
PhotoSuite へようこそ 
Roxio の PhotoSuite を使用すると、かつてないほど簡単な操作でデジタル フォトを修正、エンハン
ス、および共有できます。  

PhotoSuite では、次のようなタスクを実行できます。 

これ以外に、特殊効果を適用したり、露光レベルの問題を修正したりする高度な編集操作も実行できま
す。 

このドキュメントでは、以下の操作方法について説明します。  

 フォトをトリミングする  

 赤目を除去する 

 フォトを回転する 

 フォト プロジェクトを操作する 

 フォトを修正および編集する 

 フォト プロジェクトをエンハンスする 

 オブジェクトを操作する 

 フォトを保存する 

 フォトを共有する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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PhotoSuite ウィンドウについて 
1 枚のフォトを操作しているかプロジェクト全体を操作しているかにかかわらず、PhotoSuite ウィンドウに
は次のメイン パネルが常に表示されます。 

  

以下も参照してください：  

 カンバス ツールバー：頻繁に使用する PhotoSuite コマンドに簡単にアクセスできます。 

 オプション バー：選択したオブジェクトに関連する一連のコマンドがあります。 

 カンバス：作業中のフォトまたはプロジェクトが表示されます。  

 タスク ペイン：フォトや他のオブジェクトに対して実行できる操作に簡単にアクセスできます。  

 開いているファイル ペイン：PhotoSuite で現在開いているすべてのファイルのサムネイルが表示さ
れます。 

 オブジェクト ペイン：カンバスに表示されているすべてのプロジェクト オブジェクト（フォト、テキスト、イメ
ージなど）が表示されます。 

 PhotoSuite へようこそ 

 PhotoSuite プロジェクト ファイル フォーマット（.DMSP） 

 サポートされているファイル フォーマット 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。
オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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PhotoSuite プロジェクト ファイル フォーマット（.DMSP） 
DMSP は、編集したフォトまたはプロジェクトを保存する際の PhotoSuite のネイティブ ファイル フォ
ーマットです。このフォーマットでは、レイヤー情報が保持されるほか、加えた変更を元に戻すことがで

きます。DMSP を使用すると、元の設定と編集内容（変形や特殊効果など）の両方が保存されます。  

たとえば、トリミングしたフォトを DMSP フォーマットで保存した場合は、後日その編集を元に戻して、削
除した部分を復元できます。 

注意： JPEG、BMP、TIFF などのフォーマットでフォトを保存した場合は、トリミング ラインで囲
まれた内側の部分のみが保存され、トリミング ラインの外側の部分は永久に破棄されます。 

DMSP ファイルを他のユーザーと共有する場合は、共有するユーザーも PhotoSuite を使用する必
要があります。 

以下も参照してください：  

 PhotoSuite へようこそ 

 PhotoSuite ウィンドウについて 

 サポートされているファイル フォーマット 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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サポートされているファイル フォーマット 
PhotoSuite では、一般的な各種ファイル フォーマットがサポートされています。これには、BMP
（Windows ビットマップ）、JPEG (Joint Photographic Experts Group)、PNG (Portable 
Network Graphics)、TIFF (Tagged Image File Format) などがあります。 

フォトを保存するフォーマットは、フォトの出力に使用するメディアによって決まります。たとえば、フォト

を電子メールで送信したり、Web サイトで公開したりする場合は、JPEG フォーマットでフォトを保存し
て、サイズの小さなファイルを作成します。  

各フォーマットの詳細については、以下の項を参照してください。 

 BMP（Windows ビットマップ）（.bmp、.dib、.rle） 

 JPEG（Joint Photographic Experts Group）（.jpg、.jpe、.jpeg） 

 PNG（Portable Network Graphics）（.png） 

 TIFF（Tagged Image File Format）（.tif、.tiff） 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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BMP（Windows ビットマップ）（.bmp、.dib、.rle） 
Windows ビットマップは Microsoft Windows で使用されている標準グラフィック ファイルで、2 色、

16 色、256 色、1670 万（24 ビット）色のいずれかにできます。通常、Windows ビットマップは圧縮

されません。16 色および 256 色のイメージは圧縮フォーマットで保存できますが、アプリケーションに
よっては圧縮フォーマットを読み取れない場合もあります。  

このフォーマットは、イメージの画質および細部を維持するのに最適です。  

Windows ビットマップのデフォルトのファイル拡張子は BMP ですが、DIB や RLE という拡張子のフ

ァイルも存在します。RLE (Windows Run-Length Encoded) は、BMP ファイル フォーマットの変

形です。RLE フォーマットには、ある程度イメージを圧縮できるという特徴があります。したがって、フォ
トの種類によってはファイルのサイズを小さくできる場合もあります。  

RLE ファイルは 16 色または 256 色です。Windows では、主に壁紙やロゴ画面にこのフォーマット
が使用されます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
(.jpg、.jpe、.jpeg) 
このファイル フォーマットを表す拡張子はいくつかありますが、通常、これらはすべて JPEG ファイルと
呼ばれます。このフォーマットでは、イメージの細部が選択的に縮小され、イメージを圧縮に適したデー
タ フォーマットに変換することにより、フォト イメージ ファイルのサイズが小さくなります。（このような圧
縮方式を「非可逆（または不可逆）」圧縮と呼びます。これは、圧縮効率を高めるために、イメージ情報
の多少の欠落を許容することを意味します）したがって、あまり詳細でないフォトは非常に効率よく圧縮
されますが、細部が複雑なフォトは画質が低下する可能性があります。 

JPEG は、フォトをインターネットにアップロードする場合に最適なフォーマットです。ただし、フォトを編
集する場合には最適なフォーマットとは言えません。フォトを再保存するたびに画質が低下します。  

編集時に画質を低下させないために、編集作業中は PhotoSuite の DMSP フォーマットでイメージを

保存し、編集が完了した時点で JPEG フォーマットで保存するとよいでしょう。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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PNG (Portable Network Graphics) (.png) 
PNG は GIF に代わるフォーマットとして開発されたもので、GIF や JPEG と同様に、インターネット上

でイメージを表示するのに使用されます。PNG は、色情報をすべて維持し、その情報をアルファ チャ

ネルでイメージに伝達するフォーマットです。PhotoSuite では、PNG フォーマットでファイルを保存す
る場合、レイヤー情報は維持されません。このフォーマットでは、ファイルのサイズを縮小するのに可逆
圧縮方式が使用されます。  

PNG ファイルは、256 色、True Color、または 32 ビット色のいずれかです。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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TIFF (Tagged Image File Format) (.tif、.tiff) 
TIFF は、ビットマップ イメージをポータブルな方法で格納するために開発されたフォーマットです。ビッ
トマップ グラフィック フォーマットの中では、最も柔軟で最も高画質のフォーマットですが、必要とされる
領域やメモリ量も最大です。特に高解像度のイメージでは、この傾向が顕著に現れます。  

TIFF ファイルは、モノクロ、16 色、256 色、16 色グレースケール、256 色グレースケール、または 

1670 万（24 ビット）色のいずれかです。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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TIFF (Tagged Image File Format) (.tif、.tiff) 
TIFF は、ビットマップ イメージをポータブルな方法で格納するために開発されたフォーマットです。ビッ
トマップ グラフィック フォーマットの中では、最も柔軟で最も高画質のフォーマットですが、必要とされる
領域やメモリ量も最大です。特に高解像度のイメージでは、この傾向が顕著に現れます。  

TIFF ファイルは、モノクロ、16 色、256 色、16 色グレースケール、256 色グレースケール、または 

1670 万（24 ビット）色のいずれかです。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォト プロジェクトとは 
フォト プロジェクトとは、カンバス上に配置したフォト、テキスト、グラフィックなどのオブジェクトのコレク
ションのことです。これらのオブジェクトを追加、削除、操作したり、特殊効果を適用したりできます。 

このセクションでは、新しいフォト プロジェクトを作成する方法、既存のフォト プロジェクトを開く方法、お
よびカンバスのサイズを変更する方法について説明します。 

新しいプロジェクトの作成方法については、以下の項を参照してください。 

 新しいプロジェクトを作成する 

 既存のプロジェクトを開く 

 カメラからファイルをインポートする 

 カンバスを変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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新しいプロジェクトを作成する 
ブランクのカンバスを使って新しいプロジェクトを開始し、フォト、テキスト、クリップ アートを追加したり、
効果を適用したりできます。 

注意： オプションのフォト プロジェクト アシスタントでは、選択した種類のプロジェクト（独自の
カレンダやグリーティング カードなど）を作成できます。 

ブランクのカンバスを作成するには：  

新規カンバスダイアログ ボックスが表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、開いているフ
ァイルペインのフォトから色を選択できます。 

カンバス領域にブランクのカンバスが開きます。 

以下も参照してください：  

1 ブランクのカンバスを開くには、ファイル > 新規 > 新規カンバスをクリックします。 

2 ボックスでカンバスのサイズを選択します。カスタム サイズを選択した場合は、高さと幅を入力し、
使用する単位を選択します。 

3 カンバスの方向を 縦 または 横 に設定します。 

4 背景色ドロップダウン リストで色を選択します。 

5 OK をクリックします。 

 フォト プロジェクトとは 

 カンバスを変更する 

 フォトを操作する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォト プロジェクト アシスタントを使用する 
フォト プロジェクト アシスタントを使用すると、独自のカレンダやグリーティング カードなどを簡単に作成
できます。 

フォト プロジェクト アシスタントを使用してフォト プロジェクトを作成するには： 

フォト プロジェクト アシスタントが開きます。 

1 Roxio ホームのフォト プロジェクト タブの プロジェクトを作成 を選択します。 

2 作成するプロジェクトの種類を選択します。 

3 次へをクリックして操作を続けます。 

4 フォト プロジェクト アシスタントの画面の指示に従って、プロジェクトのテンプレートまたはスタイル
を選択し、フォトやテキストなどを追加します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved.

フォト プロジェクト アシスタント



カレンダの日付範囲を変更する 
カレンダ プロジェクトの場合は、カレンダに使用する日付範囲を変更できます。 

カレンダの日付範囲を変更するには： 

1 カスタマイズ ペインで、カレンダーの開始年と開始月を選択します。 

2 週の始まりとして表示する曜日を選択します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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既存のプロジェクトを開く 
既存のプロジェクトを開く場合は、マイ メディア、フォルダー、またはファイルを開くウィンドウのマイ デ
バイス ビューを使ってプロジェクトを参照できます。 

既存のプロジェクトを開くには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルをクリック
します。 
 
メディア セレクター ビューの詳細については、ファイルを開くウィンドウのヘルプをクリック
してください。 

以下も参照してください：  

1 ファイル > 開く を選択します。 

2 ファイルを開くウィンドウで、目的のファイルを参照して選択します。  

3 開く をクリックします。 

 フォト プロジェクトとは 

 新しいプロジェクトを作成する 

 カンバスを変更する 

 フォトを操作する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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カメラからファイルをインポートする 
デジタル カメラをコンピューターに接続してハードディスクにファイルをインポートすると、それらのフォト

を PhotoSuite プロジェクト内で使用できるようになります。 

フォトをインポートするには： 

Media Import が開いたら、カメラとインポートするフォトを選択します。Media Import の使い

方の詳細については、Media Import ヘルプ センターを参照してください。 

以下も参照してください：  

 ファイル > フォトをインポートをクリックします。 

 新しいプロジェクトを作成する 

 既存のプロジェクトを開く 

 フォトを操作する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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カンバスを変更する 
カンバスのサイズや背景色を変更するには： 

カンバスを編集ダイアログ ボックスが表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
オブジェクトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 ツール > カンバスを編集を選択します。 

2 ボックスでカンバスのサイズを選択します。カスタム サイズを選択した場合は、高さと幅を入力し、
使用する単位を選択します。 

3 カンバスの方向を 縦 または 横 に設定します。 

4 背景色ドロップダウン リストから背景色を選択します。 

5 OK をクリックします。 

 フォト プロジェクトとは 

 新しいプロジェクトを作成する 

 フォトを操作する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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カンバスを変更する 
カンバスのサイズや背景色を変更するには： 

カンバスを編集ダイアログ ボックスが表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
オブジェクトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 ツール > カンバスを編集を選択します。 

2 ボックスでカンバスのサイズを選択します。カスタム サイズを選択した場合は、高さと幅を入力し、
使用する単位を選択します。 

3 カンバスの方向を 縦 または 横 に設定します。 

4 背景色ドロップダウン リストから背景色を選択します。 

5 OK をクリックします。 

 フォト プロジェクトとは 

 新しいプロジェクトを作成する 

 フォトを操作する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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修正と編集について 
PhotoSuite には、フォトの品質を向上させたり、修復したりするための便利で使いやすいツールがあ
ります。 

