切り抜き部分のグリッドオーバーレイを切り替えるには、「O」を押します。切り抜き時にグリッドのみを
表示するに は、ツール／ツールのオーバーレイ／自動的に表示を選択します。グリッドの表示をオフにす
るには、ツール／ツールのオーバーレイ／表示しないを選択します。
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指定の縦横比での切り抜き
1. ツールストリップの切り抜きツール  を選択します。

ツールドロワーの鍵型のアイコンは、切り抜きコントロールでの操作時に縦横比が固定さ
れているかどうかを示し、またその設定を行います。

2. 鍵型アイコンの横にある縦横比ポップアップメニューから縦横比を選択します。写真の元
の縦横比を維持する場合は、「元画像」を選択します。ポップアップメニューに表示され
ていない縦横比を指定する場合は、「数値を入力」を選択します。

前回使用した縦横比のまま切り抜きツールを選択するには、Shift + A キーを押しま
す。

Lightroom では、カスタム切り抜き縦横比を最大 5 個まで保存できます。6 個以上作成し
た場合は、古いものから順にリストから削除されます。

3. 切り抜きハンドルをドラッグして切り抜き範囲を指定するか、フレーム切り抜きツール 
 でドラッグします。

Shift キーを押しながら切り抜きハンドルをドラッグすると、一時的に現在の縦横比を
固定できます。

切り抜きの方向の切り替え
1. ツールストリップの切り抜きツール  を選択します。

2. 切抜きの境界線を設定するには、写真内でドラッグします。

3. 方向を縦から横、または横から縦に変更するには、X キーを押します。

写真の角度補正
ツールストリップで切り抜きツール  を選択し、次のいずれかの操作を行います。

角度スライダーを使用して写真を回転させます。
ポインターを四隅の切り抜きハンドルの外側に移動して回転アイコン を表示し、ド
ラッグして写真を回転させます。回転の軸は切り抜きの選択範囲の中心です。
角度ツール  を選択してから、画像内の水平または垂直に揃えたいラインに合わせ
て、写真上をドラッグします。

角度補正ツールを選択した状態で、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したままに
すると、写真の角度補正の目安となるグリッドが表示されます。

切り抜きまたは角度補正の設定の消去または取り消し
切り抜きツールのドロワーで「初期化」をクリックします。

現像モジュールでの写真の回転または反転

写真を 90 度ずつ回転させるには、写真／左回転または写真／右回転を選択します。90 度
未満の角度で写真を回転させる方法については、写真の角度補正を参照してください。写
真の中心を軸として、写真が時計回りまたは反時計回りに回転します。
写真を水平方向に反転させてミラーイメージ（鏡像）を表示するには、写真／左右を反転
を選択します。左側に写っていた被写体が右側に、右側に移っていた被写体が左側に裏返
して表示されます。写真上のテキストは、鏡に映したように左右逆に表示されます。
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適用量

半径

ディテール

マスク

写真を垂直方向に反転させて鏡像を上下逆に表示するには、写真／上下を反転を選択しま
す。

シャープとノイズ軽減

写真のシャープネスの補正

Lightroom では、写真を表示して編集する段階とプリントまたは書き出しを行う段階の 2 つの場面で、写真の
シャープネスを補正できます。シャープネス補正は、カメラ機種に応じた初期処理の一環として、写真に自動
的に施されます。
Lightroom で外部エディターでの編集用に写真を書き出したり、印刷またはラスタライズを行ったりする際に
は、画像のシャープネス設定が、レンダリング後のファイルに適用されます。

1. 現像モジュールで、写真に少なくとも 100% までズームインします。

2. ナビゲーターパネルでドラッグして、写真でシャープネス補正の効果がよく現れて いる
部分を表示します。

3. ナビゲーターパネルで、次のいずれかの「シャープ」設定を調整します。

エッジの鮮明度を調整します。適用量の値を大きくすると、画像がよりシャープ
になります。値を 0 にすると、シャープがオフになります。一般に、ノイズの少ない画
像の場合、適用量は低めの値に設定します。この調整では、指定した基準に基づいて周囲
のピクセルと異なるピクセルを検索し、そのピクセルのコントラストを指定した量だけ増
やします。

シャープネス処理を適用するディテールのサイズを調整します。ディテールが非常
に細かい写真の場合は、半径を小さくします。ディテールがそれほど細かくない写真の場
合は、半径を大きく設定して構いません。半径を大きくしすぎると、不自然な画像になり
ます。

画像内で出現頻度の高い情報にシャープネス処理をかける度合いと、シャー
プネス処理によってエッジを強調する度合いを調整します。値を下げると、エッジが
シャープになり、ぼやけた部分が除去されます。値を上げると、画像内のテクスチャがよ
り鮮明になります。

エッジのマスクをコントロールします。設定を 0 にすると、画像のすべての要素
に同じ量のシャープネス処理が適用されます。設定を 100 にすると、最も強いエッジの
周囲にだけシャープネス処理が適用されます。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらスライダーをドラッグすると、効果が適用
される部分（白）とマスクされる部分（黒）を確認できます。

シャープニングをオフにするには、適用量スライダーをゼロ（0）に設定するか、詳細パネルのオン／オフ
アイコン をクリックします。

ビデオチュートリアル：画像のシャープニング

ほとんどの写真では、わずかのシャープニングでも効果があります。画像のシャープニングについて説明しま
す。
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輝度

ディテール

コントラスト

カラー

ディテール

画像のノイズの軽減

画像ノイズは、目に見える形で画像に表れる不要な情報のことで、画質の劣化を招きます。画像のノイズに
は、画像の粒子を粗く見せる輝度（グレースケール）ノイズと、通常は画像内にカラーの斑点として表示され
る彩度（カラー）ノイズがあります。高めの ISO 感度またはあまり精巧ではないデジタルカメラで撮影した
写真には、かなりのノイズが入ることがあります。

カラースライダーを右に動かすと、彩度ノイズが軽減されます（右下）。オリジナル（右上）と比較してカ
ラーピクセルが減少しています。

1. （オプション）画像のノイズ、およびスライダーによる補正効果がよく見えるように、写
真を少なくとも 1:1 までズームインします。

2. 現像モジュールのディテールパネルで 1:1 画像プレビューをドラッグして、写真で粒子が
粗く見えたりカラーの斑点が見えたりしている部分を表示します。

3. ディテールパネルの「ノイズ軽減」領域で、各スライダーを調整します。最初の 3 つの
スライダーは輝度ノイズに対応します。残りの 2 つのスライダーはカラーノイズに対応
します。

輝度ノイズを軽減します。

輝度ノイズのしきい値を指定します。ノイズの多い写真に便利です。値を上
げるとディテールが保持されますが、ノイズが目立つ結果になることがあります。値を下
げるとノイズは少なくなりますが、ディテールが失われる場合があります。

輝度のコントラストを調整します。ノイズの多い写真に便利です。値を上
げるとコントラストが保持されますが、斑点やまだらな模様が目立つ結果になることがあ
ります。値を下げると結果はスムーズになりますが、コントラストが失われる場合があり
ます。

カラーノイズを軽減します。

カラーノイズのしきい値を指定します。値を上げると幅の狭い詳細なカラー
のエッジを保護できますが、カラーが斑点状になることがあります。値を下げるとカラー
の斑点はなくなりますが、カラーがにじむことがあります。

ノイズ軽減をオフにするには、適用量スライダーをゼロ（0）に設定するか、詳細パネルのオン／オフアイ
コン  をクリックします。

ビデオチュートリアル：Lightroom での画像ノイズの低減

347



ページの先頭へ

Mac OS

かなり状態の悪い画像でも、すばやく画像のノイズを除去する方法を説明します。

レンズの収差の補正と遠近法の調整

レンズのゆがみについて

カメラのレンズは、特定のレンズ焦点距離、F-Stop およびフォーカス距離によって、様々なタイプのゆがみ
を示すことがあります。これらの目に見えるレンズのゆがみを補正するには、現像モジュールのレンズ補正パ
ネルを使用します。
周辺光量不足は、画像の周辺部分、特に四隅が中心より暗くなるゆがみです。風景写真における空など、
シェードや階調が均一と思われている被写体が写真に含まれていると、特に顕著です。
樽型収差は、直線が外側に湾曲したように写るゆがみです。
糸巻き型収差は、直線が内側に湾曲したように写るゆがみです。
色収差 色収差は、オブジェクトのエッジに沿って色の縁取りができるゆがみです。これは、色の違いによる
レンズの焦点の位置ずれ、センサーのマイクロレンズの収差およびフレアによって発生します。Lightroom に
は、ブルー - イエローフリンジおよびレッド - グリーンフリンジ（横色収差ともいいます）を自動的に修正す
るチェックボックスがあります。
Lightroom 4.1 以降には、パープル/マゼンタおよびグリーンの収差（軸上色収差）を修正するためのスライ
ダーコントロールがあります。軸上色収差は、通常、大口径レンズで撮影された画像で発生します。

ブルーとイエローの縁取りが見られる元の写真（左）、色収差の補正後の写真（右下）。

画像の遠近法とレンズの自動補正

ビデオチュートリアル：Lightroom でのレンズ補正

Lightroom 5 のレンズ補正機能について説明します。この機能を使用すると、安価なレンズで撮影した写真の
見栄えを改善できます。

現像モジュールのレンズ補正パネルにある「プロファイル」オプションを使用すると、一般的なカメラレンズ
のゆがみを補正できます。プロファイルは、写真の撮影に使用されたカメラとレンズを識別する Exif メタ
データに基づいています。プロファイルは必要に応じて補正されます。
レンズのプロファイルは次の場所に保存されます。

/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/1.0/
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注意：

注意：

ゆがみ

周辺光量補正

注意：

Windows Vista または Windows 7 C:¥ProgramData¥Adobe¥CameraRaw¥LensProfiles¥1.0¥

レンズ補正パネルで使用できるレンズプロファイルは、調整対象のファイルが RAW ファイルかそれ
以外かによって異なります。現在サポートされているレンズの一覧については、Adobe サポート情報のサポー
ト対象レンズプロファイル（Photoshop ）を参照してください。

1. 現像モジュールのレンズ補正パネルで「プロファイル」をクリックし、「プロファイル補
正を使用」を選択します。

2. プロファイルを変更するには、メーカー、モデルおよびプロファイルを選択します。

カメラによっては 1 つのレンズしか装着できない場合があり、レンズによっては
1 つのプロファイルしか存在しない場合があります。

3. 補正量スライダーを使用すると、プロファイルによる補正の適用量を調整できます。

初期設定値である「100」の場合は、プロファイルのゆがみ補正が 100% 適用さ
れます。100 を超える値を指定すると、ゆがみに対する補正量が多くなり、100 未満の値
を指定すると、ゆがみに対する補正量が少なくなります。

初期設定値である「100」の場合は、プロファイルの周辺光量補正が
100% 適用されます。100 を超える値を指定すると、周辺光量に対する補正量が多くな
り、100 未満の値を指定すると、周辺光量に対する補正量が少なくなります。

4. （オプション）初期設定のプロファイルに変更内容を適用するには、「設定」をクリック
し、「レンズプロファイルの新規初期設定を保存」を選択します。

色収差の補正

現像モジュールの収差補正パネルで、「カラー」をクリックして色収差コントロールとフリンジ除去コント
ロールを表示します。

結果をより詳しく表示するには、収差が示されている画像領域にズームインします。

色収差とその除去方法について詳しくは、Lightroom ジャーナルのNew Color Fringe Correction Controls（新
しいカラーフリンジ補正コントロール）を参照してください。

レッド - グリーンおよびブルー - イエローのカラーシフトの除去

「色収差を除去」チェックボックスを選択します。

スポイトツールによる写真全体のパープルおよびグリーンのフリンジの除去

1. レンズ補正パネルの「カラー」タブでスポイトツールをクリックします。

2. スペースバーを押して、フリンジ領域にパンおよびズームインします（初期設定のズーム
を 2:1 または 4:1 に設定すると、フリンジカラーが見やすくなります）。

3. パープルおよびグリーンのフリンジカラーをクリックします。

スライダーがその色に合わせて自動的に調整されます。パープルまたはグリーンの色相範
囲の外側をクリックすると、エラーメッセージが表示されます。

スポイトツールの下の色がパープルまたはグリーンの色相範囲内の場合、スポイト
ツールの端がパープルまたはグリーンに変わります。
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注意：

注意：

注意：

ゆがみ

垂直方向

水平方向

写真全体のパープル/マゼンタおよびグリーンのフリンジの除去

パープルおよびグリーンの適用量スライダーを調整します。値を大きくするほど、カラー
フリンジ除去の適用量が増えます。

画像内のパープルまたはグリーンの被写体に影響を与える調整を適用しないように注意してください。
パープルの色相またはグリーンの色相スライダーを使用して、適用量スライダーの影響を受けたパープルまた
はグリーンの色相範囲を調整することができます。影響を受ける色の範囲を大きくまたは小さくするには、い
ずれかのエンドポイントコントロールをドラッグします。色相範囲を移動するには、複数のエンドポイントコ
ントロールの間でドラッグします。エンドポイント間の最小間隔は、10 単位です。草花などのグリーン/イエ
ローの画像カラーを保護できるように、グリーンのスライダーの初期設定の間隔は狭くなっています。

部分補正ブラシを使用して、パープルおよびグリーンの被写体のエッジを保護することもできます。
「ローカルカラーフリンジの除去」を参照してください。

Alt/Option キーを押しながらスライダーをドラッグすると、調整結果が表示されます。ドラッグしてカラーを
除去するにつれ、フリンジカラーが中性色になります。

ローカルカラーフリンジの除去

ローカルブラシおよびグラデーション調整を実行すると、すべての色のフリンジが除去されます。

最良の結果を得るには、ローカルカラーフリンジ調整を適用する前に、変形レンズ補正を実行してく
ださい。

1. ブラシまたはグラデーションツールを選択して、画像にドラッグします。部分補正の適用
を参照してください。

2. フリンジ除去スライダーを調整します。プラスの値にするとカラーフリンジが除去されま
す。マイナスの値にすると、画像領域が保護されて、写真全体に適用したフリンジ除去が
適用されなくなります。-100 にすると、フリンジ除去が一切適用されなくなります。例
えば、パープルのフリンジ除去量を大きくして写真全体に適用すると、画像内のパープル
の被写体の彩度が下がったり、エッジが変わることがあります。それらの領域をフリンジ
除去量 -100 でペイントすると、それらが保護されて元の色に保たれます。

局所的なフリンジ除去は、Process 2012 でのみ使用できます。

画像の遠近法とレンズの手動補正

変形と周辺光量不足の補正は、オリジナルと切り抜き後両方の写真のエッジに適用できます。周辺光量補正で
は、露光量を調整して、暗い四隅を明るくします。

1. レンズ補正パネルで「手動」をクリックします。

2. 「変形」で次のいずれかの項目を調整します。

右にドラッグすると、樽型収差が補正され、外側に湾曲した線が直線になりま
す。左にドラッグすると、糸巻き型収差が補正され、内側に湾曲した線が直線になりま
す。

カメラの上下への傾きで生じた遠近法を補正します。垂直線を平行にします。

カメラの左右への傾きにより生じた遠近法を補正します。水平線を平行にしま
す。
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回転

拡大・縮小

切り抜きを制限

適用量

中心点

ページの先頭へ

ハイライト優先

カラー優先

オーバーレイをペイント

適用量

中心点

丸み

カメラの傾きを補正します。切り抜き前の元画像の中心を回転の軸として使用しま
す。

画像を拡大または縮小します。遠近法の補正とゆがみによって生じた空白を
削除できます。切り抜きの境界線を越えた画像領域を表示します。

切抜きを画像領域に制限して、最終的な写真にグレーの枠線ピクセルが
残らないようにします。

3. 「周辺光量補正」で次のいずれかの項目を調整します。

適用量スライダーを右（正の値）に移動して、写真の四隅を明るくします。スラ
イダーを左（負の値）に移動して、写真の四隅を暗くします。

中心点スライダーを左（低い値）にドラッグすると、適用量の補正範囲が四隅か
ら中心方向に拡大します。スライダーを右（高い値）にドラッグすると、補正範囲が四隅
の近辺に限定されます。

周辺光量補正、粒子効果、かすみ除去の効果

切り抜き後の周辺光量補正の適用

芸術的な効果を写真に与えるために、周辺光量を暗くしたり明るくしたりするには、効果パネルの「切り抜き
後の周辺光量補正」の各オプションを使用します。切り抜き後の周辺光量補正は、切り抜き前の写真にも切り
抜き後の写真にも適用できます。
Lightroom の切り抜き後の周辺光量補正のスタイルは、画像の露出量を適切に調整することで元の画像のコン
トラストを保持し、より見栄えのする効果を実現します。

1. 現像モジュールの効果パネルの、切り抜き後の周辺光量補正領域で、スタイルメニューか
らオプションを選択します。

白とびが軽減されますが、写真の暗い領域でカラーが変わることがあり
ます。切り抜かれたスペキュラハイライトなど、明るい部分を含む写真に適しています。

写真の暗い領域でのカラーの変化が最小限に抑えられますが、白とび軽減は
実行されません。

切り抜き後の画像の値に黒または白のピクセルを混合します。
単調な画像になることがあります。

2. 次の各スライダーを調節します。

負の値にすると、写真の四隅が暗くなります。正の値にすると、四隅が明るくな
ります。

値が小さいほど、適用量の調整が四隅から離れた広い領域に適用されます。値が
大きいほど、調整の適用は四隅に近い領域に限定されます。

値が小さいほど、周辺光量補正効果がより楕円的に適用されます。値が大きいほ
ど、周辺光量補正効果がより真円的に適用されます。
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ぼかし

ハイライト

適用量

サイズ

粗さ

注意：

値が小さいほど、周辺光量補正された部分と周辺ピクセルとの差が大きくなりま
す。値が大きいほど、穏やかに変化します。

（ハイライト優先とカラー優先のみ）適用量が負の値のときに、コントラス
トを保持したままハイライトの度合いを調整します。ろうそくやランプなど、ハイライト
領域が小さい写真に適しています。

ビデオチュートリアル：芸術的な効果を生む周辺光量補正

フィルム粒子のシミュレーション

効果パネルの「粒子」セクションでは、特定のフィルムストックを連想させるスタイリッシュな効果を生み出
すように調整することができます。「粒子」効果を使用して、再サンプリング時に発生する斑点を目立たなく
することもできます。
サイズコントロールと粗さコントロールを組み合わせて、粒子の特性を設定します。ズームレベルを変えて粒
状感を確認し、特性が狙いどおりに表現されるようにします。

粒状フィルム効果適用なし（上）、粒状フィルム効果適用あり（下）

画像に適用する粒子の量を指定します。右にドラッグすると、増加します。ゼロに設定すると、粒状
感は無効になります。

粒子のサイズを指定します。25 以上のサイズを指定すると、ブルーが追加され、ノイズ軽減により効
果が改善されます。

粒子の規則性を設定します。左にドラッグするとより均一な粒状感が得られ、右にドラッグするとより
不規則な粒状になります。

かすみの除去
この機能は Lightroom CC 2015.1 のみで使用可能です
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適用量

注意：かすみの除去が部分補正として利用できるようになりました。
円形フィルター、段階フィルター、または補正ブラシを操作しなが
ら、かすみの除去スライダーコントロールを調整します。詳細につい
ては、部分補正の適用および円形フィルターツールの使用を参照して
ください。

部分補正としてのかすみの除去

Lightroom で写真のかすみやもやの量を簡単に増減できるようになりました。写真の基本的な補正が終わった
ら、現像モジュールの効果パネルに切り替えて、かすみの除去スライダーコントロールを調整します。

写真のかすみやもやの量を削減

写真のかすみの量を調整します。かすみを除去するには右にドラッグし、かすみを追加するには左に
ドラッグします。

アドビのお勧め記事
プリントする写真をシャープにする
シャープ出力
処理バージョン
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赤目およびペットアイの修正効果
Lightroom CC/Lightroom 6 で更新された機能

<b>手順 1</b>

<b>手順 3</b>

<b>手順 5</b>

<b>手順 2</b>

<b>手順 4</b>

<b>手順 6</b>

Adobe Lightroom の赤目修正ツールを使用すると写真の赤目をすばやく簡単に修正できます。Lightroom の
ペットアイ修正では、赤目修正とほとんど同じ操作で、写真で不自然に撮影されたペットの目の色を修正でき
ます。
下の画像に従って、ほんの数回クリックするだけで写真を修正する方法をご確認ください。
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以下のリソースを試してください。
Lightroom ヘルプとチュートリアル
Lightroom での写真の現像
はじめに - Adobe Photoshop Lightroom 5

コミュニティフォーラムに質問：
Photoshop Lightroom フォーラム
初心者のための Lightroom フォーラム

赤目およびペットアイの修正効果
1. 現像モジュールに切り替えます。

2. 赤目修正ツールアイコンをクリックします。

赤目修正アイコン

3. 赤目またはペットアイをクリックします。

4. 中心から始めて、修正する目の周りに円を描きます。

5. 使用できる設定を調整します。

6. 「完了」をクリックします。

問題が解決しない場合
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円形フィルターツールの使用

ページの先頭へ

円形フィルターによる写真の画質調整
円形フィルターツールのキーボードショートカットと修飾キー

写真のメインとなるオブジェクトの周囲の背景や要素が、見る人の注意をそらす可能性があります。周辺光量
補正効果を作成して、焦点に注意を引きつけることができます。円形フィルターツールにより、中心からそれ
た複数の周辺光量領域を作成して写真の特定部分をハイライトすることが可能です。
円形フィルターツールの楕円マスクを使って、部分的に補正することができます。円形フィルターツールで被
写体の周囲に楕円領域を描画し、選択したマスクの外側の部分の露光量、彩度およびシャープを調整します。

画像内で背景が目立ちすぎている被写体を強調するため、2 つの円形フィルターを画像に適用

Shift + M キーを押して、円形フィルターツールを切り替えます。

ビデオチュートリアル：円形フィルターツール

円形フィルターを使用すると、様々な方法で写真を選択的に補正できます。

円形フィルターによる写真の画質調整
1. 現像モジュールで、ツールストリップから円形フィルターツールを選択します。
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注意：

円形フィルターツール（Shift + M）は現像モジュールで利用できます。

白スライダーと黒スライダーを使用できるのは Lightroom CC 2015.1 のみです

2. 次のいずれかの操作を行います。
円形フィルターを作成するには、マウスをクリック＆ドラッグして任意の領域を囲み
ます。これにより、調整の対象領域または除外領域となる楕円形状が描画されます。
既存の円形フィルターを編集するには、写真上にある灰色のハンドルをクリックしま
す。

描画時に円形フィルターを正円に固定するには、Shift キーを押しながら描画します。

3. 写真の変更範囲を決定するには、「マスクを反転」チェックボックスを選択またはオフに
します。チェックボックスは初期設定で選択されていません。
マスクを反転が選択されていない（初期設定）：設定を変更すると、マーキー領域外
部の画像領域に適用されます。
マスクを反転が選択されている：設定を変更すると、マーキー領域内部の画像領域に
適用されます。

4. 追加した円形フィルターのサイズ（幅と高さ）および方向を調整します。フィルターを選
択して、次の手順に従います。
フィルターを移動して位置を変更するには、フィルターの中央をクリックし、ドラッ
グします。
4 つのフィルターハンドルのいずれかにマウスポインターを合わせ、ポインターのア
イコンが変化したら、クリック＆ドラッグして、フィルターのサイズを変更します。
フィルターの端の近くにマウスポインターを合わせ、ポインターのアイコンが変化し
たら、フィルターの端をクリック＆ドラッグして、フィルターの方向を変更します。

357



  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。

ページの先頭へ

このフィルターの範囲は楕円マーキー領域によって表示されます。

5. 手順 1 で示した調整スライダーを使用して、必要に応じて目に見える変化を加えま
す。ぼかしスライダーを使用して、適用効果の目に見えるフォールオフを調整します。

