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無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方
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１．PhotoFiltre7のフォルダをダブルクリックして開きます
２．フォルダの中にある、PhotoFiltre7というファイルをダブルクリックするとPhotoFiltreが起動します
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作業の準備をする2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

加工する写真を開く3
１．メニューバーの「ファイル」をクリックして、次に「開く」を選んでクリックします
２．加工する写真を選んで開きます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

PhotoFiltre(pf i)ファイルとして保存しておく4

１．メニューバーの「ファイル」をクリックして、次に「名前を付けて保存」を選んでクリックします
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標準の写真形式「JPEG」ファイルとして保存しておく5

１． 4   の１～３の手順と同じ方法でファイルに名前を付けます
２．ファイルの種類から「JEPG（*.jpg,*.jpeg,*.jpe,*.jfif）」を選びます
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無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方

PhotoFiltre  を起動する1

１．PhotoFiltre7のフォルダをダブルクリックして開きます

下のような画面が出た場合、「実行」をクリックして下さい。

PhotoFiltre  が起動するまで、若干時間が掛かるので、そのまましばらく待って下さい。

PhotoFiltre フォルダを開く → PhotoFiltre を起動する

２．フォルダの中にある、PhotoFiltre7というファイルをダブルクリックすると
　  PhotoFiltreが起動します

このファイルを
ダブルクリック

この画面が出たら
「実行」をクリック
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無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方

作業の準備をする2

画面の下にある、白い部分（エリア）を非表示にする

これが、PhotoFiltre  の画面です。

画面の下側に、
このような白いエリアが表示されている場合、
非表示にします。

下側の白いエリアの表示が消えたら準備完了です。

上部の、メニューバーの中から、
「ツール」を選んで、
「イメージエクスプローラ」を
クリックして、
左側のチェックを外します。
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無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方

加工する写真を開く3

メニューバーの「ファイル」をクリック  →  開くをクリック
→ 加工する写真が保存されているフォルダをダブルクリック
→ 加工する写真を選択してダブルクリック

まず、上部の、メニューの中から
いちばん左の「ファイル」を選んで
クリックします。

１．メニューバーの「ファイル」をクリックして、次に「開く」を選んでクリックします

次に、プルダウンメニューの中から
上から 2番目の「開く」を選んで
クリックします。

２．加工する写真を選んで開きます
加工する写真が保存してあるフォルダを
ダブルクリックします。

加工する写真を選んでダブルクリックします。

※今回は練習用フォルダを選んで下さい。 ※「IMG_1307」のファイルを選んで下さい。

PhotoFiltre の画面上に、
選んだ写真が開かれたらＯＫです。
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PhotoFiltre(pf i)ファイルとして保存しておく4

メニューバーの「ファイル」をクリック
→ 「名前を付けて保存」をクリック → 「保存する場所」を決める
→ 「ファイル名」を決める
→ ファイルの種類から「PhotoFiltre（※pf i）」を選ぶ
→ 「保存」をクリック → 「圧縮」のチェックをはずして保存する

上部の、メニューの中から
いちばん左の「ファイル」を選んで
クリックします。

１．メニューバーの「ファイル」をクリックして、
　  次に「名前を付けて保存」を選んでクリックします

プルダウンメニューの中から
上から６番目の
「名前を付けて保存」を選んで
クリックします。

加工する写真を保存する場所（フォルダ）を
ダブルクリックして選びます。

加工する写真は、PhotoFiltre ファイルとして、もとの写真とは別に保存しておくのが基本です。
※通常の写真ファイルは、「加工→保存」を繰り返すたびに、画質が劣化していきます。
　PhotoFiltre ファイルとして保存しておくと、「加工→保存」を繰り返しても画像の劣化がありません。
　また、PhotoFiltre ファイルとして別に保存しておくことで、もとの写真は最初の状態のまま残せます。

２．保存する場所を決めます

※今回は、「練習用」フォルダを選んで下さい。

これから、実際に自分で作業を行うときには、デスクトップに
「PhotoFiltre 加工用」などと名前を付けたフォルダを、あらかじめ作っておくと良いでしょう。
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無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方

３．ファイル名を決めます

保存するファイルの名前を決めます。

「ファイルの種類」の
プルダウンメニューを開いて
上から 4番目の
「PhotoFiltre（*pf i）」を選んで
右側にある、
「保存」ボタンをクリックして下さい。

４．ファイルの種類から「pf i」を選びます

※今回は、「四街道 0926」という名前を
入力して下さい。

「圧縮」のチェックボックスに
チェックがある場合
クリックしてチェックを外します。

５．「圧縮」のチェックマークを外します

「OK」ボタンをクリックしたら、
保存完了です。

６．補足・上書き保存の方法
加工作業が完了したとき、中断する場合、
あるいは、何らかのトラブルで
ソフトが強制終了してしまったときに備え、
それまで行った加工作業が
ムダになってしまわないように
こまめに保存する習慣をつけておきましょう。