フォトの品質を向上させるには、自動補正ツールを使用できます。ワンクリックするだけで、フォトの露
光レベル、彩度、およびシャープネスを自動的に調整できます。その他のツールではこれらのプロパテ
ィに加え、色合い、明るさ、コントラストの調整を手動でできます。 

詳細については、以下の項目を参照してください。 

 フォトの品質を向上する 

 損傷したフォトを修復する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトの品質を向上する 
PhotoSuite では、露光レベル、明るさやコントラストなどのプロパティを調整して、デジタル フォトの品
質を向上できます。  

自動補正機能を使用すると、フォトの分析結果や既定の設定に基づいて、フォトの露光レベル、彩度、
およびシャープネスを自動的に調整できます。  

フォトの品質を向上する方法については、以下の項を参照してください。 

 自動補正機能を使用する 

 露光レベルを調整する 

 彩度を調整する 

 シャープネスを調整する 

 色合いを調整する 

 明るさとコントラストを調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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自動補正機能を使用する 
フォトの露光レベル、彩度、およびシャープネスを自動的に調整するには、自動補正機能を使用しま
す。  

自動補正では、クリック 1 つでフォトを分析し、既定の設定を使って欠陥部分を修正できます。その後、
変更を保存するか、またはフォトを元の設定に戻すことができます。 

自動補正を使用してフォトの品質を自動的に向上するには： 

自動補正ダイアログ ボックスが表示されます。 

自動補正ツールによって、フォトの露光レベル、彩度、およびシャープネスが自動的に分析され、
既定の最適な設定に基づいて修正されます。  

ヒント：フォトを元の設定に戻すには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 一般タスク ペインの補正で、自動補正をクリックします。 

3 自動補正をクリックします。 

 フォトの品質を向上する 

 露光レベルを調整する 

 彩度を調整する 

 シャープネスを調整する 

 色合いを調整する 

 明るさとコントラストを調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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露光レベルを調整する 
露光レベルが高すぎる、または低すぎるフォトの品質を向上するには、以下の手順に従ってください。
露光レベルを調整して、フォトの暗い領域や影、および明るい領域やハイライトの強度を変更できます。 

露光レベルは、PhotoSuite を使って自動的に調整するか、または手動で調整できます。 

露光レベルを調整するには： 

ヒント：露光レベルの設定を元の値に戻すには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 フォトを補正タブで、露光レベルをクリックします。 

3 調整の結果を適用する前にプレビューするには、プレビューを表示を選択します。 

4 以下のいずれかの方法で露光レベルを調整します。 

 PhotoSuite を使って露光レベルを自動的に調整するには、自動補正をクリックします。

PhotoSuite によって、露光レベルの既定の設定に基づいて、露光レベルが自動的に調整さ
れます。 

 露光レベルを手動で調整するには、スライダーを使用して、フォトの暗い領域、中間調、および
明るい領域の露光レベルを調整します。 

 フォトの品質を向上する 

 自動補正機能を使用する 

 彩度を調整する 

 シャープネスを調整する 

 色合いを調整する 

 明るさとコントラストを調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved.

PhotoSuite



彩度を調整する 
フォトの色の彩度を調整するには、以下の手順で操作します。彩度とは、色の強さ、つまり濃さを表すも
のです。彩度を上げると、くすんだフォトが鮮やかになりますが、肌の色など、フォトに含まれる色によっ
ては鮮やかになりすぎる場合もあります。 

彩度は、PhotoSuite を使って自動的に調整するか、または手動で調整できます。 

彩度を調整するには： 

ヒント：彩度の設定を元の値に戻すには、リセット をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、彩度 をクリックします。 

3 以下のいずれかの方法で彩度を調整します。 

 PhotoSuite を使って彩度を自動的に調整するには、自動補正 をクリックします。 

 彩度を手動で調整するには、スライダーを使用して、フォトの 彩度 と 中間調 の設定を調整し
ます。 

 フォトの品質を向上する 

 自動補正機能を使用する 

 露光レベルを調整する 

 シャープネスを調整する 

 色合いを調整する 

 明るさとコントラストを調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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シャープネスを調整する 
フォトのエッジや細部をシャープにするには、以下の手順で操作します。シャープネスを調整して、ぼや

けた領域を鮮明にできます。PhotoSuite は、フォトの色が大幅に変化している領域を検出して、一方
のエッジに明色の線を、もう一方のエッジに暗色の線を作成します。つまり、エッジを線によって強調す
ることで、イメージが実際以上に鮮明であるという錯覚をもたらします。 

高解像度で印刷した場合は、画面上ほどの効果を得ることはできません。したがって、フォトを印刷す
る予定がある場合は、シャープネスをさらに調整しなければならない可能性があります。 

シャープネスを調整するには： 

ヒント：シャープネスの設定を元の値に戻すには、リセット をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、シャープネス をクリックします。 

3 以下のいずれかの方法でシャープネスを調整します。 

 PhotoSuite を使ってシャープネスを自動的に調整するには、自動補正 をクリックします。 

 シャープネスを手動で調整するには、スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 量：ピクセル間のコントラストの程度を指定します。 

 半径：シャープにするピクセル（エッジから放射状に延びるピクセル）の数を指定します。こ

の値は、1 ～ 2 の間に設定することをお勧めします。値が小さすぎると、エッジ上のピク
セルのみがシャープになります。逆に、値が大きすぎると、広い帯状に連なったピクセル
がシャープになり、特殊効果が作成されてしまいます。  

 しきい値：エッジ ピクセルとして認識する基準、つまり周囲のピクセルとどの程度異なって
いる場合にエッジ ピクセルとして認識させるかを指定します。たとえば、肌色が含まれて

いるイメージなどにノイズが入らないようにするには、2 ～ 20 の間のさまざまな値を試し
てみて、適切な値を見つけます。 

 フォトの品質を向上する 

 自動補正機能を使用する 

 露光レベルを調整する 

 彩度を調整する 

 色合いを調整する 

 明るさとコントラストを調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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色合いを調整する 
フォトの色合いを修正するには、以下の手順で操作します。色合いとは、全体的な色相および色のバラ
ンスを指します。この機能は、蛍光灯の下でフォトを撮影した場合のように、撮影時の照明の状態が原
因で発生する不自然な色合いを修正するときに使用します。また、スキャンした古いフォトから黄ばみを
除去する場合などにも使用できます。  

色合いを調整するには： 

ヒント：色合いの設定を元の値に戻すには、リセット をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、色合い をクリックします。 

3 以下のいずれかの方法で色合いを調整します。 

 PhotoSuite を使って色合いを自動的に調整するには、フォト内の白または灰色になるべき
部分をクリックします。  

 色合いを手動で調整するには、スライダーを使用して以下の設定を調整します。 

 色合い：フォトにつける色合いを指定します。 

 色合いバランス：選択した色合いの強さを調整します。 

 フォトの品質を向上する 

 自動補正機能を使用する 

 露光レベルを調整する 

 彩度を調整する 

 シャープネスを調整する 

 明るさとコントラストを調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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明るさとコントラストを調整する 
明るさとコントラストを調整するには： 

ヒント：これらの設定を元の値に戻すには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 フォトを補正タブで、明るさとコントラストをクリックします。 

3 調整の結果を適用する前にプレビューするには、プレビューを表示を選択します。 

4 スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 明るさ：フォトの全体的な明るさを増減します。 

 コントラスト：フォトの明るい領域と暗い領域の間のコントラストを増減します。  

 フォトの品質を向上する 

 自動補正機能を使用する 

 露光レベルを調整する 

 彩度を調整する 

 シャープネスを調整する 

 色合いを調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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損傷したフォトを修復する 
PhotoSuite を使用すると、フォト上によく発生する赤目などの一般的な問題を修正できます。赤目と
は、被写体の目が赤く写ってしまう現象で、カメラのフラッシュが被写体の目に反射して起こります。  

以下も参照してください：  

 赤目を除去する 

 しわを除去する 

 傷を除去する 

 ダストを除去する 

 スクラッチを除去する 

 フォトの一部を別の部分にコピーする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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赤目を除去する 
カメラのフラッシュが被写体の目に反射して起こる「赤目」を修正するには、次の手順で操作します。 

赤目を除去するには： 

フォトの上にカーソルを移動すると、円が付いた十字カーソルに変わります。 

ヒント：ストロークを元に戻すには、カンバス ツールバーの元に戻すをクリックします。  

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 フォトを補正タブで、赤目をクリックします。 

3 PhotoSuite を使ってフォトから赤目を自動的に除去するには、自動補正をクリックします。 

4 赤目を手動で除去するには、以下の手順で操作します。 

a カンバス ツールバーのズーム ツールを使用して、赤目を修正しやすい大きさにフォトを拡大し
ます。 

b スライダーを使用してブラシのサイズを変更し、目の部分よりやや大きめにします。 

c 目の部分から赤い色が取り除かれるまで赤い部分をクリックするか、またはペイントします。 

 しわを除去する 

 傷を除去する 

 ダストを除去する 

 スクラッチを除去する 

 フォトの一部を別の部分にコピーする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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しわを除去する 
しわを除去するには： 

フォトの上にカーソルを移動すると、円が付いた十字カーソルに変わります。 

ペイントすると、ブラシの下の部分に修正効果が適用され、スムーズになります。繰り返しペイント
すると、さらに効果を適用できます。  

ヒント：ストロークを元に戻すには、カンバス ツールバーの元に戻すをクリックします。  

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、しわ をクリックします。 

3 カンバス ツールバーのズーム ツールを使用して、しわを修正しやすい大きさにフォトを拡大しま
す。 

4 スライダーを使用してブラシのサイズを変更し、しわの幅と同じ大きさにします。 

5 しわが消えるまでしわの上をペイントします。 

 赤目を除去する 

 傷を除去する 

 ダストを除去する 

 スクラッチを除去する 

 フォトの一部を別の部分にコピーする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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傷を除去する 
フォトから傷を除去するには、以下の手順で操作します。この機能は、フォトに写っている人物の顔面を
調整する場合だけでなく、フォトのあらゆる部分のスポットや傷を除去する場合にも使用できます。 

傷を除去するには： 

フォトの上にカーソルを移動すると、円が付いた十字カーソルに変わります。 

ペイントすることで、ブラシの下の部分に一様な修正効果を適用できます。繰り返しペイントすると、
さらに効果を適用できます。  

ヒント：ストロークを元に戻すには、カンバス ツールバーの元に戻すをクリックします。  

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、傷 をクリックします。 

3 カンバス ツールバーのズーム ツールを使用して、傷を修正しやすい大きさにフォトを拡大します。 

4 スライダーを使用してブラシのサイズを変更し、傷の約 2 倍の大きさにします。 

5 傷が消えるまで傷の上をペイントします。 

 赤目を除去する 

 しわを除去する 

 ダストを除去する 

 スクラッチを除去する 

 フォトの一部を別の部分にコピーする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ダストを除去する 
フォトからダストを除去するには、次の手順で操作します。ダストは、特にスキャンしたフォト上に頻繁に
発生する問題です。 

ダストを除去するには： 

スライダーを右に動かすほど、PhotoSuite がピクセルの色の変化に敏感になります。周囲のピク
セルの「平均的」な色と大幅に異なるピクセルの色は、「平均的」な色になるように調整されます。 

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、ダスト をクリックします。 

3 スライダーを使用して、フォトから除去するダストの量を調整します。 

4 適用 をクリックします。 

 赤目を除去する 

 しわを除去する 

 傷を除去する 

 スクラッチを除去する 

 フォトの一部を別の部分にコピーする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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スクラッチを除去する 
スクラッチを除去するには： 

ペイントすると、ブラシの下の部分に修正効果が適用され、スムーズになります。繰り返しペイント
すると、さらに効果を適用できます。  

ヒント：ストロークを元に戻すには、カンバス ツールバーの元に戻すをクリックします。  

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、スクラッチ をクリックします。 

3 カンバス ツールバーのズーム ツールを使用して、スクラッチを修正しやすい大きさにフォトを拡大
します。 

4 スライダーを使用してブラシのサイズを変更し、スクラッチの幅とほぼ同じ大きさにします。 

5 スクラッチが消えるまでスクラッチの上をペイントします。 

 赤目を除去する 

 しわを除去する 

 傷を除去する 

 ダストを除去する 

 フォトの一部を別の部分にコピーする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトの一部を別の部分にコピーする 
フォトのある部分のピクセルをコピーして、別の部分に貼り付けるには、以下の手順で操作します。コピ
ー ブラシを使用すると、フォト内の損傷していない部分から似た感じのピクセルをコピーし、それを損傷
部分に貼り付けることによって、フォトを修復できます。  