6. 手順 2 ～ 5 に従って、フィルターの追加または編集を続けます。

7. 「初期化」をクリックして、画像に適用したすべての円形フィルターを削除します。

円形フィルターツールのキーボードショートカットと修飾キー

新規補正
Shift キーを押しながらドラッグして、円に制限された補正を作成します。

補正の編集
補正のサイズを変更するために 4 つのハンドルのいずれかをドラッグしながら、Shift
キーを押し続けると、補正形状の縦横比が保持されます。

補正の削除
補正を選択しながら、Delete キーを押すと、補正が削除されます。

最大適用度の補正
Command／Control キーを押しながら空白部分をダブルクリックすると、中央に配置さ
れ、画像の切り抜き範囲をカバーする補正が作成されます。
Command／Control キーを押しながら既存の補正の内側をダブルクリックすると、画像の
切り抜き範囲をカバーする補正が拡大されます。
Command／Control キーを押さずにダブルクリックすると、確定されて円形フィル
ターツールが終了します。
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強化されたスポット除去ツールの使用

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

強化されたスポット除去ツールについて
ビデオチュートリアル：写真に写った不要なものを取り除く
スポット除去ツールの使用
スポットを可視化機能で写真をクリーンアップ

強化されたスポット除去ツールを使用して、シンプルな手順で写真の不要な部分を除去します。

強化されたスポット除去ツールについて

Lightroom に搭載されたスポット除去ツールを使用すると、同じ画像の別の範囲からサンプリングすることに
より、画像の選択範囲を修復できます。例えば、不要なオブジェクト（人物、頭上の電気配線など）を除去す
ることにより、風景写真をクリーンアップできます。

風景写真に人が写っています（画像左）。強化されたスポット除去ツールを使用して、シーンからこの人を消
すことができます（画像右）。

ビデオチュートリアル：写真に写った不要なものを取り除く

写真に写った不要なものを取り除く

スポット除去ツールの使用
1. 現像モジュールで、ツールストリップからスポット除去ツールを選択するか、Q キーを押
します。

2. 次のいずれかを選択します。
修復 選択した領域に、サンプル領域のテクスチャ、照明および陰影を適用しま
す。
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クローン 選択した領域に、サンプル画像領域を複製します。

3. （オプション）スポット除去ツールのオプション領域で、サイズスライダーをドラッグ
し、ツールを適用する領域のサイズを指定します。

上／下にスクロールすると、ツールの半径を大きく／小さくすることができます。あ
るいは、キーボードの括弧キーを使用すると、ブラシサイズを変更できます。
左括弧（[）を使用すると、ツールの半径が小さくなります。
右括弧（]）を使用すると、ツールの半径が大きくなります。

4. 写真内で、リタッチする部分をクリックしてドラッグします。
白色マーキー領域は選択範囲を示します。
選択範囲を指す矢印の付いた別の白色マーキー領域はサンプル範囲を示します。

画像内でクリーンにする部分（この場合、人物）を特定し、スポット除去ツールを使用し
て該当する範囲をペイントします。ピン（画像右）を使用して選択範囲またはサンプル範
囲の位置を変更します。

5. （オプション）初期設定で選択されているサンプル範囲を変更するには、次のいずれかの
操作を行います。
自動 選択範囲のハンドルをクリックして、スラッシュキー（/）を押します。新しい
範囲がサンプルされます。最適なサンプル範囲が見つかるまでスラッシュキーを押し
ます。
手動 サンプル範囲のハンドルを使用してドラッグし、新しい範囲を選択します。

長いストロークで画像の広い部分を選択した場合、適切なサンプル範囲の一致はすぐ
に見つかりません。さまざまなオプションを試すには、スラッシュ（/）をクリックす
ると、ツールでさらに多くの範囲を自動的にサンプルできます。

6. スポット除去ツールを使用して実行した調整をすべて削除するには、ツールストリップの
下のリセットボタンをクリックします。

キーボードショートカットと修飾キー

丸いスポット：
シングルクリックにより丸いスポットを作成すると、自動でソースが見つかります。
Control／Command キーを押しながらクリックして、丸いスポットを作成します。ドラッ
グしてスポットのソースを設定します。
Control／Command + Option／Alt キーを押しながらクリックして、丸いスポットを作成
します。ドラッグしてスポットのサイズを設定します。

選択範囲またはスポットの削除：
ピンを選択し、Delete キーを押してその調整を削除します。
Option／Alt キーを押し、スポットをクリックすると、削除されます。
Option／Alt キーを押し、マウスをドラッグしてマーキーを描くと、マーキー内のスポッ
トが自動で削除されます。
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スポットを可視化機能で写真をクリーンアップ

フル解像度で写真をプリントすると、コンピューターの画面では見えなかった多数の不具合がプリント出力に
現れる場合があります。これらの不具合には、カメラセンサーに付いた埃、ポートレイトで撮影したモデルの
皮膚の傷、青空にたなびく小さい雲など、多数の種類があります。フル解像度では、これらの不具合は視覚的
に目立つ場合があります。
スポットを可視化機能を使用すれば、プリントする前にこれらの不具合を確認して修正できます。
スポット除去ツールを選択する場合、スポットを可視化オプションとスライダーが画像の下で利用できま
す。スポットを可視化オプションを選択すると、画像が反転し、不具合がより明瞭に見えます。スライダーを
使用してコントラストレベルを変化させて、細部を拡大・縮小して不具合を探すことができます。次に、ス
ポット除去ツールを使用して注意をそらすような要素を削除します。

1. ツールストリップからスポット除去 ツールを選択し、ツールバーから「スポットを可
視化」チェックボックスをオンにします。

画像が反転し、画像の要素のアウトラインが表示されます。

スポットを可視化オプションをオフ（左）にします。スポットを可視化オプションを選択
（右）すると、スポット除去ツールを使用してクリーンアップの詳細が利用可能になりま
す。例えば、写真の帽子にある一片のほこりがこの表示でより明瞭に見えます。

2. スポットを可視化スライダーを使用して、反転画像のコントラストのしきい値を変更しま
す。スライダーのコントラストレベルを変更して、ダスト、ドット、またはその他の不要
なエレメントなどの不具合を表示します。

3. スポット除去ツールを使用して写真のエレメントをクリーンアップします。結果の画像を
確認するには、「スポットを可視化」チェックボックスをオフにします。

4. 満足するまで手順 2 と 3 を繰り返します。
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写真の書き出し

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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ファイルのディスクまたは CD への書き出し

ページの先頭へ

処理方法を確認

書き出したファイルの新しい名前を選択

確認せずに上書き

書き出し場所
ファイルの名前
ビデオ
ファイル設定
画像のサイズ調整
出力時のシャープ処理
メタデータ
透かし
後処理

写真をハードディスク、CD、または DVD に書き出すには、次の手順に従います。手順 3 に示した設定につ
いては、このページで説明しています。

1. 書き出し対象の写真やビデオを選択し、ファイル／書き出しを選択します。
ダイアログボックスの上部にある書き出し先ポップアップメニューが示すように、初期設
定では写真がハードディスクに書き出されます。

2. 写真またはビデオをディスクに書き出すには、書き出し先／CD/DVD を選択します。

3. 書き出しダイアログボックスの設定パネルで、「書き出し場所」、「ファイルの名前」、
「ビデオ」、「ファイル設定」、「画像のサイズ調整」、「シャープ出力」、「メタデー
タ」、「透かし」、「後処理」の各オプションを指定します。

書き出し場所
1. 書き出し先ポップアップメニューから書き出し先を選択します。

2. （オプション）指定フォルダー内のサブフォルダーに写真を書き出す場合は、「サブフォ
ルダーに保存」を選択します。サブフォルダー名を入力します。

3. （オプション）「このカタログに追加」をオンにすると、書き出された写真が現在の
Lightroom カタログに自動的に追加されます。書き出し対象の写真が画像スタックの一部
で、元画像と同じフォルダーに書き出す場合は、「選択した写真に追加」をオンにする
と、再読み込みされた写真を元のスタックに含めることができます。

4. 選択した場所に同じ名前のファイルがあった場合の処理を指定します。

警告が表示され、名前の競合を解決するために新しい名前を選択する
か、既存のファイルを上書きするか、ファイルの書き出しを中止するかを選択できます。

ハイフンと末尾番号を追加することで、書き出
し対象ファイルに別の名前が割り当てられます。

既存のファイルが書き出し対象ファイルに置き換えられ、競合に関す
る警告が表示されません。
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無視

ページの先頭へ

ページの先頭へ

H.264

DPX

オリジナル

ページの先頭へ

注意：

画質

写真は書き出されません。

ファイルの名前
1. 変更後の名前ポップアップメニューでオプションを選択します。

2. カスタムテキストを使用するオプションを選択した場合は、「カスタムテキスト」ボック
スにカスタム名を入力します。

3. 連番の開始番号を 1 以外にする場合は、その番号を「開始番号」テキストボックスに入
力します。

4. その他のオプションを選択する場合は、変更後の名前／編集を選択します。
カスタム名について詳しくは、命名オプションを参照してください。

ビデオ
1. 「ビデオファイルを含める」を選択します。

2. 「ビデオ形式」と「画質」の設定を選択します。

H.264 は、モバイルデバイスで広く使用されている圧縮率の高いビデオ形式で
す。ビデオをモバイルデバイスで再生する場合は、画質／低を選択し、Web ブラウザー
で再生する場合は、画質／中を選択します。

Digital Picture Exchange（DPX）は、Kodak Cineon 形式から派生した標準で、視
覚効果の作業で広く使用されています。DPX ファイルは 1920 × 1080 で書き出されます
が、24p、25p または 30p の画質設定を指定できます。

元のクリップと同じ形式、同じ速度でビデオを書き出します。
「ソース」情報には、Lightroom にあるビデオファイルの解像度とフレームレートが
表示されます。「対象」情報では、選択したビデオ形式と画質で書き出されるビデオ
の解像度、フレームレートおよび予想ファイルサイズを確認できます。複数のビデオ
を選択した場合、「ソース」情報には、最もよく選択されているファイルの情報が表
示されます。

ファイル設定

形式ポップアップメニューをクリックし、JPEG、PSD、TIFF、DNG、元画像のいずれかを選択します。次
に、選択した形式に対して適切なオプションを指定します。
Digital Negative（DNG）形式では、Camera Raw ファイルがアーカイブ形式で保存されます。

元画像を選択した場合は、元の写真が撮影されたときと同じ形式で画像が書き出され、ファイル設定
オプションは使用できません。元の RAW ファイルを書き出す場合、メタデータの変更内容は付属のサイド
カーファイルに書き出されます。

（JPEG）圧縮率を指定します。JPEG の圧縮方式（ロス圧縮）は、一部のデータを切り捨てて、画質の
劣化と引き換えにファイルを縮小します。画質スライダーをドラッグするか、「画質」ボックスに 0 ～ 100
の数値を入力します。
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カラースペース

ファイルサイズの制限

bit 数

圧縮

互換性のある形式

JPEG プレビュー

高速読み込みデータを埋め込み

非可逆圧縮を使用

オリジナル RAW ファイルを埋め込む

ページの先頭へ

サイズを変更して合わせる

幅と高さ

寸法

長辺と短辺

メガピクセル

解像度

（JPEG、PSD、TIFF）写真を sRGB、AdobeRGB または ProPhoto RGB カラースペースに
変換し、そのカラープロファイルに応じたタグを写真に付けます。「その他」を選択して、カスタムカラープ
ロファイルを選択します。

（JPEG）書き出すファイルの最大ファイルサイズを指定します。

（PSD、TIFF）画像を 1 チャンネル 8 ビットまたは 16 ビットのビット数で保存します。

（TIFF）ZIP 形式または LZW 形式、あるいは「なし」を選択します。ZIP と LZW は劣化なしの圧縮形
式であり、画像データを破棄せずにファイルサイズが縮小されます。
メモ：ビット数が 16 ビットコンポーネントに設定されている場合、LZW 形式の圧縮は使用できません。

（DNG）そのファイルを読み込むことができる Camera Raw および Lightroom のバー
ジョンを指定します。

（DNG）書き出す JPEG のプレビュー方法（フルサイズ、標準サイズ、作成しない）を指
定します。

（DNG）現像モジュールで画像を速く読み込むことができますが、ファイル
サイズが少し大きくなります。

（DNG）ファイルサイズが大幅に縮小しますが、画質が低下することがあります。

（DNG）DNG ファイルに元の Camera RAW データを保存します。

画像のサイズ調整

書き出しのファイル形式に JPEG、PSD または TIFF を選択した場合は、画像サイズを指定します。

写真の幅または高さの上限サイズを設定します。指定した値により、写真のピク
セル数と、書き出された画像のディテールの美しさが決まります。オプションを選択し、サイズをインチ、セ
ンチメートルまたはピクセル単位で指定します。「拡大しない」をオンにすると、指定した解像度が保持さ
れ、写真を拡大させる幅や高さの設定が無視されます。

元の縦横比を維持しつつ、指定した幅と高さに収まるように、写真のサイズを変更します。例え
ば、400 x 600 に指定すると、400 x 600 の縦方向の写真または 400 x 267 の横方向の写真が生成されます。

写真の元 の縦横比と関係なく、大きい方の値を長辺に、小さい方の値を短辺に適用します。例え
ば、400 x 600 に指定すると、400 x 600 の縦方向の写真または 600 x 400 の横方向の写真が生成されます。

写真の長辺または短辺に値を適用し、写真の元の縦横比を使用して、もう一辺の長さを計算しま
す。
メモ：書き出される写真の長辺は、65,000 ピクセル以内である必要があります。

書き出される写真のメガピクセル数と解像度（ドット／インチ（dpi）単位）を設定します。

プリント出力するファイルの解像度を指定します（ピクセル/インチまたはピクセル/cm）。インク
ジェットプリンターでのプリントには、180 ppi ～ 480 ppi が適切です。オフセット印刷またはラボでのプリ
ントについては、サービスプロバイダーに問い合わせてください。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

著作権情報のみ

著作権情報および問い合わせ先のみ

カメラおよび Camera Raw 情報以外のすべて

すべて

撮影場所情報を削除

Lightroom 階層としてキーワードを書き込む

ページの先頭へ

出力時のシャープ処理

写真を書き出すときに、適応性のある出力のシャープアルゴリズムを JPEG、PSD および TIFF 写真に適用で
きます。適用されるシャープの量は、指定する出力メディアと出力解像度に基づきます。出力のシャープは、
現像モジュールで適用した各種のシャープ設定に加えて行われます。

1. 書き出しダイアログボックスの「シャープ出力」領域で「シャープ対象」ボックスを選択
します。

2. 書き出し対象として「スクリーン」、「マット紙」または「光沢紙」から 1 つの出力を
指定します。

3. 適用量ポップアップメニューを「弱」または「強」に変更して、シャープの適用量を減少
または増加します。ほとんどの場合、適用量は初期設定の「標準」で問題ありません。

メタデータ

書き出される写真に関連付けられたメタデータとキーワードの処理方法を指定します。

書き出す写真に、IPTC 著作権に関するメタデータのみを埋め込みます。DNG ファイルの場
合、このオプションは使用できません。

書き出す写真に、IPTC 連絡先および著作権に関するメタデータのみを埋
め込みます。DNG ファイルの場合、このオプションは使用できません。

書き出す写真に、露光量、レンズ焦点距離、撮影日時メタデー
タなどの EXIF カメラメタデータ以外のすべてのメタデータを埋め込みます。DNG ファイルの場合、このオ
プションは使用できません。

書き出す写真にすべてのメタデータを埋め込みます。DNG ファイルの場合、このオプションは使用で
きません。

ポップアップメニューで「カメラおよび Camera Raw 情報以外のすべて」または「すべ
て」を選択した場合も、GPS メタデータを写真から削除します。DNG ファイルの場合、このオプションは使
用できません。

パイプ文字（|）を使用して、メタデータフィールドで親子関係
を指定します（「Names|Maria」など）。

透かし

JPEG、PSD または TIFF ファイルで、「透かし」ボックスをオンにすると、書き出す写真に著作権の透かし
が含まれます。
シンプルな著作権の透かし 書き出す写真に、著作権メタデータフィールドの内容を透かしとして埋め込みま
す。著作権フィールドが空の場合、透かしは適用されません。
カスタム 透かしポップアップメニューに名前が表示されるカスタムの透かしを選択します。カスタムの透か
しを作成するには「透かしを編集」をクリックします。透かしエディターの使用を参照してください。
メモ：書き出した写真に透かしが適用されない場合は、最新のアップデートを使用していることを確認してく
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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

ださい。これには、Lightroom でヘルプ／アップデートを確認を選択します。その他のトラブルシューティン
グについては、Adobe Lightroom フォーラムを参照してください。
 

後処理

書き出し後メニューから次のいずれかのオプションを選択します。
なにもしない 写真を書き出した後、何の処理も行いません。
エクスプローラー／Finder で表示 書き出したファイルをエクスプローラー（Windows）または Finder（Mac
OS）のウィンドウに表示します。
Photoshop／Photoshop Elements で開く 書き出した写真を Photoshop または Photoshop Elements で開き
ます。この機能を使用するには、コンピューターに Photoshop または Photoshop Elements がインストールさ
れている必要があります。
[追加外部エディター] で開く 書き出した写真を、Lightroom の環境設定で追加外部エディターとして指定され
ているアプリケーションで開きます。
他のアプリケーションで開く 書き出した写真を、アプリケーションポップアップメニューで指定するアプリ
ケーションで開きます。
今すぐ Export Actions フォルダーを表示 Export Actions フォルダーを開きます。このフォルダーには、任意
の実行可能ファイル（アプリケーション）や、実行可能ファイル（アプリケーション）のショートカットまた
はエイリアスを配置しておくことができます。Export Actions の作成を参照してください。
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> 写真をオンラインで公開

写真をオンラインで公開
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
Lightroom からの電子メールによる写真の送信
Lightroom から Facebook への公開
Lightroom から Flickr への公開
Lightroom から Adobe Stock への公開

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom CC, Lightroom 6

Lightroom からの電子メールによる写真の送信

Lightroom では、電子メールメッセージを作成し、初期設定の電子メールアプリケーションと同じアプリケーションを使用するユーザーに写真を
送信することができます。また Gmail などのインターネット電子メールプロバイダーを使用することもできます。

電子メールの添付ファイルとしての写真の送信

1. ライブラリモジュールまたはフィルムストリップのグリッド表示で、電子メールによって共有するファイル（複数可）を選択します。写真ま
たはビデオを選択できます。

2. ファイル／写真を電子メールで送信を選択します。
初期設定の電子メールアプリケーションが Lightroom によって認識され、選択したファイルを添付ファイルとする送信用のメッセージが作成
されます。
注意：
電子メールの本文で説明メタデータを写真と一緒に送信するには、「説明メタデータを説明ラベルとして含める」を選択します。

3. 電子メールメッセージのウィンドウに、電子メールアドレスと件名を入力します。

4. （オプション）メッセージを送信する電子メールアプリケーションを変更するには、送信元ポップアップメニューをクリックし、使用する電
子メールアプリケーションを選択します。

5. 「プリセット」ボタンをクリックし、添付する写真のサイズを選択します。

6. 「送信」をクリックします。
作成した電子メールメッセージが、電子メールアプリケーションで開きます。

7. 必要に応じてメッセージを追加し、「送信」をクリックします。

370

http://idiom-q-win-1/jp/ja/support.html
http://idiom-q-win-1/jp/ja/support.html


Lightroom 用電子メールアカウントの設定

1. ブックモジュール以外のモジュールでファイル／写真を電子メールで送信を選択します。

2. 送信元ポップアップメニューをクリックし、「電子メールアカウントマネージャーに移動」を選択します。

電子メールアカウントを追加するには、「追加」をクリックします。アカウント名にわかりやすい名前を入力し、サービスプロバイ
ダーをリストから選択します。
電子メールアカウントを削除するには、左の列のリストから目的のアカウントを選択し、「削除」をクリックします。

送信サーバー設定
Gmail などの一般的なサービスプロバイダーを使用する場合、SMTP サーバーとポートの設定、さらにはセキュリティと認証の各オプションが
Lightroom によって自動的に追加されます。これらの設定の指定方法について詳しくは、電子メールサービスプロバイダーに問い合わせるか、プ
ロバイダーの Web サイトを参照してください。

資格証明設定
電子メールアドレスとパスワードを入力し、「検証」をクリックして設定を確認します。

Lightroom から Facebook への公開

ライブラリモジュールの公開サービスパネルを使用すると、Lightroom から Facebook に直接写真を送信することができます。まず Facebook と
Lightroom の間の接続を作成した後、公開する写真の公開コレクションを作成します。最後に写真をアップロードします。

ビデオチュートリアル：Facebook で写真を共有

Facebook で写真を公開し、「いいね」とコメントを追跡する操作をすべて Lightroom 内から行う方法を学習します。

Facebook 接続の作成

公開サービス接続を作成すると、Lightroom と Facebook アカウントの間のやり取りが可能になります。

1. ライブラリモジュールの左側にある公開サービスパネルで、Facebook 接続の「設定」ボタンをクリックします。

公開サービスパネル

2. Lightroom 公開マネージャーダイアログボックスの Facebook のアカウントで「Facebook での認証」をクリックします。
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3. プロンプトに従って操作し、Facebook と Lightroom の間の通信を許可します。
4. 公開マネージャーで、追加の書き出しオプションを指定します。

公開サービス
公開サービスパネルの接続名の横に表示される説明です。

Facebook アルバム
アップロードする Facebook アルバムを選択します。

Facebook のタイトル
写真のファイル名または IPTC タイトルのメタデータを使用して写真のタイトルを設定するか、空白のままにします。写真を更新するときの
動作を選択します（「既存のタイトルを置き換え」または「既存のタイトルを残す」）。
注意：
ファイルの名前、ファイル設定、画像のサイズ調整などの書き 出しオプションについて詳しくは、ファイルのディスクまたは CD への書き
出しを参照してください。

5. （オプション）Facebook 接続の設定を随時変更するには、公開サービスパネルの上部にあるプラス（+）ボタンをクリックし、Facebook／
設定を編集を選択します。

Facebook コレクションでの写真の追加と管理

Facebook にアップロードする写真は、Facebook の公開コレクションで管理されます。

1. Facebook に書き出す写真のコレクションを作成するには、公開サービスパネルで Facebook 接続を右クリック（Windows）または Control
キーを押しながらクリック（Mac OS）して、次のいずれかを選択します。

コレクションの作成
選択した任意の写真のコレクション。コレクションに名前を付け、選択した写真を含めるかどうかを指定し、アップロード先の Facebook ア
ルバムを選択または作成します。

スマートコレクションの作成
定義したルールに基づいて作成される写真のコレクション。詳しくは、スマートコレクションの使用を参照してください。スマートコレク
ションに名前を付けて、アップロード先の Facebook アルバムを選択または作成します。

2. 通常の Facebook コレクション  では、公開サービスパネルでグリッド表示からコレクションに写真をドラッグします。スマートコレク
ション  を作成した場合は、ルールに一致した写真がコレクションに表示されます。

3. Facebook コレクションを管理するには、次のいずれかの操作を行います。

コレクションの編集、名前の変更または削除を行うには、公開サービスパネルでコレクションを右クリック（Windows）または Control
キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「コレクションを編集」、「名前変更」または「削除」を選択します。
通常のコレクションから未公開の写真を削除するには、公開コレクションで写真を選択して Delete キーを押します。
スマートコレクションで写真を追加したり削除したりするには、スマートコレクションのルールを変更します。
コレクションの写真を表示するには、公開サービスパネルでコレクションを選択します。写真は、画像表示領域内で、次のカテゴリー
またはキューに整理されます。
公開する新しい写真
まだ公開されていない写真。
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再公開対象の変更された写真
書き出し後にライブラリまたは現像モジュールで編集された写真。
公開済み写真
公開後に編集されていない写真。
除去予定の削除された写真
Delete キーを押して書き出し済みの写真をコレクションから削除すると、それらの写真が「除去予定の削除された写真」としてマーク
されます。これらの写真は、次に「公開」をクリックしたときに Lightroom のコレクションから削除されます。Facebook から削除する
には、Facebook Web サイトでブラウザーを使用して削除する必要があります。