ファイルの名前を変えずに保存する場合は
「ファイル」→「保存」
とクリックするだけで、最新の状態で
ファイルが上書きされます。
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無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方

１． 4 の１～３の手順と同じ方法でファイルに名前を付けます

３．「圧縮率」を決めて保存します

標準の写真形式「JPEG」ファイルとして保存しておく5

メニューバーの「ファイル」をクリック
→ 「名前を付けて保存」をクリック → 「保存する場所」を決める
→ 「ファイル名」を決める
→ ファイルの種類から「JEPG（*.jpg,*.jpeg,*.jpe,*.jfif）」を選ぶ
→ 「保存」をクリック → 「圧縮率」を決めて保存する

PhotoFiltre ファイルのままでは、一般的な写真閲覧ソフトで開くことができず、
写真屋さんなどでプリントすることもできません。
そのため、画像加工が完了したら、最も標準的な写真のファイル形式「JPEG」ファイルとして、
保存しておくことが必要です。

「ファイル」→「名前を付けて保存」→「保存する場所」を決める→「ファイル名」を決める、
この手順で、加工が完了した写真のファイルに名前を付けて下さい。

「ファイルの種類」のプルダウンメニューを開き
上から３番目の
「JEPG（*.jpg,*.jpeg,*.jpe,*.jfif）」を選んで
右側にある、
「保存」ボタンをクリックして下さい。

２．ファイルの種類から「JEPG（*.jpg,*.jpeg,*.jpe,*.jfif）」を選びます

初めは圧縮率は「９０」となっています。
パソコンで見るだけ、
確認用などのプリントをするだけ、など、
高画質のプリントをしなければ、
そのままの数値 「９０」のままでOKです。

写真印刷など、高画質のプリントをする場合、
スライダーを右端まで動かして下さい。
（数値が 100 になります）

それ以外は操作する必要はありません。

「OK」ボタンを押したら、
「JPEG」での保存が完了です。
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１． トリミング

基本的な画像加工6

①画面の右側のツールパレットの中の、左上の矢印マークをクリックします。
　※矢印マークがへこんだ状態になっていればＯＫです。

②ツールパレット２段目の左上、「四角形選択」をクリックします。
　※画面上では特に変化は表示されません。

③写真の上でマウスをドラッグして、
　トリミングしたい範囲を選択します。
　選択範囲が
　点線で囲まれて示されます。

 　選択範囲の中に
　マウスのポインタを置いて
　左クリックして動かすと (ドラッグ)
　選択範囲の大きさを変えずに
　選択範囲を移動することができます。

④点線で囲まれた選択範囲の端や角に
　マウスのポインタを合わせると
　ポインタが両矢印に変わります。
　その状態でドラッグすると、
　選択範囲のサイズ調整ができます。

　※トリミング（範囲選択）を
　　やり直す場合は、
　　パソコンのキーボードの左上にある
　　「ESC（エスケープ）」キーを
　　押して下さい。
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無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方

⑤トリミングした範囲を、一般的な写真の比率
　３（長辺）：２（短編）になるように調整します。

　「四角形選択」で、大まかな範囲を選択したら、
　右側のツールパレットの中にある　　をクリック
　します。
　すると、自動的に選択範囲が３：２の比率に調整
　されます。

　※　　をクリックすると正方形（１：１）に、

　　　　をクリックすると４：３の比率に調整されます。

⑥縦横比が３：２に調整された
　選択範囲の中に
　マウスのポインタを置いて
　ドラッグして
　選択範囲の位置を調整します。

選択範囲の中に
マウスのポインタを置くと
このような表示に変わります。

⑦選択範囲の中で、マウスを右クリックして
　表示されるメニューの中から
　上から 2番目の「イメージのトリミング」
　を選んでクリックすると、トリミング完了です。

トリミングが完了すると
右の画像のように、
トリミングした写真が表示されます。

問題がなければ、
「PhotoFiltre ファイル」として
名前を付けて保存しておきましょう。

トリミング以外の加工を行わない場合は
「JPEG」ファイルで
名前を付けて保存しておきましょう。
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２． 写真の大きさを適切にしておきましょう
PhotoFiltre のような、複雑な加工ができるソフトで作業する場合、
元の写真のサイズが大きいほどに、各種処理時間がとても遅くなります。
そこで、実際に必要なサイズを考えて、
画像加工を行う前に、写真を適切なサイズに変更しておくことをオススメします。

