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序
章 

Apertureについて

「Aperture」は、大量のデジタルイメージを管理することのできる、
操作性に優れた強力なデジタルイメージ管理システムであり、上級
フォトグラファーに高画質イメージの管理および調整ツールを提供
します。

「Aperture」は、プロフォトグラファーのニーズに応えて設計された、オールインワンのポスト
プロダクションツールです。次の特徴があります：

Â 高度なRAWワークフロー：取り込みから出力まで、RAWファイルとして取り込んだイメージ
を操作できます。表示、調整、整理、またはプリント前に別のフォーマットに変換する必要は

ありません。「Aperture」は、キヤノンやニコンなど、主要なデジタル・カメラ・メーカーの
RAWフォーマットに対応しています。

Â 柔軟なイメージ管理：オープンなライブラリ構造によって、写真をどこでも好きな場所に保存
できます。イメージファイルをライブラリに保存することはもちろん、イメージファイルを現

在の場所に残したままリンクだけを作成することもできます。さらに、Aperture ライブラリ
にイメージをコピーせずに、iPhoto ライブラリへのリンクを作成することもできます。
「Aperture」では、写真を保存しておけるハードディスクドライブおよびその他の記憶メディ
アの数に制限はありません。オフラインのボリューム、CD、DVD を含めて、複数のハード
ディスクに保存されているイメージを識別して検索できます。

Â プロ並みのプロジェクト管理：「Aperture」では、柔軟性のある管理ツール、広範なメタデー
タサポート、ファイルを即座に見つけることのできる強力な検索ツールを利用して、何千もの

プロジェクトを管理できます。

Â 非破壊イメージ処理：「Aperture」は、イメージが読み込まれた瞬間からそれらを保護するよう
に設計されています。オリジナルのイメージをデジタルの「マスター」として識別し、内蔵の

保護システムによって、マスターが誤って上書きまたは変更されるのを防ぎます。

Â 多様なプリントおよび公開方法：RAW イメージを直接操作しながら、直感的に操作できる強

力なツールを使って、正確な色のプリント、独自のコンタクトシート、魅力的なWebサイト、
および独自の装丁のブックを作成できます。
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「Aperture」を使用すると、イメージの読み込み、写真編集、調整とレタッチ、Web への公開、
プリント、イメージライブラリ全体を保護するバックアップといった一連の操作を効率的に行う

ことができます。「Aperture」では、カメラまたはカードリーダーから直接読み込んだ高品質の
JPEG、TIFF、およびRAW イメージファイルを操作し、ワークフロー全体でその品質を維持でき
ます。

参考資料
このマニュアル以外にも、「Aperture」を使用する際に参照できる資料が何種類かあります：
Â「Aperture」ソフトウェアのインストール手順については、「ソフトウェアのインストール」を
参照してください。

Â「Aperture」の基本を実践的に学ぶには、「Aperture を使ってみる」を参照してください。サ
ンプルイメージを操作しながら「Aperture」の各機能を実際に使ってみることで、「Aperture」
のデジタル写真術のワークフローをすばやく修得できます。

Â「Aperture」の概要、「Aperture」のインターフェイスの説明、「Aperture」のさまざまな機
能とツールの詳しい使用手順については、このマニュアルの以降の章を参照してください。

Â「Aperture」で作業を行うために使用できるキーボードショートカットの一覧については、
「Aperture キーボードショートカット」を参照してください。

Â「Aperture」に関する最新の技術情報とリリース情報については、「Aperture」の「ヘルプ」メ
ニューから「最新情報」を選択してください。

Â「Aperture」の新機能については、「Aperture」の「ヘルプ」メニューから「新機能」を選択
してください。

Â 技術的な問題と解決策に関する最新記事については、「Aperture」の「ヘルプ」メニューから
アクセスできる「Apertureサポート」のWeb サイトを参照してください。
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PartI:インターフェイスおよび
イメージの取得

このセクションでは、このアプリケーションとそのインターフェイ
スについて紹介します。また、イメージ・マネージメント・システ
ムを設定してイメージをそこに読み込む方法についても説明します。

第 1章 Apertureの概要

第 2章 Apertureのインターフェイス

第 3章 Apertureプロジェクトを操作する

第 4章 イメージを読み込む
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Apertureの概要

「Aperture」は、新しいイメージの取り込みから、プロ品質の写真の
最終納品まで、デジタル写真ワークフローの中心となるように設計さ
れています。

この章では、「Aperture」の機能と操作の概要について説明します。「Aperture」をはじめて使用
する場合は、最初にこの章をお読みください。「Aperture」の機能とインターフェイスを理解して
いる場合は、この章を省略してもかまいません。この章には、イメージの操作に必要なすべての

詳細情報や手順が記載されているわけではありません。「Aperture」の概要を理解したら、以降の
章で詳しい説明と手順を参照してください。

この章の内容：

Â「Aperture」の初期画面（18ページ）

Â プロジェクトを作成する／写真を読み込む（19ページ）

Â


Apertureで写真を編集する（23ページ）

Â イメージ処理（34ページ）

Â 配布（35ページ）

Â


iLifeおよびiWorkアプリケーションとイメージを共有する（40ページ）

Â 作業のバックアップを作成する（41ページ）
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「Aperture」の初期画面
「Aperture」をはじめて開いたときは、次の領域が表示されます：

参考：ツールバーは好きなボタンを追加したり削除したりしてカスタマイズできるので、実際の
ツールバーはこのマニュアルに示したものと異なることがあります。ツールバーの変更について

詳しくは、78ページの「ツールバーをカスタマイズする」を参照してください。

「プロジェクト」インスペ

クタ、「メタデータ」イン
スペクタ、または「調整」

インスペクタを開くときは、
これらのタブをクリック

します。

「プロジェクト」インスペ

クタのここにプロジェクト
が表示されます。

「読み込み」パネルや

「読み込み」ダイアログを開く
ときは、ここをクリックします。

ブラウザ

「ボールト」パネルを開くときは、ここを

クリックします。ここで、イメージの
バックアップ作成に使用するハードディ

スクを選択します。

ツールバー

ビューア
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プロジェクトにイメージを読み込むと、画面は次のようになります：

プロジェクトを作成する／写真を読み込む
「Aperture」を使用するときは、最初に写真を読み込みます。カメラやカードリーダーから直接、
またはデジタルファイルのアーカイブが保存されたハードディスクやその他の記憶装置から、デ

ジタル写真を読み込むことができます。撮影後、カードリーダーまたはデジタルカメラをコン

ピュータに接続すると、「Aperture」でそれらの機器が自動的に検出されます。その後、新しい
イメージを「Aperture」に簡単に読み込むことができます。

「Aperture」のサンプルプロジェクトについて
「Aperture」のインストールディスクには、高解像度イメージを含むサンプルプロジェクトがい
くつか収録されています。最初に「Aperture」を開くと、サンプルプロジェクトをインストー
ルするかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。サンプルプロジェクトは、「Aperture」を
インストールした後に、いつでもインストールディスクから読み込むことができます。

プロジェクトにイメージが
読み込まれます。プロジェ

クトをクリックすると、プ
ロジェクト内のイメージが

ブラウザに表示されます。

プロジェクトのイメージ

サムネール
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プロジェクトを作成する
「Aperture」で作業を行うときは、イメージを保管するプロジェクトを作成します。プロジェク
トは、何十、何百、または何千ものイメージを保管できるフォルダのようなものです。たとえば、

サッカーの試合の撮影を終えた後、「ワールドカップ・サッカー」という名前の新しいプロジェ

クトを作成して、そこに写真を読み込むことができます。

新しいプロジェクトは、「プロジェクト」インスペクタの一覧に表示されます。

作品が増えて、作成するプロジェクトの数が多くなったときは、フォルダ、プロジェクト、およ

びアルバムを階層構造にして整理できます。

プロジェクトは、必要な数だけ作成し、任意の命名方式に従って名前を付けることができます。

プロジェクトには、分かりやすく見つけやすい名前を付けることが重要です。プロジェクト内の

イメージをさらに分割して整理したいときは、アルバムを作成できます。

将来的には、何年分ものプロジェクトを「Aperture」で追跡することになるかもしれません。そ
のためにも、使いやすく理解しやすい命名方式を使用することをお勧めします。イメージをプロ

ジェクトとアルバムに整理する方法について詳しくは、93ページの第 3章「Aperture プロジェ
クトを操作する」を参照してください。

プロジェクト

フォルダ

プロジェクト
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イメージを読み込む
コンピュータにカメラまたはカードリーダーを接続すると、「読み込み」ダイアログが表示され

ます。カメラまたはカードリーダーを選択したり、読み込むイメージを確認したりできます。す

べてのイメージを選択することも、特定のイメージだけを選択して読み込むこともできます。ま

た、ハードディスク上のイメージファイルを選択して読み込むこともできます。

続いて、イメージを読み込むためのオプションを指定できます。たとえば、イメージを「ピク

チャ」フォルダのApertureライブラリに読み込むように指定したり、イメージを保存する別の
場所を指定したりできます。イメージがすでにハードディスクに保存されている場合は、イメー

ジの現在の場所を変更せずに「Aperture」からイメージにアクセスできるようにすることができ
ます。イメージ名の形式を選択したり、各イメージと共に記録され、イメージの識別に役立つそ

の他の情報を含めたりできます。たとえば、イベント名、日付、時刻、フォトグラファー、場所、

著作権情報などを指定できます。

関連するイメージを自動的にスタックにまとめるかどうかなど、その他の読み込みオプションも

指定できます。たとえば、ブラケット撮影したイメージや短時間に連続して撮影したイメージが

ある場合、これらのイメージを読み込んで自動的にスタックにまとめるように設定すれば、後で

確認や操作がより簡単になります。

ここで、読み込み

オプションを指定
します。

このボタンをクリック

すると、選択したプロ
ジェクトまたは新しい

プロジェクトにイメー
ジが読み込まれます。

ここで、カメラ、カード

リーダー、またはハード
ディスクを選択します。

イメージを読み込むプロ

ジェクトを指定します。
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保存済みのファイルを読み込む
コンピュータに接続された任意のハードディスクまたは記憶装置から、アーカイブ済みのデジタ

ルイメージのコレクションを「Aperture」に簡単に読み込むことができます。ポートフォリオか
ら既存のイメージを読み込むときに、イメージを「Aperture」のメインライブラリに移動する
か、イメージが保存されている場所を確認するだけにすることができます。場所を確認するだけ

の場合は、イメージの場所はそのままでイメージが「Aperture」の管理システムに追加されま
す。つまり、「Aperture」を使うと、ファイルの場所や構成を変更せずに、現在の構成のまま複
数のハードディスク上でイメージを操作することができます。また、必要に応じて、イメージを

新しい場所に移動またはコピーすることもできます。

「Aperture」では、iPhotoライブラリや、一般的なファイルタイプおよびフォーマットで保存さ
れたファイルを読み込むこともできます。読み込み可能なファイルタイプには、次のものがあり

ます：

Â


GIF

Â



DNG

Â



JPEG

Â



JPEG2000

Â



PNG

Â



PSDファイル

Â 対応しているさまざまなデジタルカメラのRAW ファイル
Â


TIFF

参考：対応しているデジタルカメラの一覧については、http://www.apple.com/jp/aperture/ を
参照してください。

イメージの読み込みについて詳しくは、109ページの第 4章「イメージを読み込む」を参照して
ください。

http://www.apple.com/jp/aperture
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Apertureで写真を編集する
「Aperture」では、画面上でイメージを簡単に表示および操作できます。使いやすいツールとコ
ントロールのほかに、イメージのレート設定、検索、比較、および調整を効率的に行うための方

法も用意されています。

イメージを表示する／操作する
イメージを操作するときは、「プロジェクト」インスペクタでプロジェクトを選択すると、その

プロジェクト内のイメージがブラウザに表示されます。ブラウザを使って、イメージを確認、整

理、および選択します。ブラウザだけを表示することも、イメージが詳細に表示されるビューア

とブラウザを一緒に表示することもできます。

ブラウザでサムネールイメージを選択すると、そのイメージがビューアに表示されます。

ブラウザでは、イメージのサムネールをフィルムストリップに横に並べて表示するか、縦と横の

グリッド状に並べて表示することができます。個々のイメージをクリックして選択すると、その

イメージの周りに白い枠線が表示されます。ほかのイメージにすばやく移動して選択するには、

矢印キーを押します。イメージをドラッグしてブラウザ内で並べ替えたり、ほかのプロジェクト

やアルバムにドラッグしたりできます。また、イメージをファイルのリストとして表示すること

もできます。

選択したイメージが
ビューアに表示されます。

ここで、イメージを選択

します。選択した
イメージに、白い枠線が

表示されます。
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イメージをフルスクリーン表示で表示して、イメージの細部を操作することもできます。

イメージをフルスクリーン表示で表示するには、F キーを押します。フルスクリーン表示を終了
するときは、もう一度Fキーを押します。

フルスクリーン表示では、一度に1 つのイメージ、3 つのイメージ、または最大10個のイメー
ジを表示するように表示方法を変更できます。フルスクリーン表示の使いかたについて詳しく

は、207ページの第 7章「イメージをフルスクリーン表示にする」を参照してください。

フルスクリーン表示で使用
できるフィルムストリップ

フルスクリーン表示で使用

できるツールバー

イメージが画面全体に表示
されます。
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イメージを明瞭かつ精密に表示することは、「Aperture」の中枢機能です。「Aperture」では、最
新の表示技術を利用し、フルスクリーン表示やデュアルディスプレイでイメージを表示および操

作できます。

ワークスペースを広げるには、2 台のディスプレイで「 Aperture」を使用するのが理想的です。
イメージを比較および調整したり、スライドショーを再生したり、クライアントに最良の写真を

最適な大きさで見せるのに便利です。

HUDを操作する
「Aperture」で効率的に作業を行うために、イメージを変更するためのコントロールが含まれた、
HUD（Heads-UpDisplay）と呼ばれるフローティングウインドウを使用できます。たとえば、
「Aperture」のフルスクリーン表示でイメージを表示しているときは、「インスペクタHUD」を
開いてイメージを調整できます。

作業中は、HUD を画面上の好きな位置に移動し、イメージに変更を加えることができます。た
とえば、「Aperture」には、イメージにキーワードをすばやく割り当てることのできる「キーワー
ドHUD」が用意されています。キーワードを割り当てるときは、「キーワードHUD」からイメー
ジにキーワードをドラッグするだけです。

「調整」パネルが表示され

た「インスペクタ HUD」
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インスペクタを操作する
「Aperture」には、調整を適用するための「調整」インスペクタ、およびイメージのメタデータ
を確認したり割り当てたりできる「メタデータ」インスペクタも用意されています。「調整」イ

ンスペクタと「メタデータ」インスペクタの表示／非表示は、「インスペクタ」パネルの上部に

あるそれぞれのタブをクリックすることによって切り替えることができます。インスペクタは、
Iキーを押すことで簡単に表示できます。

イメージの調整とレタッチについて詳しくは、365ページの第 15章「イメージを調整する」を
参照してください。

「メタデータ」インスペクタ

「インスペクタ」タブ
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Apertureでイメージにレートを設定する
ビューア、ブラウザ、またはフルスクリーン表示では、イメージを確認しながらイメージにレー

トを設定できます。イメージを選択し、0～5の数字キーを押すことによって、「不採用」のレー
トまたは1～5 個の星（5個が最も高いレート、つまり「選択」のレート）をイメージにすばや
く設定できます。イメージのレートは、見やすいようにイメージ上のオーバーレイとして表示さ