Facebook へのアップロード

公開予定の写真は、「公開する新しい写真」または「再公開対象の変更された写真」のいずれかのキューに表示されます。Lightroom でコレク
ションを公開すると、これらの両方のキューにあるすべての写真がアップロードされます。

1. Facebook に公開するには、次のいずれかの操作を行います。

公開サービスパネルで Facebook コレクションを選択し、「公開」をクリックします。
Facebook コレクションを右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックして（Mac OS）、「今すぐ公開」を選択
します。

2. メッセージが表示されたら、「置き換え」を選択し、公開された写真を新しいバージョンで更新します。
注意：
公開サービスパネルを使用して Facebook にアップロードできない場合は、最新のアップデートを使用していることを確認してください。これに
は Lightroom でヘルプ／アップデートを確認を選択します。また Facebook ヘルプセンターで、写真およびアルバムの制限に関するトピック、写
真とプロフィール写真のアップロードを参照してください。例えば、アルバムには 200 枚を超える写真を含めることはできません。

Lightroom から Flickr への公開

ライブラリモジュールの公開サービスパネルを使用すると、Lightroom から Flickr に直接写真を送信することができます。まず Flickr と Lightroom
の間の接続を作成した後、公開する写真の公開コレクションを作成します。最後に写真をアップロードします。また Lightroom のライブラリモ
ジュールにあるコメントパネルで、Flickr コメントを作成したり表示したりすることもできます。

Flickr 接続の作成

公開サービス接続を作成すると、Lightroom と Flickr アカウントの間のやり取りが可能になります。

1. ライブラリモジュールの左側の公開サービスパネルで、Flickr 接続の「設定」ボタンをクリックします。

公開サービスパネル
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2. Lightroom 公開マネージャーダイアログボックスの Flickr のアカウントで「ログイン」をクリックします。
3. プロンプトに従って操作し、Flickr と Lightroom の間の通信を許可します。
4. 公開マネージャーで、追加の書き出しオプションを指定します。

公開サービス
公開サービスパネルの接続名の横に表示される説明。

Flickr のタイトル
写真のファイル名または IPTC タイトルのメタデータを使用して写真のタイトルを設定するか、空白のままにします。写真を更新するときの
動作を選択します（「既存のタイトルを置き換え」または「既存のタイトルを残す」）。
注意：
ファイルの名前、ファイル設定、画像のサイズ調整などのオプションについて詳しくは、ファイルのディスクまたは CD への書き出しを参照
してください。

5. （オプション）Flickr 接続の設定を随時変更するには、公開サービスパネルの上部にある「＋」ボタンをクリックし、Flickr／設定を編集を選
択します。

Flickr フォトセットでの写真の追加と管理

Flickr にアップロードする写真は、公開コレクション（フォトセット）で管理されます。

1. Flickr フォトセットを作成するには、公開サービスパネルで Flickr 接続を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
して（Mac OS）次のいずれかを選択します。

フォトセットの作成
Flickr Photostream に保存するように選択した写真のコレクションまたは写真セット。

スマートフォトセットの作成
定義したルールに基づくフォトセット。詳しくは、スマートコレクションの使用を参照してください。

2. 通常のフォトセット  では、公開サービスパネルでグリッド表示から Flickr フォトセットに写真をドラッグします。スマートフォトセット 
 を作成した場合は、ルールに一致する写真がコレクションに表示されます。

3. Flickr フォトセットを管理するには、次のいずれかの操作を行います。

フォトセットの編集、名前の変更または削除を行うには、公開サービスパネルでフォトセットを右クリックするか
（Windows）、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「コレクションを編集」、「名前変更」または「削除」を選択し
ます。
通常のフォトセットから未公開の写真を削除するには、フォトセットで写真を選択し、Delete キーを押します。
スマートフォトセットの写真を追加または削除するには、スマートフォトセットのルールを変更します。
フォトセットの写真を表示するには、公開サービスパネルでフォトセットを選択します。写真は、画像表示領域内で、次のカテゴリー
またはキューに整理されます。
公開する新しい写真
まだ書き出されていない写真。
再公開対象の変更された写真
書き出し後にライブラリまたは現像モジュールで編集された写真。
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公開済み写真
書き出し後に編集されていない写真。
除去予定の削除された写真
Delete キーを押して公開済みの写真をフォトセットから削除すると、それらの写真が「除去予定の削除された写真」としてマークされ
ます。これらの写真は、次に「公開」をクリックしたときに Lightroom のフォトセットと Flickr から削除されます。

Flickr へのアップロード

公開予定の写真は、「公開する新しい写真」または「再公開対象の変更された写真」のいずれかのキューに表示されます。Lightroom でフォト
セットを公開すると、これらの両方のキューにあるすべての写真がアップロードされます。

1. Flickr に写真を公開するには、次のいずれかの操作を行います。

フォトセットを選択し、「公開」をクリックします。
フォトセットを右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックして（Mac OS）、「今すぐ公開」を選択します。

2. メッセージが表示されたら、「置き換え」を選択し、公開された写真を新しいバージョンで更新します。
注意：
公開サービスパネルを使用して Flickr にアップロードできない場合は、最新のアップデートを使用していることを確認してください。確認するに
は Lightroom でヘルプ／アップデートを確認を選択します。

Lightroom から Adobe Stock への公開
Lightroom CC 2015.7 で導入された機能

ライブラリモジュールの公開サービスパネルを使用すると、Lightroom から Adobe Stock に直接写真を送信することができます。既存の Creative
Cloud アカウントの資格証明を使用して、Adobe Stock コントリビューターポータル（https://contributor.stock.adobe.com/）と Lightroom の間
の接続を確立し、グリッド表示から公開サービスパネルの Adobe Stock フォトセットに写真をドラッグします。最後に Lightroom から写真を公開
します。
これで、Adobe Stock コントリビューターポータルに移動し、アップロードされた画像にタグを付けて、モデレートのために Adobe Stock に送信
することができます。Adobe Stock コントリビューターポータルでは画像に関連付けられている Lightroom キーワードが自動的に抽出され、それ
がタグ付けされたキーワードとして表示されます。詳細については、Adobe Stock | コントリビューター向けの FAQを参照してください。

Adobe Stock 公開サービスの設定

Adobe Stock 公開サービスを設定すると、Adobe Stock コントリビューターポータルと Lightroom 間のリンクが確立されます。

1. ライブラリモジュールの左側にある公開サービスパネルで、Adobe Stock 接続の「設定」ボタンをクリックします。
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2. Lightroom 公開マネージャーダイアログボックスの Adobe Stock の下を確認します。

3. Lightroom 公開マネージャーで設定を指定します。

公開サービス
公開サービスパネルの接続名の横に表示される説明。

Adobe Stock アカウント
最初のリンクを選択します。初めて公開サービスを設定するときには、オンボーディングシーケンスが示されます。既存の Creative Cloud の
資格証明を使用してログインします。
注意：
Adobe Stock アカウントの作成については、Adobe Stock コントリビューター | 今すぐ始めるを参照してください。

4. オンボーディングプロセスの完了後、ダイアログで「保存」が選択されていることを確認します。

5. （オプション）Adobe Stock 接続の設定を随時変更するには、公開サービスパネルの上部にある「＋」ボタンをクリックし、Adobe Stock／
設定を編集を選択します。

Adobe Stock へ送信コレクションでの写真の追加と管理

Adobe Stock にアップロードする写真は、公開済みコレクションに追加されます。このコレクションの初期設定名は Adobe Stock へ送信です。

1. 写真を追加するには次のいずれかの操作を行います。
公開サービスパネルの Adobe Stock コレクションを対象コレクションに設定します。

1. Adobe Stock コレクションを右クリックするか、Command キーを押しながらクリックし、「対象コレクションに設定」をクリッ
クします。

2. 公開する準備が整っているファイルのキューにファイルを追加するには、次のいずれかの操作を行います。
B を押します。
ファイルを右クリックするか、Command キーを押しながらクリックし、クリックします。

グリッド表示から公開サービスパネルの Adobe Stock 公開済みコレクション に写真をドラッグします。

2. Adobe Stock コレクションを管理する方法は、次のとおりです。

コレクション名を変更するには、公開サービスパネルでコレクションをダブルクリックして、新しい名前を入力します。コレクション
の初期設定名は Adobe Stock へ送信です。
コレクションから写真を削除するには、写真を右クリックし、「コレクションから削除」を選択します。
コレクションの写真を表示するには、公開サービスパネルでフォトセットを選択します。写真は、画像表示領域内で、次のカテゴリー
またはキューに整理されます。

公開する新しい写真
まだ Adobe Stock に公開されていない写真。

公開済み写真
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公開後に編集されていない写真。

除去予定の削除された写真
Delete キーを押して公開済みの写真を削除すると、それらの写真が「除去予定の削除された写真」としてマークされます。これら
は、Lightroom の公開サービスパネルのコレクションから削除されます。ただし、これらの削除された写真は Adobe Stock コントリビュー
ターパネルからは自動的に削除されません。手動で削除する必要があります。

Adobe Stock へアップロード

公開予定の写真は、「公開する新しい写真」キューに表示されます。Lightroom で「公開」をクリックすると、このキューにあるすべての写真が
Adobe  Stock コントリビューターポータルの 新規セクションにアップロードされます。
注意：
Adobe Stock にアップロードするために選択した画像が、写真の技術的要件を満たしていることを確認してください。
選択した中にファイルの仕様を満たさない画像が含まれている場合、すべてのアセットをアップロードすることはできませんというエラーのダイ
アログが表示されます。続行するには、選択内容から非準拠画像を除外してもう一度公開してください。

1. Adobe Stock に写真を公開するには、次のいずれかの操作を行います。

公開サービスパネルでコレクションを右クリックするか、Command キーを押しながらクリックし、「今すぐ公開」を選択します。
（画像表示領域の上にある）モジュールボタンの下の「公開」ボタンをクリックします。

2. アップロードが正常に完了すると、画像を正常にアップロードできましたというダイアログが表示されます。

このダイアログの 「Adobe Stock に進む」リンクをクリックして、Adobe Stock コントリビューターポータルに進みます。
詳細については、Adobe Stock | コンテンツのアップロードと管理を参照してください。

3. https://contributor.stock.adobe.com/にアクセスして送信を確定します。
Adobe Stock コントリビューターポータルのアップロードページで、アップロードされた画像を選択して、タイトル、カテゴリ、およびキー
ワードを追加します。画像に関連付けられている Lightroom キーワードが、自動的にキーワードセクションに表示されます。これらのキー
ワードの確認と編集を行うことができます。
注意：
「認識可能なユーザーおよび/またはプロパティをファイルに示しますか?」という質問に対する答えに「はい」と選択した場合、モデルリ
リースやプロパティリリースをアップロードする必要があります。既存のリリースが既にある場合は、検索して、以前アップロードしたリ
リースのリストから選択することができます。
新しいリリースを作成するには、新しいリリースを作成／テンプレートをダウンロードをクリックして、そのリリースをダウンロードし、完
了したら、.JPEG ファイルとしてアップロードします。

4. タイトル、キーワードセクション、およびカテゴリに対して要求されたすべてのフィールドを入力したら、「保存」 、「送信」の順にク
リックして、アドビで写真を確認します。
注意：
初めて写真を送信するときには、身分証明書（運転免許証やパスポートの .JPEG ファイルなど）をアップロードする必要があります。

その他の関連ヘルプ
ビジュアルチュートリアル - ソーシャルメディアで公開
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公開サービスを使用したハードディスクへの書き出し

ページの先頭へ

ページの先頭へ

公開済みフォルダーを作成

公開済みスマートフォルダーを作成

ハードディスク接続の設定
ハードディスクフォルダーでの写真の追加と管理
ハードディスクへの写真の書き出し
ライブラリモジュールの公開サービスパネルを使用すると写真のコレクションをハードディスクに書き出すことができます。ハードディスクに公
開すると、携帯電話や iPad などのタブレットデバイスに写真をアップロードするための準備を効率よく行うことができます。

公開サービスを使用した iPad アルバムの書き出し

ハードディスク接続の設定
公開サービス接続を設定すると、書き出し操作のオプションを定義できるようになります。

1. ライブラリモジュールの左側にある公開サービスパネルで、ハードディスク接続の「設定」ボタンをクリックします。

 
公開サービスパネル

2. Lightroom 公開マネージャーダイアログボックスで、公開サービスの説明を入力します。
3. 追加の書き出しオプションを指定します。書き出し場所、ファイルの名前、ファイルの設定、画像のサイズ、およびその他の
書き出しオプションについて詳しくは、ディスクまたは CD へのファイルの書き出しを参照してください。

4. （オプション）ハードディスク接続の設定を随時変更するには、公開サービスパネルの上部にあるプラス（+）ボタンをクリッ
クし、ハードディスク／設定を編集を選択します。

ハードディスクフォルダーでの写真の追加と管理
ハードディスクに書き出す写真は、公開コレクション（フォルダー）で管理されます。

1. ハードディスクフォルダーを作成するには、公開サービスパネルでハードディスク接続を右クリック（Windows）する
か、Control キーを押しながらクリックして（Mac OS）、次のいずれかを選択します。

選択した任意の写真のコレクションで、フォルダーに保存されます。

指定したルールに基づいた写真のフォルダーです。スマートコレクションの処理を参照し
てください。

ハードディスク接続を使用して iPad 用の写
真を Lightroom 3 または Lightroom 4 から簡
単に書き出す方法を説明します。詳細情報
http://goo.gl/7ijeQ

提供者：Gene McCullagh

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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公開済みフォルダーセットを作成

ページの先頭へ

公開済みフォルダーのグループです。
2. 通常のフォルダー  では、公開サービスパネルでグリッド表示からフォルダーに写真をドラッグします。スマートフォル
ダー  を作成した場合は、ルールに一致した写真が自動的にフォルダーに表示されます。

3. ハードディスクコレクションを管理するには、次のいずれかの操作を行います。
フォルダーの編集、名前の変更または削除を行うには、公開サービスパネルでフォルダーを右クリック（Windows）また
は Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「コレクションを編集」、「名前変更」または「削除」を選択し
ます。
通常のハードディスクフォルダーから未公開の写真を削除するには、フォルダーで写真を選択して Delete キーを押しま
す。
スマートフォルダーで写真を追加したり削除したりするには、スマートフォルダーのルールを変更します。
ハードディスクフォルダーの写真を表示するには、公開サービスパネルでフォルダーを選択します。写真は、画像表示領域
内で、次のカテゴリまたはキューに整理されます。
公開する新しい写真
まだ書き出されていない写真。
再公開対象の変更された写真
書き出し後にライブラリまたは現像モジュールで編集された写真。
公開済み写真
書き出し後に編集されていない写真。
除去予定の削除された写真
Delete キーを押して公開済みの写真をフォルダーから削除すると、それらの写真が「除去予定の削除された写真」として
マークされます。これらの写真は、次に「公開」をクリックしたときにフォルダーから削除されます。

ハードディスクへの写真の書き出し
公開予定の写真は、「公開する新しい写真」または「再公開対象の変更された写真」のいずれかのキューに表示されます。Lightroom でフォルダー
またはフォルダーセットを公開すると、これらの両方のキューにあるすべての写真がアップロードされます。

1. 写真をハードディスク接続に公開するには、次のいずれかの操作を行います。
ハードディスクフォルダーを選択し、「公開」をクリックします。
ハードディスクフォルダーを右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックして（Mac OS）、「今
すぐ公開」を選択します。

2. メッセージが表示されたら、「置き換え」を選択し、公開された写真を新しいバージョンで更新します。
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書き出し用のプリセット、およびその他の設定

ページの先頭へ

フルサイズの JPEG を書き込み

DNG に書き出し

電子メール用

電子メール用 (ハードディスク)

プリセットを使用した写真の書き出し
前回の設定を使用した写真の書き出し
Export Actions の作成
書き出しプラグイン

プリセットを使用した写真の書き出し

プリセットを書き出しておくと、共用する写真を書き出す時間を短縮できます。例えば、プリセットを使用し
て、クライアントや友達に電子メールで送付するのに適した JPEG ファイルを書き出すことができます。

プリセットを使用した写真の書き出し
1. 書き出す写真を選択し、ファイル／プリセットで書き出しを選択するか、「書き出し」ボ
タンをクリックします。

2. プリセットを選択します。Lightroom には、次の書き出しプリセットが組み込まれていま
す。

写真を sRGB カラースペースに変換して sRGB のタグ
を付け、最高画質、拡大縮小なし、解像度 240 ピクセル/インチ（ppi）の設定で JPEG
形式で書き出します。このプリセットの初期設定では、書き出されたファイルは、ディス
クに書き込みという名前のサブフォルダー内の、書き出しダイアログボックスの上部で指
定した「CD/DVD 上のファイル」に保存されます。

写真を DNG ファイル形式で書き出します。初期設定では、書き出し後
の処理が指定されていないため、「書き出し」をクリックした後で保存先のフォルダーを
選択できます。

電子メールを使用している相手に写真を送信するためのメッセージが開き
ます。Lightroom からの電子メールによる写真の送信を参照してください。

写真を sRGB JPEG ファイルとしてハードディスクに書
き出します。書き出された写真は最大サイズが 640 ピクセル（幅または高さ）で、画質
が中で、解像度が 72 ピクセル/インチになります。書き出し完了後、写真がエクスプロー
ラー（Windows）または Finder（Mac OS）で表示されます。「書き出し」をクリックし
てから保存先のフォルダーを選択します。

書き出し設定のプリセットとしての保存
1. 書き出しダイアログボックスで、保存用の書き出し設定を行います。

2. ダイアログボックスの左側のプリセットパネルの一番下にある「追加」ボタンをクリック
します。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

3. 新規プリセットダイアログボックスで、「プリセット名」ボックスに名前を入力して「作
成」をクリックします。

前回の設定を使用した写真の書き出し

手動で設定した最後の書き出しセッションと同じ設定を使用して写真を書き出すことができます。これには、
プリセットを変更した場合も含まれます。手動で設定した最後の書き出しセッションがない場合は、「前回の
設定で書き出し」コマンドを選択しても書き出しのプリセットを使用できません。

1. 書き出す写真を選択します。

2. ファイル／前回の設定で書き出しを選択します。

Export Actions の作成

Export Actions フォルダーには、写真ファイルセットとともに開くことのできる任意のファイルを配置できま
す。例えば、Export Actions フォルダーに実行可能ファイルやショートカット（Windows）またはアプリケー
ションやエイリアス（Mac OS）を配置できます。このフォルダーに追加したファイルは、次回写真を書き出
す際に、書き出しダイアログボックスの書き出し後メニューのリストに表示されます。

Photoshop のドロップレットやスクリプトファイルも Export Actions フォルダーに追加できます。

1. 次のいずれかの操作を行い、Export Actions フォルダーを開きます。

書き出しダイアログボックスで、書き出し後／今すぐ Export Actions フォルダーを表
示を選択します。
Windows 7 と 8：\Users\[ユーザー名]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Export
Actions\ に移動します。
Mac OS：/Users/[ユーザー名]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Export
Actions/ に移動します。

2. 項目を Export Actions フォルダーに追加します。

書き出しプラグイン

Lightroom は、書き出しダイアログボックスに機能を追加するプラグインをサポートしています。インストー
ルしているサードパーティのプラグインによって、書き出しダイアログボックスに表示されるオプションが異
なります。ソフトウェアのサポートやマニュアルについては、プラグインの開発元にお問い合わせください。
次のフォルダーにあるプラグインは Lightroom によって自動的に読み込まれ、プラグインマネージャーで有効
または無効にできますが、削除はできません。

Mac OS：/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules

Windows 7 と 8：C:\Users\[ユーザー名]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules

Lightroom SDK のマニュアルについては、www.adobe.com/go/devnet_jp を参照してください。

書き出しプラグインの管理
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1. ファイル／プラグインマネージャーを選択するか、書き出しダイアログボックスの左下に
ある「プラグインマネージャー」ボタンをクリックします。

Lightroom プラグインマネージャーダイアログボックスの左側のパネルに、インストール
されているプラグインのリストが表示されます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

左側のパネルでプラグインを選択すると、そのプラグインに関する情報がメインパネ
ルに表示されます。
Lightroom にプラグインを追加するには、「追加」ボタンをクリックします。プラグ
インを探して選択し、「プラグインを追加」をクリックします。
Lightroom からプラグインを削除するには、そのプラグインを左側のパネルで選択
し、「削除」をクリックします。
「プラグイン Exchange」をクリックすると、Adobe の Web サイトでプラグインを
検索できます。

3. 「完了」をクリックして Lightroom プラグインマネージャーを終了し、書き出しダイアロ
グボックスに戻ります。
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外部エディター

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。

384



外部編集の環境設定

ページの先頭へ

ファイル形式

カラースペース

bit 数

圧縮

外部エディターで Camera Raw ファイルを使用するための環境設定
外部エディターの選択
外部エディタープリセットの作成
外部エディタープリセットの編集

外部編集の環境設定を使用して、Photoshop Elements や、Camera Raw ファイル内のモザイクセンサーデー
タを読み込むことができない外部画像編集アプリケーションで、Camera Raw ファイルや DNG ファイルを編
集するときのファイル形式やその他のオプションを指定します。外部編集の環境設定で指定するオプション
は、Lightroom の Camera Raw ファイルや DNG ファイルを Photoshop で保存するときに Photoshop でも使
用されます。外部編集の環境設定は、外部画像編集アプリケーションの選択にも使用します。

1. 編集／環境設定（Windows）または Lightroom／環境設定（Mac OS）を選択します。

2. 「外部編集」をクリックします。

外部エディターで Camera Raw ファイルを使用するための環境設定

Lightroom では、Camera Raw ファイルや DNG ファイルは直接 Photoshop CS3（10.0.1）以降で開きます。
ただし、Photoshop Elements や、Raw データを読み込むことができないその他の外部エディターに
は、Camera Raw ファイルや DNG ファイルの TIFF 形式または PSD 形式のコピーを送信する必要がありま
す。外部編集の環境設定では、Lightroom からこれらのエディターに送信される TIFF ファイルや PSD ファイ
ルのファイル形式、カラースペース、ビット数および圧縮を指定します。Lightroom から送信された写真のカ
ラーディテールを保持するには、16-bit ProPhoto RGB を使用することをお勧めします。Lightroom の
Camera Raw ファイルを直接 Photoshop で開いて保存するとき、Lightroom の外部編集の環境設定で指定し
た設定が使用されます。

環境設定ダイアログボックスの「外部編集」タブで、次の各メニューからオプションを選
択します。

Camera Raw 画像を TIFF 形式または PSD 形式で保存します。サポート対
象ファイルの形式を参照してください。

写真のカラースペースを sRGB、AdobeRGB または ProPhoto RGB に変
換し、そのカラープロファイルに応じたタグを写真に付けます。Lightroom でカラーを管
理する方法を参照してください。

カラーチャンネル（レッド、グリーン、ブルー）あたり 8 ビットまたは 16 ビット
のビット数で写真を保存します。8 ビットのファイルは 16 ビットのファイルに比べてサ
イズが小さく、各種アプリケーションとの互換性にも優れていますが、16 ビットの方が
階調を豊かに再現できます。

（TIFF のみ）写真を ZIP 形式で圧縮するか、圧縮しないかを指定します。ZIP は
データ劣化のない圧縮形式なので、広い単色領域を含む画像に最適です。
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テンプレート

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ファイルに名前を付けるために指定したテンプレートを使用します。テン
プレートを選択し、カスタムテキストまたはファイル名の開始番号を指定します。ファイ
ル名テンプレートエディターとテキストテンプレートエディターを参照してください。

外部エディターの選択

外部エディターとして使用するアプリケーションは、環境設定ダイアログボックスの「外部編集」タブで指定
できます。いったんアプリケーションを選択した後でも、環境設定でいつでも別のアプリケーションに変更で
きます。