①写真の上にマウスのポインタを置き
　右クリックします。
　表示されたメニューの中から下から 5番目の
　「画像解像度」をクリックします。

「縦横比を保持する」に、
チェックがついていることを
確認して下さい。
チェックがない場合は、
クリックしてチェックを
つけて下さい。

下の表１を参考に、
「解像度」の数値を入力します。
※写真撮影時のデジカメの設定
にもよりますが、最初は「72」
になっていることが多いです。

印刷する場合は、
サイズの単位を「cm」にして、
下の表２を参考に、「幅」「高さ」
の数値を入力します。
※「幅」「高さ」どちらかひとつの
数値を入力すると、
比率に応じて、もうひとつの数値が
自動入力されます。

cmを選ぶ

必要なサイズを
入力する

表１．解像度について
パソコンやテレビの画面だけで見る場合
家庭用のプリンターで出力する場合
高画質の写真プリントや一般的な印刷物

　７２　pixel/inch
２００　pixel/inch
３００　pixel/inch

表２．画像（写真）のサイズについて
LG   （写真プリントの普通サイズ）
LW（一眼レフカメラのプリントサイズ）
はがき
B5
A4

１２.７×　８.９ｃｍ
１３.３×　８.９ｃｍ
１４.８×　１０ ｃｍ
２５.７×１８.２ｃｍ
２９.７×　 ２１ｃｍ

②画像の大きさを変更するウィンドウが表示されたら、必要な数値を入力していきます。
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３． 写真の明るさの調整（ヒストグラム調整）
「ヒストグラム調整」を使うと、通常の明るさ調整よりも、細かな調整ができます。

①メニューバーの左から 6番目にある
　「補正」をクリックします。
　プルダウンメニューの上から 7番目
　「ヒストグラム」をクリックします。

②右の画像が「ヒストグラム」の調整ウィンドウです。

・まず、「ダイレクトプレビュー」をクリックして
   チェックをつけます。

・左側の黒い▲を動かすと
　画像の中の黒または、
　暗い部分の明るさが調整できます。

・右側の白い△を動かすと
　画像の中の白または、
　明るい部分の明るさが調整できます。

・真ん中のグレーの▲を動かすと、
　画像全体の明るさが調整できます。

「ヒストグラム調整」を使うと
大雑把に写真全体の明るさを変えるのではなく
写真の中の、明るい部分、暗い部分、全体、と、
写真がより美しくなるように、
明るさを調整することができます。



－11－

無料画像加工ソフトPhotoFiltreの使い方

４． コントラストの調整
「コントラスト」を調整することで、写真の中の明暗差を強調したり弱めたりすることができます。
多くの場合「コントラスト」をやや強めることで、写真全体が “くっきり” した印象になります。

メニューバーの左から 6番目にある「補正」をクリックして、
プルダウンメニューの「コントラスト」をクリックします。

調整ウィンドウの一番上のスライダーを動かすと「コントラスト」
が調整できます。

左側に動かすと「コントラスト」は弱まり、右側に動かすと強ま
ります。

※「ダイレクトプレビュー」にチェックを入れて（クリックして）、写真
　の変化を見ながら調整して下さい。

５． カラーバランスの調整
写真の色が細かく調整できます。
あまり極端に調整すると不自然な印象になるので、微調整程度に抑えるのがコツと言えます。

メニューバーの左から 6番目にある「補正」をクリックして、
プルダウンメニューの「カラーバランス」をクリックします。

３つのスライダーで、色相ごとに調整します。
写真の変化を見ながら、調整して下さい。

※「ダイレクトプレビュー」にチェックを入れて（クリックして）、写真
　の変化を見ながら調整して下さい。

６． 彩度の調整
写真の色を鮮やかにすることができます。
特に、風景写真や料理の写真に使うと、写真の印象がグッと良くなります。

メニューバーの左から 6番目にある「補正」をクリックして、
プルダウンメニューの「色相 /彩度」をクリックします。

上から 2番目のスライダーで調整します。
右側に動かすと色鮮やかな写真になりますが、あまりやり過ぎな
いのがコツです。

※「ダイレクトプレビュー」にチェックを入れて（クリックして）、写真
　の変化を見ながら調整して下さい。
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７． シャープ
「シャープ」を調整することで、写真全体を “くっきり” とした印象にできます。
ただ、やり過ぎると、粗い感じになるので、注意して下さい。

メニューバーの右から５番目にある「フィルタ」をクリックして、
プルダウンメニューの「シャープ」をクリックします。
さらに小さなメニューが開かれ、その中の「シャープ」をクリックします。