れます。コントロールバーやフルスクリーン表示のフィルムストリップには「レート」コント

ロールが表示されるので、それを使ってレートを割り当てることもできます。

イメージにレートを設定したら、特定のレートのイメージだけを表示することによって、特定の

イメージだけを操作対象にできます。イメージのレート設定について詳しくは、233ページの
第 9章「イメージにレートを設定する」を参照してください。

星はレートを示します。  Xは不採用のイメージを
示します
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「クエリーHUD」でイメージを見つける／表示する
「クエリーHUD」を使って、プロジェクトまたはアルバム内の特定の写真を検索し、それらだけ
を表示できます。ブラウザ内の検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリック
すると、「クエリーHUD」が表示されます。「クエリーHUD」で、操作したい写真を検索するた
めの条件を指定できます。

特定のイメージを表示するための、任意の検索条件を入力できます。また、レート、撮影日、キー

ワード、読み込みグループなどに基づいてイメージを表示することもできます。検索条件を指定

すると、その条件に一致するイメージだけが表示され、残りのイメージは隠されます。イメージ

の検索について詳しくは、295ページの「イメージを検索して表示する」を参照してください。

レートが5つ星のイメージ
を表示するように、「クエ

リーHUD」が設定されて
います。

「クエリーHUD」を開く
ときは、「クエリーHUD」
ボタンをクリックします。
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写真を比較する
「Aperture」では、イメージをじっくりと比較できます。比較モードでイメージを選択すると、
そのイメージが、選択したほかのイメージと比較できるように表示されます。

イメージを比較しながら、選択したイメージにレートを設定したり、調整を加えたりすること

ができます。たとえば、一連のイメージの中から最も優れたイメージを最終選択するときに比

較機能を利用できます。また、イメージの2 つのバージョンを比較し、調整を加えることもで
きます。
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イメージをスタックに分類する
フォトグラファーは、頻繁に大量のイメージを扱います。「Aperture」では、ブラケット撮影し
た写真や短時間に連続して撮影した写真などの一連の写真を効率的に操作できるように、関連す

る写真を自動的にスタックに分類できます。また、関連する写真を選択して手動でスタックに分

類したり、それらの写真を確認して、採用候補のイメージである「ピック」を選んだりすること

もできます。

スタックに分類した写真は、複数の個別の写真ではなく、単一のイメージのように操作できます。

ブラウザ内では、スタックはリンクされた一連の写真として表示されます。スタックのピックは

一番左に表示され、「スタック」ボタンが付いています。スタック内の任意のイメージをピック

の位置にドラッグできます。「スタック」ボタンをクリックすると、スタックが閉じて、ピック

イメージだけが表示されます。その後、スタック内のほかの写真を隠した状態で、ピックイメー

ジだけを操作できます。必要に応じて、スタックを展開して、スタック内のイメージを表示でき

ます。

スタックを操作することによって、大量の写真を確認する作業の効率が大幅に上がります。イ

メージのスタックの操作について詳しくは、219ページの第 8章「イメージをスタックに分類す
る／ピックを作成する」を参照してください。

「スタック」ボタンには、

スタックに含まれるイメー
ジの数が表示されます。 

3つのイメージが含まれる
スタックが展開されて
（開いて）います。

スタックを閉じると、

ピックイメージだけが
表示されます。
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イメージにキーワードを割り当てる
フォトグラファーには大量のイメージの中から特定のイメージを簡単に見つける手段が必要で

あり、イメージに適切なキーワードを割り当てることは非常に重要です。また、CorbisやGetty
Images などのイメージライブラリにイメージを売る予定の場合にも、キーワードを適用する必
要があります。

「Aperture」では、標準の IPTC フィールド（国際新聞電子通信評議会（InternationalPress
TelecommunicationsCouncil）によって定義された標準のメタデータフィールド）を使って、
イメージにキーワードを割り当てることができます。イメージを選択し、独自に定義したキー

ワードを割り当てることもできます。

ビューアでは、イメージ上またはイメージの下に、バージョン名および割り当てられたキーワー

ドを表示できます。

「キーワードHUD」には、独自に定義したすべてのキーワードカテゴリとキーワードの一覧が表
示されます。たとえば、結婚式を撮影した場合は、「Wedding」のカテゴリを作成し、そこに隠
し撮り、セレモニー、ゲストなどのキーワードを含めることができます。 



「キーワードHUD」からビューアまたはブラウザで選択した1つ以上のイメージにキーワードを
ドラッグすることによって、イメージにキーワードを直接適用できます。

キーワードとその他の
メタデータ
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また、「ウインドウ」＞「キーワードコントロールを表示」と選択することによって、「Aperture」
のメインウインドウの下部にあるコントロールバーにキーワードコントロールを表示すること

もできます。

これらのコントロールを使用すると、クリックまたはキー操作だけで、さまざまなカテゴリの

キーワードを表示し、簡単にキーワードを適用できます。

「Aperture」のキーワード機能は、広範囲にわたってイメージを見つけやすくする以外に、著作
権、使用権、および販売権の管理にも役立ちます。キーワードの割り当てについて詳しくは、
243ページの第 10章「イメージにキーワードを適用する」を参照してください。

スマートアルバムを使ってイメージを分類する
フォトグラファーは、しばしば、顧客やプロジェクトの要求に基づいてイメージを簡単に再分類

および表示することが必要になります。たとえば、顧客の企業が、将来の営業促進資料に載せる

予定で、野生動物など、一般的な場所や被写体の写真を要求してくることなどがあります。

「Aperture」では、指定した検索条件に基づいて動的に生成されるアルバム、スマートアルバム
を使って、ライブラリ全体から特定のイメージを簡単に選び出してまとめることができます。

「Aperture」では、いくつかのスマートアルバムがあらかじめライブラリに設定されています。た
とえば、選択したイメージをすべて収集するスマートアルバム、先週撮影したイメージをすべて

収集するスマートアルバム、先月撮影したイメージをすべて収集するスマートアルバムなどがあ

ります。ライブラリの三角形の情報表示ボタンをクリックすると、作成済みのスマートアルバム

のリストが表示されます。スマートアルバムを選択すると、その内容がブラウザに表示されます。

三角形の情報表示ボタン

ライブラリのスマート

アルバムにはこのアイ
コンが表示されます。
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スマートアルバムは、「プロジェクト」インスペクタでほかのプロジェクトやアルバムと同じよ

うに表示されますが、アルバムの内容は検索条件によって指定します。スマートアルバムには、

マスターやバージョンは読み込みません。「クエリーHUD」を使って、イメージのキーワードや、
目的のイメージを識別するためのその他の条件を指定すると、イメージバージョンがアルバム内

に自動的に表示されます。検索条件を調整することによって、スマートアルバムの内容を変更で

きます。

たとえば、「プロジェクト」インスペクタで空のスマートアルバムを作成した後、レートが5 つ
星のイメージを表示するように指定できます。

「Aperture」によってライブラリ内が検索され、レートが5つ星のすべてのイメージがスマート
アルバム内に表示されます。レートが5つ星に設定された新しいイメージは、スマートアルバム
に自動的に追加されます。

スマートアルバム内の写真は、ほかのアルバム内のイメージと同じように操作できます。

ライブラリ全体または特定のプロジェクト内からイメージを収集するスマートアルバムを作成

できます。スマートアルバムが不要になったときは、アルバムを削除できます。その場合でも、

ライブラリの内容は変わりません（スマートアルバム内のイメージはライブラリからは削除され

ません）。スマートアルバムの使いかたについて詳しくは、317ページの第 13章「スマートアル
バムを使ってイメージを分類する」を参照してください。

「クエリーHUD」で、
スマートアルバムに

追加したいイメージの
検索条件を指定します。
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イメージ処理
「Aperture」では、イメージのトリミング、回転、傾き補正、赤目除去のほか、カラーと露出の
調整、ノイズ除去などの操作ができます。

「Aperture」には、さまざまな種類のイメージ調整を実行できるコントロールが用意されていま
す。たとえば、次のイメージ調整ができます：

Â


RAWイメージの微調整

Â 露出調整

Â レベル調整

Â カラー調整

Â ホワイトバランス調整

Â 赤目修正

Â 傾き補正

Â トリミング

Â ハイライトとシャドウ調整

Â レタッチ調整

Â ビネット調整

Â ビネット除去調整

Â モノクロ・カラー・ミキシング

Â モノクロカラーの選択

Â セピア調の適用

Â ノイズ除去調整

Â イメージシャープ調整

特に効率的なイメージ調整を行うために、調整の設定をプリセット（保存した設定のコレクショ

ン）として保存し、同じ調整を多数のイメージに一度に適用することができます。
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「インスペクタHUD」の「調整」パネルのコントロールを使って、イメージを調整することがで
きます。

「インスペクタ HUD」の「調整」パネルにあるコントロールは、「調整」インスペクタでも利用
できます。また、イメージを「AdobePhotoshop」などの他社製アプリケーションに簡単に書
き出し、調整を行って、調整後のイメージを保存するだけで「Aperture」に再度読み込むことも
できます。イメージの調整について詳しくは、365ページの第 15章「イメージを調整する」を
参照してください。

配布
作品をほかの人に見せる準備ができたら、「Aperture」に用意されている次の方法で配布できます：
Â スライドショープレゼンテーションを作成する

Â ライトテーブルで確認する

Â


WebページとWebジャーナルを作成する

Â プリントブックを注文する

Â イメージをプリントする／書き出す

調整アクションの
ポップアップメニュー

調整を追加する

ポップアップメニュー
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スライドショーでイメージを表示する
「Aperture」を使って、顧客や閲覧者にスライドショープレゼンテーションを行うことができま
す。1台または2台の大画面ディスプレイを使って、さまざまな方法でスライドショーイメージ
を表示できます。たとえば、イメージを1つずつ表示したり、複数のイメージを画面に縦横に並
べて表示したりできます。また、表示間隔を設定したり、バックグラウンド音楽を選択したり、

遷移にフェードを使用したり、背景を変更したりして、スライドショーをカスタマイズすること

もできます。スライドショーは、キーボードの矢印キーを使って制御することも、自動的にイ

メージが表示されるように設定することもできます。

スライドショーを作成するときは、表示したいイメージを選択し、「ファイル」＞「スライド

ショー」と選択します。スライドショーの作成について詳しくは、509ページの第 18章「スラ
イドショープレゼンテーションを作成する」を参照してください。
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Apertureのライトテーブルでイメージを確認する
「Aperture」のライトテーブルを使って、一連のイメージを視覚的に自由に配置および整理し、
組み合わせによってイメージがどのように見えるかを確認できます。また、組み合わせたイメー

ジを特定の幾何学的な配置でプリントすることもできます。ライトテーブルで一連のイメージを

表示しているときは、イメージを任意の位置にドラッグして配置したりサイズ変更したりして、

ページ全体でイメージがどのように見えるかを確認できます。

ライトテーブルの使いかたについて詳しくは、523ページの第 19章「ライトテーブルを使用す
る」を参照してください。
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Web ページとWebジャーナルでイメージを公開する
顧客や一般ユーザがオンラインで簡単にイメージを閲覧できるようにするために、「Aperture」
を使ってWeb ページやWebサイトを作成できます。「Aperture」で、作成したWeb ページを
MobileMeアカウントに簡単に投稿できます。また、独自のWeb サイトサーバに投稿した後で、
顧客やその他の閲覧者にインターネットアドレスを伝えることもできます。

「Aperture」には、Webページに選択できるさまざまなテーマ（デザイン）が用意されています。

イメージギャラリーを表示するWeb ページを作成するときは、Web ページアルバムを作成し、
Webページエディタを使ってページをデザインします。アルバムにイメージを追加すると、Web
ページにイメージが自動的に配置されます。

Webページエディタには、
選択したイメージが表示

されます。
作成した新しいアルバムが
「プロジェクト」インスペ

クタに表示されます。
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Webページ上にテキストとイメージを組み合わせることのできる、Webジャーナルも作成できま
す。たとえば、最近行った旅行を写真入りで記録したWebジャーナルを作成できます。Webジャー
ナルページを作成するときは、Webジャーナルアルバムを作成し、Webページエディタを使って
ページをデザインします。ウェブギャラリーとWebジャーナルの作成について詳しくは、535ペー
ジの第 20章「Webページを作成する」を参照してください。

ブックにイメージをプリントする
イメージをレイアウトし、テキストを組み合わせて、ブックを作成できます。「Aperture」のブッ
ク・レイアウト・エディタでは、ページ上にイメージとテキストを簡単に組み合わせることがで

きます。また、ページの作成に使用できるマスターテンプレートも用意されています。アート

ブック、結婚式のアルバム、ピクチャブックなどで、プロがデザインしたようなページを簡単に

作成できます。

ブックを作成するときは、ブックアルバムを作成し、ブック・レイアウト・エディタを使って

ブックのページをデザインします。

ブック・レイアウト・エディタでは、ページのサムネールイメージを選択すると、ページのレイ

アウトと内容が拡大表示されます。また、ページのデザインを変更すると、選択したフォーマッ

トに合わせて現在のページが自動的にアップデートされます。イメージを追加するときは、ブラ

ウザからページの写真ボックスにイメージをドラッグします。ブックの作成について詳しくは、
567ページの第 21章「ブックを作成する」を参照してください。
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イメージをプリントする／書き出す
個々のイメージを標準サイズまたはカスタムサイズでプリントしたり、一連のイメージをコンタ

クトシートにプリントすることも簡単にできます。「Aperture」には、効率的にプリントできる
ようにプリセット・プリント・オプションが数多く用意されています。また、プリンタの使用を

最適化したり、特定のプリント要件に合わせたりするために、プリント設定をカスタマイズする

こともできます。プリントオプションについて詳しくは、471ページの第 16章「イメージをプ
リントする」を参照してください。

顧客にデジタルファイルを渡したり、ファイルをWeb サイトに投稿したり、ほかのコンピュー
タやユーザにファイルを転送したりする必要があるときは、イメージをさまざまなフォーマット

で書き出すことができます。オリジナルのマスターを書き出す方法と、作成したバージョンを書

き出す方法があります。「Aperture」には、ファイルをさまざまなサイズとフォーマットで書き
出すためのプリセットオプションが数多く用意されています。また、ウォーターマークやコピー

ライト情報などのカスタム情報を追加することもできます。イメージを書き出すときに、カスタ

ムファイル名を割り当てたり、イメージに関連付けられたすべてのメタデータまたは選択したメ

タデータを書き出すこともできます。たとえば、追加した IPTC 情報を含むデジタルファイルを
編集者に送ることができます。「Aperture」では、イメージをすばやくメールで送信することも
できます。イメージの書き出しについて詳しくは、487ページの第 17章「イメージを書き出す」
を参照してください。

iLifeおよびiWorkアプリケーションとイメージを共有する
iLife および iWork アプリケーション内からAperture ライブラリにアクセスできます。そのた
め、ライブラリ内の写真をiLife またはiWork と簡単に共有してプロジェクトや書類で使用でき
ます。また、「Aperture」に iPhoto ライブラリ全体を読み込んだり、「Aperture」で「iPhoto
ブラウザ」を開いて「iPhoto」内のイメージを確認し、読み込みたいイメージを選択したりする
こともできます。「Aperture」と互換性のあるファイルフォーマットであれば、iLifeまたはiWork
アプリケーションから書類やファイルを読み込むこともできます。
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作業のバックアップを作成する
カメラからイメージを読み込み、次の撮影の準備のためにメモリカードを消去した後は、ハード

ディスク上のみにそれらのイメージが保存されていることになります。そのため、コンピュータ

とそのハードディスクとは別の記憶メディアにファイルのバックアップを作成することが非常に

重要です。写真のバックアップを作成し、そのバックアップを安全な場所に保管することによっ

て、火災、盗難、自然災害、装置の故障などの災害から作品を守ることができます。

「Aperture」では、管理されたイメージ（Aperture ライブラリに保存されているイメージ）お
よびイメージに関連付けられたすべての情報（バージョン、メタデータ、プレビューなど）の