1. 環境設定ダイアログボックスの「外部編集」タブで、「追加外部エディター」領域にある
「選択」をクリックします。

2. 使用するアプリケーションに移動して選択し、「開く」（Windows）または「選択」
（Mac OS）をクリックします。

ライブラリモジュールまたは現像モジュールで写真／他のツールで編集／他のア
プリケーションで編集を選択し、外部エディターを選択することもできます。使用するア
プリケーションを選択するためのダイアログボックスが表示されます。外部エディターを
選択すると、そのアプリケーションの名前が写真メニューの「[アプリケーション名] で編
集」コマンドに表示されるようになります。

外部エディタープリセットの作成

外部編集の環境設定のダイアログボックスでは、外部エディター用のプリセットを作成できます。外部エディ
ターのプリセットによって、複数のアプリケーションを外部エディターとして指定して、1 つまたは複数の外
部エディターによる複数の使用方法に対してさまざまな写真処理オプションを作成できます。

1. 外部編集の環境設定でアプリケーションを選択して、Camera Raw ファイルのオプショ
ンを指定します。

2. プリセット／現在の設定を新規プリセットとして保存を選択します。

3. プリセットの名前を入力して、「作成」をクリックします。

新しいプリセットがプリセットメニューに追加されます。

外部エディタープリセットの編集
1. 外部編集の環境設定で、プリセットメニューから外部エディターのプリセットを選択しま
す。

2. アプリケーションまたは Camera Raw ファイルのオプションを変更します。

Lightroom によってプリセット名の末尾に「(編集済み)」と追加されます。

3. 次のいずれかの操作を行います。

プリセット／現在の設定を新規プリセットとして保存を選択して新しいプリセットを
作成します。新しいプリセットの名前を入力して、「作成」をクリックします。
プリセット／プリセット “[プリセット名]” を更新を選択して、既存のプリセットに変
更内容を上書きします。

アドビのお勧め記事
Photoshop Elements で写真を開く
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Photoshop または Photoshop Elements で Lightroom 写真を開いて
編集する

ページの先頭へ

Lightroom 調整でコピーを編集

コピーを編集

元画像を編集
注意：

注意：

注意：

Photoshop Elements での写真の読み込みと編集
Photoshop での写真の読み込みと編集
サードパーティ画像アプリケーションでの写真の読み込みと編集

Photoshop Elements での写真の読み込みと編集

Lightroom から Photoshop Elements を起動して、写真をさらに編集することができます。この機能
は、Photoshop Elements がコンピューターにインストールされている場合にのみ使用できます。

1. ライブラリまたは現像モジュールで、編集する写真を選択します。写真
／Adobe Photoshop Elements で編集を選択します。

2. （JPEG、TIFF、PSD のみ）写真を編集ダイアログボックスで次のいずれかを選択しま
す。

Lightroom での調整内容がファイルのコピーに適用され
てから、ファイルが編集のため Photoshop Elements に送られます。

Lightroom で補正する前の元の画像ファイルのコピーを編集します。

Lightroom で補正する前の元の画像ファイルを編集します。
編集した写真を元の写真にスタックするには、「元画像にスタック」を選択しま

す。

3. （JPEG、TIFF、PSD のみ）「編集」をクリックします。

写真のコピーを編集する場合、写真を Photoshop Elements で開く際に、Lightroom に
よってコピーがカタログに自動的に追加され、ファイル名に「-Edit」が付加されます。

4. Photoshop Elements で写真を編集し、ファイル／保存を選択します。

編集された Camera Raw ファイルや DNG ファイルは Lightroom カタログに自動的に追
加され、その際、ファイル名に「Join up」が付加されます。ファイル形式は、外部編集
環境設定の指定に応じて TIFF または PSD になります。
調整されたコピーとして編集された JPEG、TIFF および PSD ファイルも、外部編集環境
設定で指定された形式で保存されます。

Photoshop Elements で JPEG、TIFF および PSD に変更した画像を保存する場
合、その写真が カタログで更新されるようにするには、Lightroom にあるコピーまたは元
のファイルと同じ名前と形式にしてください。

5. Lightroom に切り替え、編集した写真をカタログ内で確認します。

Photoshop Elements で保存する際は、画像を Lightroom で読み取れるように、
「互換性を優先」オプションを必ず選択してください。
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ページの先頭へ

Lightroom 調整でコピーを編集

コピーを編集

元画像を編集
注意：

注意：

注意：

Photoshop での写真の読み込みと編集

Lightroom から Photoshop を起動して、写真をさらに編集することができます。この機能は、Photoshop がコ
ンピューターにインストールされている場合にのみ使用できます。

1. ライブラリまたは現像モジュールで、編集する写真を選択します。写真
／Adobe Photoshop で編集を選択します。

Photoshop CS3（10.0.1）以降で Camera Raw ファイルや DNG ファイルを開く
と、Photoshop CS3 で写真が直接開きます。

2. （JPEG、TIFF、PSD のみ）写真を編集ダイアログボックスで次のいずれかを選択しま
す。

Lightroom での調整内容がファイルのコピーに適用され
てから、ファイルが編集のため Photoshop に送られます。

Lightroom で補正する前の元の画像ファイルのコピーを編集します。

Lightroom で補正する前の元の画像ファイルを編集します。
編集した写真を元の写真にスタックするには、「元画像にスタック」を選択しま

す。

3. （JPEG、TIFF、PSD のみ）「編集」をクリックします。

写真のコピーを編集する場合、写真を Photoshop で開く際に、Lightroom によってコ
ピーがカタログに自動的に追加され、ファイル名に「-Edit」が付加されます。

4. Photoshop で写真を編集し、ファイル／保存を選択します。

編集された Camera Raw ファイルや DNG ファイルは Lightroom カタログに自動的に追
加され、その際、ファイル名に「-Edit」が付加されます。ファイル形式は、外部編集環
境設定の指定に応じて TIFF または PSD になります。
調整されたコピーとして編集された JPEG、TIFF および PSD ファイルも、外部編集環境
設定で指定された形式で保存されます。

Photoshop で JPEG、TIFF および PSD に変更した画像を保存する場合、その写
真がカタログで更新されるようにするには、Lightroom にあるコピーまたは元のファイル
と同じ名前と形式にしてください。

5. Lightroom に切り替え、編集した写真をカタログ内で確認します。

Photoshop で保存する際は、画像を Lightroom で読み取れるように、「互換性を
優先」オプションを必ず選択してください。Photoshop CS3 以降では、Lightroom から
転送された PSD ファイルが「互換性を優先」設定で自動的に保存されます。

追加情報

Lightroom の主な外部エディター機能には、特に Photoshop で動作するように設計された機能がありま
す。Photoshop Elements ではこのような機能の一部のサポートを制限しており、制限が該当する場合には目
的の用途でご利用いただけません。
スマートオブジェクトとして開く - Photoshop Elements でスマートオブジェクトを作成
できません。
パノラマとして写真を結合 - Photoshop Elements でエキスパート編集モードになってい
ることを確認してパノラマを作成してください。
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注意：

注意：

注意：

HDR に統合 - Photoshop Elements で32 ビットの画像がサポートされないか、HDR に統
合する機能がありません。
レイヤーとして開く - Photoshop Elements でエキスパート編集モードになっていること
を確認して、レイヤーを操作してください。

Photoshop でスマートオブジェクトとして写真を開く
この機能は、Photoshop CS3 10.0.1 以降がコンピューターにインストールされている場合にのみ使用

できます。ここでの説明では、Photoshop CS5 を想定しています。

1. ライブラリまたは現像モジュールで、編集する写真を選択します。

2. 写真／他のツールで編集／Photoshop でスマートオブジェクトとして開くを選択します。

3. Photoshop で写真を編集し、ファイル／保存を選択します。

新しく保存した写真は、TIFF ファイルとして自動的に Lightroom カタログに追加されま
す。

Photoshop でレイヤーとして写真を開く
この機能は、Photoshop CS3 10.0.1 以降がコンピューターにインストールされている場合にのみ使用

できます。ここでの説明では、Photoshop CS5 を想定しています。

1. ライブラリまたは現像モジュールで、編集する写真を 2 枚以上選択します。

2. 写真／他のツールで編集／Photoshop でレイヤーとして開くを選択します。

Photoshop は、写真を 1 つのレイヤーファイルとして開きます。

3. Photoshop で画像を編集し、ファイル／保存を選択します。

新しく保存した写真は、TIFF ファイルとして自動的に Lightroom カタログに追加されま
す。

Photoshop でパノラマとして写真を結合
この機能は、Photoshop CS3 10.0.1 以降がコンピューターにインストールされている場合にのみ使用

できます。ここでの説明では、Photoshop CS5 を想定しています。

1. ライブラリまたは現像モジュールで、パノラマ画像として結合する写真を 2 枚以上選択
します。

2. 写真／他のツールで編集／Photoshop でパノラマに結合を選択します。

3. Photomerge ダイアログボックスで、結合する写真を選択し、その他のオプションを指定
して「OK」をクリックします。

Photoshop では、写真は複数レイヤーの画像に結合され、写真が重なる部分がうまく融合
するようにレイヤーマスクが追加されます。

4. 必要に応じて Photoshop でパノラマを編集してから、ファイル／保存を選択します。

保存したパノラマは、TIFF ファイルとして自動的に Lightroom カタログに追加されま
す。

それぞれのフレームを構成して継ぎ目のない写真にする方法については、パノラマを作成に関するチュートリ
アルを参照してください。

Photoshop で写真を HDR に結合
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注意：

注意：

ページの先頭へ

注意：

High dynamic range（HDR）画像は、露光量の異なる複数の写真キャプチャを結合します。HDR 画像で
は、1 枚の写真で、シーンのより広範でよりリアルな明暗領域を表現できます。
それぞれのフレームを構成して HDR（ハイダイナミックレンジ）合成を行う方法については、Photoshop と
Lightroom を使用した HDR 画像の作成に関するチュートリアルを参照してください。
Lightroom の HDR に結合機能は、次のいずれかの Photoshop と Camera Raw の組み合わせがコンピュー
ターにインストールされている場合のみ使用できます。

Photoshop CS3 10.0.1 と Camera Raw 4.6 以降
Photoshop CS4 と Camera Raw 5.7 以降
Photoshop CS5 と Camera Raw 6.2

Photoshop CS6 と Camera Raw 7.1

以下の説明では、Photoshop CS5 と CS6 を想定しています。

1. ライブラリまたは現像モジュールで、HDR に結合する写真を 2 枚以上選択します。

2. 写真／他のツールで編集／Photoshop で HDR Pro に統合を選択します。

3. 露光量のメタデータがない写真が存在する場合、手動で設定された EV ダイアログボック
スで値を指定します。

4. Lightroom 内の画像に階調マップを適用する場合、Photoshop HDR Pro に統合ダイアロ
グボックスでモードメニューから 32 ビットを選択して、「OK」をクリックします。
（Lightroom 4.1 以降）

HDR Pro に統合ダイアログボックスで画像に階調マップを適用してか
ら、32、16、または 8 ビットのモードを選択します。

Photoshop で写真が背景レイヤーに統合され、1 つの HDR 画像になります。

5. ファイル／保存を選択します。

保存した写真は、自動的に Lightroom カタログに追加されます。

サードパーティ画像アプリケーションでの写真の読み込みと編集
1. ライブラリモジュールまたは現像モジュールで、編集する写真を選択して、次のいずれか
の操作を行います。

写真／他のツールで編集／[アプリケーション名] で編集を選択します。
外部エディターのプリセットを作成してある場合は、写真／他のツールで編集／[プリ
セット名] で編集を選択します。

別のアプリケーションで初めて編集する場合は、写真／他のツールで編集／他の
アプリケーションで編集を選択します。使用するアプリケーションを探して選択します。
写真の編集用の外部アプリケーションを選択すると、そのアプリケーションの名前が
「[アプリケーション名] で編集」コマンドに表示されるようになります。環境設定ダイア
ログボックスの「外部編集」タブで、いつでも他の編集アプリケーションを選択できま
す。

2. [アプリケーション名]で写真を編集ダイアログボックスで、使用する編集オプションを指
定して「編集」をクリックします。

アドビのお勧め記事
外部編集の環境設定
HDR 画像の編集
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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
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スライドショー

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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スライドショーモジュールのパネルとツール

  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

スライドショーモジュールでは、プレゼンテーションのスライドに表示する写真とテキストのレイアウトを指定します。

 
スライドショーモジュール 
A. スライドエディター表示 B. テンプレートプレビュー C. スライドショーテンプレートとコレクション D. 再生コントロール E. テキストの回転お
よび追加ツール F. レイアウトの設定と再生オプションのパネル 

スライドショーモジュールには、次の各種パネルが表示されます。
プレビュー
テンプレートのレイアウトがサムネール形式でプレビュー表示されます。テンプレート名の上にポインターを移動すると、そのテンプレートの
ページレイアウトがプレビューパネルに表示されます。
テンプレートブラウザー
写真に適用するスライドレイアウトを選択するか、レイアウトのプレビューを表示します。
コレクション
カタログ内のコレクションを表示します。
オプション
スライドレイアウトに配置した写真の外観や、スライドに枠線や影（シャドウ）を表示するかどうかを指定します。
レイアウト
スライドテンプレート内の画像セルのサイズを指定して、ページレイアウトをカスタマイズします。
オーバーレイ
スライド上に写真と共に表示するテキストやその他のオブジェクトを指定します。
背景
各スライド上の写真の背景色や背景画像を指定します。
タイトル
スライドショーのイントロスライドとエンディングスライドを指定します。
再生
プレゼンテーションの各スライドの表示時間やスライドの切り替え間隔、スライドショーの再生時に音楽を流すかどうかや写真の再生順序をラン
ダムにするかどうかを指定します。
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-->

スライドのレイアウトの指定

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

スライドショーテンプレートの選択
写真をスライドの画像セルに合わせる方法
スライドショー画像への枠線またはシャドウの追加
スライドのマージンの設定
スライドの背景の設定
スライドの回転
スライドの順序の変更
カスタムスライドショーテンプレートの作成
スライドショー設定のスライドショーコレクションとしての保存

スライドショーテンプレートの選択
スライドショーテンプレートを使用して、プレゼンテーションの外観や動作をすばやく定義できます。テンプレートには、スライドに枠線、ド
ロップシャドウ（影）、テキスト、ロゴを表示するかどうかや、各写真の背景色や背景画像が指定されています。
Lightroom には数点のテンプレートが付属しており、これらはテンプレートブラウザーから選択できます。スライドショーモジュールのテンプレー
トブラウザーでテンプレート名の上にポインターを移動すると、そのテンプレートのプレビューが左側のパネルの上部に表示されます。
スライドショーテンプレートの設定をカスタマイズするには、スライドショーモジュールの右側にあるパネルのコントロールを使用するか、スラ
イドエディター表示で要素を移動します。変更後の設定内容をカスタムテンプレートとして保存できます。保存したテンプレートはテンプレート
ブラウザーのリストに表示されます。

付属のスライドショーテンプレート
説明とレーティング グレーの背景の中央に写真を配置し、レーティングと説明のメタデータを表示します。
画面に合わせて切り抜く 写真をフルスクリーンで表示します。特に縦長の画像の場合は、画像の一部が画面の縦横比に合わせて切り取られること
があります。
初期設定 グレーの背景の中央に写真を配置し、レーティング、ファイル名、ID プレートを表示します。
Exif メタデータ ブラックの背景の中央に写真を配置し、レーティング情報、Exif 情報、ID プレートを表示します。
ワイドスクリーン
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トップへ戻る

トップへ戻る

2. オプションパネルで、次のいずれかの操作を行います。
枠線を追加するには、「枠線を描画」を選択します。右側のカラーボックスをクリックしてカラーポップアップウィンドウ
を開き、枠線の色を指定します。
枠線の幅を変更するには、幅スライダーをドラッグするか、スライダーの右側にあるボックスにピクセル値を入力します。
シャドウを追加するには、「シャドウを付ける」を選択し、各コントロールを使用して調整します。
不透明度 シャドウの明暗を設定します。
オフセット 画像からシャドウまでの距離を設定します。
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

背景の追加
1. テンプレートブラウザーで、「画面に合わせて切り抜く」以外のスライドショーテンプレートを選択します。
2. 
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トップへ戻る

カスタムテンプレートの更新
1. 必要に応じて、カラー、レイアウト、テキスト、出力設定を変更します。
2. テンプレートブラウザーでテンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、「現在の設定で更新」を選択します。

カスタムテンプレートの削除
Lightroom プリセットテンプレートは削除できません。

 次のいずれかの操作を行います。
テンプレートブラウザーで、テンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、コンテキストメニューから「削除」を選択します。
テンプレートブラウザーでテンプレートを選択して、「削除」ボタンをクリックします。

テンプレートの読み込みと書き出し
作成したテンプレートを書き出して他のユーザーと共有できます。また、別のコンピューターで使用することもできます。テンプレートは
.lrtemplate 拡張子で保存されます。
テンプレートを書き出すには、テンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）
して、「書き出し」を選択します。テンプレートファイルの名前を入力し、「保存」をクリックします。
テンプレートを読み込むには、テンプレートを表示する場所で右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリッ
ク（Mac OS）して、「読み込み」を選択します。読み込むテンプレートファイルをダブルクリックします。

スライドショー設定のスライドショーコレクションとしての保存
スライドショー設定をスライドショーコレクションとして保存する際、コレクションに新しい写真を追加できます。追加された写真には、スライ
ドショー設定が自動的に適用されます。カスタムテンプレートはこれとは異なり、スライドショーオプションを格納し、写真を格納しません。ス
ライドショーコレクションは、コレクション内の写真に出力設定を適用します。

1. ライブラリモジュールで、スライドショーに含める写真を選択します。
2. スライドショーモジュールで、テンプレートを選択し、オプション、レイアウト、オーバーレイ、背景、再生の各パネルで任
意の設定を指定します。

3. フィルムストリップで、スライドショーコレクションに含める写真を選択します。
4. コレクションパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「スライドショーを作成」を選択します。
5. スライドショーを作成ダイアログボックスで、スライドショーコレクションの名前を入力します。設定ポップアップメニュー
でコレクションセットを選択してコレクションを既存のセットに追加するか、「なし」を選択します。

6. 「スライドショーオプション」で、「選択した写真を含める」を選択します。コレクションにオリジナルの写真ではなく仮想
コピーを含める場合は、「新しい仮想コピーを作成」を選択します。

7. 「作成」をクリックします。
コレクションパネルにスライドショーコレクションが追加されます。スライドショーコレクションにはスライドアイコン  が表示されます。
関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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-->

スライドへのオーバーレイの追加

トップへ戻る

スライドショーへの ID プレートの追加
スライドショーでの著作権透かしの表示
スライドショーでのレーティングの表示
スライドへのテキストとメタデータの追加
スライドショーのテキストへのドロップシャドウの追加（Mac OS）
スライド内のテキストおよびその他のオブジェクトの移動および回転
スライド内のテキストおよびその他のオブジェクトの拡大および縮小
スライドからのテキストおよびその他のオブジェクトの削除

スライドショーへの ID プレートの追加
1. スライドショーモジュールのオーバーレイパネルで、「ID プレート」を選択します。
2. 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。

別の ID プレートを使用するには、ID プレートのプレビューをクリックし、ポップアップメニューから ID プレートを選択
します。
ID プレートの不透明度や表示倍率（スケール）を調整するには、該当スライダーを移動するか、パーセント値を入力しま
す。
注意： スライドエディター表示で ID プレートのテキストをクリックし、バウンディングボックスのハンドルをドラッグす
る方法で、ID プレートを拡大縮小することもできます。
ID プレートのテキストの色を変更するには、「カラーを指定」を選択し、右側のカラースウォッチをクリックして新しい
色を選択します。
ID プレートを移動するには、スライドエディター表示で ID プレートのテキストをクリックし、バウンディングボックスの
内側をドラッグします。
ID プレートを写真の背後に移動する場合は、「画像の背後に描画」を選択します。
注意： 画像の背後に ID プレートを表示するスペースが十分にあるテンプレートレイアウトを使用してください。
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写真の背後に ID プレートを表示する

スライドショーでの著作権透かしの表示
1. スライドショーモジュールのオーバーレイパネルで、「透かし」を選択します。
2. ポップアップメニューから透かしを選択します。

スライドショーでのレーティングの表示
ライブラリモジュールで写真に指定したレーティング情報をスライドショーに表示できます。

1. スライドショーモジュールのオーバーレイパネルで、「レーティング」を選択します。
2. 右側のカラーボックスをクリックし、ポップアップウィンドウからレーティングを示す星の表示色を選択します。
3. 次のいずれかの操作を行い、レーティング情報の表示サイズを変更します。

スケールスライダーを調整するか、「スケール」のテキストボックスに表示倍率を入力します。
スライドエディター表示でレーティング情報の表示部をクリックし、バウンディングボックスのいずれかのハンドルをド
ラッグします。

4. スライドエディター表示でレーティング情報の表示部をクリックし、次のいずれかの操作を行ってスライドレイアウト上での
配置を決定します。
バウンディングボックス内をつかんでドラッグします。
ツールバーの左回転アイコンまたは右回転アイコンをクリックします。

レーティング情報の移動時には、バウンディングボックスが画像の枠線上の一点に固定されます。この動作により、画像のサ
イズや表示方向を変更しても、星が画像の枠線から一定の距離で画像の横や画像内に表示されます。

スライドへのテキストとメタデータの追加
どのスライドにも表示するテキストを追加したり、各スライドに独自のキャプションを追加したりできます。例えば、1 枚の画像に適用したレー
ティング情報や、画像のメタデータに記録されている説明を表示できます。

1. スライドショーのツールバーで、「ABC」をクリックします。
カスタムテキストポップアップメニューとテキストボックスがツールバーに表示されます。

2. ツールバーで次のいずれかの操作を行います。
すべてのスライドに表示する共通テキストを作成するには、そのテキストを「カスタムテキスト」ボックスに入力して
Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。
各スライドで異なるキャプションを表示するには、カスタムテキストポップアップメニューをクリックし、メタデータのオ
プションを選択します。
テキストテンプレートエディターを使用して各スライドの下に表示するテキストを指定するには、カスタムテキストポップ
アップメニューをクリックし、「編集」を選択します。次に、トークンを選択して、カスタムテキスト文字列を作成しま
す。詳しくは、ファイル名テンプレートエディターとテキストテンプレートエディターを参照してください。

オーバーレイパネルで「テキストオーバーレイ」が自動的に選択され、指定したテキストがバウンディングボックスに囲まれ
てスライドエディター表示に表示されます。

3. オーバーレイパネルの「テキストオーバーレイ」セクションで次のいずれかの操作を行い、テキストの表示形式を指定しま
す。
テキストカラーを選択するには、テキストオーバーレイの右にあるカラーボックスをクリックし、ポップアップウィンドウ
からカラーを選択します。
テキストの不透明度を調整するには、不透明度スライダーをドラッグするか、パーセント値を入力します。
フォントを変更するには、フォント名の横にある三角形をクリックし、ポップアップメニューからフォントを選択します。
フォントスタイルを変更するには、フォントスタイル名の横にある三角形をクリックし、ポップアップメニューからフォン
トスタイルを選択します。

4. 次のいずれかの操作を行い、スライドエディター表示内でテキストまたはオブジェクトを移動または拡大縮小します。
テキストのサイズを調整するには、バウンディングボックスのいずれかのハンドルをドラッグします。
テキストを特定の位置に移動するには、ボックス内をつかんでドラッグします。

テキストの移動時には、バウンディングボックスが画像の枠線上の一点に固定されます。この動作により、画像のサイズや表
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示方向を変更しても、テキストが枠線から一定の距離で画像の横や画像内に表示されます。
5. （オプション）別のテキストボックスを追加するには、ツールバーの「ABC」をクリックし、テキストオプションを指定しま
す。
必要に応じていくつでもテキストボックスを追加できます。