　　シャープ（輪郭のみ）
　　シャープ
　　シャープ（中）
　　シャープ（強）

上の 4種類の中から選びますが、通常は、
上から 2番目の「シャープ」が適当です。

８． ぼかし
「背景だけをぼかしたい」といった場合に使います。
通常は、このあと説明する「範囲選択」と合わせて使うことがほとんどです。

メニューバーの右から５番目にある「フィルタ」をクリックして、
プルダウンメニューの「視覚効果」をクリックします。
小さなメニューの中の「ぼかし（ガウス）」をクリックします。

右の画像が「ぼかし」の調整ウィンドウです。

「ダイレクトプレビュー」にチェックを付
けて、スライダーを動かして、写真の変化
を見ながら調整して下さい。

※写真のサイズが大きいと、処理時間にとても
　時間が掛かってしまう機能のひとつです。
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９． 範囲選択
選択したい範囲の形状などに合わせて、任意の範囲だけを選択することが
できます。

範囲選択をするときは、画面右側にあるツールパレット上段の矢印マーク
をクリックして、へこんだ状態にしておきます。

⑥「三角形選択（底辺左）」
　右向きの三角形で範囲選択ができます。
　※パソコンのキーボードの SHIFT（シフト）キーを押しながら範囲選択をすると正三角形で選択
　　できます。

　※メニューバーの「選択」をクリックし
　　て「選択範囲の形状」を選ぶと
　　「下向き三角形」「左向き三角形」を
　　選ぶこともできます。

①「四角形選択」
　長方形または正方形で範囲選択ができます。
　※パソコンのキーボードの SHIFT（シフト）キーを
　　押しながら範囲選択をすると正方形で選択できます。

① ② ③

④ ⑤ ⑥②「円形選択」
　楕円形または正円で範囲選択ができます。
　※パソコンのキーボードの SHIFT（シフト）キーを
　　押しながら範囲選択をすると正円で選択できます。

③「角丸四角形選択」
　角が丸みを持った長方形または正方形で範囲選択ができます。
　※パソコンのキーボードの SHIFT（シフト）キーを押しながら範囲選択をすると正方形で選択
　　できます。

④「ひし形選択」
　ひし形で範囲選択ができます。
　※パソコンのキーボードの SHIFT（シフト）キーを押しながら範囲選択をすると 4辺の長さが
　　等しいひし形で選択できます。

⑤「三角形選択（底辺下）」
　上向きの三角形で範囲選択ができます。
　※パソコンのキーボードの SHIFT（シフト）キーを押しながら範囲選択をすると正三角形で選択
　　できます。
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⑦「なげなわ選択」
　マウスを動かして、自由な形で範囲選択ができます。

マウスのポインタを写真の上に置くと、右のよ
う（矢印＋なげなわのイラスト）に、ポインタ
の形状が変わります。

この状態で、マウスの左を押しながら動かすと、
自由な形で範囲を選択することができます。

⑦

選択範囲を囲むようにマウスを動かしていき、
最後は、スタート地点と最終地点をつなぐよう
にして下さい。

選択をやり直す場合は、キーボードの「ESC
（エスケープ）」キーを押して下さい。

⑧「多角形選択」
　「なげなわ選択」との違いは、選択範囲が直線で
　構成されることです。

　マウスのポインタを写真の上に置くと、右のよ
　うに（矢印＋多角形のイラスト）、ポインタの形
　状が変わります。

　スタート地点でマウスを左クリックして、その
　あとは、選択範囲の方向を変える地点ごとに、
　クリックして範囲を選択していきます。

選択範囲を囲むようにマウスを動かしていき、
最後は、スタート地点と最終地点をつなぐよう
にして下さい。

選択をやり直す場合は、キーボードの「ESC
（エスケープ）」キーを押して下さい。

⑧
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10． レイヤー機能
PhotoFiltre を推奨する大きな理由のひとつが「レイヤー」機能が備わっていることです。
特に、切り抜きや、合成を行う場合、あるいは、文字を挿入する場合などでは、必須と言える機
能です。ぜひ、使い方を覚えておきましょう。

①「レイヤー」を実際に作ってみましょう
　まず写真の上にマウスのポインタを置いた状態で、右クリックします。
　表示されたメニューの中から「コピー」をクリックします。

このようにして、「レイヤー」を作り、画像加工は「レイヤー」に加えていくのが基本です。
そうすることで、もとの写真（背景）は、手を加えてないそのままの状態で残っているので、
画像加工を失敗しても、もう一度やり直すことができます。

特に、切り抜きや合成をする場合には、切り抜いたパーツや合成する写真が、それぞれ別の
「レイヤー」になっていると、それだけを個別に調整・加工ができるので、とても便利です。