バックアップが、ハードディスクドライブ上のボールトに作成されます。Aperture ライブラリ
の外にあるマスターや参照イメージのバックアップは作成されません。参照イメージのマスター

のバックアップシステムは、自分で維持する必要があります。参照イメージに関連付けられた

バージョン、プレビュー、およびメタデータ情報のバックアップは作成されますが、マスター自

体のバックアップは作成されません。

ボールトは「ボールト」パネルで確認できます。ボールトをアップデートしてイメージのバック

アップを作成するときに使用するコントロールがいくつかあります。

より細かく整理するために、イメージをグループに分類することもできます。各ボールトには、
Apertureライブラリ全体のバックアップコピーが保存されます。

「Aperture」に新しいイメージを読み込んだ後は、それらのファイルのバックアップをただちに
作成するようにしてください。イメージのバックアップを一度を作成すれば、後は、信頼性のあ

る「Aperture」のバックアップ機能によって、写真のすべてのバージョンとそれらに行った作業
内容が追跡されます。

「Aperture」のバックアップおよびアーカイブ機能について詳しくは、 611ページの第 22章「イ
メージのバックアップを作成する」を参照してください。

三角形の情報表示ボタン 「ボールトの状況」ボタン

「ボールトアクション」
ポップアップメニュー

「すべてのボールトを

アップデート」ボタン

「ボールトパネル」
ボタン
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Apertureのインターフェイス

「Aperture」のインターフェイスは、写真の取り込みから編集、処理、
および配布までの一連の操作に合わせて設計されています。

この章では、「Aperture」のインターフェイス要素の名前と機能について説明します。この章を
読むことで、「Aperture」について学びながら、このソフトウェアに親しんでいくことができま
す。この章で説明する概念の詳しい情報については、そのトピックに関する章を参照してくださ

い。また、索引や用語集で、「Aperture」に関する用語を調べることもできます。

この章の内容：

Â「Aperture」のメインウインドウ（44ページ）

Â ブラウザ（45ページ）

Â ビューア（48ページ）

Â フルスクリーン表示（50ページ）

Â「インスペクタ」パネル（57ページ）

Â ツールバー（61ページ）

Â コントロールバー（62ページ）

Â「読み込み」パネル（64ページ）

Â「ボールト」パネル（65ページ）

Â ブック・レイアウト・エディタ（66ページ）

Â


Webページエディタ（70ページ）

Â ライトテーブル（73ページ）

Â


HUD（Heads-UpDisplay）（74ページ）

Â 表示を変更する（77ページ）

Â ツールバーをカスタマイズする（78ページ）

Â キーボードショートカットをカスタマイズする（80ページ）

Â「Aperture」の環境設定を設定する（86ページ）
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「Aperture」のメインウインドウ
「Aperture」のメインウインドウは、次の領域で構成されます：

参考：「インスペクタ」パネルは、デフォルトで表示されます。I キーを押すことで、「インスペ
クタ」パネルの表示／非表示を切り替えることができます。

ブラウザ

「インスペクタ」パネル

ツールバー

ビューア

コントロールバー

「ボールト」パネル

インターフェイスを配置する
「Aperture」には、「ブラウザのみ」、「ブラウザとビューア」、「ビューアのみ」、および「フル
スクリーン」という4つの基本的な表示方法が用意されています。「Aperture」のインターフェ
イスの各領域はサイズ変更が可能なので、これらの表示もワークフローに合わせてカスタマイ

ズすることができます。

上に示すメインウインドウを表示するには、「表示」＞「ブラウザとビューア」と選択します。

次に、「表示」＞「ブラウザ」＞「グリッド」と選択します。コントロールバーを表示するに

は、「ウインドウ」＞「コントロールバーを表示」と選択します。

表示について詳しくは、77ページの「表示を変更する」を参照してください。
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ブラウザ
「ブラウザ」には、プロジェクトやアルバムのサムネールイメージが表示されます。「プロジェク

ト」インスペクタでプロジェクトまたはアルバムを選択すると、ブラウザにいくつかのイメージ

が表示されます。ブラウザでイメージを表示する方法には、フィルムストリップ表示、グリッド

表示、リスト表示の3つがあります。ブラウザで、複数のプロジェクトを同時に開くこともでき
ます。

フィルムストリップ表示のブラウザ
ブラウザをフィルムストリップ表示にすると、選択したプロジェクト内のイメージがサムネール

行として表示されます。左右にスクロールして、イメージをすばやく選択して、次々に操作でき

ます。フィルムストリップの上部をドラッグして領域を拡げることで、フィルムストリップ内の

サムネールのサイズを変更できます。

ブラウザとビューアの使いかたについて詳しくは、149ページの第 5章「ブラウザでイメージを
操作する」および179ページの第 6章「イメージをビューアに表示する」を参照してください。

A 「ブラウザ」フィルム
ストリップ

「ブラウザ」には、「プロジェクト」インスペクタで選択したプロジェクトま
たはアルバムの内容が表示されます。デフォルトでは、プロジェクトまたは

アルバム内のイメージが、イメージサムネールの行として表示されます。
B スクロールバー スクロールバーを使って、イメージサムネールをスクロールします。
C シャトルコントロール シャトルコントロールを使って、イメージサムネールからイメージサム

ネールへすばやく移動します。J およびL キーを使用して前後にスクロー
ルし、Kキーを押して停止することもできます。移動速度を上げるには、J
またはLキーを再度押します。

A

BC
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グリッド表示のブラウザ
ブラウザをグリッド表示にすると、選択したプロジェクト内のイメージが、ブラウザ内で列と行

形式に並べられたサムネールとして表示されます。サムネールのサイズを調整することで、イ

メージの確認や操作がしやすくなります。

A ブラウザ 「ブラウザ」には、「プロジェクト」インスペクタで選択したプロジェクト
またはアルバムの内容が表示されます。デフォルトでは、プロジェクトま

たはアルバム内のイメージが、イメージサムネールのグリッドとして表示
されます。イメージをリスト表示で表示することもできます。

B ソートポップアップ
メニュー

このポップアップメニューのさまざまなソートプロパティでイメージを
ソートするか、または独自のカスタムソート条件を定義します。

C ソート順ボタン 「ソート」ポップアップメニューとこのボタンを組み合わせて使って、
イメージを並べ替えます。

D 「グリッド表示」／
「リスト表示」／
「フィルムストリップ表示」
ボタン

ブラウザの内容をグリッド表示（イメージサムネールのグリッド）、リスト
（ソート可能なファイルデータ）、またはフィルムストリップ表示（スクロー

ル可能なサムネールの行）で表示します。

E 「クエリーHUD」ボタンと
検索フィールド

検索フィールドに単語を入力するか、検索フィールドのポップアップメ
ニュー（虫眼鏡のアイコンの付いたメニュー）からオプションを選択して、

イメージを検索します。「クエリーHUD」を使ってより複雑なイメージ検
索を実行するには、検索フィールドの左側にある「クエリーHUD」ボタン
をクリックします。

F シャトルコントロール シャトルコントロールを使って、イメージサムネールからイメージサム

ネールへすばやく移動します。
G スクロールバー スクロールバーを使って、イメージサムネールをスクロールします。
H サムネールのサイズ変更

スライダ
サムネールのサイズ変更スライダを使って、イメージサムネールのサイズ

をすばやく変更します。

A

D E

F
G

H

CB
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I
リスト表示のブラウザ
ブラウザをリスト表示にすると、選択したプロジェクト内のイメージが行形式の情報として表示

されます。各イメージのメタデータが列に表示されます。列ヘッダをクリックすることで、列の

カテゴリに基づいてイメージをソートできます。

A イメージのリスト ブラウザには、選択したプロジェクトまたはアルバムの内容がリストで
表示されます。

B 列ヘッダ 列には、イメージの情報およびメタデータが表示されます。列ヘッダを
クリックすると、その情報カテゴリに基づいてリストをソートできます。

列をドラッグして、並べ替えやサイズの変更を行うこともできます。

A

B
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ビューア
ブラウザで1 つまたは複数のイメージサムネールを選択すると、それらのイメージがビューアに
表示されます。ビューアでは、イメージをフルサイズで確認したり、複数のイメージを並べて比

較したりできます。

A ビューア ビューアには、ブラウザで選択したイメージが表示されます。ビューア内
のイメージに対して、調整、キーワード、およびメタデータを適用できます。

B ディスプレイの
コントロール

これらのコントロールを使って、ビューアに表示されるイメージの数を変
更したり、そのバージョンの元になっているマスターを表示したり、イメー

ジを高解像度で表示したり、プライマリイメージ選択だけを表示したり、プ
レビューイメージ（最適化されたJPEG）だけを表示したりします。

C ツールストリップ これらのツールを使って、イメージを選択および調整します。

C

A

B
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I
ツールストリップ

調整ツールの操作について詳しくは、327ページの第 14章「イメージ調整の概要」および
365ページの第 15章「イメージを調整する」を参照してください。

A 選択ツール このツールを使って、プロジェクト、アルバム、およびイメージを選択
します。

B 「反時計回り」ツール このツールを使って、イメージを反時計回りに回転します。このツールを
使って、ビューアやブラウザに表示されるイメージを回転できます。

C 「時計回り」ツール このツールを使って、イメージを時計回りに回転します。このツールを使っ
て、ビューアやブラウザに表示されるイメージを回転できます。

D リフトツール このツールを使って、イメージのトリミングや傾き補正など、選択したイ
メージに適用されているメタデータおよび調整をまとめてコピーします。

E スタンプツール このツールを使って、コピーした調整またはメタデータを1つ以上のイメー
ジにスタンプ（適用）します。

F 傾き補正ツール これらのガイドを使って、選択したイメージを手動で簡単にまっすぐに
（水平に）することができます。

G トリミングツール このツールを使って、選択したイメージをトリミングします。
H スポットとパッチツール このツールを使って、センサーダストなど、イメージのノイズを除去します。

ノイズの周囲のピクセルをコピーするか（「スポット」）、またはイメージの

別の領域にあるピクセルをコピーします（「パッチ」）。
I レタッチツール 「修復」ブラシまたは「クローン」ブラシを使って、肌のシミなど、あらゆ

るタイプのイメージの不具合をレタッチする場合に、このツールを使用し
ます。

J 赤目ツール このツールを使って、被写体の網膜がカメラのフラッシュのライトを反射
するときに起こる赤目を補正します。

A B C D E F G H I J
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表示コントロール

フルスクリーン表示
フルスクリーン表示では、黒い背景の上にイメージを投影して詳細に表示します。デュアルディ

スプレイシステムをフルスクリーン表示で使用すると、イメージを比較したり調整したりするた

めに、より大きな領域を利用できます。

フルスクリーン表示を開始するには：
m ツールバーの「フルスクリーン」ボタンをクリックします（またはFキーを押します）。

「Aperture」のメインウインドウが消えて、イメージがフルスクリーンで表示されます。

A 「ビューアモード」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、イメージの表示方法とディスプレイの配
置方法を選択します。詳しくは、179ページの第 6章「イメージをビュー
アに表示する」を参照してください。

B 「マスターイメージを
表示」ボタン

このボタンをクリックして、調整マスターイメージを表示します。もう一

度クリックすると、現在のバージョンの表示に戻ります。
C 「ビューアをズーム」ボタン このボタンをクリックして、イメージを実際のサイズで表示するか、また

はビューアの画面サイズに合わせて表示するかを切り替えます。
D 「プライマリのみ」ボタン このボタンをクリックして、プライマリイメージ選択だけを変更します。

E 「クイックプレビュー」
ボタン

このボタンをクリックして、イメージプレビューだけを表示します。イメー

ジプレビューを表示することで、ビューアとブラウザでイメージにアクセ
スして表示する速度が向上します。

A B C D E
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I
フルスクリーン表示を終了するには、次のいずれかの操作を行います：

m ツールバーの「フルスクリーンを終了」ボタンをクリックします（またはFキーを押します）。

m



Escキーを押します。

A フルスクリーン表示 フルスクリーン表示を使って、イメージを表示、比較、およびスタックし
ます。調整やキーワードを適用することもできます。イメージの操作が終

了したら、この表示の状態でイメージのプレビューや確認を行うことがで
きます。

B ツールバー イメージを変更するときは、ツールバーのボタンとツールを使います。ツー
ルバーには、バージョンを作成したりスタックを操作したりするためのボ

タンと、イメージを調整するためのすべてのツールが配置されています。
C フィルムストリップ フィルムストリップを使って、イメージ間の移動、整理、およびレート設

定を行います。

B

A

C
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フィルムストリップのコントロール
フィルムストリップを使用すると、サムネールのサイズ変更、イメージのスクロール、およびイ

メージのシャトルを制御できます。フィルムストリップを使って、イメージの検索、イメージの

回転、およびイメージのレート設定を行うこともできます。

移動用のコントロール

検索用のコントロール

A サムネールのサイズ変更
スライダ

スライダをドラッグして、フィルムストリップに表示されているイメージ
サムネールのサイズを変更します。

B スクロールバー これを使って、イメージをスクロールします。
C シャトルコントロール このスライダのどちらかの方向をクリックして、フィルムストリップのイ

メージをすばやくシャトルします。二重矢印に近い場所をクリックするほ

ど、フィルムストリップがイメージ上を移動する速度が早くなります。
J、K、およびLキーを使用して、イメージをスクロールすることもできます。

ABC



A 「検索」フィールド テキストを入力すると、一致したイメージがフルスクリーンで表示されます。
B 「クエリーHUD」ボタン このボタンをクリックして「クエリーHUD」を開き、イメージを検索します。

A

B
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I
回転ボタンと移動ボタン

レートボタン

ツールバーのコントロール

「フルスクリーン表示」ツールバーを表示するには：
m フルスクリーン表示のときに、プライマリ画面の一番上にポインタを移動します。

「常にツールバーを表示」ボタンをクリックして、ツールバーを常に画面上に表示することもで

きます。

A 反時計回り このボタンをクリックして、選択したイメージを反時計回りに回転します。
B 時計回り このボタンをクリックして、選択したイメージを時計回りに回転します。
C 前のイメージへ このボタンをクリックして、前のイメージに移動します。
D 次のイメージへ このボタンをクリックして、次のイメージに移動します。

B C

DA



A 不採用 このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを「不採用」に

設定します。
B レートを下げる このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを下げます。
C レートを上げる このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを上げます。
D 選択 このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを「選択」（5つ星）

に設定します。

B C

DA

「常にツールバーを表示」ボタン
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バージョンボタン

スタックボタン

A バージョンを複製 このボタンをクリックして、選択したイメージの新しいバージョンを作成
します。

B マスターから
新規バージョン

このボタンをクリックして、オリジナルのマスターイメージからバージョ
ンを作成します。マスターイメージの複製が作成されます。

BA



A ピック スタック項目を選択してから、このボタンをクリックして、イメージを
スタックのピックとして設定します。

B 順位を上げる スタック項目を選択してから、このボタンをクリックして、選択したスタッ
ク項目をスタックのピックの近くに移動します。

C 順位を下げる スタック項目を選択してから、このボタンをクリックして、選択したスタッ
ク項目をスタックのピックから離れたところに移動します。

D アルバムピック スタックからイメージバージョンを選択してこのボタンをクリックする
と、そのイメージがその特定のアルバムの中でのピックとして選択されま

す（別のアルバムの中では、このスタックのピックイメージとして異なる
イメージを選択してもかまいません）。

B C DA
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I
調整ツール

A 選択ツール このツールを使って、プロジェクト、アルバム、およびイメージを選択
します。

B 「反時計回り」ツール このツールを使って、イメージを反時計回りに回転します。このツールを
使って、ビューアやブラウザに表示されるイメージを回転できます。

C 「時計回り」ツール このツールを使って、イメージを時計回りに回転します。このツールを使っ
て、ビューアやブラウザに表示されるイメージを回転できます。

D リフトツール このツールを使って、イメージのトリミングや傾き補正など、選択したイ
メージに適用されているメタデータおよび調整をまとめてコピーします。

E スタンプツール このツールを使って、コピーした調整またはメタデータを1つ以上のイメー
ジにスタンプ（適用）します。

F 傾き補正ツール これらのガイドを使って、選択したイメージを手動で簡単にまっすぐに
（水平に）することができます。

G トリミングツール このツールを使って、選択したイメージをトリミングします。
H スポットとパッチツール このツールを使って、センサーダストなど、イメージのノイズを除去します。