スライドショーのテキストへのドロップシャドウの追加（Mac OS）
1. スライドショーモジュールで、スライドエディター表示内のテキストをクリックします。
テキストが選択され、バウンディングボックスが表示されます。

2. オーバーレイパネルで、「シャドウ」を選択します。
初期値のドロップシャドウのプレビューがスライドエディター表示に表示されます。

3. シャドウのオプションを調整します。
不透明度 シャドウの明暗を設定します。
オフセット 画像からシャドウまでの距離を設定します。
半径 シャドウのエッジの硬さまたは柔らかさを設定します。
角度 シャドウの方向を設定します。ダイアルを回すか、スライダーを移動して、シャドウの角度を調整します。

スライド内のテキストおよびその他のオブジェクトの移動および回転
テキスト要素、レーティング情報、ID プレートはすべて、スライドショーテンプレートレイアウト上の任意の場所に移動できます。スライドエ
ディター表示でこれらを選択すると、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は画像の枠線の一点に固定されます。こ
のため、画像のサイズや表示方向を変更しても、テキストまたはオブジェクトが枠線から一定の距離で画像の横や画像内に表示されます。

1. スライドショーモジュールで、スライドエディター表示内のテキスト、レーティング情報、または ID プレートをクリックし、
それらのバウンディングボックスを表示します。

2. 次のいずれかの操作を行います。
バウンディングボックスを目的の位置までドラッグします。固定された場所にアンカーポイントを設定するには、アンカー
ポイントをクリックします。アンカーポイントは固定すると黄色になります。
ツールバーの左回転アイコンまたは右回転アイコンをクリックします。

セルの枠線に固定されたテキストボックス

スライド内のテキストおよびその他のオブジェクトの拡大および縮小
1. スライドエディター表示でテキスト、レーティング情報、または ID プレートをクリックします。
2. バウンディングボックスのハンドルをドラッグし、選択したテキストまたはオブジェクトのサイズを調整します。
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バウンディングボックスのハンドルをドラッグして、テキストまたはオブジェクトのサイズを調整します。

スライドからのテキストおよびその他のオブジェクトの削除
スライドレイアウトからテキストを削除できます。テキストオーバーレイを一時的にオフにして、スライドショー上で非表示にすることも可能で
す。テキストオーバーレイを一時的にオフにした場合、テキストオーバーレイをオンに戻すことでテキストをいつでも元に戻すことができます。

 次のいずれかの操作を行います。
スライドレイアウトからテキストを完全に削除するには、スライドエディター表示内で目的のテキストまたはオブジェクトをク
リックして選択し、Delete キーを押します。
テキストを非表示にするには、オーバーレイパネルの「テキストオーバーレイ」の選択を解除します。
注意： 「テキストオーバーレイ」の選択を解除しても、ID プレートやレーティング情報は非表示にはなりません。
ID プレートまたはレーティング情報を非表示にするには、オーバーレイパネルで「ID プレート」または「レーティング」の選
択を解除するか、スライドエディター表示内で該当オブジェクトを選択して Delete キーを押します。ID プレートやレーティン
グ情報は、オーバーレイパネルで該当するオプションを選択すれば、いつでもスライドレイアウトに再表示できます。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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スライドショーの再生と書き出し

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

スライドと切り替えの時間の設定
イントロおよびエンディングのスライドの追加
スライドショーでの音楽の再生
スライドのランダム再生
スライドショーのプレビュー
スライドショーの再生
クイックスライドショーの再生
スライドショーの書き出し

スライドと切り替えの時間の設定

再生設定は、書き出した PDF スライドショーには適用されません。書き出した PDF スライドショーでは、スライドの再生時間と切り替え間隔に
固定値が使用されます。

スライドショーモジュールの再生パネルで、「スライドの再生時間」が選択されていることを確認します。次に、以下のオプ
ションについて、スライダーを調整するか、値を入力します。
スライド
各写真の表示時間を秒単位で設定します。
フェード
スライドの切り替え間隔を秒単位で設定します。
スライド間で純色へフェードしながら切り替わるようにするには、「カラー」オプションを選択し、カラーボックスをクリック
し、ポップアップウィンドウでカラーを選択します。

イントロおよびエンディングのスライドの追加

スライドショーの最初と最後に純色のスライドを追加して、それぞれそこからプレゼンテーションに切り替えたり、プレゼンテーションからそこ
へ戻ったりできます。これらのスライドに ID プレートを表示できます。

1. スライドショーモジュールのタイトルパネルで、「イントロ画面」および「エンディング画面」オプションを選択します。

2. この 2 種類のスライドそれぞれに、次のオプションを指定します。

カラーボックスをクリックし、ポップアップウィンドウからスライドの色を選択します。
「ID プレートを追加」を選択して、スライドに ID プレートを表示します。ID プレートの色は、初期設定では白です。
ID プレートの色を変更するには、「カラーを指定」を選択して、カラーボックスをクリックし、ポップアップウィンドウ
で新しい色を選択します。
ID プレートのサイズを調整するには、スケールスライダーをドラッグするか、値を入力します。

スライドショーでの音楽の再生

Lightroom では、スライドショーのサウンドトラックとして、任意の .mp3、.m4a または .m4b 音楽ファイルを再生できます。音楽は、スライド
ショーを Lightroom 内で表示しているときや、ビデオとして書き出しているときに再生されます。音楽は、書き出された PDF スライドショーでは
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再生されません。

1. スライドショーモジュールの再生パネルで、「サウンドトラック」を選択します。

2. 「音楽を選択」をクリックし、使用する音楽ファイルに移動します。

3. （オプション）「音楽に合わせる」をクリックすると、スライドショーの再生時間がオーディオトラックの長さに合わせて調
整されます。

スライドのランダム再生

「ランダムな順序」を選択すると、スライドショーを Lightroom で再生したり、ビデオに書き出したりするときに、スライドがランダムな順序で
再生されます。このオプションの選択を解除すると、スライドは設定されている元の順序で再生されます。

スライドショーモジュールの再生パネルで、「ランダムな順序」を選択します。

スライドショーのプレビュー

スライドショーは、スライドエディター表示で作成するのと同時にプレビューできます。

ツールバーのコントロールを使用して、スライドショーの停止 、前のスライドへ移動 、次のスライドへ移動 、スライ
ドショーの再生または一時停止  を行います。

スライドショーの再生

Lightroom 内でスライドショーを再生できます。再生時には、プレゼンテーションがコンピューターの画面全体に表示されます。

1. スライドショーモジュールの右側のパネルで、一番下にある「再生」をクリックします。

2. 再生設定を無視して操作するには、次のキーを使用します。

次のスライドに進みます。

1 スライド前に戻ります。

再生を一時停止または再開します。

スライドショーを終了します。

3. スライドショーを連続再生するには、再生パネルで「繰り返し」を選択します。

クイックスライドショーの再生

クイックスライドショーは、Lightroom のすべてのモジュールから簡単に再生できるフルスクリーン表示のスライドショーです。クイックスライド
ショーでは、その時点でスライドショーモジュールで指定されているテンプレートと設定値が使用されます。

1. すべてのモジュールで、表示対象の写真一式をフィルムストリップに表示します。

フィルムストリップの全写真ではなく一部だけを表示する場合は、目的の写真を選択します。

2. Ctrl キーを押しながら Enter キーを押すか（Windows）、Command キーを押しながら Return キーを押して（Mac OS）、ク
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画質
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共通サイズ

フルスクリーンを自動表示

イックスライドショーを開始します。

Lightroom のメインメニューからウィンドウ／クイックスライドショーを選択する方法でも、クイックスライドショー
を再生できます。

3. 再生時間の設定を無視してスライドショーを操作するには、次のキーを使用します。

次のスライドに進みます。

1 スライド前に戻ります。

スライドショーの再生の一時停止と再開

スライドショーを終了します。

スライドショーの書き出し

スライドショーを PDF として書き出す

スライドショーを他のコンピューターで表示できるよう、PDF ファイルとして書き出すことができます。PDF スライドショーの切り替え
は、Adobe Acrobat® または無償の Adobe Reader® を使用して表示した場合に機能します。書き出された PDF スライドショーには、音楽、画像
のランダム再生、再生時間や切り替え間隔などの Lightroom での設定は適用されません。

1. スライドショーモジュールで、左下にある「PDF で書き出し」をクリックします。

2. スライドショーを PDF に書き出しダイアログボックスで、「ファイル名」（Windows）または「名前」（Mac OS）ボックス
に名前を入力します。

3. スライドショーファイルを保存する場所を探して選択します。

4. 次のオプションを設定します。

指定した JPEG 画質設定で各スライドをレンダリングします。画質を低くするほど、スライドショーのファイルサイズ
は小さくなります。画質スライダーをドラッグするか、0 ～ 100 の数値を入力します（100 が最高画質、0 が最低画質）。
注意：写真は sRGB プロファイルを使用して埋め込まれます。

スライドショーのピクセルサイズを指定します。スライドを切り抜いたりスライドの縦横比を変更したりすることな
く、指定サイズ内に収まるようにスライドのサイズが調整されます。コンピューターのモニターのピクセルサイズが初期設定
のサイズです。

スライドショーに対して、640 x 480 などの一般的なサイズを指定し、これらの値を幅および高さフィールドに入
力します。画面は、使用ディスプレイのサイズになります。

スライドショーを表示する画面全体を使用してスライドを表示します。フルスクリーンオプション
は、Adobe Reader または Adobe Acrobat でスライドショーを再生する場合に機能します。

5. 「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。

スライドショーを JPEG として書き出す

スライドショーを一連の JPEG ファイルとして書き出して、顧客などの他の人と共有できます。各 JPEG ファイルには、スライドのレイアウト、
背景、セルのオプションが格納されます。トランジションまたは再生オプションは書き出されません。
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画質

幅、高さ

共通サイズ

1. スライドショーモジュールで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し、左下の「JPEG に書き出し」ボ
タンをクリックします。

2. スライドショーを JPEG に書き出しダイアログボックスで、「ファイル名」（Windows）または「名前」（Mac OS）ボック
スに名前を入力します。この名前は、JPEG 画像の保存先フォルダー名に使用されます。JPEG 画像には、指定したファイル
名に連番が追加され、末尾に .jpeg というファイル名拡張子が付加されます。

3. JPEG 画像を格納するフォルダーを保存する場所に移動し、選択します。

4. 次のオプションを設定します。

指定した画質設定で各 JPEG をレンダリングします。画質を低くするほど、ファイルサイズは小さくなります。画質ス
ライダーをドラッグするか、0 ～ 100 の数値を入力します（100 が最高画質、0 が最低画質）。
注意：写真は sRGB プロファイルを使用して埋め込まれます。

書き出される JPEG ファイルのピクセルサイズを指定します。スライドを切り抜いたりスライドの縦横比を変更し
たりすることなく指定サイズ内に収まるように、スライドのサイズが調整されます。コンピューターのモニターのピクセルサ
イズが初期設定のサイズです。

640 x 480 などの一般的なファイルサイズを指定し、これらの値を幅および高さフィールドに入力します。画面
は、使用ディスプレイのサイズになります。

5. 「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。

スライドショーをビデオとして書き出す

スライドショーを他のコンピューターで表示できるように、ビデオファイルとして書き出すことができます。Lightroom は、ビデオスライドショー
をスライドレイアウト、サウンドトラックまたはその他の再生オプションとともに H.264 MPEG-4 ファイルとして保存します。

1. スライドショーモジュールで、左下にある「ビデオを書き出し」をクリックします。

2. スライドショーをビデオに書き出しダイアログボックスで、ファイル名を入力し、ビデオを保存する場所を選択します。

3. ビデオプリセットを選択し、ピクセルサイズとフレームレートを指定します。ダイアログボックスのガイドラインを使用して
選択を行います。

4. 「保存」（Windows）または「書き出し」（Mac OS）をクリックします。
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写真のプリント

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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プリントモジュールの基本

ページの先頭へ

プレビュー

テンプレートブラウザー

コレクション

レイアウトスタイル

現在の画像用の設定

レイアウト

プリントモジュールのパネルとツール
プリントモジュールでの異なるページの表示
プリンターと用紙サイズの選択

プリントモジュールでは、お使いのプリンターで写真とコンタクトシートをプリントする際のページのレイアウトとプリントオプションを設定で
きます。

プリントモジュール

A. テンプレートブラウザーとコレクションパネル B. 「前のページを表示」ボタンと「次のページを表示」ボタン C. ページ番号 D. レイアウトお
よび出力オプション指定用のパネル 

プリントモジュールのパネルとツール

プリントモジュールには次のパネルがあります。

テンプレートのレイアウトを表示します。テンプレートブラウザーのテンプレート名の上にポインターを置くと、プレビューパネルに
そのテンプレートのページレイアウトが表示されます。

写真のプリントレイアウトを選択またはプレビューします。テンプレートは、Lightroom プリセットとユーザー定義テン
プレートを含むフォルダーで管理します。

カタログ内のコレクションを表示します。

選択したテンプレートが単一画像 / コンタクトシート、ピクチャパッケージ、カスタムパッケージのどのレイアウトかを示し
ます。単一画像 / コンタクトシートレイアウトでは、任意の数の写真を同じサイズでプリントできます。ピクチャパッケージレイアウトでは、1 枚
の写真をさまざまな大きさでプリントできます。カスタムパッケージレイアウトでは、複数枚の写真を複数の大きさでプリントできます。

ページレイアウトで写真を画像セルに合わせる方法を決めます。

（単一画像 / コンタクトシートレイアウト）グリッドページレイアウトのマージン、行数と列数、セルのサイズを指定します。
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ガイド

定規 グリッド ガイド

セル

ページ

プリントジョブ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

注意：

（単一画像 / コンタクトシートレイアウト）グリッドページレイアウトに定規、裁ち落とし、マージン、画像セル、寸法を表示します。

（ピクチャパッケージレイアウトおよびカスタムパッケージレイアウト）定規、ページグリッドおよび裁ち落としの表示 /
非表示と表示方法を指定します。

（ピクチャパッケージレイアウトおよびカスタムパッケージレイアウト）レイアウトにセルとページを追加します。

写真とともにプリントされるテキストやその他の項目を指定します。

プリント解像度、カラーマネジメント、シャープ出力を指定します。

プリントモジュールでの異なるページの表示

プリントジョブに複数のページがある場合は、すばやく別のページに移動することができます。

プリントモジュールで複数ページのプリントジョブを開き、ツールバーで次のいずれかの操作を行います。

別のページに進むまたは戻るには、左向きまたは右向き矢印をクリックします。
最初のページに戻るには、先頭ページを表示アイコン  をクリックします。
複数ページをすばやく進めたり、戻るには、ページ番号ボックス（ツールバーの右側）でポインターをドラッグします。
特定のページに移動するには、ツールバーのページ番号をダブルクリックし、ページを表示ダイアログボックスにページ番
号を入力します。

プリンターと用紙サイズの選択

プリントモジュールには、プリンターの設定ダイアログボックス（Windows）またはページ設定ダイアログボックス（Mac OS）で印刷の向きや用
紙のサイズを設定したり、プリンターの設定ダイアログボックス（Windows）またはプリントダイアログボックス（Mac OS）でプリンターを選択
したり、プリンタードライバーの設定を指定するためのボタンがあります。

用紙サイズの選択
1. プリントモジュールで、ウィンドウの左下隅にある「用紙設定」ボタンをクリックします。

2. プリンターの設定ダイアログボックス（Windows）または用紙設定ダイアログボックス（Mac OS）で、プリンター名
（Windows）または対象プリンター（Mac OS）メニューからプリンターを選択します。

（Mac OS）コンピューターで使用するすべてのプリンターに対して用紙設定を適用するには、対象プリンターメ
ニューから「任意のプリンター」を選択します。

3. サイズ(Windows)または用紙サイズ（Mac OS）メニューから用紙のサイズを選択します。

4. 方向を選択します。

プリンターの詳細オプションダイアログボックス（Windows）またはページ設定ダイアログボックス（Mac OS）で拡
大縮小を設定することもできますが、100% のままにしておくことをお勧めします。プリンターのダイアログボックスで拡大
縮小を変更すると、Lightroom で設定したすべての拡大縮小の設定に別の設定が適用されてしまうため、写真が期待したサイ
ズで表示されなくなる場合があります。

プリンターの選択
1. プリントモジュールで、プリント設定ボタンをクリックします。

2. プリンターを選択し、次の設定を行います。
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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：

(Windows)プリンターの設定ダイアログボックスで、「プリンター名」からプリンターを選択し、「プロパティ」をクリッ
クします。次に「詳細設定」ボタンをクリックして、詳細設定ダイアログボックスを開き、プリンターの設定を行います。
（Mac OS）プリントダイアログボックスでプリンターを選択し、プリンターの設定を行います。プリセットメニューの下
にあるポップアップメニューから、設定するオプションを選択します。

（Mac OS）プリンター設定をプリセットとして保存する場合は、「保存」をクリックする前に、プリセットメニュー
から「別名で保存」を選択します。1 つのプリンターに複数のプリセットを保存できます。
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プリントモジュールのレイアウトとテンプレート

ページの先頭へ

単一画像／コンタクトシート

ピクチャパッケージ

カスタムパッケージ

プリントテンプレートでの写真のレイアウト
オーバーレイテキストとグラフィックのプリント
カスタムプリントテンプレートの使用

プリントテンプレートでの写真のレイアウト

プリントテンプレートについて

テンプレートには、テキストオーバーレイやプリントジョブ設定を含む写真のプリントレイアウトが保存されます。プリントモジュール内の
Lightroom テンプレートブラウザーには、コンタクトシートの作成などの共通のタスクに対応したテンプレートが付属しています。また、テンプ
レートブラウザーには、ユーザーが保存したカスタムテンプレートも一覧表示されます。テンプレートブラウザーで名前の上にポインターを置く
と、左パネルの一番上にあるプレビューパネルに、そのページレイアウトが表示されます。テンプレート名をクリックすると、作業エリアに選択
した写真のプレビューが表示されます。別のテンプレートを選択したり、別のプリントオプションを指定すると（テキストオーバーレイを追加す
るなど）、プレビューが更新されます。
Lightroom には、3 種類のレイアウトテンプレートがあります。

「単一画像／コンタクトシート」テンプレートでは、1 つまたは複数の写真を、グリーティングカード（2 面）などの様々な設
定を使用して、すべて同じサイズでプリントできます。
「ピクチャパッケージ」テンプレートでは、学校の写真や結婚式のポートレートなど、1 枚の写真を様々なサイズでプリントで
きます。
「カスタムパッケージ」テンプレートでは、様々な写真を様々なサイズで、任意の設定を使用してプリントできます。

すべてのテンプレートには、写真とマージン情報を収める画像セルがあります。オーバーレイオプションを指定する場合は、テキストエリアもテ
ンプレートに保存できます。テンプレートの画像セルとマージンは、指定した用紙サイズに合わせて拡大縮小されます。
用紙のサイズやプリンターなどのプリントジョブ設定もプリントテンプレートに保存されます。
既存のテンプレートの設定を変更して、新しいテンプレートを作成できます。テンプレートを選択し、右側のパネルのコントロールを使用して、
ツールバーで用紙サイズとプリンター設定を指定し、カスタムテンプレートを追加します。テンプレートの画像セルは、マージンガイドやセルの
境界線をドラッグして変更することもできます。レイアウト設定の修正、オーバーレイ、プリントジョブはカスタムテンプレートとして保存でき
ます。

プリントテンプレートの選択
1. ライブラリモジュールで、プリントする写真（複数可）を選択します。

2. プリントモジュールのテンプレートブラウザーパネルで、テンプレートを選択します。レイアウトスタイルパネルは、テンプ
レートが使用するレイアウトを示します。

1 ページに同じサイズの写真を 1 枚以上プリントできます。

1 ページに 1 枚の写真を様々なサイズでプリントできます。

ページ上であらゆるサイズ構成の写真を 1 枚以上プリントし、複数のページレイアウトを許可します。
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ズームして合わせる

回転して合わせる

1 ページに 1 枚の写真を繰り返す

写真の枠線

内側の境界線

3. （カスタムページテンプレート）1 枚または複数の写真をフィルムストリップからページプレビューにドラッグします。

写真を画像セルに合わせる方法の指定

画像全体が画像セルにぴったり入るように、写真の拡大縮小と回転を指定できます。写真と画像セルの縦横比が一致しない部分には、空白スペー
スが入ります。写真が画像セルいっぱいに表示されるオプションを設定することもできます。このオプションを選択すると、特に縦長の写真の場
合は、画像の一部が画像セルの縦横比に合わせて切り取られることがあります。

プリントモジュールの現在の画像用の設定パネルで、使用するレイアウトに応じて次のオプションのいずれかを選択します。

（単一画像 / コンタクトシートレイアウトおよびピクチャパッケージレイアウト）画像セル全体に写真を
表示します。画像の縁の部分は必要に応じて切り抜かれます。

（単一画像 / コンタクトシートレイアウトおよびピクチャパッケージレイアウト）画像セルに収まる最大の
サイズで画像を表示できるように、必要に応じて画像を回転します。

現在の画像用の設定

A. 画像設定が適用されていない写真 B. ズームして合わせる C. 回転して合わせる 

ヒント：写真の必要な部分が画像セルに表示されていない場合は、セル内で写真をドラッグし、位置を変更してください。ピク
チャパッケージレイアウトで、Ctrl キーを押しながらドラッグするか（Windows）、Command キーを押しながらドラッグしま
す（Mac OS）。

画像セル内で写真をドラッグして位置を変更

（単一画像 / コンタクトシートレイアウト）グリッドテンプレートレイアウトで、各ページ
の画像セルに選択した写真を繰り返し配置します。

（ピクチャパッケージレイアウトおよびカスタムパッケージレイアウト）指定した幅の枠線を各画像セルの写真に
追加します。

（すべてのレイアウト）指定した幅と色の内側の境界線を各画像セルの写真に追加します。

定規とガイドの指定

（単一画像 / コンタクトシートレイアウト）プリントモジュールのガイドパネルで、「ガイドを表示」を選択または選択解除し
ます。定規、ページ裁ち落とし、マージンと余白、画像セルについて、表示または非表示を指定します。
（ピクチャパッケージレイアウトおよびカスタムパッケージレイアウト）定規 グリッド ガイドパネルで、ページ定規、レイア
ウトグリッドまたはページ裁ち落としガイドを表示するかどうかを選択します。定規の表示単位、グリッドのスナップ動作、お
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定規単位

マージン

ページグリッド

セルの間隔

セルの大きさ

よび裁ち落としレイアウトとともに画像サイズを表示するかどうかを指定します。

ページのマージンとセルの大きさの変更（単一画像 / コンタクトシートレイアウト）
1. ガイドパネルで、「ガイドを表示」を選択し、次のいずれかの操作を行います。

作業エリアのガイドをドラッグして、セルまたはマージンを修正します。
レイアウトパネルでスライダーを使用するか、値を入力します。
「正方形を維持」を選択して画像セルの形状を正方形にします。

2. レイアウトパネルで、次の各オプションを指定します。

作業エリアで使用する定規の測定単位を設定します。

ページのマージンを設定します。すべてのセルがマージン内に収まります。作業エリアでスライダーをドラッグし、
マージン値を入力、またはマージンインジケーターをドラッグします。

各ページに表示する画像セルの行と列数を定義します。

セルの行と列の間隔を定義します。

画像セルのサイズを定義します。

マージンとガイド

A. 縦のセルの間隔 B. セル幅 C. マージン D. セルの高さ E. 横のセルの間隔 

コンタクトシートのプリント
1. ライブラリモジュールで、コンタクトシートに含める写真を選択します。

写真をクイックコレクションにまとめたり、コレクションを作成して選択した写真を再利用できるように保存できます。

2. プリントモジュールのテンプレートブラウザーで、コンタクトシートテンプレートを選択します。

3. 必要ならば、用紙のサイズとプリンターも選択します。

4. ページパネルで、プリントに使用するテキストのオプションを選択します。

5. （オプション）プリントジョブパネルで、「ドラフトモードプリント」を選択します。

6. 「プリント」をクリックします。

パッケージレイアウトのカスタマイズ

ピクチャパッケージレイアウトまたはカスタムパッケージレイアウトには、画像セルを必要なだけ追加できます。画像セルはページ上に自動配置
または手動配置することができます。Lightroom には、6 種類の標準写真セルサイズがあります。1 ページに収まりきらない写真を追加すると、自
動的にレイアウトにページが追加されます。
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注意：