※レイヤーは、「レイヤー１」「レイヤー２」と、次々と増やすことができます。

　次にもう一度、右クリックします。
　表示されたメニューの中から「貼り付け」をクリックします。
　これで今までの写真の上に「レイヤー１」として
　新たに写真を重ねて表示されている状態になります。

　「レイヤー」が作られると、大きな写真の左側の欄に、右の画像のよ
　うに表示されます。

最初に開いていた写真

「レイヤー１」として作られた写真
※最初の写真（背景）の上に重ねて
　表示されていると考えて下さい。

②「レイヤー」を削除してみましょう
　次は、不要になった「レイヤー」を削除する方法です。

　削除するレイヤーのサムネイル画像（左側の小さな画像）上に
　マウスのポインタを置いて、左クリックします。

　開かれたメニューの一番下にある、「削除」をクリックすると、
　レイヤーが削除されます。
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１． 切り抜き

切り抜きと合成の練習7

①「ファイル」→「開く」で、練習用フォルダの中の「IMG_1316」を開き
　ます。

②「イメージ」→「画像解像度」で、「高さ」を「580pixel」に設定して下
　さい。※解像度は「72」のまま、幅は自動調整されます。

③「選択ツール」の中から「なげなわ選択」を選んで、人物（ピッチャー）
　を選択して下さい。

④選択した範囲の上にマウスのポインタを置いて、右クリックして、
　「コピー」をクリックして下さい。

⑤選択した範囲の外にマウスのポインタを置いて、右クリックして、「貼り付
　け」をクリックして下さい。
　選択した部分の画像が写真に追加表示され、左側のサムネイルに「レイヤー
　１」として表示されていることを確認して下さい。

⑥「背景」のサムネイルをクリックして下さい。
　サムネイルの周囲が
　オレンジ色の枠で囲まれていることを確認して、
　サムネイルの上で、右クリックして下さい。

　メニューの一番上にある、「表示」をクリックして
　チェックを外してみて下さい。

⑦右の画像のように、背景が何もなくなり、選択した部分だけが表示
　されていたら、きちんと「切り抜き」ができていることになります。

※切り抜きをできるだけ精密に行いたい場合は、「多角形選択」を使って、
　細かく選択範囲を作っていくか、「なげなわ選択」で切り抜いた後、「消
　しゴム」ツールで、余計な部分を丁寧に消していく方法になります。

※切り抜いた画像だけを、年賀状やワード（Microsoft Word）の文書など
　に挿入して使いたい場合は、

　　・画像の上にマウスのポインタを置いて「コピー」して
　　・メニューバーの「編集」から「新規イメージとして貼り付け」

　をクリックします。

　そうすると、切り抜いた部分だけが新しい写真ファイルとして表示されます。（ファイル名は「名称未
　設定」となっています。）それを、必要に応じてサイズ調整して「JPEG」で保存したらＯＫです。
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２． 合成
①「ファイル」→「開く」で、練習用フォルダの中の「IMG_1307」を開きます。
　ひとつの作業画面に、複数の写真を開くことができるのも、PhotoFiltre の大きな特徴です。

②「イメージ」→「画像解像度」で、「高さ」を「580pixel」に設定して下さい。
　※解像度は「72」のまま、幅は自動調整されます。

③写真画面の上の青いバーのところにマウ
　スのポインタを置いて、
　「左クリック」→「ドラッグ」で、
　下の写真画面が見えるように、新しく開
　いた写真の位置を、移動して下さい。

④下にある写真画面をクリックして、前面（新しく開い
　た写真の上）に表示してから、
　写真の上で、マウスを右クリックして「コピー」して
　下さい。

⑤もう一度、下になっている写真をクリックして表示
　順（上下）を入れ替えます。
　前面（上）になった写真の上で、マウスを右クリッ
　クして、「貼り付け」をクリックすると、切り抜いた
　写真が合成されます。

　※張り付けた（合成した）部分は、「レイヤー１」と
　　なっています。
　　下にある写真（背景）に影響することなく、この
　　「レイヤー 1」の部分だけに、各種加工を施すこと
　　ができます。

⑥合成した「レイヤー１」（張り付けた部分だけ）の大
　きさや角度などを変えるときには、メニューバーの
　「レイヤー」→「変形」とクリックすると、各種変形メ
　ニューが表示されます。
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１． ボカしたくない範囲を選択してから、「選択範囲を反転」します