ノイズの周囲のピクセルをコピーするか（「スポット」）、またはイメージの

別の領域にあるピクセルをコピーします（「パッチ」）。
I レタッチツール 「修復」ブラシまたは「クローン」ブラシを使って、肌のシミなど、あらゆ

るタイプのイメージの不具合をレタッチする場合に、このツールを使用し
ます。

J 赤目ツール このツールを使って、被写体の網膜がカメラのフラッシュのライトを反射
するときに起こる赤目を補正します。

A B C D E F G H I J
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表示コントロール

その他のボタン

A 「ビューアモード」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、イメージの表示方法とディスプレイの配
置方法を選択します。詳しくは、179ページの第 6章「イメージをビュー
アに表示する」を参照してください。

B マスターイメージを表示
ボタン

このボタンをクリックして、調整が適用されていないマスターイメージを表

示します。もう一度クリックすると、現在のバージョンの表示に戻ります。
C 「ビューアをズーム」

ボタン
このボタンをクリックして、イメージを実際のサイズで表示するか、また

はビューアの画面サイズに合わせて表示するかを切り替えます。
D 「プライマリのみ」ボタン このボタンをクリックして、プライマリイメージ選択だけを変更します。

E 「クイックプレビュー」
ボタン

このボタンをクリックして、イメージプレビューだけを表示します。イメー

ジプレビューを表示することで、ビューアとブラウザでイメージにアクセ
スして表示する速度が向上します。

A B C ED



A ルーペ このボタンをクリックしてルーペを表示し、イメージの細部を確認できます。
B キーワードHUD このボタンをクリックして、「キーワードHUD」の表示／非表示を切り替

えます。
C インスペクタHUD このボタンをクリックして、「インスペクタHUD」の表示／非表示を切り

替えます。
D フルスクリーンを終了 このボタンをクリックして、フルスクリーン表示を終了します。
E 「常にツールバーを表示」

ボタン
このボタンをクリックして、ツールバーの自動表示の入と切を切り替えます。

A B C D E
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I
「インスペクタ」パネル
「インスペクタ」パネルを使用すると、プロジェクト、イメージのメタデータ、およびイメージ

の調整用コントロールに簡単にアクセスできます。「インスペクタ」パネルには、「プロジェクト」

インスペクタ、「メタデータ」インスペクタ、および「調整」インスペクタの3 つのインスペク
タが含まれます。「インスペクタ」パネル上部のタブをクリックして、使用するインスペクタを

選択します。

「インスペクタ」パネルを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択します（またはI キーを押します）。

m ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

A プロジェクトタブ クリックして、「プロジェクト」インスペクタを開きます。
B メタデータタブ クリックして、「メタデータ」インスペクタを開きます。
C 調整タブ クリックして、「調整」インスペクタを開きます。

A B C





58 PartIインターフェイスおよびイメージの取得



「プロジェクト」インスペクタ
「プロジェクト」インスペクタには、イメージを整理するためのコンテナ（プロジェクト、フォ

ルダ、アルバム）が表示されます。指定した検索条件に基づいてイメージが自動的に検索して格

納されるスマートアルバムを作成できます。また、Web ページ（フォトギャラリーとオンライ
ンジャーナル）、ライトテーブルの配置、およびブックを作成することもできます。

「プロジェクト」インスペクタを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「インスペクタ」パネルの「プロジェクト」タブをクリックします（またはコマンド＋P キーを押
します）。

m



Wキーを何度か押してインスペクタを切り替えて、使用したいインスペクタを選択します。

「プロジェクト」インスペクタの使いかたについて詳しくは、93ページの第 3章「Aperture プ
ロジェクトを操作する」を参照してください。

「メタデータ」インスペクタ
「メタデータ」インスペクタには、イメージの見出しテキスト、キーワード、バージョン番号、

ファイル名、およびファイルサイズが表示されます。また、イメージに関連付けられているEXIF
（ExchangeableImageFile）データやIPTC（InternationalPressTelecommunicationsCouncil）
データも表示できます。EXIFメタデータは、デジタルカメラによってイメージファイルに埋め込
まれるデータで、シャッター速度、日時、焦点距離、露出、測光パターン、フラッシュ情報など

のカメラ設定で構成されます。IPTC 情報は、写真の編集に使用されるほとんどのソフトウェア
プログラムによってデジタルイメージに埋め込まれる情報で、見出し、写真が撮影された場所と

日付、および著作権情報で構成されます。

A プロジェクトポップアップ
メニュー

ポップアップメニューからオプションを選ぶことで、すべてのプロジェク
トを表示するか、よく使うプロジェクトを表示するか、または最近選択し

たプロジェクトだけを表示するかを選択します。
B ライブラリに追加ポップ

アップメニュー
このポップアップメニューを使って、Webページ、Webジャーナル、ライ
トテーブル、ブックアルバムなど、新しいプロジェクトやアルバムを作成し
ます。選択したイメージが含まれるアルバムを自動的に作成したり、空のア

ルバムを作成することができます。また、ファイル名や日付などの検索条件
を指定するだけで、イメージが自動的に取り込まれるスマートアルバムを作

成することもできます。
C 「プロジェクトアクション」

ポップアップメニュー
このポップアップメニューを使って、よく使う項目を追加または削除した

り、プロジェクトを書き出したりします。

A
B
C
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I
「メタデータ」インスペクタを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

m 「インスペクタ」パネルの「メタデータ」タブをクリックします（またはControl ＋Dキーを押し
ます）。

m



Wキーを何度か押してインスペクタを切り替えて、使用したいインスペクタを選択します。

A メタデータ表示ボタン ボタンをクリックして、表示するメタデータの種類を選択します。
B 「メタデータ表示」

ポップアップメニュー
このポップアップメニューから、表示するメタデータ表示を選択します。

C メタデータアクションの
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、メタデータ表示を編集および配置するた
めのオプションとメタデータプリセットを作成するためのオプションを選

択します。

A

B C
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「調整」インスペクタ
「調整」インスペクタのコントロールを使って、イメージ調整を適用、編集、および削除できま

す。「調整」インスペクタのコントロールは、それらが実行するイメージ調整の種類ごとに分類

されています。三角形の情報表示ボタンをクリックすることによって、その調整のコントロール

を表示できます。

「調整」インスペクタを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「インスペクタ」パネルの「調整」タブをクリックします（またはControl＋Aキーを押します）。

m



Wキーを何度か押してインスペクタを切り替えて、使用したいインスペクタを選択します。

イメージから調整を取り除くときは、その調整のチェックボックスの選択を解除します。調整コ

ントロールの使いかたについて詳しくは、327ページの第 14章「イメージ調整の概要」および
365ページの第 15章「イメージを調整する」を参照してください。

A 調整 調整の三角形の情報表示ボタンをクリックして、その調整のコントロール
を表示します。調整コントロールを使った変更を適用するときは、その調

整のチェックボックスを選択します。
B 調整を追加するポップアッ

プメニュー
このポップアップメニューから、イメージに適用したい調整の種類を選択

します。調整を選択すると、「調整」インスペクタにその調整のコントロー
ルが表示されます。

C 調整アクションのポップ
アップメニュー

ヒストグラムの表示を選択したり、適用した調整の一部またはすべての調
整を取り除いたりします。

D 「リセット」ボタン 調整の「リセット」ボタンをクリックして、そのコントロールをデフォル
ト設定にリセットします。

A

B

C

D
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I
基本的な調整については「調整」インスペクタで行うことができますが、「インスペクタ HUD」
の「調整」パネルをフルスクリーン表示で使用した方がより効率的に調整できる場合もよくあり

ます。詳しくは、207ページの第 7章「イメージをフルスクリーン表示にする」を参照してくだ
さい。

ツールバー
ツールバーは、「Aperture」のメインウインドウの上部に表示される、ボタンとツールの集まり
です。ツールバーはデフォルトで表示されますが、「表示」＞「ツールバーを隠す」と選択する

ことによって隠すことができます。

ツールバーは、よく使用する機能のボタンまたはツールを追加したり、あまり使用しないツー

ルバー項目を取り除いたりしてカスタマイズできます。詳しくは、78ページの「ツールバーを
カスタマイズする」を参照してください。

参考：ツールバーは好きなボタンを追加したり削除したりしてカスタマイズできるので、実際の
ツールバーはこのマニュアルに示したものと異なることがあります。

A B C D E F G H I J



A 「インスペクタ」ボタン このボタンをクリックして、「インスペクタ」パネルの表示／非表示を切り

替えます。
B 「読み込む」ボタン このボタンをクリックして、「読み込み」パネルを表示し、「読み込み」ダ

イアログを開きます。カメラ、メモリカード、またはマウント済みドライ
ブを選択すると、「読み込み」ダイアログが表示されます。詳しくは、64ペー
ジの「「読み込み」パネル」を参照してください。

C 「新規」ポップアップ
メニュー

このポップアップメニューから、「プロジェクト」インスペクタで作成した

い項目を選択します。
D 「メール」ボタン このボタンをクリックして、メールプログラムを開き、選択したイメージ

を添付します。
E 「スライドショー」ボタン スライドショーに表示したいイメージを選択してから、このボタンをク

リックしてスライドショーを開始します。
F 「すべてのプロジェクト」

ボタン
このボタンをクリックして、ライブラリのすべてのプロジェクトをブラウザ

に表示します。各プロジェクトは、それぞれ1つのサムネールとして表示さ
れます。プロジェクトサムネールの上にポインタを置いてドラッグすると、

プロジェクト内のイメージを順番にすばやく見ていくことができます。
G 「表示」ポップアップ

メニュー
このメニューから、メイン・ウインドウ・コンポーネントの配置に使用す

るワークスペース表示を選択します。
H 「フルスクリーン」ボタン このボタンをクリックして、フルスクリーン表示に切り替えます。フルス

クリーン表示では、イメージが「インスペクタ」パネル、ブラウザ、また
はビューアなしで表示されます。
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コントロールバー
コントロールバーは、メインウインドウの下部に表示してコントロールやボタンにすぐにアクセ

スできます。これらのコントロールやボタンを使ってイメージにレートを設定したり、イメージ

からイメージへ移動したり、キーワードを適用したりできます。

コントロールバーを表示するには：
m 「ウインドウ」＞「コントロールバー」と選択します（またはDキーを押します）。

I 「ルーペ」ボタン このボタンをクリックして、イメージを拡大表示するためのルーペを開き
ます。ルーペをイメージの上に置くと、その領域が拡大されます。「表示」＞

「ルーペの倍率」＞「直径を大きく」または「表示」＞「ルーペの倍率」＞
「直径を小さく」と選択することによって、ルーペの直径を調整できます。

J 「キーワードHUD」ボタン このボタンをクリックして、「キーワードHUD」の表示／非表示を切り替
えます。

A キーワードコントロール これらのボタンおよびオプションを使って、キーワードを適用および操作

します。
B レートボタン これらのボタンをクリックして、選択したイメージにレートを適用します。
C 移動ボタン これらのボタンをクリックして、前または次のイメージに移動します。

A CB



第2章    Aperture のインターフェイス 63





I
キーワードコントロール
コントロールバーにキーワードコントロールを表示し、ボタンやポップアップメニューを使って

イメージにキーワードを適用できます。

コントロールバーにキーワードコントロールを表示するには：
m 「ウインドウ」＞「キーワードコントロールを表示」と選択します（またはShift ＋Dキーを押し
ます）。

キーワードの適用について詳しくは、243ページの第 10章「イメージにキーワードを適用する」
を参照してください。

レートボタン

イメージのレートについて詳しくは、233ページの第 9章「イメージにレートを設定する」を参
照してください。

A キーワードボタン これらのボタンのいずれかをクリックして、選択した1 つ以上のイメージ
にプリセットキーワードを適用します。キーワードを取り除くときは、Shift
キーを押しながらボタンをクリックします。

B キーワードを追加
フィールド

新しいキーワードを入力して、Returnキーを押します。新しいキーワード
が作成されて、選択したイメージに適用されます。

C キーワード・プリセット・
グループのポップアップ
メニュー

キーワードボタンに表示するキーワード・プリセット・グループを選択す

るか、または既存のキーワード・プリセット・グループのボタンを編集し
ます。

B

C

A



A 不採用 このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを「不採用」に
設定します。

B レートを下げる このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを下げます。
C レートを上げる このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを上げます。
D 選択 このボタンをクリックして、選択したイメージのレートを「選択」（5 つ星）

に設定します。

B A C D
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移動ボタン

「読み込み」パネル
「読み込み」パネルには、接続されているカメラ、カードリーダー、外部ハードディスクドライ

ブ、ローカル・ハード・ディスク、およびマウントされているサーバの一覧が表示されます。

「Aperture」にイメージを読み込むときは、パネル内で装置を選択するか、カメラまたはカード
リーダーを接続します。そうすると、「読み込み」ダイアログが表示されます。

詳しくは、109ページの第 4章「イメージを読み込む」を参照してください。

A 前のイメージへ このボタンをクリックして、前のイメージに移動します。
B 次のイメージへ このボタンをクリックして、次のイメージに移動します。

A B 



A 読み込みパネル このリストには、内蔵ディスクと接続されているドライブを含めて、イメー

ジを現在読み込める場所のすべてが表示されます。「読み込み」ダイアログ
を表示して読み込むイメージを選択するには、カメラまたはディスクのアイ

コンを選択します。

A
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I
「ボールト」パネル
「ボールト」パネルには、バックアップボールトとその場所の一覧が表示されます。ボールトは

通常、外部FireWireドライブに割り当てます。

ライブラリにイメージを追加すると、どの管理されたイメージのバックアップがボールトに作成

されているかが自動的に監視されます。ボールトが最新の状態のときには、「ボールトの状況」ボ

タンが黒く表示されます。1つ以上のバージョンに対して調整などの変更が行われているときに
は、「ボールトの状況」ボタンが黄色で表示されます。マスターのバックアップが1 つも作成さ
れていないときには、「ボールトの状況」ボタンが赤く表示されます。ボールトのアップデート

はいつでも実行できます。

詳しくは、611ページの第 22章「イメージのバックアップを作成する」を参照してください。

A 「ボールトの状況」ボタン ボールトの横にある「ボールトの状況」ボタンをクリックして、そのボー
ルトをアップデートします。「ボールトの状況」ボタンは、ボールトの現在

のアップデート状況によって色が変わります。黒は、ボールトが最新の状
態であることを示します。黄色は、イメージが変更されていて、その変更

のバックアップがまだ作成されていないことを示します。赤色は、ライブ
ラリにイメージが追加されていて、それらのイメージのバックアップがま

だ作成されていないことを示します。
B 「ボールトパネル」ボタン このボタンをクリックして、「ボールト」パネルの表示／非表示を切り替え

ます。
C 「ボールトアクション」

ポップアップメニュー
このポップアップメニューを使って、ボールトを追加、削除、または

アップデートします。
D 「すべてのボールトを

アップデート」ボタン
このボタンをクリックして、既存のすべてのボールトをアップデートします。

C 

A 

B 

D 
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ブック・レイアウト・エディタ
新しいブックアルバムを作成すると、ブック・レイアウト・エディタが表示されます。この領域