注意： 通常、このコピー操作を実行できるのは、同じフォト内に限られます。ただし、2 つのフ

ォトがともに同じプロジェクトの一部であり、プロジェクトがフラット化されている場合には、1 つ
のフォトの一部をコピーして、もう 1 つのフォトに貼り付けられます。いったんプロジェクトをフラ
ット化すると、各フォトを個別に編集することはできなくなります。 

フォトの一部を別の部分にコピーするには： 

クリックした部分（開始ポイントと呼ばれます）にソース ブラシが一時的に表示され、ターゲット ブラ
シがアクティブになります。  

ヒント：別の開始ポイントを選択するには、開始ポイントをリセット ボタンをクリックします。 

ソース ブラシとターゲット ブラシはリンクされています。したがって、ターゲット ブラシを動かすと、
ソース ブラシも動きます。マウスをドラッグするにつれ、ソース ブラシの下のピクセルがターゲット 
ブラシの下の部分にコピーされます。満足のいく結果を得るためには、開始ポイントを数回リセット
しながら少しずつコピーしなければならない場合もあります。 

ヒント：ストロークを元に戻すには、カンバス ツールバーの元に戻すをクリックします。  

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。  

2 ツール ペインで、コピー ブラシ をクリックします。 

3 フォト内のコピーする部分をクリックします。  

4 スライダーを使用して、以下のブラシ設定を調整します。 

 サイズ：ブラシのサイズを調整します。 

 透明度：効果の程度を調整します。より不透明なブラシを作成する、つまり効果をより強くする
には、値を小さくします。より透明なブラシを作成する、つまり効果をより弱くするには、値を大
きくします。 

 エッジのフェード：ターゲット ブラシのエッジに対するフェード量を調整します。 

5 ターゲットにする部分をペイントします。  

 赤目を除去する 

 しわを除去する 

 傷を除去する 

 ダストを除去する 

 スクラッチを除去する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトの一部を別の部分にコピーする 
フォトのある部分のピクセルをコピーして、別の部分に貼り付けるには、以下の手順で操作します。コピ
ー ブラシを使用すると、フォト内の損傷していない部分から似た感じのピクセルをコピーし、それを損傷
部分に貼り付けることによって、フォトを修復できます。  

注意： 通常、このコピー操作を実行できるのは、同じフォト内に限られます。ただし、2 つのフ

ォトがともに同じプロジェクトの一部であり、プロジェクトがフラット化されている場合には、1 つ
のフォトの一部をコピーして、もう 1 つのフォトに貼り付けられます。いったんプロジェクトをフラ
ット化すると、各フォトを個別に編集することはできなくなります。 

フォトの一部を別の部分にコピーするには： 

クリックした部分（開始ポイントと呼ばれます）にソース ブラシが一時的に表示され、ターゲット ブラ
シがアクティブになります。  

ヒント：別の開始ポイントを選択するには、開始ポイントをリセット ボタンをクリックします。 

ソース ブラシとターゲット ブラシはリンクされています。したがって、ターゲット ブラシを動かすと、
ソース ブラシも動きます。マウスをドラッグするにつれ、ソース ブラシの下のピクセルがターゲット 
ブラシの下の部分にコピーされます。満足のいく結果を得るためには、開始ポイントを数回リセット
しながら少しずつコピーしなければならない場合もあります。 

ヒント：ストロークを元に戻すには、カンバス ツールバーの元に戻すをクリックします。  

以下も参照してください：  

1 編集するフォトが PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるオブジェクトの場合は、カンバスでそ
のオブジェクトを選択します。  

2 ツール ペインで、コピー ブラシ をクリックします。 

3 フォト内のコピーする部分をクリックします。  

4 スライダーを使用して、以下のブラシ設定を調整します。 

 サイズ：ブラシのサイズを調整します。 

 透明度：効果の程度を調整します。より不透明なブラシを作成する、つまり効果をより強くする
には、値を小さくします。より透明なブラシを作成する、つまり効果をより弱くするには、値を大
きくします。 

 エッジのフェード：ターゲット ブラシのエッジに対するフェード量を調整します。 

5 ターゲットにする部分をペイントします。  

 赤目を除去する 

 しわを除去する 

 傷を除去する 

 ダストを除去する 

 スクラッチを除去する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトとは 
PhotoSuite のカンバス上に配置された各要素がそれぞれオブジェクトと呼ばれます。PhotoSuite 
では、次の種類のオブジェクトが使用されます。 

プロジェクトやフォト ファイルにオブジェクトを追加したり、そこから削除したり、個々のオブジェクトを置
き換えたりできます。また、オブジェクトのサイズや位置を変更したり、オブジェクトの種類に応じて他の
変更を加えることも可能です。 

オブジェクトを変更する 
PhotoSuite でサポートされている種類のファイルであれば、どの種類のファイルにでもオブジェクトを
追加できます。ただし、オブジェクトを編集できるのは、ファイル フォーマットが次のいずれかの場合に
限ります。 

PhotoSuite でサポートされているファイル フォーマットについては、サポートされているファイル 
フォーマットを参照してください。 

ファイルのフラット化の詳細については、オブジェクトまたはプロジェクトをフラット化するを参照して
ください。 

詳細情報... 
プロジェクト内のフォトやオブジェクトの操作方法については、以下の各項目を参照してください。 

 フォト 

 クリップ アート 

 テキスト オブジェクト 

 グラフィック オブジェクト（正方形、円、三角形などの形状） 

 切り抜き 

 PhotoSuite プロジェクト フォーマット（.dmsp） 

 PhotoSuite によってサポートされている他の任意のファイル フォーマットで、ファイルがフラット化
されていないもの。  

 オブジェクトを選択する 

 フォトを操作する 

 クリップ アートを操作する 

 テキストを操作する 

 形状を操作する 

 オブジェクトを変形する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトを選択する 
オブジェクトを選択するには: 

ヒント：複数のオブジェクトを選択するには、Shift キーを押したままオブジェクトをクリック
します。 

オブジェクトの周囲に境界ボックスが表示されます。境界ボックスとは、破線で囲まれたボックスの
ことで、各隅および各辺（上下左右）の中央にはサイズ変更ハンドルと呼ばれる正方形がありま
す。上部中央にある円は、回転ハンドルと呼ばれます。  

 カンバスまたはオブジェクト ペイン内でオブジェクトをクリックします。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトを操作する 
フォトやクリップ アートは、ブランクまたは既存のプロジェクトに追加できます。たとえば、現在のフォトを
背景にしてプロジェクトを作成したり、作成済みのブランクのプロジェクトにフォトや切抜きを追加したり
できます。  

プロジェクトを作成する方法については、新しいプロジェクトを作成するを参照してください。  

追加するフォトはすべて固有のオブジェクトであり、プロジェクト内の他のオブジェクトに依存せずに、個
別に移動および編集できます。 

以下も参照してください：  

 オブジェクトとは 

 フォトを追加する 

 カメラからファイルをインポートする 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトを追加する 
フォトを追加するには： 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルをクリック
します。 
 
ファイル選択の詳細については、追加ウィンドウのヘルプをクリックしてください。 

フォトがカンバスに表示されるとともに、そのサムネイルがオブジェクト ペインに表示されます。こ
れらのフォトは編集、移動、サイズ変更、または回転できます。また、その他の編集ツールも使用で
きます。さらに、オブジェクト ペイン内でフォトを上下に移動して、その順序を変更できます。 

以下も参照してください：  

1 ファイル > フォトや切り抜きを挿入を選択します。 

2 追加ウィンドウで、目的のファイルを参照して選択します。  

3 追加をクリックします。 

 フォトを置き換える 

 フォトを操作する 

 フォトを修正および編集する 

 オブジェクトを変形する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトを置換 
フォトを置き換えるには： 

ヒント：メディア セレクター ビューの詳細については、メディア セレクター ウィンドウのヘル
プをクリックしてください。 

注意： 新しいフォトは置換前のフォトと同じ場所に配置されます。そのため、新しいフォトの
位置を調整しなければならない場合があります。 

カンバスまたはオブジェクト リスト内の古いフォトが新しいフォトに置き換えられます。このフォトは、移
動または回転したり、サイズを変更したりできます。また、その他の編集ツールも利用できます。 

以下も参照してください：  

1 カンバスまたはオブジェクト リストで、置き換えるフォトを選択します。 

2 ファイル > フォトを置換 を選択します。 

3 メディア セレクターの置換ウィンドウで、目的のファイルを参照して選択します。  

4 置換 をクリックします。 

 フォトを追加する 

 フォトを操作する 

 フォトを修正および編集する 

 オブジェクトを変形する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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クリップ アートを操作する 
クリップ アートは、ブランクまたは既存のプロジェクトに追加できます。クリップ アートのコレクションは、

完全インストールを実行したときに PhotoSuite とともにインストールされます。追加するクリップ アー
トはすべて固有のオブジェクトであり、プロジェクト内の他のオブジェクトに依存せずに、個別に移動お
よび編集できます。 

クリップ アートを追加するには： 

クリップ アートダイアログ ボックスが表示されます。 

使用するクリップ アートを選択し、カンバス上にドラッグします。 

以下も参照してください：  

1 エンハンス ペインで、クリップ アート をクリックします。 

2 オプション：ドロップダウン リストで、選択するクリップ アートのカテゴリを選択します。 

 フォトを操作する 

 オブジェクトを変形する 

 テキストを操作する 

 形状を操作する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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テキストを操作する 
PhotoSuite を使用して、フォトやプロジェクトにテキストを追加できます（たとえば、パーソナルなフォト
を使った季節のグリーティング カードなどを作成できます）。プロジェクト内のテキストを追加または操
作する方法については、以下の項目を参照してください。 

 テキストを追加する 

 テキストのフォントと位置揃えを変更する 

 テキストの色を変更し、シェーディングを追加する 

 テキストの輪郭またはスタイルを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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テキストを追加する 
テキストを追加するには： 

テキストを追加または編集ダイアログ ボックスが開き、「ここにテキストを入力!」というテキストを伴
った新しいテキスト オブジェクトがカンバス上に表示されます。また、そのテキスト オブジェクトを表
すサムネイルがオブジェクト リストに表示されます。（表示されていないオブジェクト リストを表示さ

せるには、表示 > オブジェクト リストを選択します。) 

ヒント：別のテキスト オブジェクトを追加するには、新しいテキスト オブジェクトを追加をクリ
ックします。 

以下も参照してください：  

1 エンハンス ペインで、テキストを追加または編集 をクリックします。 

2 テキストを追加または編集ダイアログ ボックスに、新しいテキストを入力します。 

 テキストを操作する 

 テキストのフォントと位置揃えを変更する 

 テキストの色を変更し、シェーディングを追加する 

 テキストの輪郭またはスタイルを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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テキストのフォントと位置揃えを変更する 
フォントと位置揃えを変更するには： 

水平伸縮オプションによって、テキスト オブジェクトの縦横比（つまり、高さと幅の比率）が変わ
ります。 

以下も参照してください：  

1 カンバスまたはオブジェクト リスト内でテキスト オブジェクトを選択します。 

2 エンハンス ペインで、テキストを追加または編集 をクリックします。 

3 フォントを変更するには、ドロップダウン リストで新しいフォントを選択します。 

4 横方向の位置揃え（左、中央、右）を選択します。 

5 テキストにスタイル（太字、斜体、下線）を適用します。 

6 次のいずれかの方法でテキストのサイズを調整します。 

 サイズ ボックスにフォント サイズを入力し、水平伸縮ボックスでフォントの幅を調整します。 

 カンバス内で、テキスト オブジェクトのサイズ変更ハンドルをドラッグしてサイズを調整します。 

 テキストを操作する 

 テキストを追加する 

 テキストの色を変更し、シェーディングを追加する 

 テキストの輪郭またはスタイルを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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テキストの色を変更し、シェーディングを追加する 
この手順では、テキスト オブジェクトの色を変更し、影を追加する方法について説明します。シェーディ
ングを追加すると、ある色から別の色に徐々に変化します。たとえば、テキストが左側から青で始まり、
右に向かって徐々に紫色に変化していくことも可能です。 