背景ボカしの練習８

①「ファイル」→「開く」で、練習用フォ
　ルダの中の「IMG_1316」を開きます。

②「イメージ」→「画像解像度」で、「高
　さ」を「580pixel」に設定して下さい。
　※解像度は「72」のまま、幅は自動調
　整されます。

③「選択ツール」の中から「なげなわ選
　択」を選んで、右の画像のように範囲
　選択をして下さい。

背景を自然な感じでボカすコツは、
「ボカしたくない部分と同じくらいの
距離にあるところは、ボカさない」
です。

この場合だと、ピッチャーが立って
いる場所に近い距離は、ボカさない部
分と考えて、ピッチャーと一緒に選択
範囲の中に入れます。

④右側の「ツールパレット」の中にある「選択範囲を反転」をクリックして
　下さい。

「選択範囲を反転」すると、ボカしたい背景（白っぽく塗った部分）
が選択された状態となります。

※実際の画面上では、選択範囲は点線で囲まれて表示されています。

⑤選択範囲の上（背景）にマウスを置いて右クリックして、「コピー」
　して下さい。

⑥メニューバーの「編集」（左から 2番目）を選んで、「貼り付け」を
　クリックして下さい。
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２． 背景をボカしてみましょう
ボカすべき背景が、「レイヤー 1」として追加されていたら、ここまでの作業は
問題なくできているということになります。

次は、実際に背景をボカしてみましょう。

①「フィルタ」
　→「視覚効果」
　→「ぼかし（ガウス）」と
　選択してクリックして下さい。

ボカしたい背景が
「レイヤー１」として
追加されている

②ボカしの調整ウィンドウが表示されたら、スライダ
　を動かして、ボケ方の変化を見てみましょう。

　「ダイレクトプレビュー」をクリックして、チェッ
　クを外したりつけたりすると、ボカした状態とボカ
　さない状態との違いが確認できます。

　ちょうど良いボケ方と思ったら、「ＯＫ」ボタンをクリッ
　クして完了です。

　※今回のように練習ではなく、本番で作業を行うときに
　　は、必要に応じて、「PhotoFiltre ファイル」あるいは、
　　「JPEG ファイル」で保存しておくことを忘れないで下
　　さい。
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１． 「クローンスタンプ」を設定します

クローンスタンプの練習9

①練習用フォルダの中の「IMG_1307」を使って練習してみます。
　ピッチャーの足元の右側、画面中央付近にある「マーカー」を消してみましょう。

②写真を開いたら「イメージ」→「画像解像度」で、「高さ」を「580pixel」に設定して下さい。
　※解像度は「72」のまま、幅は自動調整されます。

④ツールパレットの中から、スタンプのイラストをクリックします。これが、「ク
　ローンスタンプ」です。

「クローンスタンプ」は、画面の中に写ってしまった、余計なものを消す（わからなくする）場合な
どに効果を発揮します。

⑤「半径」の数値を設定します。
　マウスのポインタを写真の上に置いてみると、ポインタの形状が「円」になり
　ます。
　数値を変えることで「円」の大きさを変えられますが、ここでは「20」として
　下さい。

⑥「圧力」のスライダーは一番右側にしておきます。

　「半径」と「圧力」以外は、そのままでＯＫです。

③写真の上にマウスを置いて、「コピー」→「貼り付け」で、「レイヤー１」として写真を複製します。
　※「クローンスタンプ」を使うときには、失敗してやり直す場合に備えて、レイヤーを作って写
　　真を複製しておくことを基本とします。

２． 「クローンスタンプ」の使い方
①円形のポインタを、「マーカー」の
　近くの地面の上に置きます。
　このとき、円が「マーカー」に重な
　らないようにして下さい。 このマーカーを消してみます

ポインタ
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２． 「クローンスタンプ」の使い方

②ポインタは、できるだけ消したいものの近
　くに置きます。
　※円の中の部分をコピーすることになりま
　　す。

③パソコンのキーボードの左下にある、
　「CTRL」（コントロール）キーを押すと、
　白い円で表示されていたポインタが、スタ
　ンプ（ハンコ）のイラストに変わります。
　この状態で、マウスの左クリックをします。

④クリックした指を離し、マウスを動かして、
　消したい画像の上に、ポインタの円が重な
　るようにします。

⑤今度は「CTRL」キーを押さずに、マウスの
左クリックをすると、コピーした地面の画像
が、消したい画像の上に貼り付けられます。

⑥この作業を、消したいものが見えなくなる
　まで繰り返します。

⑦何度か繰り返すと、
　完全に消すことができます。

「クローンスタンプ」を使うと、こんなふうに、日付だけを消してしまう（わからなくしてしまう）
こともできます。
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１．文字を挿入してみましょう