新規ページ

自動レイアウト

レイアウトを消去
注意：

ページの先頭へ

注意：

注意：

1. セルパネルで、適切なサイズのセルをクリックしてレイアウトに追加します。Lightroom は、裁断線が最小限になるように、
ページ上でのセルの配置を自動的に調整します。

セルを複製するには、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）。

2. （オプション）ページ上で画像セルをドラッグして配置を調整します。

3. （オプション）セルのサイズを変更するには、作業領域でセルを選択して、側面またはコーナーのハンドルをドラッグしま
す。または、セルパネルの選択したセルを調整領域で、「高さ」または「幅」スライダーを調整します。

4. セルパネルで、次のいずれかのオプションを選択します。

ページをレイアウトに追加します。

（ピクチャパッケージレイアウト）裁断線が最小限になるように、ページ上での写真の配置を調整します。

ページレイアウトを消去します。
ページを削除するには、作業領域のページの左上隅に表示されている赤い X 印をクリックします。

カスタムピクチャパッケージレイアウトはカスタムプリントテンプレートとして保存できます。

オーバーレイテキストとグラフィックのプリント

ID プレートのプリント
1. プリントモジュールのページパネルで、「ID プレート」を選択します。

2. （オプション）別の ID プレートを選択したり作成するには、ID プレートプレビューウィンドウの右下にある三角形をクリッ
クして、ポップアップメニューから選択します。ID プレートとモジュールボタンのパーソナライズを参照してください。

3. ID プレートの不透明度や表示倍率（スケール）を調整するには、該当スライダーを移動するか、パーセント値を入力します。

ID プレートのスケールは、作業エリアで ID プレートのテキストをクリックし、スライドまたはバウンディングボック
スのコーナーをドラッグして調整することもできます。

4. ID プレートを回転させるには、回転ボタン（0°）をクリックして、「画面上で 90°回転」、「画面上で 180°回転」または「画
面上で -90°回転」を選択します。

5. ID プレートを移動するには、ドラッグするか、上矢印、下矢印、左矢印および右矢印キーを押します。

6. 複数写真のテンプレートで ID プレートをすべての写真に表示するには、「すべての画像に描画」を選択します。ID プレート
は、すべての写真において中央に配置され、オーバーレイパネルのコントロールを使用して拡大縮小または回転することがで
きます。

7. ID プレートを写真の背後に表示させるには、「画像の背後に描画」を選択します。

画像の背後に ID プレートを表示するスペースが十分にあるテンプレートレイアウトを使用してください。
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単一画像 / コンタクトシートレイアウトでの枠線のプリント
1. 現在の画像用の設定パネルで、「枠線を描画」を選択します。

2. （オプション）次のいずれかの操作を行います。

枠線のカラーを変更するには、スウォッチをクリックしてカラーポップアップウィンドウを開き、任意のカラーを選択しま
す。
枠線の幅を調整するには、幅スライダーをドラッグします。

ピクチャパッケージレイアウトとカスタムパッケージレイアウトでの枠線のプリント
1. 現在の画像用の設定パネルで、「写真の枠線」を選択します。

2. （オプション）枠線の幅を調整するには、幅スライダーをドラッグします。

3. 「内側の境界線」を選択して、枠線に内側の境界線を追加します。

4. （オプション）次のいずれかの操作を行います。

内側の境界線のカラーを変更するには、スウォッチをクリックしてポップアップウィンドウを開き、任意のカラーを選択し
ます。
境界線の幅を調整するには、幅スライダーをドラッグします。
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説明

カスタムテキスト

日付

カメラデータ

露光量

ファイル名

連番

タイトル

編集

ページ番号

ページ情報

カラー背景のプリント
ページパネルで、「ページの背景色」を選択し、カラースウォッチをクリックして色を選択します。

著作権透かし付きの写真のプリント
ページパネルで、「透かし」を選択し、ポップアップメニューから透かしを選択します。

ファイル名、キャプションおよびその他の情報のプリント（単一画像 / コンタクトシートレイアウト）

ファイル名、タイトル、説明、キーワードなどの写真に関する情報を単一画像 / コンタクトシート写真レイアウトにプリントできます。情報はライ
ブラリモジュールに入力したメタデータから取得されます。情報は各写真の下にプリントされます。メタデータの表示と編集も参照してくださ
い。

1. ページパネルで、「写真情報」を選択し、「カスタム設定」をクリックして、次のいずれかを選択します。

写真の説明をプリントします。

「カスタムテキスト」ボックスに入力されているテキストをプリントします。

写真の作成日をプリントします。

写真の撮影に使用したカメラとレンズに関する情報をプリントします。

シャッタースピードと F-Stop 情報をプリントします。

写真のファイル名をプリントします。

各写真にプリント総数に基づく連番を付けてプリントします。例えば、プリントする写真を 9 枚選択した場合は
1/9、2/9、3/9 のように連番が付きます。

写真のタイトルをプリントします。

テキストテンプレートエディターのダイアログボックスで指定した写真情報を表示します。

2. 「フォントサイズ」の右にある三角形をクリックして、ポップアップメニューからサイズを選択します（ポイント単位）。

ページ番号、プリント情報、トンボのプリント（単一画像 / コンタクトシートレイアウト）

単一画像 / コンタクトシートレイアウトの一番下に、ページ番号、プリント情報、トンボを追加できます。

プリントモジュールのページパネルで、「ページオプション」を選択し、次のいずれかの項目を選択します。

各ページの右下にページ番号をプリントします。

プリント用シャープの設定、プロファイルの設定、プリンター名を各ページの一番下にプリントします。
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内トンボ

ページの先頭へ

プリント後の裁断のガイドとして使用するトンボを各写真の周囲にプリントします。

断裁用ガイドの表示（ピクチャパッケージレイアウトおよびカスタムパッケージレイアウト）
ページパネルで、「断裁用ガイド」を選択し、プレビュー領域への直線または内トンボの表示を選択します。

カスタムプリントテンプレートの使用

カスタムテンプレートを保存すると、画像セルとマージンの修正、オーバーレイ、指定したプリント設定がすべて保持されます。保存したカスタ
ムテンプレートは、テンプレートブラウザーにリストされ、再利用できます。テンプレートブラウザーで、テンプレートの整理に使用する新しい
フォルダーを作成できます。

カスタムプリントテンプレートの保存
1. プリントモジュールのテンプレートブラウザーで、カスタムテンプレートのベースにするテンプレートを選択します。

2. レイアウトを変更し、プリントモジュール右側のパネルでオプションを指定します。

3. プリントモジュールのテンプレートブラウザーでプラスアイコン（+）をクリックします。

4. 「名称未定のテンプレート」を上書きしてカスタムテンプレートの名前を入力し、そのテンプレートを格納するフォルダーを
指定します（「ユーザーテンプレート」など）。

テンプレートフォルダーの作成と管理
1. テンプレートブラウザーで、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、「新規フォル
ダー」を選択します。

2. フォルダーの名前を入力し、「OK」をクリックします。

3. テンプレートをフォルダー名にドラッグして、テンプレートをそのフォルダーに移動します。

Lightroom プリセットテンプレートを別のフォルダーにドラッグすると、テンプレートがそのフォルダーにコピーされます。

カスタムテンプレートの更新
1. 必要に応じて、カラー、レイアウト、テキスト、出力設定を変更します。

2. テンプレートブラウザーでテンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、「現在の設定で更新」を選択します。

カスタムテンプレートの削除

Lightroom プリセットテンプレートは削除できません。

次のいずれかの操作を行います。

テンプレートブラウザーで、テンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）して、コンテキストメニューから「削除」を選択します。
テンプレートブラウザーでテンプレートを選択して、マイナス（-）アイコンをクリックします。

テンプレートの読み込みと書き出し
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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

作成したテンプレートを書き出して他のユーザーと共有できます。また、別のコンピューターで使用することもできます。テンプレートは
.lrtemplate 拡張子で保存されます。

テンプレートを書き出すには、テンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）
して、「書き出し」を選択します。テンプレートファイルの名前を入力し、「保存」をクリックします。
テンプレートを読み込むには、テンプレートを表示する場所で右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリッ
ク（Mac OS）して、「読み込み」を選択します。読み込むテンプレートファイルをダブルクリックします。

アドビのお勧め記事
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アドビサポート >
Adobe Photoshop Lightroom
> プリントジョブのオプションと設定

プリントジョブのオプションと設定
検索

Adobe Photoshop Lightroom ユーザーガイド
>

目次
プリントジョブパネルでのオプションの指定
プリント設定のプリントコレクションとしての保存

対象アプリケーション: Adobe Photoshop Lightroom

プリントジョブパネルでのオプションの指定

ドラフトモードでのプリント

ドラフトモードプリントを使用してコンタクトシートや写真のクイックドラフトをプリントすることができます。このモードでは、Lightroom は
キャッシュされた写真のプレビューを使ってプリントします。完全にキャッシュされていない写真を選択してドラフトモードプリントを使用する
と、サムネールデータがプリンターに送られるので、写真のプリント品質が劣化する場合があります。ドラフトモードプリントでは、シャープと
カラーマネジメントのコントロールは使用できません。

プリントモジュールのプリントジョブパネルで、「ドラフトモードプリント」を選択します。

JPEG に出力

プリントモジュールで、プリントショップ用の JPEG ファイルとして写真を保存できます。JPEG に出力する場合は、解像度の選択、シャープ（プ
リント用）の適用、圧縮画質の設定が可能です。また、ファイルのサイズを指定したり、RGB ICC プロファイルやマッチング方法を適用すること
もできます。

Printing multiple images to a single JPEG image

Printing multiple images to a single JPEG image
Lightroom CC では、複数の画像を 1 つの JPEG ファイルに出力して、迅速にオンライン投稿する方法を学習します。
Julieanne Kost. Principal Evangelist, Photoshop and Lightroom

1. プリントモジュールのプリントジョブパネルで、出力先／JPEG ファイルを選択します。

2. 「ファイル解像度」ボックスで、72 ～ 600 ppi の範囲で解像度を指定します。
3. シャープ（プリント用）の量を弱、標準、強から指定します。
4. JPEG 画質スライダーを使用して圧縮率を指定します。JPEG の圧縮方式（ロス圧縮）は、一部のデータを切り捨てて、画質の劣化と引き換え
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にファイルを縮小します。スライダーをドラッグするか、0 ～ 100 の範囲で値を入力します。
5. 「ファイルの寸法を指定」を選択してカスタムファイルサイズを指定し、幅と高さの各フィールドに値を入力します。
6. カラーマネジメントオプションを指定します。

プリント解像度の設定

プリントモジュールにある「プリント解像度」では、プリンター用の写真の解像度（ppi）を指定します。Lightroom は、プリント解像度とプリン
ト寸法に応じて必要な場合は、画像データを再サンプリングします。初期設定値の 240 ppi は、高品質なインクジェットプリントを含むほとんど
のプリントジョブに対応しています。最適な解像度については、プリンター付属のマニュアルを参照してください。

プリントモジュールのプリントジョブパネルで、次のいずれかの操作を行います。

プリント解像度を制御するには、「プリント解像度」を選択し、必要に応じて別の値を指定します。
写真の元の解像度（72 ppi 以上で 720 ppi 未満の場合）を使用するには、「プリント解像度」の選択を解除します。

プリントする写真をシャープにする

「シャープ（プリント用）」を選択すると、画像がプリンターに送信される前に画像をシャープにすることができます。プリント用のシャープ
は、現像モジュールで適用した各種シャープに加えて行われます。自動的に適用されるプリントシャープの強さは、ファイルの出力解像度と出力
メディアに基づいて決められます。「ドラフトモードプリント」が有効な場合は、「シャープ（プリント用）」は無効です。ほとんどの場合、
「シャープ（プリント用）」は初期設定である「弱」で問題ありません。

プリントモジュールのプリントジョブパネルで、次のいずれかの操作を行います。

（オプション）「シャープ（プリント用）」を選択し、右のポップアップメニューを使用してシャープの「弱」、「標準」または
「強」を指定します。次に、用紙の種類として「マット」または「光沢」を指定します。「マット」には、水彩用紙、カンバスなど光
沢のない用紙が該当します。「光沢」には、ラスター仕上げ、半光沢仕上げ、フォト光沢紙などの光沢紙が該当します。

注意：
プリントジョブパネルで指定されている用紙の種類は、プリント用のシャープの計算に使用されます。一部のプリンタードライバーには、別
途選択する必要がある用紙の種類のオプションが「印刷」ダイアログボックスに用意されています。

プリントモジュールでシャープを適用したくない場合は、「シャープ（プリント用）」の選択を解除します。これは現像モジュールの
シャープ設定で満足する結果が出ている場合に役立ちます。

16 bit カラーでのプリント

Mac OS 10.5（Leopard）以上で 16 ビットプリンターを使用してプリントする場合は、プリントジョブパネルで「16 Bit 出力」を選択しま
す。
注意：
「16 Bit 出力」を選択した場合に、このモードをサポートしないプリンターでプリントすると、プリントパフォーマンスが低下しますが、画
質には影響しません。

プリントのカラーマネジメントの設定

プリント時に Lightroom かプリンタードライバーのどちらかによってカラーマネジメントの処理を指定することができます。特定のプリンターと
用紙の組み合わせを対象に作成されたカスタムプリンターカラープロファイルを使用する場合は、Lightroom でカラーマネジメントが行われま
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す。その他の場合は、プリンターでカラーマネジメントが行われます。「ドラフトモードプリント」が有効な場合は、自動的にプリンターでカ
ラーマネジメントを行います。
注意：
通常、カスタムプリンターカラープロファイルは、プロファイルのファイルを生成する専用のデバイスとソフトウェアを使用して作成されます。
プリンターカラープロファイルがコンピューターにインストールされていない場合、または Lightroom がプリンターカラープロファイルを検出で
きない場合、プリントジョブパネルの「プロファイル」領域で使用できるオプションは「プリンターによって管理」と「その他」のみです。

1. プリントジョブパネルの「カラーマネジメント」領域で、プロファイルポップアップメニューから次のいずれかを選択します。

画像をプリンターに送信する前にプリンターカラープロファイルを使用して変換する場合は、メニューに表示されている特定の RGB プ
ロファイルを選択します。

注意：
Lightroom でカスタムプリンターカラープロファイルを選択する場合は、プリンタードライバーソフトウェアでカラーマネジメントがオフに
なっていることを確認します。そうしないと、写真のカラー変換が 2 回行われてしまい、期待どおりにプリントされない場合があります。
ドライバーソフトウェアでカラーマネジメントをオフにする手順については、プリンターのマニュアルを参照してください。Lightroom は
CMYK プリンタープロファイルを認識しません。

最初に画像をプロファイルに応じて変換することなく画像データをプリンタードライバーに送信する場合は、「プリンターによって管
理」を選択します。

 

プロファイルポップアップメニューに表示するプリンタープロファイルを選択するには、「その他」を選択し、プロファイルを選択ダ
イアログボックスでカラープロファイルを選択します。

 

注意：
一般的に、プロファイルポップアップメニューにプロファイルが 1 つも表示されていない場合、または必要なプロファイルが表示されてい
ない場合に、このオプションを選択します。Lightroom は、コンピューター上にあるカスタムプリントプロファイルの検出を試みます。プロ
ファイルが検出されない場合は、「プリンターによって管理」を選択し、プリンタードライバーでプリントのカラーマネジメントが処理され
るように設定します。

2. プロファイルを指定する場合は、カラーを画像のカラースペースからプリンターのカラースペースに変換する方法を指定するマッチング方法
を選択します。

知覚的
「知覚的」マッチングは、カラー間の視覚的な関係をできるだけ保持します。色域外のカラーが再現可能な近似カラーに変換されるのに伴
い、色域内のカラーも変わる場合があります。「知覚的」マッチングは、色域外カラーが多く含まれる画像に適しています。

相対的
「相対的」マッチングは、色域内のカラーをすべて保持したまま、色域外のカラーが再現可能な近似カラーに変換します。「相対的」オプ
ションは、より多くのオリジナルカラーを保持できるので、色域外カラーが少ない場合に適しています。
注意：
一般的に、プリンターのカラースペースの方が画像のカラースペースよりも小さいので、カラーを再現できないことがよくあります。選択し
たマッチング方法により、色域外のカラーを補正します。

3. （オプション）Lightroom の画面上のカラーの明るさと飽和色をより忠実にプリントで再現するためには、「プリント調整」を選択します。
次に明るさおよびコントラストスライダーをドラッグします。
注意：
明るさおよびコントラストスライダーをドラッグすると、トーンカーブが調整されます。このような調整は画面上でプレビューできません。
個別の写真および特定のプリンターにとって最適な設定を見つけるには、何度か試行錯誤を繰り返す必要があります。
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プリント設定のプリントコレクションとしての保存

プリント設定をプリントコレクションとして保存すると、新しい写真をコレクションに追加したときに、自動的にプリント設定が写真に適用され
ます。これはカスタムテンプレートとは異なります。カスタムテンプレートには出力オプションは含まれますが、写真は含まれません。プリント
コレクションではコレクション内の写真にプリント設定が適用されます。

1. ライブラリモジュールで、プリントする写真を選択します。
2. プリントモジュールで、テンプレートを選択し、モジュール右側のパネルで必要な設定を指定します。
3. フィルムストリップで、出力設定に含める写真を選択します。

4. コレクションパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「プリントを作成」を選択します。

5. プリントを作成ダイアログボックスで、プリントコレクションの名前を入力します。設定ポップアップメニューでコレクションセットを選択
してコレクションを既存のセットに追加するか、「なし」を選択します。

6. 「プリントオプション」で、「選択した写真を含める」（コンタクトシート）または「参照されている写真を含める」（パッケージ）を選択
します。出力設定にオリジナルの写真ではなく仮想コピーを含める場合は、「新しい仮想コピーを作成」を選択します。

7. 「作成」をクリックします。

コレクションパネルにプリントコレクションが追加され、ページレイアウトアイコン  が割り当てられます。

その他の関連ヘルプ
コレクションの種類
仮想コピーの作成

  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

Adobe Photoshop Lightroom
< すべてのアプリを見る
ラーニングとサポート
初心者ガイド
ユーザーガイド
チュートリアル

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。
質問する

サポート
個別対応による実践的なヘルプ
利用する
^ ページの先頭へ
Was this helpful?

Yes
No
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 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
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フォトブック
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フォトブックの作成 | Lightroom 3、4

初期設定の写真のズーム

自動フィルにより新しいブックを開始

テキストボックスの塗り

注意：

ブックモジュールを使用すると、フォトブックをデザインし、オンデマンドプリント Web サイト Blurb.com
にアップロードできます。ブックを Adobe PDF または個別の JPEG ファイルとして保存することもできま
す。

ブックモジュール

A. プレビューパネルとコレクションパネル B. 「ブックを PDF に書き出し」ボタン C. ブック設定パネルとレ
イアウトカスタマイズパネル D. ブックを Blurb に送信 E. 複数ページ表示ボタン、スプレッド表示ボタン、1
ページ表示ボタン F. 選択されたページ 

ブックをデザインするには、次の手順に従います。

1. 初期設定のブックレイアウト動作を指定します。ブックモジュールで、ブック／ブックの
環境設定を選択します。

写真をセルに追加すると、写真がセルサイズに合わせて自動的
にズームするか、ズームしてフィットします。この動作を無効にするには、プレビュー領
域で写真を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）して、「セルサイズに合わせてズーム」のオンとオフを切り替えます。

ブックを開始すると、現在の自動レイアウトプリ
セットとフィルムストリップにある写真を使用してページが自動的に追加されます。

テキストボックスを含むレイアウトでは、テキストボックスに
写真のタイトルまたは説明メタデータを自動入力することができます。「フィラーテキス
ト」オプションをオンにすると、フィールドにプレースホルダーテキストが表示され、タ
イトルまたは説明メタデータが未入力かどうかを確認できます。

フィラーテキストを確認するには、ガイドパネルで「フィラーテキスト」オプ
ションを選択します。
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説明をテキストセーフエリアに制限

ブック設定

自動レイアウト

ページ

ガイド

ページ裁ち落とし

テキストセーフエリア

注意：

写真セル

写真とページの説明のフィールドを、ページのプリ
ント可能な領域のみに配置できるように制限します。例えば、ページの説明のオフセット
を調整する場合に、「説明をテキストセーフエリアに制限」をオンにすると、ページ内の
プリント不可能な位置に誤ってページの説明を移動することを防止できます。

2. ライブラリモジュールで、ブックに追加する写真を選択します。グリッド表示とフィルム
ストリップでの写真の選択を参照してください。
ブックモジュールでは、コレクションパネルとフィルムストリップの写真を選択すること
もできます。

3. ブックモジュールで、アプリケーションウィンドウの右側にあるパネルを使用して、オプ
ションを指定します。

出力先として PDF、JPEG または Blurb.com のいずれかを選択し、ブックサ
イズとカバータイプ（ハードカバーまたはソフトカバー）を指定します。Blurb.com に出
力する場合は、ブックの紙の種類やページ数に基づき、作業するとともに見積もり価格が
更新されます。Blurb.com のブックサイズやカバータイプ、紙のオプションについて詳し
くは、Blurb.com のBlurb ブックに関するよくある質問（英語）を参照してください。
PDF に出力する場合は、JPEG 画質、カラープロファイルおよびファイル解像度を選択
し、シャープを適用するかどうかを指定します。

ブックのレイアウトを自動化します。プリセットのレイアウトを選択
し、「自動レイアウト」をクリックします。設定を最初からやり直すには、「レイアウト
を消去」をクリックします。
Blurb.com に公開する場合、自動レイアウトは 240 ページ以下のブックにのみ適用でき
ます。PDF に公開する場合、ページの制限はありません。
フィルムストリップのサムネールには、その写真がブック内に現れる回数を示す数字
が表示されます。

「ページを追加」をクリックすると、現在選択しているページの横にページが追
加されます。新しく追加したページは、選択しているページまたはテンプレートの形式を
継承します。「空白を追加」をクリックすると、現在選択しているページの横に空白の
ページが追加されます。
ページが選択されていない場合、ブックの最後にページが追加されます。
空白のページにレイアウトを適用するには、ページパネルまたはページのサムネールの右
下隅にある「ページレイアウトを変更」ボタンをクリックします。

ガイドのオンとオフは、画像のプレビュー領域で切り替えます。ガイドはプリン
トされません。ページ上に写真やテキストを配置するための目印としてのみ使用されま
す。

ページ裁ち落としガイドは、ページの端に沿って太いグレー
の境界線で表示されます。ページ裁ち落としは、ページ境界線の外側にはみ出し
ている写真の部分を示します。ページ裁ち落としに揃える機能を適用すると、写
真がページの端に配置されます。

テキストセーフエリアガイドは、ページ周囲の内側に細
いグレーの線で表示されます。この領域の外側にあるテキストは、ページに表示
されません。
説明フィールドもまた、フィールドの境界線が細いグレーの線で表示されます。

写真セルガイドは、中央に十字のマークがあるグレーのボックスとし
て表示されます。このガイドは写真セルに写真が設定されていないことを示しま
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フィラーテキスト