テキストの色を変更し、シェーディングを追加するには： 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 カンバスまたはオブジェクト リスト内でテキスト オブジェクトを選択します。 

2 エンハンス ペインで、テキストを追加または編集 をクリックします。 

3 基本色ドロップダウン リストから色を選択します。 

4 シェーディングを追加するには、第 2 の色ドロップダウン リストから色を選択します。 

5 シェーディングの外観を変更するには、シェーディングの方向ドロップダウン リストから方向を選択
します。 

 テキストを操作する 

 テキストを追加する 

 テキストのフォントと位置揃えを変更する 

 テキストの輪郭またはスタイルを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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テキストの輪郭またはスタイルを追加する 
テキストの輪郭またはスタイルを追加するには： 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 カンバスまたはオブジェクト リスト内でテキスト オブジェクトを選択します。 

2 エンハンス ペインで、テキストを追加または編集 をクリックします。 

3 輪郭を追加するには、テキストの輪郭 チェック ボックスをオンにします。 

4 テキストの輪郭チェック ボックスの下にある色ドロップダウン リストから色を選択します。 

5 スライダーを使用して、輪郭の幅を指定します。スライダーを減から増に動かすと輪郭の幅が大き
くなります。 

6 スタイルを追加するには、スタイル領域で、いずれかのスタイルを選択します。  

 テキストを操作する 

 テキストを追加する 

 テキストのフォントと位置揃えを変更する 

 テキストの色を変更し、シェーディングを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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形状を操作する 
既定の形状（円、正方形、三角形など）やカスタム形状をフォト プロジェクトに追加できます。プロジェク
ト内の形状を追加または操作する方法については、以下の項目を参照してください。 

 既定の形状を追加する 

 カスタム形状を追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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既定の形状を追加する 
円、正方形、三角形など、既定の形状をフォトまたはプロジェクトに追加するには、以下の手順で操作し
ます。 

形状を追加するたびに、フォトまたはプロジェクト内に新しいオブジェクトが作成されます。オブジェクト
を選択して、形状を編集できます。 

既定の形状を追加するには： 

ダイアログ ボックスが表示され、フォトに追加する形状を選択するよう求められます。 

その形状がカンバス上に表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで、既定の形状 をクリックします。 

2 形状を選択し、選択した形状を追加 をクリックします。 

3 形状のスタイル（塗りつぶしと外枠、塗りつぶし、外枠のみ）を選択します。 

4 塗りつぶしの色や境界線の色を該当するドロップダウン リスト（塗りつぶしの色または境界線の
色）から選択します。 

5 スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 太さ：形状の外枠の太さを調整します。 

 やわらかさ：形状のエッジをぼかす度合い、つまり形状を背景にブレンドさせる度合いを調整し
ます。  

6 必要に応じて、形状を移動または回転したり、サイズを変更したりします。 

 カスタム形状を追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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カスタム形状を追加する 
カスタム形状を追加または編集するには、以下の手順で操作します。カスタム形状とは、PhotoSuite が描画モ
ードのときに、ユーザーがフリーハンドで描画した図形のことです。既定の形状のメニューから選択したものは、カ
スタム形状とは呼びません。  

形状を追加するたびに、フォトまたはプロジェクト内に新しいオブジェクトが作成されます。オブジェクトを選択し
て、形状を編集できます。 

カスタム形状を追加するには： 

カンバスをクリックすると、形状の開始アンカー ポイントを示す円が表示されます。  

直線を描くには、カンバス上の別の位置をクリックします。PhotoSuite によって、クリックした位置に新しい

アンカー ポイントが表示され、2 つのアンカー ポイントを結ぶ直線が作成されます。 

ヒント：Shift キーを押したままカンバス上でマウスを動かすと、線は 1 つ前に作成された線に対し

て 45 度の角度に固定されます。  

曲線を描くには、マウス ボタンを押したまま線を描きます。マウス ボタンを放すと、新しいアンカー ポイントが
表示されます。  

ヒント：最後に描画したセグメントを削除するには、Backspace キーを押します。 

注意： 塗りつぶしを選択できるのは、閉じた形状に対してのみです。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使用します。

スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。PhotoSuite ウィンドウ内であ
れば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内のフォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで、カスタム形状 をクリックします。 

2 新しい形状を描画 をクリックします。 

3 マウスをクリックしてからドラックして、新しい形状を描きます。 

4 次のいずれかの方法で描画を終了します。 

 開始アンカー ポイントをクリックして 2 つのポイントをつなぎ、形状を閉じます。 

 終了アンカー ポイントをクリックして、形状を閉じずに描画を終了します。  

5 形状のスタイル（塗りつぶしと外枠、塗りつぶし、外枠のみ）を選択します。 

6 塗りつぶしの色や境界線の色を該当するドロップダウン リスト（塗りつぶしの色または境界線の色）から選択
します。 

7 スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 太さ：外枠の厚みを設定します。  

 やわらかさ：形状のエッジをぼかす度合い、つまり形状を背景にブレンドさせる度合いを調整します。  

8 必要に応じて、形状を移動または回転したり、サイズを変更したりします。 

 既定の形状を追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。オンラ
イン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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カスタム形状を追加する 
カスタム形状を追加または編集するには、以下の手順で操作します。カスタム形状とは、PhotoSuite が描画モ
ードのときに、ユーザーがフリーハンドで描画した図形のことです。既定の形状のメニューから選択したものは、カ
スタム形状とは呼びません。  

形状を追加するたびに、フォトまたはプロジェクト内に新しいオブジェクトが作成されます。オブジェクトを選択し
て、形状を編集できます。 

カスタム形状を追加するには： 

カンバスをクリックすると、形状の開始アンカー ポイントを示す円が表示されます。  

直線を描くには、カンバス上の別の位置をクリックします。PhotoSuite によって、クリックした位置に新しい

アンカー ポイントが表示され、2 つのアンカー ポイントを結ぶ直線が作成されます。 

ヒント：Shift キーを押したままカンバス上でマウスを動かすと、線は 1 つ前に作成された線に対し

て 45 度の角度に固定されます。  

曲線を描くには、マウス ボタンを押したまま線を描きます。マウス ボタンを放すと、新しいアンカー ポイントが
表示されます。  

ヒント：最後に描画したセグメントを削除するには、Backspace キーを押します。 

注意： 塗りつぶしを選択できるのは、閉じた形状に対してのみです。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使用します。

スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。PhotoSuite ウィンドウ内であ
れば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内のフォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで、カスタム形状 をクリックします。 

2 新しい形状を描画 をクリックします。 

3 マウスをクリックしてからドラックして、新しい形状を描きます。 

4 次のいずれかの方法で描画を終了します。 

 開始アンカー ポイントをクリックして 2 つのポイントをつなぎ、形状を閉じます。 

 終了アンカー ポイントをクリックして、形状を閉じずに描画を終了します。  

5 形状のスタイル（塗りつぶしと外枠、塗りつぶし、外枠のみ）を選択します。 

6 塗りつぶしの色や境界線の色を該当するドロップダウン リスト（塗りつぶしの色または境界線の色）から選択
します。 

7 スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 太さ：外枠の厚みを設定します。  

 やわらかさ：形状のエッジをぼかす度合い、つまり形状を背景にブレンドさせる度合いを調整します。  

8 必要に応じて、形状を移動または回転したり、サイズを変更したりします。 

 既定の形状を追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。オンラ
イン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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マスクを使ってフォトの一部分を選択する 
フォト上にマスクを作成するには、以下の手順で操作します。フォト内にマスクを作成することによって、
以下の内容を定義できます。 

マスク領域を定義する 

マスク領域を定義するには、いくつかの方法があります。 

マスクする領域の形状や色に応じて、最も効果的な方法を選択してください。  

マスク領域を定義した後 

マスクを作成したら、以下のタスクを実行できます。 

 編集機能（特殊効果など）を適用する領域を定義できます。フォト内のマスクされていない領域に
は、変更は加えられません。 

 切り抜く領域を定義できます。 

 フリーハンド トレース ツールを使用して、マウスで領域をトレースします。詳細については、フリー
ハンド トレースを使用してマスクを作成する を参照してください。 

 エッジ トレース ツールを使って領域をトレースします。フォト内部のオブジェクトが鮮明なエッジを持

っている場合は、エッジ トレース ツールが最も効果的です。PhotoSuite によって自動的にエッジ
が検出およびトレースされるため、マスクする領域を簡単に指定できます。詳細については、エッジ
トレースを使用してマスクを作成する を参照してください。 

 既定の形状（円、正方形、長方形など）を使用して領域を囲みます。詳細については、形状を使用
してマスクを作成する を参照してください。 

 領域を定義するための色を選択します。この方法は、マスクするオブジェクトの色が周囲の色と大
幅に異なる場合に最も効果を発揮します。詳細については、色を選択してマスクを作成する を参
照してください。 

 同じマスク ツールまたは異なるマスク ツールを使用して、マスク領域に追加します。 

 マスク ツールを使用して、フォトまたはプロジェクト内の領域のマスクを取り除きます。 

 マスク領域から切り抜きを作成します。詳細については、切抜きを作成するを参照してください。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フリーハンド トレースを使用してマスクを作成する 
フリーハンド トレースを使用してマスクを作成するには： 

トレースを開始するには、マスクする領域のエッジをクリックします。開始ポイントを示す白い円が
表示されます。マスクする領域を囲むようにクリックしていき、 後に開始ポイントをクリックして、領
域を完全に囲みます。 

ヒント：フォト内の全領域のマスクを取り除くには、リセット をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで フリーハンド マスク/切り抜き をクリックします。 

2 フォトまたはプロジェクトの一部がすでにマスクされている場合は、既存のマスクに新しいマスク領
域を追加するか、それともそこから削除するかを指定します。 

3 フォト内のマスクする領域の周囲をトレースし、その領域を完全に囲みます。 

4 オプション：フォト内の選択されている領域以外のすべての領域からマスクを取り除くには、選択の
切り替え をクリックします。 

5 エッジのフェード スライダーを使用して、プラス記号（+）またはマイナス記号（-）のボタンをクリック
して、エッジのやわらかさを変更します。 

6 オプション：この手順を繰り返すか、または他のマスク手順のいずれかを使用して、マスク領域を追
加したり、取り除いたりします。 

 マスクを使ってフォトの一部分を選択する 

 エッジ トレースを使用してマスクを作成する 

 色を選択してマスクを作成する 

 形状を使用してマスクを作成する 

 切抜きを作成する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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エッジ トレースを使用してマスクを作成する 
エッジ トレースを使用してマスクを作成するには： 

トレースを開始するには、マスクする領域のエッジをクリックします。開始ポイントを示す白い円が

表示されます。マスクする領域のエッジに沿ってマウスを動かします。PhotoSuite によってエッジ
が自動的に検出およびトレースされます。マスクする領域を囲むようにクリックしていき、 後に開
始ポイントをクリックして、領域を完全に囲みます。 

ヒント：フォト内の全領域のマスクを取り除くには、リセット をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで エッジ トレースマスク切り抜き をクリックします。 

2 フォトまたはプロジェクトの一部がすでにマスクされている場合は、既存のマスクに新しいマスク領
域を追加するか、それともそこから削除するかを指定します。 

3 マスクするオブジェクトのエッジをトレースし、その領域を完全に囲みます。 

4 トレース完了 をクリックします。 

5 オプション：フォト内の選択されている領域以外のすべての領域からマスクを取り除くには、選択の
切り替え をクリックします。 

6 エッジのフェード スライダーを使用して、プラス記号（+）またはマイナス記号（-）のボタンをクリック
して、エッジのやわらかさを変更します。 

7 オプション：この手順を繰り返すか、または他のマスク手順のいずれかを使用して、マスク領域を追
加したり、取り除いたりします。 

 マスクを使ってフォトの一部分を選択する 

 フリーハンド トレースを使用してマスクを作成する 

 色を選択してマスクを作成する 

 形状を使用してマスクを作成する 

 切抜きを作成する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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色を選択してマスクを作成する 
色を選択してマスクを作成するには： 

許容値によって、色の違いを判断する PhotoSuite の感度が決まります。許容値を 0 に設定す

ると、クリックした色と同じ色のピクセルだけが PhotoSuite によって選択されます。許容値を高く

するほど、クリックしたピクセルと PhotoSuite によって選択される色の差が大きくなります。 

ヒント：フォト内の全領域のマスクを取り除くには、リセット をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで 色でマスク/切り抜き をクリックします。 