文字の挿入10

①上部のメニューバーの中にある「Ｔ」のマークをクリック
　すると、文字（テキスト）が挿入できます。

②基本的な入力設定の説明

１．フォント……文字の書体を設定できます。

２．サイズ……文字の大きさを設定できます。

３．カラー……文字の色を設定できます。

４．テキスト入力……挿入する文字を入力します。

５．プレビュー……文字の書体を確認できます。

６．その他の設定……文字を太くしたり、斜めにしたりできます。

自由にフォントとカラーなどを選んで、「ちいきカルチャー四街道教室」と
入力してみましょう。
サイズは、50 にして下さい。

１ ２

３

４

６

５
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③特殊効果の説明

１．効果……挿入する文字に特殊効果を設定できるウィンドウに変わります。

２．不透明度……文字に透明効果がつけられます。（100％は透明効果なしの状態）

３．ドロップシャドウ……文字に影をつけられます。
　　　　　　　　　　　　影の度合いや色など細かな設定もできます。

４．境界線……文字に輪郭線をつけられます。

５．ぼかし……文字をボカすことができます。

６．立体化……文字を立体的に見せることができます。

７．ＯＫボタン……入力が完了したらクリックして下さい。

・挿入した文字の上にマウスを置いて、ドラッグすると文字の位置を移動できます。
・挿入した文字の上でダブルクリックすると、編集をやり直すことができます。
・文字は「レイヤー」として挿入されているので、背景の写真に影響することなく、
   編集、加工ができます。
・文字を追加するたびに、新たな「レイヤー」として追加されていくので、それぞれ
   を個別に編集、加工することができます。

１
２

３

４
５

６

７
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１．練習用の写真を準備しましょう

各種「フィルタ」効果11

①「ファイル」→「開く」で「練習用」フォルダを選んで、「DSCF0460」を開いて下さい。

メニューバーの「フィルタ」をクリックするとたくさんのメニューが表示されます。
これらが、写真に様々な効果を加えられる PhotoFiltre の「フィルタ」です。

PhotoFiltre の特徴のひとつに、豊富な「フィルタ」が用意されていることがあります。
写真に様々な効果が適用できるので、実際に試してみましょう。

②「イメージ」→「画像解像度」で「解像度」を  72   に、「高さ」を 580pixel   に変更して下さい。

２．様々な「フィルタ」効果を試してみましょう

「アーティスティック」→「油絵」 「アーティスティック」→「水彩画」

「アーティスティック」→「色鉛筆」 「スタイル」→「パズル」

「変形」→「水面」 「変形」→「球面 /レンズ」
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１．画面上部の「メニューバー」

主要アイコンの説明

開く……新しくファイルを開く

保存……ファイルを上書き保存する

名前を付けて保存……ファイルを新しく保存する

取り消し……行った画像加工を取り消す

コピー……選択範囲をコピーする

貼り付け……コピーした画像を張り付ける

画像解像度……画像の解像度の設定をする

テキスト……文字を挿入する

表示サイズ……画像の表示サイズを設定する

画面サイズに合わせる……PhotoFiltre の画面サイズに合わせて画像を表示する

２．画面右側の「ツールパレット」

カラーパレット……塗りつぶし色や、ブラシツールの線の色などを選択

スポイトツール……写真の中の色を選択する

自動選択ツール……写真の中でクリックしたところの色と同一色の部分がすべて選択できる

ラインツール……直線や矢印が描ける

塗りつぶしツール……選択した範囲を任意の色で塗りつぶせる

スプレーツール……スプレーのように塗れる

消しゴムツール……写真の上でなぞったところが消去される

ペイントブラシツール……筆を使ったように描ける

拡張ペイントブラシツール……特殊な筆を使ったように描ける

ぼかしツール……写真の上でなぞったところをボカせる

指先ツール……指でこすったような効果が得られる

アーティスティックペイントブラシツール……写真の上で、なぞったところだけに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィルター効果が加えられる

12
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１．加工する写真以外で、画面上に表示されているモノ（状態）の確認

２．誤ってPhotoFiltreを削除してしまったり、
　  ソフトが壊れた（不具合頻発など）と思う場合

「メニューバー」の中の「表示」をクリックして、チェッ
クのついている項目を確認してみて下さい。

「フィルタバー」
「ツールパレット」
「境界と影を表示」

慣れるまでは、この３つにチェックがついている状態が、
使いやすい状態と考えて下さい。

３つの中で、チェックがついていない項目があれば、そ
の項目をクリックしてチェックをつけて下さい。

インターネットで「PhotoFiltre」のダウンロードサイトに行って、あらためてダウンロードする必要が
あります。
ダウンロード方法については、以降のページに説明があります。

困ったときには13



まずひとつめのファイルのダウンロードです。

インターネットで　http://www.photofiltre-studio.com/pf7-en.htm　というページを開いて、
PhotoFiltre 7.1.2 - English version in zip format (5.3 Mb)　　という名前のファイルを
ダウンロードします。　※「PhotoFiltre7 ダウンロード」と検索して見つけることもできます。
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（ダウンロードするファイルはふたつあります）