注意：

セル

説明

写真の説明

写真に合わせる

ページの説明

オフセット

種類

背景

す。

プレースホルダーテキストは、空白のページと写真の説明の
フィールドに表示されます。
フィラーテキストを表示するには、ブックの環境設定でテキストボックスの塗り

／フィラーテキストを選択します。

間隔スライダーをドラッグして、セル内の画像またはテキストの周囲にポイント単
位で余白を追加することができます。間隔を使用することで、セル内の画像の外観を効果
的にカスタマイズできるので、個別のページテンプレートをカスタマイズする方法として
も有用です。初期設定では、間隔がセルの 4 辺に等しく適用されます。セルの各辺に対
して異なる長さの間隔を適用するには、パティングタイトルの右側にある三角形をクリッ
クします。プレビュー領域で複数のセルを選択し、それらのセルすべてに同時に間隔を適
用することができます。

個別の写真やページ全体にテキストキャプションフィールドを追加することができ
ます。

説明は、選択した 1 つまたは複数の画像セルの上、下またはセルに
重ねて配置することができます。タイトルまたは説明には、写真のメタデータを
使用することも、説明のセルに直接入力してカスタムの説明を指定することもで
きます。

写真にズームまたはパディングを適用する際に、説明の左端を
写真の左端に揃えます。

ページの説明は、ページの上または下に配置することができま
す。プレビュー領域で、ページの説明フィールドに説明を入力します。

オフセットの幅を調整すると、説明の基準位置に相対的に説明が
ページ内で上下に移動します。例えば、ページの説明をページ上部に配置した場
合、ページの説明に対するオフセットを大きくすると、説明がページ上を下方向
に移動します。また写真の説明を写真の下に配置した場合、写真の説明に対する
オフセットを大きくすると、説明がページ上を下方向に移動し、写真との距離が
広がります。

フォント、スタイル、カラー、ポイントサイズおよび不透明度を選択します。三角
形をクリックすると、トラッキング、ベースラインシフト、行送り、カーニング、列数お
よび余白を指定することができます。垂直方向または水平方向に揃えることもできます。

ブックのページには、写真、グラフィックまたはカラーの背景を適用できます。背
景を追加するには、次のいずれかの操作を行います。

1. ブックモジュールのプレビュー領域で 1 ページまたは複数ページを選択します。
2. （オプション）選択されていないページを含め、ブックのカバー（表紙および裏表
紙）以外のすべてのページに背景を適用するには、「背景をグローバルに適用」を選
択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。
フィルムストリップから背景パネルの「ここに写真をドロップ」プレースホル
ダーに写真をドラッグします。不透明度スライダーをドラッグして、透明度を調
整します。
背景パネルで、矢印をクリックし、グラフィック背景を選択します。カラース
ウォッチをクリックしてグラフィックのカラーを変更し、不透明度スライダーを
ドラッグして透明度を調整します。
背景パネルで、「背景色」オプションを選択し、カラースウォッチをクリックし
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ブックを PDF に書き出し

ブックを JPEG に書き出し

ブックを Blurb に送信

てカラーを選択します。

4. プレビュー領域で次のいずれかの操作を行ってページを編集します。

ページの順序を変更するには、ページをドラッグします。
別のレイアウトを選択するには、ページプレビューの右下隅にある「ページレイアウ
トを変更」ボタンをクリックします。
2 つの写真を入れ替えるには、1 つのセルから別のセルに写真をドラッグします。
セル内の写真のサイズを調整するには、1 つまたは複数の写真を選択し、ズームスラ
イダーをドラッグします。
テキストフィールドに入力します。
複数のセルまたはページを選択して、それらのプロパティを同時に編集します。
セルまたはページをブックから削除するには、対象のセルまたはページを右クリック
（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「写真を
削除」または「ページを削除」を選択します。
複数ページ表示、スプレッド表示または 1 ページ表示で作業するには、ツールバーで
それぞれのボタンをクリックします。

5. ブックを保存して、ブックモジュールを終了した後にそのブックを再度開いて作業できる
ようにするには、プレビュー領域で「保存ブックを作成」ボタンをクリックします。
ブックを作成ダイアログボックスで、ブックに名前を付け、コレクションセット内に保存
するかどうかを指定し、その他のオプションを選択します。次に「作成」をクリックしま
す。
保存したブックが、コレクションパネルにブックアイコン 

6. ブックの準備が完了したら、次のいずれかをクリックします。

ブックをページネートした PDF ファイルに変換し、指定した
場所に保存します。作成した PDF は校正刷りとして使用したり、クライアントと共有し
たりできます。また PDF をサービスプロバイダーやプリント Web サイトにアップロー
ドできます。

ブック内の各ページの JPEG ファイルをレンダリングしま
す。

Blurb.com に接続され、登録またはサインインを求めるメッセー
ジが表示されます。次に作成したブックが Blurb.com アカウントにアップロードされ、
プレビューとプリントができるようになります。
Blurb.com にアップロードする場合には、次の条件があります。
アップロードするブックは、表紙と裏表紙を除いて 20 ～ 240 ページでなければなり
ません。
Blurb.com でのプリント解像度は 300 dpi です。画像が 300 dpi 未満の場合、警告ア
イコン  が、プレビュー領域の画像セルの右上に表示されます。警告をクリックする
と、画像をプリントできる解像度が表示されます。Blurb.com は、最適な品質を確保
するため少なくとも 200 dpi の解像度を推奨しています。
プリント方法、価格、注文方法およびその他の Blurb.com の問題について詳しく
は、Blurb.com のカスタマーサポート（英語）を参照してください。

ブックモジュールのその他のビデオ

写真とテキストを使用した作業においてページレイアウトをカスタマイズする方法を学ぶには、レイアウトの
変更 を参照してください。
背景の追加、お気に入りの定義など、ブックモジュールによって提供される詳細オプションについて
は、Lightroom 4 でのブックの高度な機能 を参照してください。
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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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Web ギャラリー

このページからリンクしているコンテンツの一部は英語でのみ表示される場合があります。
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Web モジュールのパネルとツール

  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

プレビュー

テンプレートブラウザー

コレクション
レイアウトスタイル

サイト情報
カラーパレット
体裁設定

画像情報
出力設定
アップロード設定

Web モジュールでは、Web サイトのレイアウトを指定できます。

 
Web モジュール 
A. Web ギャラリーの種類 B. テンプレートブラウザー C. プレビューボタン D. ナビゲーションボタン E. レイアウトのカスタマイズと出力オプ
ションの指定のパネル 

Web モジュールには、次のパネルがあります。

テンプレートのレイアウトを表示します。パネル左下にあるアイコンは、テンプレートが Lightroom HTML ギャラリー用

か、Lightroom Flash ギャラリー用  かを示します。
Web フォトギャラリーのテンプレートリストを表示します。テンプレート名の上にポインターを置くと、プレビューに

そのテンプレートのページレイアウトが表示されます。
カタログ内のコレクションを表示します。

初期設定の Lightroom Flash ギャラリーテンプレートか Lightroom HTML ギャラリーテンプレートを使用するか、または 3 種
類の Airtight Interactive ギャラリーレイアウトのいずれかを使用します。

Web フォトギャラリーのタイトル、コレクションのタイトルと説明、連絡先情報、Web またはメールのリンクを指定します。
テキスト、Web ページの背景、セル、ロールオーバー、グリッド線、インデックス番号のカラーを指定します。

画像セルレイアウト（Lightroom HTML ギャラリー用）またはページレイアウト（Lightroom Flash ギャラリー用）を指定します。ま
た、ID プレートを Web ページに表示するかを指定したり、ID プレートを表示する場合はドロップシャドウの追加とセクションの境界線の定義が
できるかどうかも指定します。

画像のプレビュー時に表示するテキストを指定します。
写真と JPEG 品質の最大ピクセル寸法と著作権透かしを追加するかどうかを指定します。

Web ギャラリーをサーバーに送る際のアップロード設定を行います。
Web モジュールで選択した写真をフィルターするには、ツールバーの「使用」をクリックし、「フィルムストリップの全ての写真」、「選択し
た写真」、または「フラグ付きの写真」をクリックします。
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Web ギャラリーのレイアウト

ページのトップへ

注意：

ページのトップへ

ページのトップへ

ページのトップへ

Web ギャラリーテンプレートの選択
Web フォトギャラリーの写真の並べ替え
ギャラリー要素のカラーの選択
Lightroom HTML ギャラリーの体裁設定の指定
Lightroom Flash ギャラリーの体裁設定の指定
Web フォトギャラリーでの著作権透かしの表示
Web フォトギャラリーへのタイトル、説明、および連絡先情報の追加
Web フォトギャラリーへの ID プレートの追加
Web フォトギャラリーでの写真のタイトルと説明の表示

Web ギャラリーテンプレートの選択
Lightroom には HTML または Flash 用の Web ギャラリーテンプレートが付属しており、テンプレートブラウザーで選択できます。付属のテンプ
レートは、ギャラリーの色、ギャラリーレイアウト、テキスト、ID プレートなどの要素を指定してカスタマイズできます。付属のテンプレートを
カスタマイズしても、元のテンプレートは変更されません。変更は新しいカスタムテンプレートに保存します。カスタムテンプレートは、Web モ
ジュールのテンプレートブラウザーにリストされます。

Lightroom には、Airtight Interactive 社から Airtight オートビューア、Airtight ポストカードビューア、Airtight シンプルビューアという 3 種
類の Flash ギャラリーレイアウトが用意されています。これらをレイアウトスタイルパネルで選択します。Airtight Interactive プラグインには Web
モジュールパネルのカスタムオプションが含まれており、Airtight レイアウトの変更に使用できます。

Web モジュールのテンプレートブラウザーで、テンプレートをクリックします。
プリセットテンプレートは Lightroom テンプレートフォルダーに表示されますが、新しいフォルダーやカスタムテンプレート
を追加することもできます。フォルダーの横にある矢印をクリックして、展開したり折りたたむことができます。
テンプレートを選択すると、レイアウトスタイルパネルにテンプレートの種類（Flash ギャラリーまたは HTML ギャラリー）
が表示されます。
サードパーティ製 Web ギャラリーテンプレートをダウンロードするには、www.adobe.com/go/exchange_jp にアクセスし
てください。

Web フォトギャラリーの写真の並べ替え
Web フォトギャラリーのソースがコレクション、またはサブフォルダーのないフォルダーの場合は、ギャラリーの写真の順序を手動で変更できま
す。

Web モジュールで、フィルムストリップの写真をドラッグして並べ替えます。

ギャラリー要素のカラーの選択
1. カラーパレットパネルで、項目の横にあるカラーボックスをクリックします。
2. カラーポップアップウィンドウから選択します。

Lightroom HTML ギャラリーの体裁設定の指定
1. テンプレートブラウザーで HTML ギャラリーを選択します。
2. 体裁設定パネルで、次のいずれかの操作を行います。

ドロップシャドウをすべての写真に追加するには、「写真にドロップシャドウを追加」を選択します。
サイトタイトルの下に区切り線を追加するには、「セクションの境界線」を選択します。カラーピッカーをクリックし、線
のカラーを選択します。
サムネールインデックスページのグリッドレイアウトを指定するには、グリッド内をクリックして、行数と列数を設定しま
す。
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注意：

スクロール

ページ単位

左

スライドショーのみ

ページのトップへ

ページのトップへ

ページのトップへ

各写真サムネールの左上にインデックス番号を表示するには、「セル番号を表示」を選択します。
写真サムネールに枠線を追加するには、パネルの「グリッドページ」セクションで「写真の枠線」を選択し、カラーピッ
カーで枠線のカラーを選択します。
大きな画像のページのサイズを指定するには、サイズスライダーをドラッグする、またはピクセル値を入力します。
大きな画像のページの写真を囲む枠線を表示するには、パネルの「画像（詳細ページ）」セクションの「写真の枠線」を選
択します。枠線のサイズを指定するには、幅スライダーをドラッグするか、ピクセル値を入力します。

Lightroom Flash ギャラリーの体裁設定の指定
Lightroom にはいくつかの Flash ギャラリーテンプレートがあります。各ギャラリーに、スライドショーを実行するためのナビゲーションコント
ロールが付いています。

Lightroom Flash ギャラリーに登録できる写真の上限枚数は 500 枚です。
1. テンプレートブラウザーで Lightroom Flash ギャラリーを選択します。
2. 体裁設定パネルで、レイアウトメニューからオプションを選択します。

Web フォトギャラリーで、拡大版画像の下にスクロール可能な画像サムネール行を表示します。

拡大版写真の左側に、ページ単位の画像サムネールを表示します。ナビゲーションコントロールを使用して、別の
画像サムネールページに進むことができます。

Web フォトギャラリーで、拡大版画像の左にスクロール可能な画像サムネール列を表示します。

Web フォトギャラリーに拡大版画像を表示します。
3. 大きな画像とサムネールの両方について、サイズ（特大、大、中、小）をそれぞれのメニューから選択します。

Web フォトギャラリーでの著作権透かしの表示
出力設定パネルで、「透かし」を選択し、ポップアップメニューからオプションを選択します。
透かしエディターで作成したテキストまたはグラフィックの透かしを選択します。
IPTC 著作権メタデータを透かしとして使用するには、「シンプルな著作権の透かし」を選択します。
「透かしを編集」を選択して、透かしエディターを開きます。

透かしはギャラリー内のサムネールと大きな画像の両方で表示されます。ただし、透かしは小さなサムネールで常に確認できる
とは限りません。
ヒント：ギャラリー内の大きな写真に著作権メタデータを表示するには、画像情報パネルで、説明／編集を選択します。著作権
IPTC メタデータトークンを挿入します。

Web フォトギャラリーへのタイトル、説明、問い合わせ先情報の追加
Web サイトのタイトル、写真コレクションのタイトルと説明、問い合わせ先情報、Web またはメールのリンクが Web フォトギャラリーのすべて
のページに表示されます。
サイト情報パネルまたは作業エリアで、次の操作を行います。
サイトとコレクションのタイトル、コレクションの説明、問い合わせ先、Web またはメールのリンクの各ボックスでテキ
ストを上書きします。作業エリアで、テキストをダブルクリックして、入力するボックスをアクティブにします。入力する
情報は、すべての Web ページに表示されます。
タイトル、説明、問い合わせ先、Web またはメールのリンクの各ボックスでテキストを削除すると、Web ページにテキス
トが表示されなくなります。
サイトのタイトル、コレクションのタイトル、コレクションの説明、問い合わせ先情報を入力するたびに、情報がプリセッ
トとして保存されます。別の Web フォトギャラリーを作成する場合は、「サイトタイトル」、「コレクションのタイト
ル」、「コレクションの説明」、「問い合わせ先」、「Web またはメールのリンク」の右側にある三角形をクリックして、
ポップアップメニューからプリセットを選択します。

Web フォトギャラリーへの ID プレートの追加
Web サイトまたはギャラリーのタイトルとして ID プレートを使用できます。

1. サイト情報パネル（HTML テンプレート）または体裁設定パネル（Flash テンプレート）で、「ID プレート」を選択します。
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注意：

ページのトップへ

2. （オプション）他の ID プレートを使用する場合は、ID プレートプレビュー領域の右下隅の三角をクリックし、メニューから
選択します。

「編集」を選択すると、ID プレートエディターが表示されます。

Web フォトギャラリーへの写真のタイトルと説明の表示
Web フォトギャラリーの拡大版画像の下にタイトルと説明を表示できます。写真の下に表示するタイトルと説明を入力するか、または各写真に表
示するメタデータを指定します。例えば、ライブラリモジュールで写真の説明メタデータを入力した場合は、Web ギャラリーで写真固有の説明メ
タデータを表示することができます。
画像情報パネルで、次のいずれかの操作を行います。
すべての写真の下に同じタイトルと説明を表示する場合は、「タイトル」および「説明」の横にあるポップアップメニュー
から「カスタムテキスト」を選択し、オプションの下のテキストボックスにタイトルと説明を入力します。
それぞれの写真に別の説明やタイトルを表示するには、タイトルまたは説明の右にあるカスタム設定メニューをクリック
し、「編集」を選択します。表示されるテキストテンプレートエディターで、IPTC タイトルまたは説明のメタデータエレ
メントを挿入し、「完了」をクリックします。
写真のメタデータ情報を表示する場合は、「タイトル」または「説明」の右側にあるカスタム設定メニューをクリックし、
ポップアップメニューから任意のメタデータを選択します。

アドビのお勧め記事
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Web ギャラリーのテンプレートと設定

ページのトップへ

ページのトップへ

カスタム Web ギャラリーテンプレートの作成
Web 設定の Web コレクションとしての保存

カスタム Web ギャラリーテンプレートの作成
カラー、レイアウト、テキスト、出力設定に対して行った変更は、カスタム Web ギャラリーテンプレートとして保存できます。保存したカスタム
テンプレートは、テンプレートブラウザーにリストされ、再利用できます。テンプレートブラウザーで、テンプレートの整理に使用する新しい
フォルダーを作成できます。

カスタム Web ギャラリーテンプレートの保存
1. Web モジュールのテンプレートブラウザーで、カスタムテンプレートのベースにするテンプレートを選択して、レイアウトを
修正します。

2. サイト情報、カラーパレット、体裁設定、出力設定、画像情報、出力設定パネルで設定を指定します。
3. Web モジュールのテンプレートブラウザーでプラスアイコン（+）をクリックします。
4. 「名称未定のテンプレート」を上書きしてカスタムテンプレートの名前を入力し、そのテンプレートを格納するフォルダーを指
定します（「ユーザーテンプレート」など）。

テンプレートフォルダーの作成と管理
1. フォルダーを表示する場所で、右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「新規
フォルダー」を選択します。

2. フォルダーの名前を入力し、「OK」をクリックします。
3. テンプレートをフォルダー名にドラッグして、テンプレートをそのフォルダーに移動します。

Lightroom プリセットテンプレートを別のフォルダーにドラッグすると、テンプレートがそのフォルダーにコピーされます。

カスタムテンプレートの更新
1. 必要に応じて、カラー、レイアウト、テキスト、出力設定を変更します。
2. テンプレートブラウザーでテンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、「現在の設定で更新」を選択します。

カスタムテンプレートの削除
Lightroom プリセットテンプレートは削除できません。
次のいずれかの操作を行います。
テンプレートブラウザーで、テンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）して、コンテキストメニューから「削除」を選択します。
テンプレートブラウザーでテンプレートを選択して、「削除」ボタンをクリックします。

テンプレートの読み込みと書き出し
作成したテンプレートを書き出して他のユーザーと共有できます。また、別のコンピューターで使用することもできます。テンプレートは
.lrtemplate 拡張子で保存されます。
テンプレートを書き出すには、テンプレートを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）
して、「書き出し」を選択します。テンプレートファイルの名前を入力し、「保存」をクリックします。
テンプレートを読み込むには、テンプレートを表示する場所で右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリッ
ク（Mac OS）して、「読み込み」を選択します。読み込むテンプレートファイルをダブルクリックします。

Web 設定の Web コレクションとしての保存
Web ギャラリー設定を Web コレクションとして保存すると、新しい写真をコレクションに追加したときに、自動的に Web 設定が写真に適用され
ます。これはカスタムテンプレートとは異なります。カスタムテンプレートには出力オプションは含まれますが、写真は含まれません。Web コレ
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クションではコレクション内の写真に Web 設定が適用されます。
1. ライブラリモジュールで、Web フォトギャラリー用の写真を選択します。
2. Web モジュールで、テンプレートを選択します。サイト情報、カラーパレット、体裁設定、画像情報、出力設定、アップロー
ド設定パネルで設定を指定します。

3. フィルムストリップで、Web コレクションに含める写真を選択します。
4. コレクションパネルでプラスアイコン（+）をクリックし、「Web ギャラリーを作成」を選択します。
5. Web ギャラリーを作成ダイアログボックスで、Web コレクションの名前を入力します。設定ポップアップメニューでコレク
ションセットを選択してコレクションを既存のセットに追加するか、「なし」を選択します。

6. 「Web ギャラリーオプション」で、「選択した写真を含める」を選択します。コレクションにオリジナルの写真ではなく仮想
コピーを含める場合は、「新しい仮想コピーを作成」を選択します。

7. 「作成」をクリックします。
コレクションパネルに Web コレクションが追加されます。Web コレクションにはグリッドアイコン   が表示されます。

アドビのお勧め記事
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-->

Web フォトギャラリーのプレビュー、書き出し、アップロード

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

Web フォトギャラリーのプレビュー
Web フォトギャラリーのローカル保存
Web フォトギャラリーのアップロード
FTP プリセットの作成と管理

Web フォトギャラリーのプレビュー
Web ギャラリーは、保存したりアップロードする前に Web モジュールまたは初期設定のブラウザーでプレビューすることができます。

 Web モジュールで、次の操作を行います。
Web フォトギャラリーをブラウザーでプレビューするには、ウィンドウの左下隅にある「ブラウザーでプレビュー」をクリッ
クします。
Web モジュールの作業エリアで Web ギャラリーのプレビューを更新するには、Lightroom のメインメニューからWeb／再読み
込みを選択します。
注意： Lightroom では、Web ギャラリーのプレビューはギャラリーに変更が加わるたびに更新されるので、通常は「再読み込
み」コマンドを使用する必要はありません。

Web フォトギャラリーのローカル保存
1. Web モジュールで、「書き出し」ボタンをクリックします。
2. Web ギャラリーを保存ダイアログボックスで、「ファイル名」テキストボックスにギャラリー名を入力し、Web フォトギャラ
リーのファイルの保存場所を指定します。

3. 「保存」をクリックします。

Web フォトギャラリーのアップロード
FTP サーバー情報をアップロード設定パネルに入力し、Lightroom の FTP 機能を使用してギャラリーを Web サーバーにアップロードします。
「アップロード」ボタンをクリックすると、Lightroom により必要なファイルが自動的に生成され、指定した Web サーバーに転送されます。
別の FTP アプリケーションを使ってファイルをアップロードする場合、またはギャラリーを生成してオフラインで表示する場合は、先にファイル
を書き出すことができます。「書き出し」ボタンをクリックすると、HTML ファイル、画像ファイル、その他の Web 関連ファイルを含むフォル
ダーが作成されます。Flash ギャラリーを保存する場合は、必要な SWF ファイルも含まれます。フォルダーは、ユーザーが指定した場所に保存さ
れます。
注意： Web ギャラリーの写真と画像のサムネールは、sRGB プロファイルが埋め込まれた JPEG ファイルに保存されます。

1. アップロード設定パネルで、FTP サーバーポップアップメニューから、Web サーバープリセットを選択します。
2. 「サブフォルダーに保存」を選択して、Web フォトギャラリーが含まれるフォルダー名（Web 出力フォルダー）を入力しま
す。
アップロード設定パネルにサーバー出力パス（サーバーと Web ギャラリーが含まれるサブフォルダーへのパス）が表示されま
す。

3. 「アップロード」ボタンをクリックします。
4. パスワードを入力ダイアログボックスで Web サーバーにアクセスするためのパスワードを入力して、「アップロード」をク
リックします。

FTP プリセットの作成と管理
Web フォトギャラリーを特定の Web サーバーにアップロードするための FTP プリセットは、いくつでも設定することができます。

FTP プリセットの作成
1. Web モジュールの右側のアップロード設定パネルで、FTP サーバーポップアップメニューから「編集」を選択します。
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2. 「サーバー」ボックスに Web サーバーの URL を入力し、Web サーバーにアクセスするためのユーザー名とパスワードを入力
します。
プリセットにパスワードを記憶させることもできます。

3. 次のいずれかの操作を行い、Web サーバーの適切なディレクトリへのパスを指定します。
「サーバーパス」ボックスにパスを入力します。
「参照」をクリックして、目的のディレクトリに移動します。

4. （オプション）Web サーバーのポートを指定します。
注意： ポート 21 が初期設定の FTP プロトコル用 Web サーバーポートで、通常使用するポートとなります。

5. （オプション）「データ転送のためのパッシブモード」というラベルのポップアップメニューから「パッシブ」を選択しま
す。パッシブモードは、ファイアウォールを経由したデータ転送に有用です。

6. ダイアログボックスの一番上にあるプリセットメニューから、「現在の設定を新規プリセットとして保存」を選択します。
7. 新規プリセットダイアログボックスで新規プリセット名を入力し、「作成」をクリックします。
8. FTP ファイル転送を設定ダイアログボックスで「OK」をクリックします。