で、イメージの公開を目的としてプリントするためのさまざまなブックを作成できます。

「ページ」パネル

ブック・レイアウト・
エディタで、各ページ

をデザインします。

「ページ」パネルで、編集
するページを選択します。

A 「ページを追加」ポップ
アップメニュー

このポップアップメニューを使って、1 つ以上のページをブックに追加
します。

B ページパネル 表示するブックページを個別に選択したり、ブックページを並べ替えたり

します。

C 

B 

A 

G H 

D E

F 
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I

ブックレイアウトのコントロール

C テーマボタン このボタンをクリックして、ブックのページに適用するテーマとレイアウト
を選択します。

D 内容を編集ボタン このボタンをクリックして、ページのイメージを変更したり、テキストを
編集したりします。

E レイアウトを編集ボタン このボタンをクリックして、ページのテキスト、メタデータ、写真ボック
スを移動したりサイズ変更したりすることで、ページレイアウトを変更

します。
F 「ブックアクション」ポッ

プアップメニュー
このポップアップメニューからオプションを選んで、ブックにイメージを

流し込んだり、索引やページ番号を追加したり、テキスト、メタデータ、
および写真ボックスを追加してそれらの外観を変更したりします。

G 「マスターページを設定」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、選択したページに適用したいマスター
ページを選択します。

H ページを削除ボタン このボタンをクリックして、選択した1つ以上のページをブックから削除
します。

A 「テキストスタイルを設定」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、選択したテキストボックスに適用したい
テキストスタイルを選択します。

B 「メタデータフォーマット」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、イメージと一緒に表示したいメタデータ
の種類を選択します。

C 「写真フィルタ」ポップ
アップメニュー

イメージの外観を変更するためのフィルタを選択します。たとえば、イメー
ジを白黒やセピア調に変更するフィルタを適用できます。

D 「背景ページの設定」ポッ
プアップメニュー

背景のイメージを取り除く場合に、このポップアップメニューから選択
します。

A B C D
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テキスト、メタデータ、および写真ボックスのボタン

ページ表示のコントロール

A テキストボックスを追加 このボタンをクリックして、ページにテキストボックスを追加します。
B メタデータボックスを追加 このボタンをクリックして、ページにメタデータボックスを追加します。
C 写真ボックスを追加 このボタンをクリックして、ページに写真ボックスを追加します。
D 背面へ テキストボックスやイメージボックスを重ねて配置した場合に、選択した

ボックスをスタック順の下の方へ移動するときは、このボタンをクリック
します。

E 前面へ テキストボックスやイメージボックスを重ねて配置した場合に、選択した
ボックスをスタック順の上の方へ移動するときは、このボタンをクリック

します。

A B C D E 



A 「ウインドウに合わせる」
ボタン

このボタンをクリックして、ページの表示サイズを拡大／縮小し、ブック・
レイアウト・エディタの画面サイズに合わせます。

B 実際のサイズボタン このボタンをクリックして、選択したページを実際のサイズで表示します。
C 表示サイズスライダ このスライダをドラッグして、ページのサイズを調整します。

A B C 
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I
表紙およびページ表示のボタン

プリントおよびページ移動のボタン

ブックの作成について詳しくは、567ページの第 21章「ブックを作成する」を参照してください。

A ハードカバー（大） このボタンをクリックして、大きなハードカバーのブックフォーマットを
選択します。

B ソフトカバー（大） このボタンをクリックして、大きなソフトカバーのブックフォーマットを
選択します。

C 全体に広げて表示 このボタンをクリックして、2つのページを見開きで表示します。
D



1ページずつ表示 このボタンをクリックして、1ページずつ表示します。

A B C D 



A プリント このボタンをクリックして、ブックのページをプリントします。
B ブックを購入 このボタンをクリックして、アップルのプリントベンダーからプリント

されたブックを購入します。
C 前のページへ このボタンをクリックして、ブックの前のページに移動します。
D 次のページへ このボタンをクリックして、ブックの次のページに移動します。

A B C D 
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Webページエディタ
Web ページエディタを使用すると、イメージを表示するためのギャラリー形式のページおよび
Web ジャーナルページをプロ並みの品質で作成できます。デザインしたページは、MobileMe ア
カウントまたはWebサーバに投稿できます。Webページエディタのコントロールは、Web ペー
ジアルバムとWebジャーナルアルバムのどちらを選択したかによって多少異なります。

Web ページのコントロール
Web ページエディタでWeb ページを操作するときは、「プロジェクト」インスペクタでWeb
ページアルバムを選択し、左側に表示されるサムネールページから、表示するページを選択しま

す。選択したページが表示されたら、イメージやテキストを追加して配置できます。

A 「詳細イメージ」パネル このパネルでサムネールイメージをクリックして、選択したイメージを
拡大して表示します。

B ページパネル ページのサムネールをクリックして、ページを拡大して表示します。
C サイトテーマボタン このボタンをクリックして、Web ページに適用するテーマ（レイアウト）

を選択します。
D 「メタデータ表示」

ポップアップメニュー
このポップアップメニューから、Webページのイメージと一緒に使用する
メタデータ表示を選択します。

E 列数値スライダ ページに表示する列数を指定します。
F 行数値スライダ ページに表示する行数を指定します。

G 「イメージのサイズを合わ
せる」ポップアップ
メニュー

Webページ上でのイメージの表示方法を選択します。

H 幅値スライダ ページに表示するイメージの幅を指定します。

A

B

C D E F G H I

LM K

J
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Web ジャーナルのコントロール
短い文章とイメージを組み合わせて、Web上で公開する日記スタイルのWebページを作成する
こともできます。Web ジャーナルを操作するときは、イメージやテキストをページ上で手動で
配置できます。

WebページエディタでWebジャーナルを操作するときは、「プロジェクト」インスペクタでWeb
ジャーナルアルバムを選択し、左側に表示されるサムネールページから表示するページを選択し

ます。選択したページが表示されたら、イメージやテキストを追加して配置できます。

I 高さ値スライダ ページに表示するイメージの高さを指定します。
J 次のページへボタン このボタンをクリックして、次のWebページへ移動します。

K 前のページへボタン このボタンをクリックして、前のWebページへ移動します。
L



MobileMeへ公開ボタン このボタンをクリックして、完成したWeb ページをMobileMe アカウン
トに公開します。詳しくは、552ページの「MobileMeに書き出す」を
参照してください。

M 「Webページを
書き出す」ボタン

このボタンをクリックして、Web ページを書き出します。詳しくは、
554ページの「WebページをHTMLファイルとして書き出す」を参照して
ください。

A

B

C D E F G H I

LM K

J

O NP



A 「詳細イメージ」パネル このパネルでサムネールイメージをクリックして、選択したイメージを拡
大して表示します。

B ページパネル このパネルでページのサムネールを選択して、ページを拡大して表示します。
C サイトテーマボタン このボタンをクリックして、Web ページに適用するテーマ（レイアウト）

を選択します。
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Web ページの作成について詳しくは、535ページの第 20章「Web ページを作成する」を参照
してください。

D 「メタデータ表示」ポップ
アップメニュー

このポップアップメニューから、Webページのイメージと一緒に使用する
メタデータ表示を選択します。

E テキストボックスを追加
ボタン

このボタンをクリックして、現在のWebページにテキストボックスを追加
します。

F 列数値スライダ ページに表示する列数を指定します。
G 「イメージのサイズを合わ

せる」ポップアップ
メニュー

このポップアップメニューから、Web ページ上でのイメージの表示方法を
選択します。

H 幅値スライダ ページに表示するイメージの幅を指定します。
I 高さ値スライダ ページに表示するイメージの高さを指定します。
J 次のページへボタン このボタンをクリックして、次のWebページへ移動します。

K 前のページへボタン このボタンをクリックして、前のWebページへ移動します。
L



MobileMeへ公開ボタン このボタンをクリックして、完成したWeb ページをMobileMe アカウン
トに公開します。詳しくは、552ページの「MobileMeに書き出す」を
参照してください。

M 「Webページを書き出す」
ボタン

このボタンをクリックして、Web ページを書き出します。詳しくは、
554ページの「WebページをHTMLファイルとして書き出す」を参照して
ください。

N 「ページアクション」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、イメージを並べ替えたり、Web ジャー
ナルに自動的にページを追加するための条件を選択したりします。

O 「ページテンプレート」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、ページのテンプレート（レイアウト）を

選択します。
P 「ページを取り除く」

および「ページを追加」
ボタン

「ページを取り除く」ボタンをクリックして、選択したページをWebジャー
ナルから取り除きます。「ページを追加」ボタンをクリックして、Webジャー
ナルにページを追加します。
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ライトテーブル
ライトテーブルは、イメージを自由に配置することができるワークスペースです。ライトテーブ

ルでは、イメージを確認または比較する、Web ページのテスト版を作成する、選択したイメー
ジで色補正を適用する前にカラー値を比較するなど、イメージを表示して比較することに関係す

るあらゆる作業ができます。

ライトテーブルについて詳しくは、523ページの第 19章「ライトテーブルを使用する」を参照し
てください。

A ツールストリップ これらのツールを使って、イメージを選択および回転させたり、調整やメ
タデータをリフトしてスタンプしたりします。

B 「ライトテーブルから取り
除く」ボタン

このボタンをクリックして、選択したイメージをライトテーブルから取り
除きます。

C 「展開」ボタン このボタンをクリックして、ライトテーブル内でほかのイメージの下に隠
れているイメージを再表示します。

D 「ナビゲータ」ボタン ライトテーブルが画面のサイズよりも大きいときに、このボタンをクリッ
クして、ライトテーブルの別の領域に表示を移動します。

E 「サイズ調整してすべての
項目に合わせる」ボタン

このボタンをクリックして、ライトテーブル全体を画面のサイズに合わせ
ます。

F ライトテーブルの「拡大／
縮小」スライダ

ライトテーブルの「拡大／縮小」スライダをドラッグして、ライトテーブ
ルのサイズを変更します。

G 「配置していないイメージ
を表示」ボタン

このボタンをクリックして、ライトテーブルにまだ配置していないイメー
ジのみをブラウザに表示します。

H 「すべてのイメージを表示」
ボタン

このボタンをクリックして、ライトテーブルアルバムのすべての内容をブ
ラウザに表示します。

C

B

A

D E F

GH
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HUD（Heads-UpDisplay）
HUD（Heads-UpDisplay）は、関連するツールとコントロールの集まりで、フローティングウ
インドウとして表示されます。HUD は、ディスプレイで表示できる範囲であれば、画面上のど
こにでも移動できます。HUD は、フルスクリーン表示を含むすべてのメインウインドウ表示で
使用できます。

インスペクタHUD
「インスペクタHUD」から、「プロジェクト」パネル、「メタデータ」パネル、および「調整」パ
ネルの3 つのインスペクタパネルにアクセスできます。「インスペクタHUD」のコントロール
は、「インスペクタ」パネル内のインスペクタのコントロールと同じです。HUDは、ビューアで
もフルスクリーン表示でも使用できます。パネルを開くには、「インスペクタHUD」の上部にあ
る対応するボタンをクリックします。特定のインスペクタ内のコントロールについて詳しくは、
57ページの「「インスペクタ」パネル」を参照してください。

「インスペクタHUD」を表示するには：
m 「ウインドウ」＞「インスペクタHUDを表示」と選択します（またはHキーを押します）。

「プロジェクト」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「プロジェクト」パネルでプロ
ジェクトを操作する方法について詳しくは、93ページの第 3章「Apertureプロジェクトを操作
する」を参照してください。「メタデータ」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「メタ
データ」パネルでメタデータを操作する方法について詳しくは、269ページの第 11章「メタデー
タを操作する」を参照してください。「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調
整」パネルで調整を操作する方法について詳しくは、327ページの第 14章「イメージ調整の概
要」および365ページの第 15章「イメージを調整する」を参照してください。

A 「プロジェクト」ボタン このボタンをクリックして、「プロジェクト」パネルを開きます。
B メタデータボタン このボタンをクリックして、「メタデータ」パネルを開きます。
C 「調整」ボタン このボタンをクリックして、「調整」パネルを開きます。

A B C
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I
各調整ツールのHUD
「トリミング」、「スポットとパッチ」、「赤目」、「リフト」、「スタンプ」、「レタッチ」など、

「Aperture」の調整ツールの多くは、HUDと共に使用します。

これらのHUD を表示するには：
m ツールストリップで調整ツールを選択します。

調整ツールについて詳しくは、327ページの第 14章「イメージ調整の概要」および365ページ
の第 15章「イメージを調整する」を参照してください。

クエリーHUD
「クエリーHUD」では、イメージの検索用オプションを指定できます。

「クエリーHUD」を表示するには：
m 「編集」＞「検索」と選択します（またはコマンド＋Fキーを押します）。

m ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタン（虫眼鏡のアイコンの付いた
ボタン）をクリックします。

A 「スタックピックのみ含む」
チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、検索時にスタック内がクエリーされ
ません。検索は、スタックのピックだけに対して実行されます。各スタッ

ク内のイメージは無視されます。
B 検索条件 検索したい条件カテゴリ（レート、キーワード、日付など）のチェック

ボックスを選択して、条件を指定します。
C 「閉じる」ボタン このボタンをクリックして、「クエリーHUD」を閉じます。
D 「次の」ポップアップ

メニューと「一致する」
ポップアップメニュー

チェックボックスを選択した検索条件のいずれか、またはすべてにイメー

ジが一致するか、一致しないかを選択します。

E 検索フィールド 検索したいテキストを入力します。検索フィールドの内容を消去するとき
は、検索フィールドの「リセット」ボタン（Xのボタン）をクリックします。

F 「フィルタを追加」ポップ
アップメニュー

日付、EXIF とIPTC情報、テキスト、レート、その他のメタデータなどの追
加の検索条件を選択します。

G 「クエリーHUD アクショ
ン」ポップアップメニュー

現在の検索条件に一致するイメージが収められた新しいライトテーブル、
ブック、Webページ、スマートWebページ、またはWeb ジャーナルア
ルバムを作成します。
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イメージの検索について詳しくは、295ページの第 12章「イメージを検索して表示する」を参
照してください。

キーワードHUD
「キーワードHUD」には、キーワードを効率的に整理してイメージに適用するための、キーワー
ドのライブラリが表示されます。

「キーワードHUD」を表示するには：
m 「ウインドウ」＞「キーワードHUD を表示」と選択します（またはShift＋Hキーを押します）。

H 現在のイメージでアルバム
を新規作成ボタン

このボタンをクリックして、現在の検索条件に一致するイメージが収めら
れた新しいアルバムを作成します。

I 新規スマートアルバム
ボタン

このボタンをクリックして、検索条件に基づく新しいスマートアルバムを
作成します。詳しくは、317ページの第 13章「スマートアルバムを使って
イメージを分類する」を参照してください。

A ロックボタン このボタンをクリックして、「キーワードHUD」をロックし、変更できな
いようにします。HUDをロック解除するときは、もう一度ボタンをクリッ
クします。

B キーワードを追加ボタン このボタンをクリックして、「キーワードHUD」のキーワードライブラリ
にキーワードを追加します。

C 三角形の情報表示ボタン キーワードグループの三角形の情報表示ボタンをクリックして、そのグ
ループに含まれるすべてのキーワードを表示します。

D 「閉じる」ボタン このボタンをクリックして、「キーワードHUD」を閉じます。
E 検索フィールド テキストを入力して、そのテキストに一致するキーワードを検索します。

フィールドの内容を消去するときは、「リセット」ボタン（Xのボタン）を
クリックします。

F 「書き出す」ボタン このボタンをクリックして、「Aperture」のキーワードリストを書き出します。
G 「読み込む」ボタン このボタンをクリックして、「キーワードHUD」にキーワードを読み込み