2 フォトまたはプロジェクトの一部がすでにマスクされている場合は、既存のマスクに新しいマスク領
域を追加するか、それともそこから削除するかを指定します。 

3 スライダーを使用して許容値を調整します。その後、フォト内でマスクする色をクリックするか、ドラ
ッグして色の範囲を選択します。 

4 オプション：フォト内の選択されている領域以外のすべての領域からマスクを取り除くには、選択の
切り替え をクリックします。 

5 エッジのフェード スライダーを使用して、プラス記号（+）またはマイナス記号（-）のボタンをクリック
して、エッジのやわらかさを変更します。 

6 オプション：この手順を繰り返すか、または他のマスク手順のいずれかを使用して、マスク領域を追
加したり、取り除いたりします。 

 マスクを使ってフォトの一部分を選択する 

 フリーハンド トレースを使用してマスクを作成する 

 エッジ トレースを使用してマスクを作成する 

 形状を使用してマスクを作成する 

 切抜きを作成する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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形状を使用してマスクを作成する 
形状を使用してマスクを作成するには： 

注意： ファイルがフラット化されていない限り、影響を受けるのは選択されているオブジェ
クト レイヤーだけです。 

選択した形状が境界ボックスに囲まれて、フォトまたはプロジェクト上に表示されます。境界ボック
スには、サイズ変更ハンドルがあります。 

ヒント：フォト内の全領域のマスクを取り除くには、リセット をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで 形状でマスク/切り抜き をクリックします。 

2 フォトまたはプロジェクトの一部がすでにマスクされている場合は、既存のマスクに新しいマスク領
域を追加するか、それともそこから削除するかを指定します。 

3 使用する形状をクリックし、選択した形状を追加 をクリックします。  

4 形状を移動、サイズ変更、または回転してマスクする領域を完全に囲みます。 

5 オプション：フォト内の選択されている領域以外のすべての領域からマスクを取り除くには、選択の
切り替え をクリックします。 

6 エッジのフェード スライダーを使用して、プラス記号（+）またはマイナス記号（-）のボタンをクリック
して、エッジのやわらかさを変更します。 

7 オプション：この手順を繰り返すか、または他のマスク手順のいずれかを使用して、マスク領域を追
加したり、取り除いたりします。 

 マスクを使ってフォトの一部分を選択する 

 フリーハンド トレースを使用してマスクを作成する 

 エッジ トレースを使用してマスクを作成する 

 色を選択してマスクを作成する 

 切抜きを作成する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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切抜きを作成する 
フォトの一部を選択して切り抜くには、以下の手順で操作します。作成した切り抜きは、他のフォトやプ
ロジェクトに使用できます。 

切り抜く領域を定義するには、既定の形状（円、正方形、長方形など）を使用して領域を囲むか、フリー
ハンド トレース ツールまたはエッジ トレース ツールを使用して切り抜く領域をマウスでトレースする
か、または色を選択して領域を定義します。  

切り抜く領域の形状や色に応じて、最も効果的な方法を選択してください。たとえば、切り抜くオブジェク
トの色が周囲の色と大幅に異なる場合には、色を選択する方法が適しています。鮮明なエッジを持つ
オブジェクトの場合は、エッジ トレース ツールを使用する方法が適しています。 

切り抜きを作成するには： 

切り抜く：マスク領域を切り抜き、既存のカンバスをマスク領域に置き換えます。 

新しいオブジェクトを作成：フォトを変更しないで、マスク領域から新しいオブジェクトを作成します。
マスク領域が既存のカンバス上で新しいオブジェクトとなります。 

型抜き：マスク領域から新しいオブジェクトを作成し、それをフォトから削除します。 

マスク領域をファイルに保存：マスク領域から新しいファイルを作成します。このオプションは他のプ
ロジェクトで使用する切抜きを作成する場合に便利です。このオプションを選択する場合は、ファイ
ルの種類、ファイル名、および場所を指定します。 

以下も参照してください：  

1 フリーハンド トレース ツール、エッジ トレース ツール、色選択ツール、または形状ツールを使用し
て、切り抜く領域をマスクします。 

2 マスクと切り抜きダイアログ ボックスで、切り抜きを作成 をクリックします。 

3 切り抜きの種類を選択し、OK をクリックします。切抜きの種類は、以下のいずれかです。 

 マスクを使ってフォトの一部分を選択する 

 フリーハンド トレースを使用してマスクを作成する 

 エッジ トレースを使用してマスクを作成する 

 色を選択してマスクを作成する 

 形状を使用してマスクを作成する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトを変形する 
PhotoSuite の変形ツールを使用して、オブジェクトの方向、位置、およびサイズを変更できます。 

フォトを変形する方法については、以下の項を参照してください。 

以下も参照してください：  

 オブジェクトをトリミングする 

 オブジェクトを回転する 

 オブジェクトを反転する 

 フォトをまっすぐにする 

 オブジェクトのサイズを変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 オブジェクトとは 

 オブジェクトを選択する 

 フォトを操作する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトをトリミングする 
フォトまたは他のオブジェクトの必要な部分だけを残し、不要な部分をトリミング、つまり削除するには、
以下の手順で操作します。 

注意： トリミングしたフォトを PhotoSuite フォーマット（.dmsp）で保存すると、トリミングの設
定を含め、オリジナルのフォト全体が保持されます。その他のフォーマットで保存すると、トリミ
ングされた部分は永久に削除されます。 

オブジェクトをトリミングするには: 

オブジェクトが破線のボックスで囲まれます。ボックスを構成する線は、トリミング ラインと呼ばれま
す。四隅にある正方形は、サイズ変更ハンドルです。トリミング ラインの内側にあるフォトの部分は
対象範囲と呼ばれます。この対象範囲が保持される部分であり、トリミング ラインの外側にある部
分は削除されます。 

ヒント：トリミング ラインをリセットするには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内のフォトまたはその他のオブジェクトをトリミングするには、ま
ずカンバスでそのオブジェクトを選択します。  

2 フォトを補正タブで、トリミングをクリックします。 

3 トリミング領域の寸法を選択するか、トリミング ラインを移動して、保持する領域を囲みます。トリミ
ング ラインを移動するには、次のいずれかの操作を行います。 

 トリミング ラインを個別に移動するには、水平方向または垂直方向のトリミング ラインをクリッ
クしてドラッグします。 

 縦横比を維持するには、サイズ変更ハンドルをドラッグします。 

 縦横比を維持せずに、水平方向および垂直方向のトリミング ラインを同時に移動するには、

Shift キーを押したままサイズ変更ハンドルをドラッグします。 

 対象範囲の寸法を変更しない場合は、対象範囲の上にカーソルを移動してクリックし、トリミン
グ ラインを別の位置までドラッグします。 

4 オプション：対象範囲だけを表示するには、トリミング領域を隠す チェックボックスをオンにします。 

 オブジェクトを変形する 

 オブジェクトを回転する 

 オブジェクトを反転する 

 フォトをまっすぐにする 

 オブジェクトのサイズを変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトを回転する 
オブジェクトを回転するには： 

ヒント：フォトまたはプロジェクト オブジェクトの向きを元に戻すには、キャンバス ツールバーの
元に戻す をクリックします。 

高度な回転ツールを使用する 

回転ツールでオブジェクトを回転するには、以下の手順で操作します。 

ヒント：オブジェクトを反時計回りに回転するには、数値の前にマイナス記号を入力します。 

フォトまたはプロジェクト オブジェクトの向きを元に戻すには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内のフォトまたはその他のオブジェクトを回転するには、まずカ
ンバスでそのオブジェクトを選択します。 

2 オブジェクトを時計回りまたは反時計回りに回転するには、カンバス ツールバーの時計回りに回転
または反時計回りに回転をクリックします。 

3 オブジェクトの回転角度を指定するには、オプション バーの回転テキスト ボックスでオブジェクトの

回転角度値を指定するか、またはプラス記号 （+）またはマイナス記号 （-）をクリックします。  

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内のフォトまたはその他のオブジェクトを回転するには、まずカ
ンバスでそのオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、回転 をクリックします。 

3 次のいずれかの方法でオブジェクトを回転します。 

 オブジェクトを反時計回りに 90 度回転するには、90°左 をクリックします。 

 オブジェクトを反時計回りに 90 度回転するには、90°右 をクリックします。 

 オブジェクトを180 度回転するには、180° をクリックします。 

 テキスト ボックスに数値を入力して Enter キーを押すか、プラス記号 （+）またはマイナス記

号 （-）をクリックします。 

 オブジェクトを変形する 

 オブジェクトをトリミングする 

 オブジェクトを反転する 

 フォトをまっすぐにする 

 オブジェクトのサイズを変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトを反転する 
プロジェクト内のフォトやオブジェクトを水平または垂直、あるいは両方向に反転することができます。 

オブジェクトを反転するには、以下の手順で操作します。 

フォトまたはプロジェクト オブジェクトの向きを元に戻すには、リセット をクリックします。 

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内のフォトまたはその他のオブジェクトを反転するには、まずカ
ンバスでそのオブジェクトを選択します。 

2 補正ペインで、反転 をクリックします。 

3 次のいずれかの方法でオブジェクトを反転します。 

 水平の軸に対してオブジェクトを反転するには、横 をクリックします。 

 垂直の軸に対してオブジェクトを反転するには、縦 をクリックします。 

 水平と水平の両方の軸に対してオブジェクトを反転するには、縦と横 をクリックします。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトをまっすぐにする 
ずれているフォトをまっすぐにするには、次の手順で操作します。この機能は、傾いたままスキャンされ
たフォトの向きをまっすぐにするような場合に使用します。 

フォトをまっすぐにするには： 

完全にまっすぐになるべきエッジに対して並行な線を作成してください。この基準線によって、

PhotoSuite はフォトのどのエッジがずれているかを判別できるようになります。  

ヒント：線を適切に作成できなかった場合は、線をリセットをクリックしてやり直します。 

以下も参照してください：  

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内のフォトまたはその他のオブジェクトをまっすぐにするには、ま
ずカンバスでそのオブジェクトを選択します。 

2 フォトを補正タブで、ストレートをクリックします。 

3 PhotoSuite の基準となる線を作成します。フォト内の 2 箇所をクリックして、完全に水平または
垂直に配置されるべきオブジェクトに沿って線を作成します。 

4 ストレート をクリックします。 

5 フォトがまっすぐになります。必要に応じて、 手順 3 と 手順 4 を繰り返します。 

6 納得できる結果が得られたら、完了 をクリックします。 

 オブジェクトを変形する 

 オブジェクトをトリミングする 

 オブジェクトを回転する 

 オブジェクトのサイズを変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトのサイズを変更する 
プロジェクト内のオブジェクトのサイズを変更するには： 

以下も参照してください：  

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内のフォトまたはその他のオブジェクトのサイズを変更するに
は、まずカンバスでそのオブジェクトを選択します。 

2 オブジェクトのサイズを手動で変更するには、サイズ変更ハンドルをクリックしてドラッグします。横
または縦のエッジを個別に移動するか、隅のハンドルを使って縦横比を維持したまますべてのエッ
ジを同時に移動します。 

3 新しいサイズを指定し、同じ縦横比を維持するには、次の操作を行います。 

a オプション バーの単位リスト ボックスで、測定単位を選択します。寸法は、インチ、センチ、ま
たはピクセルの単位で表されます。 

b オプション バーで新しい高さと幅を入力し、Enter キーを押します。 

4 サイズ変更ダイアログ ボックスを使用してオブジェクトのサイズを変更するには、次の操作を行い
ます。 

a フォトを補正タブで、サイズ変更をクリックします。 

b リスト ボックスで単位を選択します。寸法は、インチ、センチ、またはピクセルの単位で表され
ます。 

c オプション：高さと幅の比率を維持するには、縦横比を維持チェック ボックスをオンにします。こ
のチェック ボックスをオフにした状態で高さまたは幅、あるいはその両方を変更すると、フォト
またはプロジェクト オブジェクトが歪んで表示される場合があります。  

d 高さおよび幅テキスト ボックスにそれぞれ新しい値を入力します。 

5 完了をクリックします。 

 オブジェクトを変形する 

 オブジェクトをトリミングする 

 オブジェクトを回転する 

 オブジェクトを反転する 

 フォトをまっすぐにする 

 プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更する 
プロジェクト内のフォトやその他のオブジェクトの位置を変更するには、以下の手順で操作します。プロ