このファイルをクリックして
ダウンロードします。

２．日本語化ファイルをダウンロードします
次にふたつめのファイルのダウンロードです。
開いているページの、左側のメニューの中からDoｗnloadｓをクリックして、
ダウンロードするファイルのあるページに移動します。。

ここをクリック

この表示が出たら、
「→保存」をクリックします。
通常は１０～２０秒程度で、
ダウンロードが完了します。

１．インターネットサイトから、必要なファイルをダウンロードします

PhotoFiltre のダウンロード方法14
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次は、PhotoFiltre の日本語化ファイルを選んでダウンロードします。
ダウンロードの手順は、最初のファイルと同じです。

このファイルを選んで、クリックして、
「→保存」を選んで、ダウンロードします。

最初のファイルは　PhotoFiltre7-en　という名前でダウンロードされています。
日本語化ファイルは　StudioJP　という名前でダウンロードされています。
ソフトを使用するため、及び、日本語化するために、両方のファイルを「展開」します。

３．ダウンロードしたファイルを展開して下さい

マウスのポインタをファイルの上
に置いて、右クリックします。
表示されたメニューの中から、
「すべて展開」を選んで左クリック
します。

↑ このような表示が出た場合、
何も変更せず、

「展開」と書かれたボタンをクリック
して下さい。

ダウンロードしたふたつのファイルそれぞれ同様の作業を行って下さい。
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PhotoFiltre  のフォルダを開いておきます。

４．PhotoFiltre  を日本語化します

次に、日本語化ファイルのフォルダ     StudioJP　を開くと、
StudioJP.plg　という名前のファイルがあるので、
このファイルをコピーして、PhotoFiltre　の中にペースト（張り付け）します。

PhotoFiltre　のフォルダを開くと、
このような内容（中身）になっています。

PhotoFiltre の中にある、StudioEN.plgというファイルを選択して削除します。

このファイルを削除

これで、日本語化作業も完了し、PhotoFiltre をこれまでのように使うことができます。



■商品写真撮影ゼミナール  photo-zemi（フォトゼミ）

■photo-zemi（フォトゼミ）ショッピング

http://photo-zemi.jp

http://photo-zemi.jp/shopping/

■講師情報

　伊藤　正仁（イトウマサヒト）　1964 年 3 月 15 日生まれ（50 才）

主な撮影セミナー講師承り履歴

札幌商工会議所様 /福島県伊達市保原町商工会様 /蕨商工会議所様 /東京商工会議所様 /千葉県
習志野商工会議所情報戦術委員会様 /松山商工会議所松山ＥＣ研究会様 /沖縄県与那原商工会様
社団法人いわき産学官ネットワーク協会様 /財団法人埼玉県中小企業振興公社様 /財団法人ふく
い産業支援センター様 /財団法人かがわ産業支援財団様 /財団法人東予産業創造センター様 /株
式会社地域新聞社様 /ちいきカルチャー四街道教室様 /ラオックス株式会社様 /どっとこむいば
らき様 /株式会社地域新聞社様 /ヤフー株式会社様 /楽天大学様 /ビッダーズ様 /株式会社NTT
データキュビット様 /GMOメイクショップ株式会社様 /国際ファッションセンター株式会社様
株式会社 Eストアー様 /サポタント株式会社様 /アカデミーヒルズ様 /DREAM GATE 様  など 

■略歴

1964：山梨県生まれ

1999：勤務先である写真電気工業株式会社の直営ネットショップを楽天市場に出店

　　　（後に年商 1.5 億を達成）

2001：楽天大学主催撮影講座のサブ講師を担当

2001：模型雑誌M-CATS にて「目指せ達人！デジカメ講座」連載開始

2002：ネットショップ関連団体等での商品写真撮影セミナー講師としての活動を開始

2004：月刊誌日本カメラにて「気楽に撮っちゃう商品撮影のススメ－論より結果－」連載開始

2005：「カメラマンになるな、演出家になれ！」日本カメラ社より出版

 　　     （アマゾン書籍総合ランキング３位獲得）

2005：全国各地の商工会議所等での撮影セミナー講師依頼が急増

2006：フジテレビ「ベリーベリーサタデー」＜GO!GO! 森三中＞

　　　 簡単 ! キレイ ! デジカメテクニックのコーナーに先生役で出演

　　　　商品写真撮影セミナー講師として活動

2013：千葉県習志野市にて独立開業し「photo-zemi（フォトゼミ）」の運営を開始

photo-zemi（フォトゼミ）運営事務局　代表

運営サイト

〜  

〜  

〜  

〜

■photo-zemi（フォトゼミ）ショッピング  ヤフー店
http://store.shopping.yahoo.co.jp/photo-zemi/
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