ます。
H キーワードを取り除く

ボタン
このボタンをクリックして、選択した1つ以上のキーワードを取り除きます。

I 下位キーワードを追加
ボタン

このボタンをクリックして、キーワードグループにキーワードを追加する
など、下位キーワードを追加します。

C
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表示を変更する
「Aperture」では、インターフェイスの各領域の表示／非表示を切り替える以外に、メインウイ
ンドウの基本的な表示方法として以下の4つを提供しています。
Â「ブラウザのみ」：この表示は、拡大されたブラウザにイメージを表示して、イメージを確認し
たり、初期レートを適用したり、イメージのスタックを作成および操作したりする場合に使用

します。

Â「ブラウザとビューア」：この表示は、ブラウザとビューアを一緒に表示して、イメージの確認
や操作を行う場合に使用します。

Â「ビューアのみ」：この表示は、拡大されたビューアにイメージを表示して、細かい操作を行う
場合に使用します。

Â「フルスクリーン」：この表示は、イメージを黒い背景のフルスクリーンに表示して操作する
場合に使用します。

V キーを押す、「表示」メニューからコマンドを選択する、キーボードショートカットを押すと
いった方法で、表示を簡単に切り替えることができます。

表示を変更するには：
m 「表示」メニューから「ブラウザのみ」、「ブラウザとビューア」、「ビューアのみ」、または「フル

スクリーン」を選択します（またはVキーを押します）。

キーボードショートカットを使って、メインウインドウのさまざまな領域の表示／非表示をす

ばやく切り替えることができます。

キーボードショートカット 機能

「読み込み」パネルと「読み込み」ダイアログを開く

「ボールト」パネルの表示／非表示を切り替える

「プロジェクト」インスペクタを選択する

「インスペクタ」パネル内の次のパネルを選択する

次の表示を選択する

キーワードコントロールを表示する／隠す

「インスペクタ」パネルの表示／非表示を切り替える

「インスペクタ」パネルの位置を切り替える

ブラウザとビューアの位置を入れ替える

I

shift R

control P

W

V

shift D

I

shift I

option W
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ツールバーをカスタマイズする
必要なツールだけを表示するように、ツールバーをカスタマイズできます。表示するツールを選

択したり、ツールを並べ替えたり、ツールのアイコンとテキストを両方とも表示するかどうかを

選択することによって、ツールバーをカスタマイズできます。

ツールバーを隠す／表示する
ツールバーを完全に隠すことができます。

ツールバーを隠すには：
m 「表示」＞「ツールバーを隠す」と選択します（または、Shift＋Tキーを押します）。

隠れているツールバーを表示するには：
m 「表示」＞「ツールバーを表示」と選択します（または、Shift＋Tキーを押します）。

∏ ヒント：「Aperture」のメインウインドウの右上にある「ツールバー」ボタン（グレイの長方形
のボタン）をクリックする方法で、ツールバーの表示／非表示をすばやく切り替えることもで

きます。

ブラウザとビューアの位置を回転させる

ツールバーを表示する／隠す

フルスクリーン表示に入る／フルスクリーン表示を終了する

キーボードショートカット 機能

shift W

shift T

F
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I
ツールバーのボタンをカスタマイズする
「Aperture」では、ツールバーボタンの追加、削除、および並べ替えは、ドラッグアンドドロッ
プ操作だけで実行できます。

ツールバーをカスタマイズするには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「ツールバーをカスタマイズ」と選択します。

Â


Controlキーを押したままツールバーをクリックして、ショートカットメニューから「ツール
バーをカスタマイズ」を選びます。

ダイアログが開き、ツールバーのボタンとツールのアイコンが表示されます。

2 以下のいずれかの操作を行って、ツールバーを構成します：

Â ツールバーにツールを追加するには：ダイアログにあるツールのアイコンを、ツールバー内の
ツールを表示したい場所にドラッグします。

Â ツールバーから項目を取り除くには：取り除く項目をツールバーの外にドラッグするか、また
はControl キーを押したまま取り除く項目をクリックして、ショートカットメニューから「項
目を取り除く」を選択します。

Â ツールバーの項目の順序を変更するには：各項目を新しい位置にドラッグします。

Â ツールバーに各ツールのアイコンとテキストを表示するかどうかを制御するには：ダイアログ
の左下隅にある「表示」ポップアップメニューから、「テキストのみ」、「アイコンのみ」、「ア

イコンとテキスト」のいずれかを選択します。または、Controlキーを押したままツールバー
をクリックし、ショートカットメニューから「テキストのみ」、「アイコンのみ」、「アイコンと

テキスト」のいずれかを選択します。

3 ツールバーの構成が完了したら、「完了」をクリックします。

ツールバーをデフォルトの状態にリセットするには：
m ダイアログの下部にあるデフォルトのツールバーをツールバー領域にドラッグします。

「デフォルト」ツールバー
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キーボードショートカットをカスタマイズする
「Aperture」のさまざまなメニューコマンドおよびキーボードショートカットを使って、ほぼす
べてのワークフローを制御できます。コマンドエディタでは、「Aperture」のさまざまなコマン
ドとキーボードショートカットを検索またはブラウズできます。また、コマンドエディタを使っ

てキーボードショートカットをカスタマイズして、作業効率を上げることもできます。

このセクションでは、コマンドエディタを使ってキーボードショートカットを変更する方法につ

いて説明します。

コマンドエディタの検索ツールを使って、コマンドの検索、説明とキーボードショートカットの

表示、およびハイライトしたキーの組み合わせのプレビューをキーボードで視覚的に表します。

既存のショートカットの変更、新規ショートカットの作成、および複数のキーボード・ショート

カット・セット（コマンドセット）の保存を実行できます。このキーボードショートカットは、
読み込みや書き込みによってほかのユーザーも利用できるようになります。ほかのアプリケー

ションのキーボードショートカットに慣れている場合は、コマンドエディタを使って、「Aperture」
のキーボードショートカットのデフォルトセットを置き換えることができます。

「Aperture」のコマンドエディタを表示するには：
m 「Aperture」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択します。

コマンドエディタが表示されます。

コマンド・セット・オプション

コマンドリスト 詳細領域コマンドグループ

検索フィールド

「キーボードをハイライト」ボタン修飾キーボタン
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I
コマンドエディタのインターフェイス
コマンドエディタの上部に、仮想キーボードが表示されます。下部には、メニューコマンドをグ

ループごとにソートして表示したコマンドリスト、各コマンドの簡潔な説明、および関連するキー

ボードショートカット（存在する場合）が表示されます。

仮想キーボードは色分けされているため、各キーの実行するコマンドを簡単に見分けることがで

きます。「コマンドリスト」領域の左側にある「コマンドグループ」列には、クリック可能なカ

ラーキーが参照用に表示されます。

ショートカットが割り当てられているキーには、濃いグレイのドットのマークが表示されます。

割り当てられていないキーにマークは表示されません。いくつかのキーは斜線で網掛けされてい

て、システム用に予約されていることを表します。

コマンドセットを選択する
デフォルトでは、「Aperture」は標準のコマンドセット、およびコンピュータの設定時に指定し
た言語を使用します。

コマンドセットを選択するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「Aperture」＞「コマンド」＞と選択し、サブメニューからコマンドセットを選択します。

m コマンドエディタがすでに表示されている場合は、左上隅のポップアップメニューからセットを

選択します。

コマンドセットを選択すると、そのキーボードショートカットが有効になります。

システムコマンド用の
予約キー

ショートカット割り当て
済みのキー

未割り当てキー
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キーボードショートカットをグループに基づいて表示する
「コマンドリスト」領域には、複数のコマンドグループが、「Aperture」のメニューおよびコマン
ドの種類ごとに整理されて表示されます。グループをクリックすると、「コマンド」リストにそ

のグループのコマンドおよびキーボードショートカットだけが表示されます。

コマンドを検索する
コマンドエディタの右上隅にある検索フィールドを使うと、コマンドまたはそのキーボード

ショートカットをすばやく検索できます。コマンド名、説明、またはキーボードショートカット

で検索できます。

キーボードショートカットを検索するには：
m コマンドエディタで、検索フィールドをクリックして目的のキーボードショートカットを説明す

る単語を入力するか、キーストロークを入力します。

「コマンド」リストに検索結果がすぐに表示され、検索用語に関連するすべてのコマンドおよび

キーボードショートカットが一覧表示されます。

検索フィールドポップアップメニューからカテゴリを選択することで、検索結果を絞り込むこと

がきます。メニューオプションには、「すべて」、「コマンド」、「説明」、および「キーボードショー

トカット」が含まれます。

参考：検索フィールドに入力するときには、Shift キーを使って大文字を入力しないようにして
ください。検索フィールドでは、Shift キーはキーボードショートカットの修飾キーとして認識
されます。

検索フィールドと共に仮想キーボードを使って、キーボードショートカットをハイライト

できます。

コマンドグループ
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I
仮想キーボードでキーボードショートカットを検索およびハイライトするには： 

1 検索フィールドの左側にある「キーボードをハイライト」ボタンをクリックします。

キーボードが淡色で表示されます。

2 検索フィールドをクリックして、入力を開始します。

入力するにしたがって「コマンド」リストが変化し、検索用語に関連するキーがハイライトされ

ます。

参考：「キーボードをハイライト」ボタンを選択すると、コマンドキーだけがハイライトされま
す。キーボードショートカットの一部である修飾キー（コマンド、Shift、Option、Control）は
ハイライトされません。

修飾キーを使って表示を絞り込む
コマンドエディタ上部の修飾キーボタン（コマンド、Shift、Option、Control）を使って、さま
ざまな修飾キーと連携して動作するキーをすばやく確認できます。

修飾キーを使って絞り込むには：
1 コマンドエディタ上部にある 4 つの修飾キーボタンのいずれか（または仮想キーボードの修飾
キーのいずれか）をクリックします。

選択した修飾キーと連携して動作するように割り当てられているキーが、濃いグレイのドットで

表示されます。

2 必要に応じて、別の修飾キーボタン（または仮想キーボードの修飾キー）をクリックして、組み

合わせを作成します。

仮想キーボードがアップデートされ、組み合わせた修飾キーを使用するショートカットに割り当

てられているキーが表示されます。

キーとコマンドの詳細を表示する
「コマンドリスト」領域の右側にある「詳細」領域に、仮想キーボードで選択したキーまたは「コ

マンド」リストで選択したコマンドに関する追加情報が表示されます。仮想キーボードでキーを

選択すると、そのキーに関連付けられているすべてのキーボードショートカットのリストがこの

領域に表示されます。

選択したキー

選択したキーを含む、使用
可能なすべてのキーがここ

に表示されます。
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「コマンド」リストでコマンドを選択すると、「詳細」領域にコマンドの簡潔な説明が表示されます。

キーボードショートカットを割り当てる
コマンドエディタを使用すると、ショートカットをすばやく、簡単にカスタマイズできます。デ

フォルトの標準セットに含まれるコマンドにはショートカットが定義されていないため、新規

ショートカットをコマンドに適用することが必要な場合があります。標準セットを変更すること

はできないため、最初にこのセットを複製してから、複製した新規セットをカスタマイズする必

要があります。

現在有効なコマンドセットを複製するには：
1 コマンドエディタの上部にあるポップアップメニューから「複製」を選択します。

ダイアログが表示され、新しいコマンドセットに名前を付けるよう求められます。

2 ダイアログに名前を入力して、「OK」をクリックします。

複製した新規コマンドセットが保存され、コマンドエディタのポップアップメニューおよび

「Aperture」メニューの「コマンド」サブメニューに1つの項目として表示されます。

これで、割り当て済みのキーボード・ショートカット・セットの複製ができました。個別のキー

割り当てを変更して、新しいまたは修正したショートカットを作成できます。

キーボードショートカットを追加または変更するには：
1 コマンドエディタの検索フィールドを使用して（または「コマンド」リストを参照して）、新し

いキーボードショートカットを割り当てるコマンドを選択します。 

2 物理キーボードを使って、コマンドに使用するキーの組み合わせ（例：Shift＋Option＋Tキー）
を押します。

参考：コマンドにキーボードの組み合わせを割り当てる際、いずれかの修飾キー（コマンド、
Shift、Option、またはControl）を押したままの場合は、Delete キーが割り当て可能なキーに
なります。以下に記載されているコマンドセットの削除方法を参照してください。

キーの組み合わせがまだコマンドに割り当てられていない場合、仮想キーボードがアップデート

され、新しいキーの割り当てが表示されます。新しく割り当てられたキーに、グレイのドットが

表示されます。色分けされたコマンドグループにそのコマンドが属している場合には、色が適用

されます。

キーの組み合わせがすでにコマンドに割り当てられている場合には、現在の割り当てが表示さ

れ、変更内容を確認するように求められます。

コマンドセットに変更を加えたら、何通りかの方法で変更を保存できます。
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I
コマンドセットを保存するには：

m コマンドエディタの右下隅にある「保存」ボタンをクリックします。

変更を保存せずにコマンドエディタを閉じると、「Aperture」によりコマンドセットを保存する
ように求められます。

コマンドセットを削除するには：
1 削除するコマンドセットが使用されていることを確認してから、コマンドエディタの上部にある

ポップアップメニューから「削除」を選択します。

ダイアログが表示されます。

2 「削除」をクリックします。

コマンドセットが取り除かれ、標準セットが有効なコマンドセットになります。

コマンドセットを読み込む／書き出す
コマンドセットを保存したら、それを書き出してバックアップを作成したり、ほかのユーザと新

規セットを共有できます。書き出したコマンドセットはファイルに保存されます。保存したファ

イルは、後で「Aperture」に再び読み込むことができます。

キーボードショートカットのセットを書き出すには：
1 必要に応じ、ポップアップメニューを使って書き出すコマンドセットを有効にしてから、以下の

いずれかの操作を行います：

Â「Aperture」＞「コマンド」＞「書き出す」と選択します。
Â コマンドエディタで、ポップアップメニューから「書き出す」を選択します。

2 表示されるダイアログで、書き出したコマンドセットを保存する場所に移動して、「別名で保存」

フィールドに名前を入力します。

3 「OK」をクリックします。

ファイル名に拡張子「.commandset」が付けられ、選択した場所にファイルが保存されます。

キーボードショートカットのセットを読み込むには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「Aperture」＞「コマンド」＞「読み込む」と選択します。
Â コマンドエディタで、ポップアップメニューから「読み込む」を選択します。

2 表示されるダイアログで、コマンド・セット・ファイルを保存する場所に移動して選択し、「開く」

をクリックします。

新しいコマンドセットが「Aperture」メニューの「コマンド」サブメニュー、およびコマンドエ
ディタのポップアップメニューに追加されます。

同じ名前のコマンドセットがすでに使用されている場合、ダイアログが表示されて、セットの名

前を変更するように求められます。
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「Aperture」の環境設定を設定する
「環境設定」ウインドウで、「Aperture」の設定を指定できます。環境設定を指定することに時間
をかけるほど、ワークフローを効率化できます。

「環境設定」ウインドウを開くには：
m 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

「環境設定」ウインドウが表示されます。

A 「一般」ボタン このボタンをクリックして、ライブラリの場所を設定したり、カメラがコン
ピュータに接続されたときの「Aperture」の動作を指定したりするためのオ
プション、およびその他のイメージ管理オプションを表示します。

B 「アピアランス」ボタン このボタンをクリックして、ブラウザやビューアの背景の明るさの設定、

ツールチップやバッジの表示など、「Aperture」のインターフェイスをカス
タマイズするためのオプションを表示します。

C 「書き出し」ボタン このボタンをクリックして、「Aperture」の外部にあるイメージの変更に使
用する外部エディタを選択したり、イメージをメールで送信するときに使