ジェクトとは、フォトまたはオブジェクトを 1 つ以上含む PhotoSuite ファイルのことです。 

プロジェクトを作成する方法については、新しいプロジェクトを作成するを参照してください。  

プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更するには： 

注意： オブジェクトの位置を変更できるのは、PhotoSuite プロジェクト ファイル（.dmsp）
内のオブジェクトだけです。カンバス内のフォトの位置を変更するには、そのファイルを 

PhotoSuite プロジェクト フォーマットに変換する必要があります。  

高度な位置ツールを使用する 

位置ツールでオブジェクトを移動するには、以下の手順で操作します。 

オブジェクトの位置を元の値に戻すには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

1 移動するオブジェクトを選択します。 

2 オブジェクトをクリックしてから、目的の場所にドラッグします。 

1 移動したいプロジェクト内のオブジェクトを選択します。 

2 ツール ペインで、位置 をクリックします。 

3 次のいずれかの方法で位置を変更します。 

 次のいずれかの既定の位置をクリックします。 

 次の手順に従ってください。 

 単位をインチ、センチ、またはピクセルの中から選択します。 

 オフセット アンカーを選択します。デフォルトのアンカーは左上です。 

 オブジェクトの横方向のオフセット位置と縦方向のオフセット位置を入力します。オフセット
位置とは、オフセット アンカーから選択したフォトまたはプロジェクト オブジェクトのアンカ
ー ポイントまでの横方向および縦方向の距離のことです。 

 オブジェクトを変形する 

 オブジェクトをトリミングする 

 オブジェクトを回転する 

 オブジェクトを反転する 

 フォトをまっすぐにする 

 オブジェクトのサイズを変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する 
プロジェクト内のフォトやその他のオブジェクトの重ね順を変更するには、以下の手順で操作します。この
重ね順によって、重なっているオブジェクトがプロジェクト内でどのように表示されるかが決まります。フォト
上にテキストを配置する場合は、そのテキストをフォトの上に重ねないと、テキストが隠れてしまいます。 

プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更するには： 

注意： オブジェクトの順序を変更できるのは、PhotoSuite プロジェクト ファイル（.dmsp）内
のオブジェクトだけです。  

ヒント：オブジェクト ペインを表示するには、 カンバス ツールバーの右にある下矢印をクリック
します。 

高度な順序変更ツールを使う 

順序変更ツールでオブジェクトの順序を変更するには、以下の手順で操作します。 

注意： オブジェクトの順序を変更できるのは、PhotoSuite プロジェクト ファイル（.dmsp）内
のオブジェクトだけです。  

選択したオブジェクトを重ね順の最背面に移動するには、最背面へ移動 をクリックします。 

以下も参照してください：  

1 前面方向または背面方向に移動するプロジェクト内のオブジェクトを選択します。 

2 オブジェクトを再配置するには、オブジェクト ペインで移動するオブジェクトをクリックし、新しい場所に
ドラッグします。 

3 オブジェクトの順序を前方または後方に移動するには、カンバス ツールバーで前方に移動または後方
に移動ボタンをクリックします。 

1 前面方向または背面方向に移動するプロジェクト内のオブジェクトを選択します。 

2 ツール ペインで順序変更 をクリックします。 

3 次のいずれかのボタンをクリックします。 

 選択したオブジェクトを重ね順の前方に移動するには、前方に移動 をクリックします。 

 選択したオブジェクトを重ね順の最前面に移動するには、最前面へ移動 をクリックします。 

 選択したオブジェクトを重ね順の後方に移動するには、後方に移動 をクリックします。 

 オブジェクトを変形する 

 オブジェクトをトリミングする 

 オブジェクトを回転する 

 オブジェクトを反転する 

 フォトをまっすぐにする 

 オブジェクトのサイズを変更する 

 プロジェクト内のオブジェクトの位置を変更する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。
オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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プロジェクトのエンハンスについて 
編集を終えたら、プロジェクトに仕上げのタッチを追加できます。たとえば、フォトに特殊効果を適用した
り、影を追加したりできます。 

詳細については、以下の項目を参照してください。 

 ペイント ブラシを使用してペイント ストロークを追加または編集する 

 特殊効果を適用する 

 透明度を調整する 

 オブジェクトに影を追加する 

 フォトに縁飾りを追加する. 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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ペイント ブラシを使用してペイント ストロークを追加または編
集する 
フリーハンド ペイント ブラシを使用してフォトやプロジェクトに手描きのアートを追加するには、以下の

手順で操作します。PhotoSuite では、ペイント ストロークを追加するたびに、追加先のフォトまたはプ
ロジェクト内に新しいオブジェクトが作成されます。  

後でそのオブジェクトを選択して、ストロークを編集できます。変更を加えると、その変更はオブジェクト
内のすべてのものに影響します（たとえば、同じオブジェクト上に複数のブラシ ストロークがある場合、
それらのサイズ、色、形状、および透明度はすべて同じです）。  

サイズ、形状、色などが異なる複数のブラシを使用してペイント ストロークを作成するには、新しいスト
ローク、つまり新しいオブジェクトを作成する必要があります。 

ペイント ストロークを追加するには： 

オプション バーにブラシのプロパティが表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

マウスをドラッグするに従い、ペイント ストロークが表示される部分に点線が現れます。マウス ボタ
ンを離すと、オブジェクト ペインにペイント ストロークが表示されます。 

ペイント ストロークを編集するには： 

オプション バーにブラシのプロパティが表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

目的に応じて、ペイント ストロークをサイズ変更または回転します。 

1 ツール ペインで、ペイント ブラシ をクリックします。 

2 新しいペイント ストロークを追加 をクリックします。  

3 ブラシの形状を変更するには、ブラシの形状 ドロップダウン リストから形状を選択します。 

4 ブラシの色を変更するには、色ドロップダウン リストから色を選択します。 

5 以下のブラシ設定の値を指定します。 

 太さ：ブラシのサイズを調整します。 

 やわらかさ：ストロークのエッジをフェードさせる度合い、つまりストロークを背景にブレンドさせ
る度合いを設定します。  

6 マウスをドラッグして、フォトをペイントします。  

1 ツール ペインで、ペイント ブラシ をクリックします。 

2 既存のペイント ストロークを編集 をクリックします。 

3 変更するペイント ストロークをクリックします。 

4 ブラシの形状を変更するには、ペイント ブラシ ダイアログ ボックスから形状を選択します。 

5 ブラシの色を変更するには、色ドロップダウン リストから色を選択します。 

6 以下のブラシ設定の値を指定します。 

 太さ：ブラシのサイズを調整します。 

 やわらかさ：ストロークのエッジをフェードさせる度合い、つまりストロークを背景にブレンドさせ
る度合いを設定します。  

PhotoSuite



 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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塗りつぶしを使用する 
以下の手順に従って操作すると、塗りつぶしツールを使用して、フォト内のピクセルを色に基づいて選
択し、それらに変更を加えられます。たとえば、フォト内の赤い部分を選択してその彩度を調整したり、
赤を別の色に変更したりできます。 

ペイント ブラシ ツールを使用する場合とは異なり、塗りつぶしツールを使用しても、ストロークごとに新
しいオブジェクトは作成されません。塗りつぶしツールは、フォトそのものに直接変更を加えます。  

注意： 塗りつぶしツールは、フォトに対してのみ使用できます。 

塗りつぶしツールを使用するには： 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

1 つのピクセル、およびそれと同じ色（許容範囲の設定に依存）の周囲のピクセルを置き換えるに

は、1 つの領域をクリックします。フォトの一部にあるピクセル、およびそれと同じ色（許容範囲の設
定に依存）の周囲のピクセルを置き換えるには、塗りつぶす領域をマウスでドラッグします。 

ピクセルが、選択したスタイルと色に置き換えられます。 

以下も参照してください：  

1 ツール ペインで塗りつぶし をクリックします。 

2 塗りつぶしのスタイルを選択します。塗りつぶしの各スタイルは、それぞれの効果を示すサムネイ
ルによって示されます。 

3 標準、着色、または色合いを選択した場合は、塗りつぶしの色を変更できます。色ドロップダウン リ
ストから色を選択します。  

4 スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 許容範囲：色の違いを判断する PhotoSuite の感度を設定します。許容範囲を 0 に設定す

ると、クリックした色と同じ色のピクセルだけが PhotoSuite によって選択されます。許容範囲

を高くするほど、クリックしたピクセルと PhotoSuite によって選択される色の差が大きくなり
ます。 

 透明度：塗りつぶしを通過する光の量を調整します。減 に近いほど単色になり、増 に近いほ
ど透明になります。 

 エッジのフェード：塗りつぶしのエッジをフェードさせる度合い、つまり塗りつぶしを背景にブレン
ドさせる度合いを調整します。  

5 フォト内の塗りつぶす部分をクリックします。  

 塗りつぶし効果を使用する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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塗りつぶし効果を使用する 
塗りつぶし効果ツールを使用してフォトの選択範囲に効果を適用するには、以下の手順で操作します。 

この機能は、フォト内のオブジェクトをハイライトするときにも使用できます。マスク ツールを使用する
と、ハイライトするオブジェクト以外をすべて選択できます。その後、フォトの選択範囲の透明度を高くし
たり、モノクロやぼかし効果を適用したりします。 

塗りつぶし効果ツールでは、ストロークごとに新しいオブジェクトは作成されません。塗りつぶしツール
は、フォトそのものに直接変更を加えます。  

注意： 塗りつぶし効果ツールは、フォトに対してのみ使用できます。 

塗りつぶし効果ツールを使用するには： 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 エンハンス ペインで、塗りつぶし効果 をクリックします。 

2 塗りつぶしのスタイルを選択します。塗りつぶしの各スタイルは、それぞれの効果を示すサムネイ
ルによって示されます。  

3 ブラシのスタイル（塗りつぶしと外枠、塗りつぶしのみ、外枠のみ）を選択します。 

4 標準、着色、または色合いを選択した場合は、塗りつぶしと境界線の色を変更できます。塗りつぶ
しの色または境界線の色ドロップダウン リストから色を選択します。 

5 スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 透明度：塗りつぶしを通過する光の量を調整します。減 に近いほど単色になり、増 に近いほ
ど透明になります。 

 太さ：塗りつぶしの外枠の太さを調整します。 

6 適用 をクリックします。  

 塗りつぶしを使用する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトを補正する 
補正ブラシ ツールを使用してフォトを補正するには、以下の手順で操作します。フリーハンド ペイント 
ツールを使用する場合とは異なり、補正ペイント ツールを使用しても、ストロークごとに新しいオブジェ
クトは作成されません。塗りつぶしツールは、フォトそのものに直接変更を加えます。  

注意： 補正ブラシ ツールは、フォト上でしか使用できません。 

補正ブラシ ツールを使用するには： 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

フォトを補正します。 

1 ツール ペインで、補正ブラシ をクリックします。 

2 ブラシのスタイルを選択します。各ブラシは、その効果を示すサムネイルによって示されています。

3 標準、着色、または色合いを選択した場合は、ブラシの色を変更できます。色ドロップダウン リスト
から色を選択します。  

4 スライダーを使用して、以下のブラシ設定を調整します。 

 サイズ：ブラシのサイズを調整します。 

 エッジのフェード：ストロークのエッジをフェードさせる度合い、つまりストロークを背景にブレン
ドさせる度合いを調整します。 

 透明度：ストロークを通過する光の量を調整します。0 に近いほど単色になり、100 に近いほ
ど透明になります。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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特殊効果を適用する 
プロジェクト内のフォトまたはオブジェクトに特殊効果を適用するには、以下の手順で操作します。

PhotoSuite には、フォトを油絵や水彩画のように見せるアーティスティック効果や、色合いを付ける効
果など、さまざまな種類の特殊効果があります。 

特殊効果を適用するには： 

ヒント：フォトの一部に効果を適用するには、マスク機能を使用します。 

選択した効果に対して使用できる設定が表示されます。これらの設定は、効果によって異なりま
す。  

以下も参照してください：  

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるフォトまたはオブジェクトに効果を適用する場合は、カ
ンバスでそのフォトまたはオブジェクトを選択します。 

2 フォトをエンハンス タブで、特殊効果をクリックします。 

3 オプション：ドロップダウン リストから効果のカテゴリを選択します。デフォルトでは、すべての効果
カテゴリが選択されています。このカテゴリには、使用可能なすべての効果の例がサムネイルで表
示されます。 

4 効果を選択します。 

5 オプション：選択したオブジェクトに効果を適用した状態を確認するには、プレビューを表示チェック
ボックスをオンにします。 

6 適用 をクリックします。 

 オブジェクトに影を追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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透明度を調整する 
プロジェクト内のフォトまたはオブジェクトの透明度を調整するには、以下の手順で操作します。 