FTP プリセットが FTP サーバーメニューに追加されます。
9. （オプション）別の FTP プリセットを作成するには、アップロード設定パネルでFTP サーバー／編集を選択します。プリセッ
トの設定を指定し、手順 6～8 を繰り返します。

サーバーパスの指定について
サーバーパスは、アップロードする Web ギャラリーフォルダーを置く Web サーバーの場所を指定するものです。
サーバーパスを入力するときは、ディレクトリとサブディレクトをスラッシュで区切ります。例えば、以下のように入力します。

この例では、「root directory」がルートレベル（Web サーバースペースへのアクセスに入力が必要なディレクトリ）の名前、「www」が Web
ファイルをアップロードする特定のサブフォルダー名です。Web サーバー上のパブリックフォルダーにアクセスするためのパスについては、Web
ホスティングプロバイダーにお問い合わせください。

FTP プリセットの編集
1. Web モジュールの右側のアップロード設定パネルで、FTP サーバーメニューから「編集」を選択します。
2. FTP ファイル転送を設定ダイアログボックスの一番上のプリセットメニューから編集するプリセットを選択します。
3. プリセットの設定を変更し、プリセットメニューの「プリセット [プリセット名] を更新」を選択します。
4. 「OK」をクリックします。

FTP プリセットの削除
1. Web モジュールの右側のアップロード設定パネルで、FTP サーバーメニューから「編集」を選択します。
2. プリセットメニューからプリセットを選択します。
3. プリセットメニューから、「プリセット [プリセット名] を削除」を選択します。
4. 「削除」をクリックして操作を確定し、「OK」をクリックして FTP ファイル転送を設定ダイアログボックスを閉じます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

1 /root_directory_name/www/

439

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


ショートカットキー
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ショートカットキー

ページの先頭へ

内容
パネル操作に使用するショートカットキー
モジュール操作に使用するショートカットキー
表示とスクリーンモードの変更に使用するショートカットキー
セカンドウィンドウの操作に使用するショートカットキー
写真とカタログの管理に使用するショートカットキー
ライブラリモジュールで写真の比較に使用するショートカットキー
写真のレーティングとフィルターに使用するショートカットキー
コレクションの操作に使用するショートカットキー
ライブラリモジュールでメタデータとキーワードの操作に使用するショートカットキー
現像モジュールでの操作に使用するショートカットキー
スライドショーモジュールの操作に使用するショートカットキー
プリントモジュール内の操作に使用するショートカットキー
Web モジュール内の操作に使用するショートカットキー
ヘルプの操作に使用するショートカットキー

パネル操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

サイドパネルを表示／非表示 Tab Tab

すべてのパネルを表示／非表示 Shift + Tab Shift + Tab

ツールバーを表示／非表示 T T

モジュールピッカーを表示／非表示 F5 F5

フィルムストリップを表示／非表示 F6 F6

左パネルを表示／非表示 F7 F7

右パネルを表示／非表示 F8 F8

単独モードを切り替え Alt キーを押しながらパ
ネルをクリック

Option キーを押しな
がらパネルをクリッ
ク

単独モードのパネルを閉じずに新しいパ
ネルを開く

Shift キーを押しながら
パネルをクリック

Shift キーを押しな
がらパネルをクリッ
ク

すべてのパネルを開く／閉じる Ctrl キーを押しながらパ
ネルをクリック

Command キーを押
しながらパネルをク
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ページの先頭へ

リック

左パネルを開く／閉じる（上から下） Ctrl + Shift + 0 - 4（キー
ボード上段の数字キーで
入力）

Command + Control
+ 0 - 4

右パネルを開く／閉じる、ライブラリお
よび現像モジュール（上から下）

Ctrl+0～9 Command + 0 ～ 9

右パネルを開く／閉じる、スライド
ショー、プリントおよび Web モジュー
ル（上から下）

Ctrl+1～7 Command + 1 ～ 7

モジュール操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

ライブラリモ
ジュールに移動

Ctrl + Alt + 1 Command + Option + 1

現像モジュールに
移動

Ctrl + Alt + 2 Command + Option + 2

スライドショーモ
ジュールに移動

Ctrl + Alt + 3 Command + Option + 3

プリントモジュー
ルに移動

Ctrl + Alt + 4 Command + Option + 4

Web モジュールに
移動

Ctrl + Alt + 5 Command + Option + 5

前へ戻る / 次に進
む

Ctrl + Alt + 左向き矢印 /
Ctrl + Alt + 右向き矢印

Command + Option + 左向き矢印 /
Command + Option + 右向き矢印

前のモジュールに
戻る

Ctrl + Alt + 上向き矢印 Command + Option + 上向き矢印

表示とスクリーンモードの変更に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

ライブラリのルーペ表示に切り替え E E

ライブラリのグリッド表示に切り替え G G

ライブラリの比較表示に切り替え C C

ライブラリの選別表示に切り替え N N

選択されている写真を現像モジュールで開く D D
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注意：

ページの先頭へ

背景光モードを右へ順番に表示する / 左へ順番に表
示する

L / Shift + L L / Shift + L

減光モードを切り替え Ctrl + Shift +
L

Command + Shift +
L

スクリーンモードを切り替え F F

前のスクリーンモード Shift + F

標準スクリーンとパネルなしフルスクリーンを切り
替え

Ctrl + Shift +
F

Command + Shift +
F

標準スクリーンモードに切り替え Ctrl + Alt + F Command + Option
+ F

情報オーバーレイを切り替え I I

情報オーバーレイを表示／非表示 Ctrl + I Command + I

セカンドウィンドウの操作に使用するショートカットキー
セカンドウィンドウの操作に使用するショートカットキーは、対応するライブラリモジュールの

ショートカットキーに Shift キーを加えたものです。

結果 Windows Mac OS

セカンドウィンドウを開く F11 Command + F11

グリッド表示に切り替え Shift + G Shift + G

標準のルーペ表示に切り替え Shift + E Shift + E

ロックルーペ表示に切り替え Ctrl + Shift + Enter Command + Shift + Return

比較表示に切り替え Shift + C Shift + C

選別表示に切り替え Shift + N Shift + N

スライドショー表示に切り替
え

Ctrl + Alt + Shift + Enter Command + Option + Shift +
Return

フルスクリーンモードに切り
替え（セカンドモニターが必
要）

Shift + F11 Command + Shift + F11

フィルターバーを表示／非表
示

Shift + \ Shift + \

ズームイン／ズームアウト Ctrl + Shift + .（ピリオ
ド）／Ctrl + Shift + ,（コ
ンマ）

Command + Shift + .（ピリオ
ド）／Command + Shift + ,（コ
ンマ）
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写真とカタログの管理に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

ディスクから写真を読み込む Ctrl + Shift + I Command + Shift + I

カタログを開く Ctrl + O Command + Shift +
O

環境設定を開く Ctrl + - Command + -

カタログ設定を開く Ctrl + Alt + ;（セ
ミコロン）

Command + Option
+ ;（セミコロン）

新しいサブフォルダーを作成（分割されたテ
ザー撮影）

Ctrl + Shift + T Command + Shift +
T

テザー撮影バーを表示／非表示 Ctrl + T Command + T

ライブラリモジュールに新規フォルダーを作成 Ctrl + Shift + N Command + Shift +
N

仮想コピーを作成（ライブラリモジュールと現
像モジュールのみ）

Ctrl + Y Command + Y

エクスプローラーまたは Finder で表示（ライ
ブラリモジュールと現像モジュールのみ）

Ctrl + R Command + R

フィルムストリップで次の／前の写真に移動 右向き矢印／左向
き矢印

右向き矢印／左向き
矢印

複数のフォルダーまたは複数のコレクションを
選択（ライブラリ、スライドショー、プリン
ト、Web の各モジュール）

Shift キーまたは
Ctrl キーを押しな
がらクリック

Shift キーまたは
Command キーを押
しながらクリック

写真の名前を変更（ライブラリモジュール） F2 F2

選択されている写真を削除 Backspace または
Delete

Delete

選択されている写真をカタログから削除 Alt + Backspace Option + Delete

選択されている写真を削除してごみ箱に移動 Ctrl + Alt + Shift +
Backspace

Command + Option
+ Shift + Delete

除外した写真を削除 Ctrl + Backspace Command + Delete

Photoshop で編集 Ctrl + E Command + E

他のエディターで開く Ctrl + Alt + E Command + Option
+ E

選択されている写真を書き出し Ctrl + Shift + E Command + Shift +
E

前の設定で書き出し Ctrl + Alt + Shift +
E

Command + Option
+ Shift + E

プラグインマネージャーを開く Ctrl + Alt + Shift +
-

Command + Option
+ Shift + -
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選択されている写真をプリント Ctrl + P Command + P

用紙設定ダイアログボックスを開く Ctrl + Shift + P Command + Shift +
P

ライブラリモジュールで写真の比較に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

ルーペ表示に切り替え E または Enter E または Return

グリッド表示に切り替え G または Esc G または Esc

比較表示に切り替え C C

選別表示に切り替え N N

グリッド表示からルーペ表示に切り替え スペースバーまたは
E

スペースバーまたは E

比較表示で選択写真と候補写真を入れ替え 下矢印 下矢印

比較表示で次の写真を選択して候補にする 上矢印 上矢印

ズームを切り替え表示 Z Z

ルーペ表示のズームイン／ズームアウト Ctrl + .（ピリオ
ド）／Ctrl + ,（コ
ンマ）

Command + .（ピリオ
ド）／Command +
,（コンマ）

ルーペ表示でズームした写真を上下にスク
ロール（現像モジュールと Web モジュール
でも使用可能）

フルサイズキーボー
ドの Page
Up／Page Down

フルサイズキーボード
の Page Up／Page
Down

グリッド表示の最初／最後に移動 Home／End Home／End

クイックスライドショーを再生 Ctrl + Enter Command + Return

写真を右に回転（時計回り） Ctrl + ] Command + ]

写真を左に回転（反時計回り） Ctrl + [ Command + [

グリッドのサムネールのサイズを拡大／縮
小

.（ピリオド）
／,（コンマ）

.（ピリオド）／,（コ
ンマ）

グリッドのサムネールを上下にスクロール フルサイズキーボー
ドの Page
Up／Page Down

フルサイズキーボード
の Page Up／Page
Down

セルのエクストラを切り替え Ctrl + Shift + H Command + Shift + H

バッジを表示／非表示 Ctrl + Alt + Shift +
H

Command + Option +
Shift + H

グリッド表示を切り替え J J

ライブラリ表示オプションを開く Ctrl + J Command + J
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複数の別個の写真を選択 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

複数の連続する写真を選択 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

すべての写真を選択 Ctrl + A Command + A

すべての写真を選択解除 Ctrl + D Command + D または
Command + Shift + A

アクティブな写真のみ選択 Ctrl + Shift + D Command + Shift + D

アクティブな写真を選択解除 / /

前の／次の写真を選択範囲に追加 Shift + 左向き矢印
／右向き矢印

Shift + 左向き矢印／右
向き矢印

フラグ付き写真の選択 Ctrl + Alt + A Command + Option +
A

フラグなしの写真を選択解除 Ctrl + Alt + Shift +
D

Command + Option +
Shift + D

スタックでグループ化 Ctrl + G Command + G

スタックを解除 Ctrl + Shift + G Command + Shift + G

スタックを切り替え S S

スタックの最上部に移動 Shift + S Shift + S

スタック内を上に移動 Shift + [ Shift + [

スタック内を下に移動 Shift + ] Shift + ]

写真のレーティングとフィルターに使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

レーティングを設定 1 - 5 1 - 5

レーティングを設定し
て次の写真に移動

Shift + 1 - 5 Shift + 1 - 5

レーティングを削除 0 0

レーティングを削除し
て次の写真に移動

Shift+0 Shift+0

レーティングを 1 つ上
げる／下げる

] / [ ] / [

赤ラベルを割り当て 6 6

黄ラベルを割り当て 7 7
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緑ラベルを割り当て 8 8

青ラベルを割り当て 9 9

カラーラベルを割り当
てて次の写真に移動

Shift + 6 - 9 Shift + 6 - 9

写真に採用フラグを立
てる

A A

写真に採用フラグを立
てて次の写真に移動

Shift + A Shift + A

写真に除外フラグを立
てる

X X

写真に除外フラグを立
てて次の写真に移動

Shift + X Shift + X

写真のフラグをはずす U U

写真のフラグをはずし
て次の写真に移動

Shift + U Shift + U

フラグを 1 段階上げる
／下げる

Ctrl + 上向き矢印／Ctrl + 下向
き矢印

Command + 上向き矢印
／Command + 下向き矢印

フラグ設定を切り替え Q Q

写真を除外 Ctrl + Alt + R Command + Option + R

ライブラリフィルター
バーを表示／非表示

\ \

フィルターバーに複数
のフィルターを開く

Shift キーを押しながらフィル
ターのラベルをクリック

Shift キーを押しながらフィル
ターのラベルをクリック

フィルターのオン／オ
フを切り替え

Ctrl + L Command + L

ライブラリモジュール
で写真を検索

Ctrl + F Command + F

コレクションの操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

ライブラリモジュールで新規コレクショ
ンを作成

Ctrl + N Command + N

クイックコレクションに追加 B B

クイックコレクションに追加して次の写
真に移動

Shift + B Shift + B

クイックコレクションを表示 Ctrl + B Command + B
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ページの先頭へ

クイックコレクションを保存 Ctrl + Alt + B Command + Option + B

クイックコレクションを消去 Ctrl + Shift + B Command + Shift + B

対象コレクションに設定 Ctrl + Alt + Shift
+ B

Command + Option + Shift
+ B

ライブラリモジュールでメタデータとキーワードの操作に使用する
ショートカットキー

結果 Windows Mac OS

キーワードを追加 Ctrl + K Command + K

キーワードを編集 Ctrl + Shift + K Command + Shift + K

キーワードショートカットを設
定

Ctrl + Alt + Shift + K Command + Option + Shift + K

選択されている写真のキーワー
ドショートカットを追加／削除

Shift + K Shift + K

スプレーを使用 Ctrl + Alt + K Command + Option + K

キーワードセットから選択され
ている写真にキーワードを追加

Alt + 1 - 9 Option + 1 - 9

キーワードセットを右へ順番に
表示する / 左へ順番に表示する

Alt + 0 / Alt + Shift +
0

Option + 0 / Option + Shift + 0

メタデータをコピー／ペースト Ctrl + Alt + Shift +
C／Ctrl + Alt + Shift
+ V

Command + Option + Shift +
C／Command + Option + Shift +
V

メタデータをファイルに保存 Ctrl + S Command + S

スペルダイアログボックスを開
く

Command + :

スペルチェック Command + ;

文字パレットを開く Command + Option + T

現像モジュールでの操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

グレースケールに変換 V V

自動階調 Ctrl + U Command + U
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自動ホワイトバランス Ctrl + Shift + U Command + Shift + U

Photoshop で編集 Ctrl + E Command + E

現像設定をコピー／ペースト Ctrl + Shift +
C／Ctrl + Shift + V

Command + Shift +
C／Command + Shift
+ V

前の写真の設定をペースト Ctrl + Alt + V Command + Option +
V

補正後の設定を補正前にコピー Ctrl + Alt + Shift +
左向き矢印

Command + Option +
Shift + 左向き矢印

補正前の設定を補正後にコピー Ctrl + Alt + Shift +
右向き矢印

Command + Option +
Shift + 右向き矢印

補正前の設定と補正後の設定を入れ替え Ctrl + Alt + Shift +
上向き矢印

Command + Option +
Shift + 上向き矢印

選択されているスライダーを小さい単位で増
加／減少

- / ,（コンマ） - / ,（コンマ）

選択されているスライダーを大きい単位で増
加／減少

- / Shift + ,（コン
マ）

- / Shift + ,（コンマ）

基本パネル設定を順番に表示する (右／左) .（ピリオド） /
,（コンマ）

.（ピリオド） / ,（コ
ンマ）

スライダーをリセット スライダー名をダ
ブルクリック

スライダー名をダブル
クリック

スライダーのグループをリセット Alt キーを押しなが
らグループ名をク
リック

Option キーを押しな
がらグループ名をク
リック

すべての設定をリセット Ctrl + Shift + R Command + Shift + R

設定を同期 Ctrl + Shift + S Command + Shift + S

設定を同期ダイアログボックスを表示しない
で設定を同期

Ctrl + Alt + S Command + Option +
S

自動同期を切り替え Ctrl キーを押しな
がら「同期」ボタ
ンをクリック

Command キーを押し
ながら「同期」ボタン
をクリック

自動同期を有効にする Ctrl + Alt + Shift +
A

Command + Option +
Shift + A

選択した写真の露出を一致 Ctrl + Alt + Shift +
M

Command + Option +
Shift + M

ホワイトバランスツールを選択（任意のモ
ジュールから）

W W

切り抜きツールを選択（任意のモジュールか
ら）

R R

切り抜きツールの選択時に縦横比を固定 A A

前の切り抜きと同じ縦横比で切り抜き Shift + W Shift + W
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写真の中心から切り抜き Alt + ドラッグ Option + ドラッグ

グリッドオーバーレイの切り抜きを切り替え O O

グリッドオーバーレイの向きを切り替え Shift + O Shift + O

切り抜きの方向を縦または横に切り替え X X

切り抜きをリセット Ctrl + Alt + R Command + Option +
R

ガイド付き Upright ツールを選択（写真が選
択されている場合は、ライブラリパネル上で
も使用可能）

Shift+T Shift+T

スポット修正ツールを選択 Q Q

スポット修正ツールが選択されている場合
は、ブラシをコピーモードと修復モードに切
り替え

Shift+T Shift+T

補正ブラシツールを選択（任意のモジュール
から）

K K

段階フィルターツールを選択 M M

段階フィルターまたは円形フィルターが選択
されている場合、マスクを編集モードとブラ
シモードに切り替え

Shift+T Shift+T

ブラシサイズを増減する ] / [ ] / [

ブラシのぼかしを拡大／縮小 Shift + ]／Shift + [ Shift + ]／Shift + [

ローカル補正ブラシ A と B を切り替え / /

ブラシ A または B から消しゴムツールに一
時的に切り替え

Alt + ドラッグ Option + ドラッグ

水平線または垂直線をスプレー Shift + ドラッグ Shift + ドラッグ

適用量を増加／減少 調整ピンを右／左
にドラッグ

調整ピンを右／左にド
ラッグ

部分補正ピンを表示／非表示 H H

部分補正マスクオーバーレイを表示／非表示 O O

部分補正マスクオーバーレイのカラーを切り
替え

Shift + O Shift + O

トーンカーブ調整を適用するターゲット調整
ツールを選択

Ctrl + Alt + Shift +
T

Command + Option +
Shift + T

色相の調整を適用するターゲット調整ツール
を選択

Ctrl + Alt + Shift +
H

Command + Option +
Shift + H

彩度の調整を適用するターゲット調整ツール
を選択

Ctrl + Alt + Shift +
S

Command + Option +
Shift + S

輝度の調整を適用するターゲット調整ツール
を選択

Ctrl + Alt + Shift +
L

Command + Option +
Shift + L
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グレースケールミックスの調整を適用する
ターゲット調整ツールを選択

Ctrl + Alt + Shift +
G

Command + Option +
Shift + G

ターゲット調整ツールを選択解除 Ctrl + Alt + Shift +
N

Command + Option +
Shift + N

クリップを表示 J J

写真を右に回転（時計回り） Ctrl + ] Command + ]

写真を左に回転（反時計回り） Ctrl + [ Command + [

ルーペと 1：1 ズームのプレビューを切り替
え

スペースバーまた
は Z

スペースバーまたは Z

ズームイン／ズームアウト Ctrl + .（ピリオ
ド）／Ctrl + ,（コ
ンマ）

Command + .（ピリ
オド）／Command +
,（コンマ）

クイックスライドショーを再生 Ctrl + Enter Command + Return

補正前と補正後を左右に表示 Y Y

補正前と補正後を上下に表示 Alt + Y Option + Y

補正前と補正後を分割スクリーンに表示 Shift + Y Shift + Y

補正前のみを表示 \ \

新規スナップショットを作成する Ctrl + N Command + N

新しいプリセットを作成 Ctrl + Shift + N Command + Shift + N

新しいプリセットフォルダーを作成 Ctrl + Alt + N Command + Option +
N

現像表示オプションを開く Ctrl + J Command + J

スライドショーモジュールの操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

スライドショーを再生 Enter Return

クイックスライドショーを再生 Ctrl + Enter Command + Return

スライドショーを一時停止 スペースバー スペースバー

スライドショーをプレビュー Alt + Enter Option + Return

スライドショーを終了 Esc Esc

次のスライドに進む 右矢印 右矢印

前のスライドに戻る 左矢印 左矢印

写真を右に回転（時計回り） Ctrl + ] Command + ]
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写真を左に回転（反時計回り） Ctrl + [ Command + [

ガイドを表示／非表示 Ctrl + Shift +
H

Command + Shift + H

PDF スライドショーを書き出し Ctrl + J Command + J

JPEG スライドショーを書き出し Ctrl + Shift +
J

Command + Shift + J

ビデオスライドショーを書き出し Ctrl + Alt + J Command + Option +
J

新しいスライドショーテンプレートを作成 Ctrl + N Command + N

新しいスライドショーテンプレートフォルダーを
作成

Ctrl + Shift +
N

Command + Shift + N

スライドショーの設定を保存 Ctrl + S Command + S

プリントモジュール内の操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

プリント Ctrl + P Command + P

1 部プリント Ctrl + Alt + P Command + Option + P

用紙設定ダイアログボックスを開く Ctrl + Shift + P Command + Shift + P

プリント設定ダイアログボックスを開
く

Ctrl + Alt + Shift + P Command + Option +
Shift + P

先頭のページに戻る Ctrl + Shift + 左向き
矢印

Command + Shift + 左向
き矢印

最終のページに進む Ctrl + Shift + 右向き
矢印

Command + Shift + 右向
き矢印

前のページに戻る Ctrl + 左矢印 Command + 左向き矢印

次のページに進む Ctrl + 右矢印 Command + 右向き矢印

ガイドを表示／非表示 Ctrl + Shift + H Command + Shift + H

定規を表示／非表示 Ctrl + R Command + R

ページ裁ち落としを表示／非表示 Ctrl + Shift + J Command + Shift + J

マージンと余白を表示／非表示 Ctrl + Shift + M Command + Shift + M

画像セルを表示／非表示 Ctrl + Shift + K Command + Shift + K

寸法を表示／非表示 Ctrl + Shift + U Command + Shift + U

クイックスライドショーを再生 Ctrl + Enter Command + Return
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

写真を右に回転（時計回り） Ctrl + ] Command + ]

写真を左に回転（反時計回り） Ctrl + [ Command + [

新しいプリントテンプレートを作成 Ctrl + N Command + N

新しいプリントテンプレートフォル
ダーを作成

Ctrl + Shift + N Command + Shift + N

プリント設定を保存 Ctrl + S Command + S

Web モジュール内の操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

Web ギャラリーを再読み込み Ctrl + R Command + R

ブラウザーでプレビュー Ctrl + Alt + P Command + Option +
P

クイックスライドショーを再生 Ctrl + Enter Command + Return

Web ギャラリーを書き出し Ctrl + J Command + J

新しい Web ギャラリーテンプレートを作成 Ctrl + N Command + N

新しい Web ギャラリーテンプレートフォルダーを
作成

Ctrl + Shift +
N

Command + Shift + N

Web ギャラリーの設定を保存 Ctrl + S Command + S

ヘルプの操作に使用するショートカットキー

結果 Windows Mac OS

現在のモジュールのショートカットを表示 Ctrl + / Command + /

現在のモジュールのショートカットを非表
示

クリック クリック

現在のモジュールのヘルプを表示 Ctrl + Alt +
/

Command + Option + Shift + /

コミュニティヘルプを開く F1 F1
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