用するメールアプリケーションとその設定を選択したりするオプションを
表示します。作成するWebページに含まれるコピーライト文を作成するこ
ともできます。

D 「プレビュー」ボタン このボタンをクリックして、プレビューイメージの作成方法と表示方法の

オプションを表示します。
E 「メタデータ」ボタン このボタンをクリックして、ブラウザとビューア、およびイメージツール

チップに、イメージと共に表示するメタデータを選択するための表示オプ
ションを選択します。

F 「MobileMe」ボタン このボタンをクリックして、MobileMe に公開したウェブギャラリーを確
認およびアップデートするためのオプションを表示します。

A B C D E F
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「一般」環境設定

A 「読み込み終了時に警告を
表示」チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、イメージの読み込みが完了したとき
に警告メッセージが表示されます。

B 「調整したときに新規
バージョンを作成」
チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、選択したイメージを調整するときに、
新しいバージョンが自動的に作成されます。

C 「自動ブラッククリップ
調整」スライダ

ブラックを越える色を評価するときは、「自動ブラッククリップ調整」スラ

イダおよび値スライダを使って「自動レベル」調整に許容値を増やします。
D 「ライブラリの場所」

フィールド
ライブラリのデフォルトの場所が表示されます。Apertureライブラリの場
所を変更するには、「選択」をクリックし、ライブラリの保存先を選択しま
す。「Aperture」を再起動して、場所の変更を確定します。

E 「カメラを接続したときに
起動する項目」
ポップアップメニュー

コンピュータにカメラを接続したときに開くアプリケーションを指定
します。

F 「自動ホワイトクリップ
調整」スライダ

ホワイトを越える色を評価するときは、「自動ホワイトクリップ調整」スラ

イダおよび値スライダを使って「自動レベル」調整に許容値を増やします。
G 「マスターを削除するとき

に警告を表示」チェック
ボックス

このチェックボックスを選択すると、マスターを削除するときに、警告メッ

セージが表示されます。

H 「すべての警告をリセット」
ボタン

このボタンをクリックして、警告メッセージを表示します。特定の警告を
表示しないように設定した場合でも、このボタンによってリセットされて、

再度表示されるように設定されます。

A

B

C
E

F

G

D

H
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「アピアランス」環境設定

A 「状況インジケータの横に
アクティビティラベルを
表示」チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、状況インジケータの横に現在のアク
ティビティが表示されます。

B 「プロジェクトおよびアル
バムのバージョン数を
表示」チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、「プロジェクト」インスペクタ内のプ

ロジェクトまたはアルバムにバージョン数が表示されます。

C 「フルサイズのイメージを
読み込み中に“読み込み
中...” を表示」
チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、フルサイズのイメージの読み込みが
すぐに完了しない場合に、初期プロキシイメージが表示されます。

D 「写真をダブルクリック」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューからオプションを選択すると、「ブラウザ」内で
サムネールをダブルクリックしたときに実行される処理が設定されます。

「ビューアのみ」表示への切り替え、「フルスクリーン」表示への切り替え、
何もしない、という選択肢があります。イメージをもう一度ダブルクリッ

クすると、元の表示に戻ります。
E 「コールドエリア表示の

しきい値」スライダ
「表示」＞「ホットエリアとコールドエリアをハイライト」と選択すること

によって、イメージのコールドエリア（カラーチャンネル内のブラックデー
タがクリッピングされている場所）を表示できます。イメージのコールドエ

リアを決定するしきい値を調整するには、このスライダをドラッグします。
F 「ブラウザの背景の明るさ」

スライダ
このスライダを使って、ブラウザの背景の明るさを調整します。

G 「ビューアの背景の明るさ」
スライダ

このスライダを使って、ビューアの背景の明るさを調整します。

H 「ホットエリア表示の
しきい値」スライダ

「表示」＞「ホットエリアとコールドエリアをハイライト」と選択すること

によって、イメージのホットエリア（カラーチャンネル内のハイライトデー
タがクリッピングされている場所）を表示できます。イメージのホットエ

リアを決定するしきい値を調整するには、このスライダをドラッグします。
I 「クリップオーバーレイ」

ポップアップメニュー
クリップオーバーレイの表示用にカラーまたはモノクロを選択します。

J 「検索範囲」ポップアップ
メニュー

このポップアップメニューを使って、「Aperture」で実行する検索に関する
環境設定を設定します。イメージに関連付けられているすべてのメタデー
タを対象に入力テキストを検索するか、またはイメージのEXIF情報を対象
にしない限定されたテキスト検索を実行できます。

A

B

C

D

H
E

F

I

J

L

K

G
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I

「書き出し」環境設定

K 「コントロール上にツール
チップを表示」チェック
ボックス

このチェックボックスを選択すると、インターフェイス項目にポインタを
置いたときに、その項目の名前が表示されます。

L 「参照イメージのバッジを
表示」チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、参照イメージであることを示す

バッジが表示されます。

A 「メール書き出しプリセッ
ト」ポップアップメニュー

イメージをメールクライアントに書き出すときに使用する、書き出しプリ

セットを選択します。独自の書き出しプリセットを作成したい場合は、「編
集」をクリックし、「書き出しのプリセット」ダイアログで新しいプリセッ

トを作成します。
B 「外部エディタのファイル

フォーマット」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、イメージを外部エディタに書き出すとき

のファイルフォーマットを選択します。また、「dpi」フィールドで、イメー
ジのドット／インチ（dpi）単位の解像度も指定できます。

C 「外部イメージエディタ」
フィールド

外部エディタを使ってイメージの調整を行うことができます。外部イメー
ジエディタを指定するには、「選択」をクリックし、アプリケーションを選

択します。イメージを外部エディタで開くには、イメージを選択して、「イ
メージ」＞「外部エディタまたはプラグインで編集」＞「外部エディタ」と

選択します。
D 「使用するメールアプリ

ケーション」
ポップアップメニュー

このポップアップメニューから、イメージをメールクライアントに書き出

す場合のメールアプリケーションを選択します。

E 「Webコピーライト」
フィールド

ここに、WebページとWebジャーナルのコピーライトテキストを入力
します。

A

B
D

E

C
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「プレビュー」環境設定

A 「プレビューの品質」
スライダ

プレビューのイメージ品質を変更するには、「プレビューの品質」スライダ
をドラッグします。選択する品質が高くなるほど、プレビューに必要なディ

スク領域は大きくなります。
B 「可能な場合はカメラから

埋め込みJPEGを使用」
チェックボックス

このチェックボックスを選択すると、可能な場合に、カメラにより生成さ

れたイメージのJPEGサムネールが使用されます。

C 「新しいプロジェクトでプ
レビューを自動的に生成」
チェックボックス

すべての新しいプロジェクトおよびライブラリでイメージのプレビューを
作成するように「Aperture」を設定するには、このチェックボックスを選
択します。新しいプロジェクトでイメージのプレビューを作成したくない場
合は、このオプションの選択を解除します。

D 「プレビューをiLifeおよび
iWorkと共有」
チェックボックス

iLifeおよびiWorkのアプリケーションとJPEGプレビューイメージを共有
することを有効にするときは、このチェックボックスを選択します。

E 「プレビューのサイズを制
限」ポップアップメニュー

プレビューの最大ピクセルサイズを設定するには、このポップアップメ

ニューからサイズを選択します。

A

B
D

E

C
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「メタデータ」環境設定

A 「ビューア」領域 「ビューア」チェックボックスを選択して、ビューアにイメージのメタデー
タを表示する方法を指定します。「設定」ボタンを選択し、「設定1」ポップ
アップメニューと「設定2」ポップアップメニューから表示したい情報を選
択します。「配置」ポップアップメニューから、その情報を表示する位置を

選択することもできます。「設定 1」または「設定 2」ボタンを選択して、
デフォルトで表示したいメタデータ表示を選択します。

B 「ライトテーブル」領域 「バッジとレートを表示」チェックボックスを選択して、ライトテーブル内
のイメージにバッジおよびアイコンを表示します。

C 「ブラウザ」領域 「ブラウザ」チェックボックスを選択して、グリッド表示およびフィルムス
トリップ表示のブラウザでイメージのメタデータを表示する方法を指定し

ます。「設定」ボタンを選択し、「設定 1」ポップアップメニューと「設定
2」ポップアップメニューから表示したい情報を選択します。「配置」ポッ
プアップメニューから、その情報を表示する位置を選択することもできま
す。「設定1」または「設定2」ボタンを選択して、デフォルトで表示した
いメタデータ表示を選択します。

D 「リスト表示の欄」領域 「リスト表示の欄」チェックボックスを選択して、リスト表示のブラウザで

イメージのメタデータを表示する方法を指定します。「設定」ボタンを選択
し、「設定1」ポップアップメニューと「設定 2」ポップアップメニューか
ら表示したい情報を選択します。「設定 1」または「設定 2」ボタンを選択
して、デフォルトで表示したいメタデータ表示を選択します。

E 「イメージツールチップ」
領域

「イメージツールチップ」チェックボックスを選択して、イメージのツール
チップに表示するメタデータを指定します。「設定」ポップアップメニュー

から、メタデータ表示を選択します。

A

B

C

D

E
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「MobileMe」環境設定

A 「ギャラリーのタイトル」
フィールド

このフィールドにテキストを入力して、MobileMeページに表示される
Webページのタイトルを指定します。

B 「新しい写真を確認」
ポップアップメニュー

ウェブギャラリーをスケジュールに基づいて自動的にアップデートする
か、手動でアップデートするかを選択します。ギャラリーを1時間ごと、
1日ごと、または1週間ごとに自動的にアップデートするように「Aperture」
を設定できます。

C 「公開したアルバム」
リスト

現在、MobileMeアカウントに公開しているアルバムのリストを表示します。
アルバムを選択して「公開を停止」をクリックすると、MobileMe アカウ
ントからアルバムを取り除くことができます。

D 「iDiskの容量」
インジケータ

ウェブギャラリーが現在使用しているiDiskの容量、およびアクセス可能な
総容量を示します。

E 「さらに容量を購入」
ボタン

このボタンをクリックして、ウェブギャラリー用の容量をさらに購入します。

C

D

B

A

E





3



 93

3



Apertureプロジェクトを操作する

プロジェクト、アルバム、バージョンなど、「Aperture」の基本要素
は非破壊環境で作業を行うための基礎となります。

この章では、「Aperture」の基本要素の詳細、およびイメージを保管するプロジェクトを設定し
て使用する方法について説明します。

この章の内容：

Â「Aperture」の基本要素（94ページ）

Â プロジェクトを操作する（100ページ）

Â プロジェクトを作成して名前を付ける（101ページ）

Â プロジェクトを開く／閉じる（103ページ）

Â よく使うプロジェクトを作成する／表示する（104ページ）

Â プロジェクトとアルバムからイメージを削除する（105ページ）

Â「プロジェクト」インスペクタから項目を削除する（105ページ）

Â ライブラリファイルを操作する（106ページ）

Â「プロジェクト」インスペクタでライブラリを操作する（108ページ）

Â コマンドにすばやくアクセスする（108ページ）
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「Aperture」の基本要素
「Aperture」のイメージ管理システムでは、次の基本要素が使用されます：
Â マスター：カメラ、メモリカード、コンピュータ、または外部記憶メディアから読み込んだ
オリジナルのイメージファイル。

Â バージョン：マスターから派生したファイル。イメージに加えた変更（イメージの調整、メタ
データの変更など）を反映したイメージを表示するために使用されます。

Â プロジェクト：マスター、バージョン、およびアルバムを保管するコンテナ。プロジェクトに
は、数万個のマスターとそれ以上の数のバージョンを保管できます。

Â アルバム：バージョンを保管するコンテナ。アルバムは、プロジェクトの内部または外部で
イメージを整理するために作成できます。

Â フォルダ：プロジェクトおよびアルバムを整理するためのコンテナ。

Â ライブラリ：マスターとそれに対応するすべてのバージョンを記録および監視するAperture
データベース。複数のApertureライブラリファイルをそれぞれ別の場所に作成することがで
きます。ライブラリでは、イメージを整理するために作成したプロジェクトとアルバムに関す

るすべての情報が監視されます。

Â 管理されたイメージと参照イメージ：Aperture ライブラリに保存されたマスターは、管理さ
れたイメージと呼ばれます。これは、「Aperture」によってそのデータベース内でのイメージ
ファイルの場所が管理されるためです。管理されたイメージは、物理的には「ピクチャ」フォ

ルダ内のAperture ライブラリファイルに配置されています。また、マスターをライブラリに
保存せずにイメージを「Aperture」に読み込むこともできます。ライブラリに保存されない
イメージは、参照イメージと呼ばれます。「Aperture」では、参照イメージをAperture ライ
ブラリファイルに配置せずにハードディスク上の現在の場所に置いたまま、参照イメージにリ

ンクを作成します。

Â ボールト：ライブラリおよびライブラリ内のすべてのイメージと情報のバックアップを単独
で保管するコンテナ。

以降のセクションでは、これらの各要素の詳細と「Aperture」での使いかたについて説明します。

マスターとは
デジタル・マスター・ファイル（マスター）とは、カメラ、メモリカード、コンピュータ、また
は外部記憶メディア（外部ハードディスクドライブ、CDなど）から「Aperture」に読み込まれ
た、オリジナルのRAW、GIF、JPEG、TIFF、DNG、またはPNGファイルのことです。「Aperture」
では、マスターが変更されることがなく、常にオリジナルのファイルが元の状態のままで残って

います。

重要：マスター、特にRAWファイルは、多くの場合、サイズが非常に大きくなります。数千個
のマスターから構成されるプロジェクトでは、大きな容量のハードディスクが必要になります。

マスターの読み込みについては、109ページの第 4章「イメージを読み込む」を参照してください。
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バージョンとは
マスターをハードディスクに読み込んだら、イメージを確認して調整することができます。たと

えば、露出、コントラスト、または彩度を変更したり、撮影者の名前、イベント、場所などの情

報をイメージに追加したりできます。「Aperture」でイメージを操作するときには、適用した調
整および埋め込まれている情報を含む「バージョン」がマスターごとに作成され、マスターが変

更されることはありません。バージョンは、ハードディスク上のマスターを参照するファイルで、

マスター自体ではありません。バージョンには、サムネールイメージ、調整、および埋め込まれ

ている情報だけが保存されます。完全な形式のイメージファイルはプリントまたは書き出しを行

える状態になるまで作成されないので、ハードディスク上の貴重な記憶領域を節約できます。

ワークフローの中で、同じイメージの異なる表現が必要になることがよくあります。たとえば、

顧客が同じ顔写真のカラーバージョンと白黒バージョンを希望する場合などがあります。

「Aperture」では、同じイメージの複数のバージョンをいつでも作成できます。

バージョンを作成すると、オリジナルのマスターがディスク上に読み取られ、画面に表示されま

す。イメージに調整を加えたり情報を追加したりすると、バージョンに対する変更を反映したイ

メージが表示されます。このとき、オリジナルのマスターは変更されません。

「ピクチャ」

フォルダ
コンピュータ

Aperture
ライブラリ

ファイル 3A 

3B 

3C 

2A 

2B 

マスター 1の
バージョン

マスター 

マスター 2の
バージョン

マスター 

マスター 3の
バージョン

マスター 

1A 

1 
1B 

1C 

1D 

2 

3 
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プロジェクトとは
プロジェクトを使って、マスターとバージョンを整理します。プロジェクトは、イメージのバー

ジョンとそれに対応するマスターで構成されるコンテナです。プロジェクトには、数万個のマス

ターを保管できます。プロジェクトは、空きディスク領域がある限り必要な数だけ作成できます。

たとえば、撮影機会ごとに新しいプロジェクトを作成できます。同じ題材で何回か写真撮影を行

う場合には、すべての撮影写真を含むプロジェクトを作成することもできます。プロジェクトは、

マスターを保管し、バージョンへのすべての変更を監視する、「Aperture」の最も基本的な要素
です。

プロジェクトは、Aperture システムの間で簡単に転送できます。プロジェクトを転送しても、
バージョンとマスターの間の関連付けが変更されることはありません。この機能は、撮影現場な