透明度とは、オブジェクトを通過する光の量を意味します。透明度が低いオブジェクトは透けて見えませ

ん。たとえば、透明度を 0 に設定すると、そのオブジェクトは単色で完全に不透明になります。  

透明度の設定を高くするにつれ、オブジェクトはより透明になります。透明度の値を非常に高く設定する
と、そのオブジェクトは透明になります。 

透明度を調整するには： 

以下も参照してください：  

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるフォトまたはオブジェクトの透明度を調整する場合は、
カンバスでそのフォトまたはオブジェクトを選択します。 

2 オプション バーのスライダーを使用して、透明度のレベルを調整します。 

 特殊効果を適用する 

 オブジェクトに影を追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトに影を追加する 
プロジェクト内のオブジェクトに影を追加するには、次の手順で操作します。たとえば、プロジェクト内の
クリップ アートに影を付けると、フォト内のクリップ アートがより自然に見えます。 

影を追加するには： 

注意： 影を追加できるのは、PhotoSuite プロジェクト ファイル（.dmsp）内のオブジェクト

だけです。カンバス内のフォトに影を追加するには、そのファイルを PhotoSuite プロジェ
クト フォーマットに変換する必要があります。サポートされているファイル フォーマットにつ
いては、サポートされているファイル フォーマットを参照してください。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

ヒント：影を削除するには、リセットをクリックします。 

以下も参照してください：  

1 影を追加するオブジェクトを選択します。 

2 フォトをエンハンス タブで、影をクリックします。 

3 影の方向を選択します。 

4 スライダーを使用して、以下の設定を調整します。 

 オフセット：オブジェクトからの影の距離を調整します。 

 透明度：オブジェクトを通過する光量を増減します（影の明暗）。 

 エッジのフェード：影のエッジをフェードさせる度合い、つまり影を背景にブレンドさせる度合い
を調整します。  

5 影の色を変更するには、色ドロップダウン リストから色を選択します。 

 特殊効果を適用する 

 透明度を調整する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトに縁飾りを追加する 
PhotoSuite では、3 種類の装飾用縁飾りを使用して、洗練されたフォトに仕上げることができます（フ
レーム、台紙、エッジ）。  

これらの 3 種類の縁飾りは、組み合わせて使用できます。たとえば、フレーム内に台紙を追加できま
す。 

フォトに縁飾りを追加する簡単な方法については、以下の項を参照してください。 

 装飾用エッジを追加する 

 台紙を追加する 

 フレームを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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装飾用エッジを追加する 
フォトにエッジのデザインを追加するには、以下の手順で操作します。エッジのデザインは 2 つの部分

に分かれています。1 つは内側のエッジで、もう 1 つは内側のエッジからプロジェクトの外枠までの塗
りつぶしです。 

フォトにエッジを追加するには： 

エッジ ダイアログ ボックスが表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使
用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。

PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内の
フォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 エンハンス ペインで、エッジ をクリックします。 

2 ドロップダウン リストからエッジのカテゴリを選択します。 

3 使用するエッジのサムネイルをダブルクリックします。 

4 単色の台紙を使用するには、以下のいずれかの方法で色を選択します。 

 台紙のカテゴリを選択ボックスで 色 を選択し、使用する色のサムネイルをダブルクリックしま
す。 

 表示されるいずれかの色をダブルクリックします。 

 色を選択ドロップダウン リストから色を選択します。 

5 テクスチャ付きの台紙を使用するには、次の手順で操作します。 

a 台紙のカテゴリを選択ボックスで、風合い を選択します。 

b 使用するテクスチャのサムネイルをダブルクリックします。 

c テクスチャの色を変更するには、表示されるいずれかの色をダブルクリックするか、色を選択ド
ロップダウン リストで 色を選択します。 

d 同じパターンを繰り返す場合は、並べて表示 チェックボックスをオンにします。このチェックボッ

クスがオフの場合は、パターンは 1 回だけ表示され、台紙全体が覆われるように引き伸ばさ
れます。 

6 エンハンスしたフォトの最終的なサイズを指定します。 

7 スライダーを使用して、エッジの幅を調整します。 

 フォトに縁飾りを追加する 

 台紙を追加する 

 フレームを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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台紙を追加する 
フォトに台紙を追加するには、以下の手順で操作します。1 つまたは複数の台紙を追加した後、フレームを追
加して洗練されたフォトに仕上げます。 

フォトに台紙を追加するには： 

台紙ダイアログ ボックスが表示されます。 

ヒント：リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使用しま

す。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。PhotoSuite ウィンドウ
内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内のフォトから色を選択できます。 

以下も参照してください：  

1 エンハンス ペインで、台紙 をクリックします。 

2 ドロップダウン リストから台紙のカテゴリ（色 または 風合い）を選択するか、台紙のカテゴリのサムネイル
をダブルクリックします。 

3 単色の台紙を使用するには、以下のいずれかの方法で色を選択します。 

 いずれかの色のサムネイルをダブルクリックします。 

 表示されるいずれかの色をダブルクリックします。 

 色を選択ドロップダウン リストから色を選択します。 

4 テクスチャ付きの台紙を使用するには、次の手順で操作します。 

a 使用するテクスチャのサムネイルをダブルクリックします。 

b テクスチャの色を変更するには、選択したいずれかの色をダブルクリックするか、色を選択ドロップダ
ウン リストで色を選択します。 

c 同じパターンを繰り返す場合は、並べて表示 チェックボックスをオンにします。このチェックボックスが

オフの場合は、パターンは 1 回だけ表示され、台紙全体が覆われるように引き伸ばされます。 

5 台紙として使用するフォトを選択するには、独自のフォトを使用 をクリックして使用するファイルを選択し、
開くをクリックします。 

6 台紙を追加したフォトのサイズを指定します。 

7 スライダーを使用して、台紙の幅を調整します。 

8 必要に応じて、次のオプションを設定します。 

 ベベルを表示：フォトの周囲に付ける影に 3 次元効果が適用され、台紙のエッジをシミュレートしま
す。 

 V 溝を表示：台紙上に細い線が表示され、溝をシミュレートします。このオプションを選択した場合は、

V 溝オフセット のスライダーを使用して V 溝の位置を設定します。  

9 V 溝を使用する場合は、溝の色を白にするか、台紙と同じ色にするかを選択します。溝を白にする場合
は、中心部を台紙と同じにする チェックボックスをオフにします。溝を台紙と同じ色にする場合は、中心部
を台紙と同じにする チェックボックスをオンにします。 

 フォトに縁飾りを追加する 

 装飾用エッジを追加する 

 フレームを追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もあります。オン
ライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法については、
www.roxio.com をご覧ください。  
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フレームを追加する 
フォトにフレームを追加するには： 

フレーム ダイアログ ボックスが表示されます。 

以下も参照してください：  

1 エンハンス ペインで、フレーム をクリックします。 

2 ドロップダウン リストからフレームのカテゴリを選択します。 

3 使用するフレームのデザインをダブルクリックします。 

4 必要に応じて、フォトを再配置したり、サイズを変更したりします。 

 フォトに縁飾りを追加する 

 装飾用エッジを追加する 

 台紙を追加する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトのエッジをフェードする 
プロジェクト内のフォトまたはオブジェクトのエッジをフェードするには、次の手順で操作します。たとえ
ば、プロジェクト内のフォトのエッジをフェードして、背景にブレンドできます。 

プロジェクト内のフォトまたはオブジェクトのエッジをフェードするには： 

オブジェクトのエッジを元の状態に戻すには、リセット をクリックします。 

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるフォトまたはオブジェクトのエッジにフェードを適用する
場合は、カンバスでそのフォトまたはオブジェクトを選択します。  

2 エンハンス ペインで、エッジのフェード をクリックします。 

3 スライダーを使用してエッジのフェードの量を調整します。ハードに近いほどフェード量が少なくな
り、ソフトに近いほど多くなります。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトのエッジをフェードする 
プロジェクト内のフォトまたはオブジェクトのエッジをフェードするには、次の手順で操作します。たとえ
ば、プロジェクト内のフォトのエッジをフェードして、背景にブレンドできます。 

プロジェクト内のフォトまたはオブジェクトのエッジをフェードするには： 

オブジェクトのエッジを元の状態に戻すには、リセット をクリックします。 

1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内にあるフォトまたはオブジェクトのエッジにフェードを適用する
場合は、カンバスでそのフォトまたはオブジェクトを選択します。  

2 エンハンス ペインで、エッジのフェード をクリックします。 

3 スライダーを使用してエッジのフェードの量を調整します。ハードに近いほどフェード量が少なくな
り、ソフトに近いほど多くなります。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトの保存について 
PhotoSuite を使用すると、フォトやプロジェクトを保存できます。この節では、フォトを保存する手順に
ついて説明します。 

フォトまたはプロジェクトを保存する前に、「フラット化」してファイル サイズを小さくできます。フォトをフラ
ット化すると、効果や変形はフォトに結合されるため、除去できなくなります。同様に、プロジェクトをフラ
ット化すると、プロジェクト内のオブジェクトに適用されていた効果がオブジェクトに結合されるため、
個々のオブジェクトの編集や効果の除去はできなくなります。 

詳細については、以下の項を参照してください。 

 オブジェクトまたはプロジェクトをフラット化する 

 フォト プロジェクトを保存する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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オブジェクトまたはプロジェクトをフラット化する 
フォト、テキスト、プロップなどのオブジェクトをプロジェクトに追加すると、プロジェクトのファイル サイズ
が大きくなります。ファイル サイズを小さくするには、プロジェクトまたはその中の特定のオブジェクトを
「フラット化」します。  

また、プロジェクトをフラット化すると、修正や変形をプロジェクト内の個々のオブジェクトではなく、プロ
ジェクト全体に適用できます。 

プロジェクトをフラット化すると、プロジェクト内のすべてのオブジェクトは 1 つのオブジェクトに結合され
ます。いったんプロジェクトをフラット化すると、個々のオブジェクトは編集できなくなります。 

プロジェクト内のオブジェクトをフラット化するには： 

プロジェクトをフラット化するには： 

以下も参照してください：  

 オブジェクトを選択し、変形 > オブジェクトをフラット化 をクリックします。 

 変形 > カンバスをフラット化 を選択します。 

 フォトの保存について 

 フォト プロジェクトを保存する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved.

PhotoSuite



フォト プロジェクトを保存する 
フォト プロジェクトを保存するには､以下の手順で操作します。編集が終わったら、フォト プロジェクトを
保存します。 

フォトを保存するには： 

ファイルが PhotoSuite プロジェクト フォーマットでない（.bmp や .jpg など）場合は、変更を 

PhotoSuite プロジェクト フォーマットで保存するかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示され

ます。PhotoSuite プロジェクト フォーマットで保存すると、後で個々のオブジェクトを編集できま
す。 

ヒント：このダイアログ ボックスを表示しないで、常にファイルをフラット化する場合は、

PhotoSuite フォーマットで保存するためのメッセージを表示しないで常にフラット化す
るチェックボックスをオンにします。  

PhotoSuite でサポートされているファイル フォーマットについては、サポートされているファイル 
フォーマットを参照してください。 

名前を付けて保存ダイアログ ボックスが表示されます。 手順 3 へ進みます。 

既存のファイルを置き換えるかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。 手順 4 
へ進みます。 

フォトがフラット化されて、元のフォーマットで保存されます。詳細については、オブジェクト
またはプロジェクトをフラット化するを参照してください。 

名前を付けて保存ダイアログ ボックスが表示されます。次の手順へ進みます。 

ファイルがフラット化されて、元のフォーマットのまま新しい名前で保存されます。詳細について
は、オブジェクトまたはプロジェクトをフラット化するを参照してください。 

以下も参照してください：  

1 変更を保存するには、カンバス ツールバーの保存をクリックします。 

2 プロジェクト フォーマットで変更を保存するかどうかを尋ねられたら、以下のいずれかのオプション
を選択します。 

 ファイルを PhotoSuite のネイティブ フォーマット（.dmsp）に保存する場合は、はいをクリッ
クします。 

 ファイルを元のフォーマットで保存してフラット化する場合は、いいえ をクリックします。 

3 手順 2 で「はい」をクリックした場合は、プロジェクトの保存場所を選択し、プロジェクトに付ける名
前を入力してから、保存をクリックします。 

4 手順 2 で「いいえ」をクリックした場合は、以下の操作を実行します。 

a 次のいずれかのオプションを選択します。 

 既存のファイルを置き換える場合は、はいをクリックします。 

 新しい名前または場所を選択する場合は、いいえをクリックします。 

b ファイルの保存場所を選択し、新しいファイル名を入力してから保存をクリックします。 

 フォトの保存について 

 オブジェクトまたはプロジェクトをフラット化する 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトを共有する 
お手持ちのフォトを修正およびエンハンスした後、それらのフォトを友人と共有できます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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メディア ファイルを電子メールで送信する 
フォトや他のメディア ファイルを電子メールで送信して、友人や家族と共有できます。 

電子メール アシスタントを使用すると、フォトを電子メールの添付ファイルとして、または HTML 形式の

メッセージ本文内に挿入して（お使いの電子メール プログラム HTML 形式のメッセージをサポートして
いる場合のみ）、フォトを個別に送信できます。 

ファイルを電子メールで送信するには： 

 

ファイルを追加ダイアログ ボックスが表示されます。 

ヒント：一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択し
ます。 

次のいずれかの変換オプションを選択します。 

1 ツール バーの電子メールをクリックします。 

2 電子メールで送るメディア ファイルを追加するには、次の手順で操作します。 

a ファイルを追加 をクリックします。 

b 追加するファイルを参照して選択します。 

c ファイルを追加 をクリックします。 

3 ファイルの送信に使用する電子メール プログラムを以下のオプションの中から選択します。 

 デフォルト クライアント：デフォルトの電子メール プログラムを使用してファイルを送信します。

このオプションを選択した場合は、電子メールを HTML 形式で送信するかどうかを選択できま

す。HTML 形式で送信すると、フォトは添付ファイルとして扱われる代わりに、メッセージの本
文内に表示されます。 

 その他（Yahoo、WebMail など）：ファイルをハード ドライブに保存し、後で Web メール ア
カウントを使用して電子メールで送信します。 

4 電子メールでフォトを送信する場合は、送信するフォーマットを選択できます。たとえば、特定の画
面サイズに収まるようにフォトを変換したり、ダイヤルアップ接続を使用している受信者に大量のフ
ォトを送信する場合はサイズを小さくしたりします。 

 フォトを JPEG に変換する：フォトを JPEG フォーマットで送信します。変換後のフォトのおお
よそのサイズを選択できます。 

電子メール アシスタント



注意： フォトの変換オプションは、電子メールでフォト ファイルを送信するように選択した
場合にしか使用できません。 
 
この変換は、元のファイルには影響しません。 

品質ボックスで、解像度を選択します。解像度が高いほど画像の品質は良くなりますが、ビデオ フ
ァイルのサイズも大きくなります。 

注意： ビデオの変換オプションは、電子メールでビデオ ファイルを送信するように選択し
た場合にしか使用できません。 
 
この変換は、元のファイルには影響しません。 

デフォルトの電子メール プログラムを選択した場合は、（ 手順  3 ）変換ステータスを示すインジケ
ーターが表示されます。変換が完了すると、電子メール メッセージが表示されます。 

デフォルト以外の電子メール プログラムを選択した場合は、電子メール ファイルの場所を選択が

表示されます。変換したファイルの保存場所を参照し、OK をクリックします。ファイルが変換され、
このフォルダーにコピーされます。電子メール プログラムを使用し、変換したファイルをメッセージ
に添付して送信します。 

 小（640 x 480）：現在の縦横比を維持したまま、サイズが幅 640 ピクセル x 高さ 480 
ピクセル以内になるようにフォトを変換します。 

 中（800 x 600）：サイズが幅 800 ピクセル x 高さ 600 ピクセル以内になるようにフォ
トを変換します。 

 大（1024 x 768）：サイズが幅 1,024 ピクセル x 高さ 768 ピクセル以内になるように
フォトを変換します。 

 元のサイズ：現在のフォトのサイズを維持します。 

 変換しないでファイルをそのまま送信する：ファイル フォーマットとサイズを変更しないでフォト
を送信します。 

5 電子メールでビデオ ファイルを送信する場合は、変換オプションを設定して品質を最適化できま
す。  

6 OK をクリックします。 

7 操作を完了し、送信します。操作方法の詳細については、お使いの電子メール クライアントのマニ
ュアルを参照してください。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトおよびプロジェクトを印刷する 
フォトやプロジェクトを印刷するには： 

印刷ダイアログ ボックスが表示されます。 

 

 

1 ツール バーで、印刷をクリックします。 

2 コンピューターに複数のプリンターが接続されている場合は、ドロップダウン リストでプリンターを選
択します。  

3 オプション：設定を変更をクリックし、用紙の種類などのプリンター設定を変更します。プリンター設
定の詳細については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。 

4 サイズ ドロップダウン リストで、プロジェクトを印刷する用紙のサイズを選択します。 

5 方向を 縦 または 横 に設定します。 

6 Media Manager を使用している場合は、印刷するフォトを選択し、次の手順で操作します。 

a ウィンドウの右上にあるフォトを追加をクリックします。 

b 追加するフォト ファイルを参照して選択します。 

プリント アシスタント



ヒント：複数のフォトを同時に選択するには、Ctrl キーを押したまま各フォトをクリックしま
す。  

注意： このオプションを使用すると、1 ページに同じフォトを複数回印刷できます。また、1 
枚のフォトを T シャツ転写などの特殊なテンプレートに印刷する場合もこのオプションを使
用します。 

c フォトを追加をクリックします。 

7 1 ページに 1 枚のフォトを印刷するには、次の手順で操作します。 

a レイアウト ボックスで、1 ページに 1 枚のフォトを選択します。 

b フォトのサイズを指定するには、サイズ ボックスでサイズを選択するか、以下のいずれかのオ
プションを選択します。 

 ページに合わせる：選択したサイズのページ上にできる限り大きくフォトを印刷します。お
使いのプリンターが余白を必要とする場合は、フォトの端がトリミングされる可能性があり
ます。 

 印刷可能範囲内に収める：プリンターの印刷可能範囲内にできる限り大きくフォトを印刷し
ます。フォト全体が印刷されます。 

 実寸：フォトの dpi 値に基づいて、フォトの実際のサイズで印刷します。 

 カスタム：幅と高さを指定します。  

c サイズでカスタムを選択する場合は、幅、高さ、単位を入力します。 

d フォトのサイズを変更する場合は、次のいずれかのオプションを選択します。 

 サイズを変更して合わせる：現在の縦横比を維持します。フォトの縦横比が印刷領域の縦
横比と同じでない場合は、印刷領域に空白ができることがあります。このオプションでは、
印刷されるフォトが次のオプションより小さくなることがあります。 

 トリミングしてサイズを合わせる：現在の縦横比が維持されます。フォトの縦横比が印刷領
域の縦横比と同じでない場合は、印刷領域に合わせてフォトがトリミングされます。このオ
プションでは、印刷されるフォトが前のオプションより大きくなることがあります。 

 引き伸ばして合わせる：印刷領域に合わせて縦横比を調整します。 

8 すべてのフォトにレイアウト設定を適用するには、すべてのフォトに適用をオンにします。ページご
とにレイアウト設定をカスタマイズする場合は、このチェック ボックスをオフにします。 

9 ページにフォトを配置するには、ページをプレビュー ウィンドウ内でフォトをドラッグして移動しま
す。 

10 1 ページに複数枚のフォトを印刷するには、次の手順で操作します。 

a レイアウト ボックスで、1 ページに複数枚のフォト を選択します。 

b カテゴリ ボックスで、用紙の種類を指定します。 

c テンプレート ボックスで、使用するテンプレートを指定します。このテンプレートにより、ページ
におけるフォトの配置方法が決まります。 

d 各ページを同じフォトのコピーで埋める場合は、各ページを同じフォトで埋めるを選択します。
フォトが表示される回数は、選択したテンプレートによって異なります。各フォトの最大コピー数
を指定するには、各フォトを繰り返すを選択し、各フォトを表示する回数を指定します。 

e テンプレート内のプレースホルダーに合わせてフォトをトリミングするかどうかを選択します。フ
ォトの縦横比がテンプレートの縦横比と同じでない場合は、印刷領域に合わせてフォトがトリミ
ングされます。トリミングしない場合は、印刷領域に空白ができます。トリミングすると、トリミン
グしない場合よりフォトが大きく印刷されることがあります。 

f 横向きのプレースホルダーに縦向きのフォトを収める場合など、プレースホルダーに合うように
フォトを回転するには、自動回転させてプレースホルダーの向きに合わせる を選択します。 

g オプション：詳細設定オプションをカスタマイズするには、詳細設定オプションをクリックします。
詳細設定オプションについては、マルチ印刷の詳細設定ダイアログ ボックスのヘルプをクリッ
クしてください。 



コンタクト シートは、よく似たフォトを比較する場合などに使用すると、印刷用品を節約できるので
便利です。  

11 フォトのサムネイルを印刷するには、次の手順で操作します。 

a レイアウト ボックスで、コンタクト シートとして を選択します。 

b 行と列に 行 と 列 をそれぞれ入力します。 

c 間隔 ボックスに、サムネイルの間隔を指定します。 

d オプション：サムネイルの間隔の単位を指定します。 

12 複数のページを印刷する場合は、ページごとにプレビューできます。そうするには、異なるページの
タブをクリックします。 

13 印刷 ドロップダウン リストで、印刷するページを指定します。 

14 コピー数を指定するには、部数ボックスで数値を選択します。 

15 プロジェクトを印刷するには、印刷 をクリックします。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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印刷品質を向上させるためのヒント 
フォトの印刷品質を向上させるには、次のヒントを参考にしてください。 

注意： カラー プリンターの機種によっては、専用の用紙を使用しなければならない場合があり
ます。プリンターの製造元による推奨事項をよくお読みください。 

 お使いのプリンターの設定で、高い印刷品質を選択します。印刷設定で高い品質を選択すると、印
刷物の品質は向上しますが、印刷に時間がかかります。 

 イメージをスキャンする場合は、イメージの解像度を可能な限り上げてスキャンします。最高の解
像度を設定する方法については、スキャナーに付属のマニュアルを参照してください。 

 デジタル カメラで最高のフォト品質を選択します。一度に保存できるフォトの枚数は減りますが、フ
ォトの品質を高くすると、よりきれいに印刷できます。 

 プリンターがサポートしていれば、カラー マッチングを使用します。画面の色は常に印刷された色と
一致するわけではありません。カラー マッチング機能を使用すると、印刷される色が画面上の色に
より近づきます。  

 フォト専用紙を使って印刷します。レーザー プリンター用紙では、フォトをきれいに印刷できませ
ん。より鮮やかな色で印刷するためには、カラー印刷またはフォト印刷に適した用紙を使用します。
フォト専用紙は、パソコンショップや一部のカメラショップで購入できます。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  

 

© Rovi Corporation or its subsidiaries. All rights reserved.

プリント アシスタント



特殊なテンプレートを使って 1 枚のフォトを印刷する 
Roxio には、1 枚のフォトを印刷できる数種類のテンプレートが用意されています（T シャツ転写やポ
ストカードのテンプレートなど）。 

これらの特殊なテンプレートを使うには： 

1 印刷ダイアログで、1 ページに複数枚のフォト を選択します。  

2 適切なカテゴリとテンプレートを選択します。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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フォトをデスクトップの壁紙として設定する 
選択したフォトをデスクトップの壁紙として使用するには： 

これで、フォトがデスクトップの壁紙になります。 

1 ファイル > 壁紙として設定を選択します。  

2 フォトの配置方法を以下のオプションの中から選択します。 

 タイル：フォトの現在の縦横比を維持したまま、画面を埋めるようにフォトを繰り返します。 

 中央：フォトの現在の縦横比を維持したまま、画面の中央にフォトを配置します。 

 拡大して表示：画面に合わせてフォトのサイズを変更します。フォトの縦横比は変更される場
合があります。 

3 手順 2 で [中央] を選択した場合、フォトを画面のサイズに合わせるかどうか選択してください。こ
のオプションを選択すると、フォトの長辺のサイズが画面のサイズに合わせて調整されます。  

4 適用 をクリックします。 

5 壁紙として設定ダイアログ ボックスで、OKをクリックします。 

 ページのトップへ  

メモ：お使いのソフトウェアのバージョンによって、上で説明している機能の一部を使用できない場合もありま
す。オンライン ヘルプで説明しているすべての機能を十分に活用できるようにアップグレードする方法につい
ては、www.roxio.com をご覧ください。  
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