どのスタジオから離れた場所ではポータブルコンピュータを使用し、スタジオではワークステー

ションを使用する場合に、特に役に立ちます。詳しくは、143ページの「別のシステムからプロ
ジェクトを転送する」を参照してください。

複数のプロジェクトを同時に開くこともできます。このとき、「プロジェクト」インスペクタで

はプロジェクトごとにアイコンが割り当てられ、ブラウザではプロジェクトごとにタブが割り当

てられます。

アルバムとは
アルバムは、Aperture ライブラリ内のコンテナで、イメージバージョンだけが保管される場所
です（それらが参照するマスターは保管されません）。アルバムを使ってライブラリ内のイメー

ジを整理することで、一連のバージョンをより簡単に管理できます。アルバムは、ライブラリレ

ベルまたはプロジェクト内に作成できます。

ライブラリレベルに作成したアルバムは、複数のプロジェクトのバージョンを整理するために使

用します。たとえば、複数のプロジェクトからお気に入りのイメージ（「選択」のイメージ）を

集めたアルバムを作成できます。これらをイメージコレクションとしてWebサイトに公開した
り、見込み顧客が確認できるようにアルバムの内容を書き出したりできます。

プロジェクト

開いて内容が表示されて

いるプロジェクト
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プロジェクトの中にアルバムを作成して、イメージを関連グループに分類することもできます。

たとえば、「Soccer」プロジェクトのイメージを「Game1」、「Game2」、および「Game3」の
3つのアルバムに分けることができます。

プロジェクト内に作成したアルバムに、ほかのプロジェクトからバージョンを追加することも

できます。

フォルダとは
「Aperture」では、プロジェクトとアルバムを整理するためにフォルダを使用します。たとえば、
いくつかのプロジェクトにイメージを読み込んだ後、それらのプロジェクトを写真のタイプまた

は場所別のフォルダに入れることができます。また、同じ顧客の写真撮影を複数のプロジェクト

として行う場合に、その顧客のすべてのプロジェクトを含む1つのフォルダを作成することもで
きます。

フォルダには、アルバム、プロジェクト、およびほかのフォルダだけが含まれます。マスター

やバージョンは含まれません。

1つのプロジェクトに作成
された3 つのアルバム

これらのフォルダに、

タイプと場所に基づいて
イメージが分類されます。
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ライブラリとは
Aperture ライブラリは、すべてのプロジェクト、アルバム、マスター、およびバージョンにつ
いて、Aperture ライブラリファイル内のイメージおよびほかのハードディスク上のイメージを
管理しています。「Aperture」をはじめて開いたときに、「ピクチャ」フォルダ内にライブラリ
ファイルが自動的に作成されます。「Aperture」では、イメージをライブラリに読み込むか、ま
たは別のハードディスク上の場所にアクセスするかを選択できます。ライブラリは、すべてのイ

メージとそれらについて記録された情報、およびバックアップファイルの保存場所に関する情報

を管理しています。ライブラリには、「プロジェクト」インスペクタの最上部にある「ライブラ

リ」アイコンをクリックすることでアクセスできます。

ライブラリファイルの場所は、別のフォルダまたは別のディスクに変更できます。「環境設定」

ウインドウでライブラリの場所を指定できます。「Aperture」で複数のライブラリを操作する方
法について詳しくは、106ページの「ライブラリファイルを操作する」を参照してください。

ほかのAperture システムから転送したプロジェクトも、ライブラリに追加されます。また、マ
スターのバックアップを外部 FireWire ドライブ上のボールトに作成するときにも、それらの操
作がApertureライブラリによって監視されます。

管理されたイメージおよび参照イメージとは
「Aperture」では、ディスク上でどのように写真を保管するかを選択することができます。
Aperture ライブラリに写真を保存するか、またはライブラリに保存せずに現在の場所に置いた
ままイメージファイルへのリンクだけを作成してイメージを読み込むことができます。

マスターがApertureライブラリに保存されているイメージは、管理されたイメージと呼ばれま
す。前のバージョンの「Aperture」とまったく同様、これらのマスターはライブラリに保存され
ます。ライブラリのマスター・イメージ・ファイルは「Aperture」によって管理されるので、常
にアクセスすることができ、1回のクリックでマスターのバックアップをボールトに作成できる
という利点があります。

マスターがライブラリに配置されていない読み込みイメージは、参照イメージと呼ばれます。
Aperture システムで参照イメージを使用できるようになったことは、写真のワークフローに数
多くの利点をもたらしています。既存のイメージポートフォリオがある場合は、現在のファイル

の場所を変えずにそれらを「Aperture」に読み込むことができます。参照によってイメージを読
み込んでも、Apertureライブラリにイメージファイルの複製が作成されることはないので、ハー
ドディスク領域を節約できます。また、参照イメージのマスターが保存されたハードディスクを
必要に応じて接続および接続解除することもできます。これにより、使用頻度の少ないイメージ

のマスターをオフラインにしておいたり、特定の種類のイメージを必要に応じて編集または調整

できるようにしたりできます。Aperture システムで参照イメージを使用することで、作業スタ
イルに合わせた柔軟なイメージ管理システムを構築できます。
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管理されたイメージまたは参照イメージのどちらにするかは、イメージを読み込むときに指定し

ます。イメージを読み込むときに、以下の操作ができます：

Â マスターをApertureライブラリに保存するように指定できます。
Â イメージを参照イメージとして読み込み、マスターを現在の場所に残したままにすることが

できます。

Â イメージファイルを新しい場所に移動またはコピーすることができます。たとえば、結婚式の

写真などの特定のグループの参照イメージファイルは常にハードディスク上の特定の場所に

保存し、スポーツの写真などの別のグループの参照イメージファイルはハードディスク上の別

の場所に保存することができます。

参照イメージは、バージョンの作成、調整、トリミング、メタデータの追加など、マスターがラ

イブラリに保存されたイメージと同様に操作できます。参照イメージから作成したバージョン

は、ライブラリに保存されます。参照イメージから作成したバージョンを調整するには、その参

照イメージのマスターがハードディスクまたはその他の記憶装置上で使用できる状態になって

いる必要があります。たとえば、参照イメージのマスターを「Finder」で削除してしまうと、
「Aperture」からマスターにアクセスできなくなるため、バージョンを変更したり新しいバージョ
ンを作成したりできなくなります。

参照イメージには、参照イメージであることが分かるようにバッジオーバーレイが表示されま

す。このオーバーレイは表示／非表示を切り替えることができます。参照イメージのマスターが

見つからないかオフラインのときは、イメージにアクセスできないことを示すバッジに変化しま

す。たとえば、多数の参照イメージのマスターが保存されたハードディスクの接続を解除すると、

ブラウザおよびビューア上の参照イメージのバッジが、オフラインであることを示すバッジに自

動的に変化します。後でそのハードディスクまたはその他の記憶装置を再接続すると、マスター

が自動的にアクセスされて、それらのバージョンを再び操作および変更できるようになります。

マスターをライブラリから移動したり、参照マスターをハードディスク上の別の場所に移動した

りして、マスターの場所を変更することもできます。さらに、「統合」コマンドを選択すること

によって、必要に応じて参照マスターをApertureライブラリに移動することもできます。

管理されたイメージか参照イメージか、またはオンラインのイメージかオフラインのイメージか

に基づいて、イメージを検索することができます。「Aperture」には、どのイメージがオフライ
ンであるかをすばやく判断したり、別のボリュームに移動されたイメージに簡単に再接続したり

できるように、強力なファイル管理ツールも用意されています。
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ボールトとは
イメージのバックアップコピーを確実に作成するために、ボールトを作成してバックアップを保管

できます。ボールトは、ライブラリの正確なコピーを保管するコンテナです。ボールトには、プロ

ジェクト、マスター、および作成したすべてのバージョンが入っています。ボールトの作成やアッ

プデートにより、ライブラリのバックアップ作成が簡単になります。ライブラリのコピーを保護す

るために、複数の外部ハード・ドライブに複数のボールトを作成することをお勧めします。

ボールトは、必要な数だけ作成できます。複数の異なる場所で作業する場合は、複数のボールト

を作成すると便利です。つまり、現場のFireWireドライブ上に一方のボールトを管理しながら、
現場から離れた場所でもう一方のボールトを利用することができます。ライブラリによってすべ

てのボールトとバックアップファイルが監視されるので、ボールトが置かれている外部ハード

ディスクドライブの接続を解除しても、次回ドライブを再接続してボールトをアップデートした

ときには、「Aperture」はそのドライブにアクセスすることができます。

管理されたイメージのすべてのマスターとバージョン、および管理されたイメージに関連付けら

れたすべてのメタデータ、プレビュー、および調整情報のバックアップが作成されます。参照マ

スターに関連付けられたバージョン、プレビュー、メタデータ、および調整情報のバックアップ

もボールトに作成されます。参照マスターのバックアップは、ライブラリと一緒にはボールトに

作成されません。

重要：参照イメージのマスターはライブラリの外に保存されるため、それらのファイルのバック
アップ作成およびアーカイブは自分で管理する必要があります。

プロジェクトを操作する
プロジェクトをどのように使用および整理するかは、ワークフローの範囲と整理方針によって異

なります。これらの要素は、プロジェクト内で1つ以上のアルバムを使用するかどうかの決定に
も影響します。

プロジェクトを整理する
通常は、撮影期間に関係なく、撮影プロジェクトまたはジョブごとに新しいプロジェクトを作成

します。たとえば、タイでドキュメンタリーを撮影する場合は、そのドキュメンタリー用のプロ

ジェクトを作成します。タイ国内にある寺院の撮影も行う場合は、そのためのプロジェクトを別

に作成できます。両方のプロジェクトでいくつか同じイメージを使用することがあるかもしれま

せんが、その場合でも、各プロジェクトは、独自のバージョン、マスター、およびアルバムを持
ち、完全に独立した構成になります。

ドキュメンタリーやスポーツイベントなど、大規模な撮影プロジェクトでは、取り込むイメージ

が大量になることがよくあります。必要なときにいつでも1つのプロジェクトを複数のプロジェ
クトに分割できます。
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プロジェクト内で1つ以上のアルバムを使用する
プロジェクトによっては、複数のアルバムを使用すると分かりやすくなることがあります。次の

ような、さまざまな方法でアルバムを使用できます：

Â イベントに基づくアルバム：プロジェクトをイベントごとにアルバムに分けます。たとえば、
結婚式のプロジェクトを、準備、結婚式、披露宴などのイベントごとのアルバムに分けること

ができます。

Â 日にちに基づくアルバム：数日間にわたるプロジェクトを日にちごとにアルバムに分けます。
たとえば、日本への2週間にわたる旅行のプロジェクトを、日にちごとに14 個のアルバムに
分けることができます。

Â 被写体に基づくアルバム：複数の被写体を撮影したプロジェクトを被写体ごとにアルバムに分
けます。たとえば、スタジオフォトグラファーが、単一のプロジェクトで3人のモデルを撮影
するとします。この場合、モデルごとにアルバムを作成できます。また、スナップ写真、風景

を入れた写真、クローズアップなど、イメージの種類に応じたアルバムを作成することもでき

ます。

プロジェクトを作成して名前を付ける
プロジェクトを操作するときには、「プロジェクト」インスペクタにあるいくつかのコントロー

ルを使用します。

Â 三角形の情報表示ボタン：ライブラリ、プロジェクト、またはフォルダ内のすべての項目を表
示するときに、このボタンをクリックします。

Â「プロジェクト」ポップアップメニュー：すべてのプロジェクト、よく使うプロジェクト、ま
たは最近使ったプロジェクトを表示するときに選択します。

Â「ライブラリに追加」ポップアップメニュー：ライブラリまたは選択したプロジェクトにプロ
ジェクトやスマートアルバムなどの新しい項目を追加するときに選択します。

Â「プロジェクトアクション」ポップアップメニュー：選択した項目をよく使うリストに追加し
たり、よく使うリストから削除したりします。

「プロジェクトアクション」

ポップアップメニュー

三角形の情報表示ボタン

「プロジェクト」

ポップアップメニュー

「ライブラリに追加」

ポップアップメニュー
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プロジェクトはいつでも作成できますが、通常はイメージを読み込むときに作成します。
Aperture ライブラリにイメージを読み込むときに、プロジェクトを選択していない場合は、そ
れらのイメージを格納するための新しいプロジェクトが作成されます。新しい空のプロジェクト

は、いつでも作成できます。ファイルの読み込みとプロジェクトの自動作成について詳しくは、
109ページの第 4章「イメージを読み込む」を参照してください。

新しいプロジェクトを作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規プロジェクト」と選択します（またはコマンド＋Nキーを押します）。
Â ツールバーの「新規」ポップアップメニューから「新規プロジェクト」を選択します。

2 プロジェクトの名前を入力して、Returnキーを押します。

ファイルの名前の付けかたについては、127ページの「読み込んだイメージに自動的に名前を付
ける」を参照してください。

「プロジェクト」インスペ
クタに、名称未設定の新

しいプロジェクトが表示
されます。

入力した名前が

プロジェクトに付きます。
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プロジェクトを開く／閉じる
「Aperture」でイメージを操作するときは、最初に「プロジェクト」インスペクタでプロジェクト
を選択して、プロジェクトをブラウザで開きます。複数のプロジェクトを同時に開いて作業でき

ます。複数のプロジェクトを開くと、ブラウザ内で各プロジェクトにタブが割り当てられます。プ

ロジェクトのタブをクリックすると、そのプロジェクトが最前面に表示されます。プロジェクト

を個別のパネルで開いて、ブラウザで2 つのプロジェクトを並べて表示することもできます。作
業を終了して「Aperture」を閉じるときに、開いていたプロジェクトが「Aperture」に記憶され
ます。「Aperture」を次に開くと、前回のセッションの終了時点で開いていたすべてのプロジェク
トが自動的に開きます。

プロジェクトを開くには：
m 「プロジェクト」インスペクタでプロジェクトを選択します。

ブラウザに追加のプロジェクトを開くには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、コマンドキーを押したままプロジェクトをクリックします。

新しく開いたプロジェクトがブラウザに表示されます。そのプロジェクトのタブが割り当てら

れ、ほかの開いているプロジェクトより前に表示されます。

別のプロジェクトを新しいパネルに開くには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、Option キーを押したままプロジェクトをクリックします。

新しく開いたプロジェクトがブラウザ内の新しいパネルに表示されます。

プロジェクトを選択する
と、そのプロジェクトに

含まれるイメージが
ブラウザに表示されます。

プロジェクトのすべて

のイメージがブラウザ
に表示されます。
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開いているプロジェクトを切り替えるには：
m ブラウザで、プロジェクトのタブをクリックします。

プロジェクトを閉じるには：
1 プロジェクトのタブをクリックして、最前面に表示します。 

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「タブを閉じる」と選択します（またはコマンド＋W キーを押します）。
Â タブの閉じるボタンをクリックします。

よく使うプロジェクトを作成する／表示する
頻繁に使ったり同時に作業したりするプロジェクトがある場合は、それらをよく使う項目に追加

すれば、それらを一度にすばやく表示できます。

プロジェクトまたはフォルダをよく使う項目に追加するには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、プロジェクトまたはフォルダを選択し、「プロジェクトアク

ション」ポップアップメニューから「よく使う項目に追加」を選択します。

よく使うプロジェクトまたはフォルダを表示するには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、左上隅にある「プロジェクト」ポップアップメニューから「よ

く使うプロジェクト」を選択します。

プロジェクトまたはフォルダをよく使う項目から取り除くには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、プロジェクトまたはフォルダを選択し、「プロジェクトアク

ション」ポップアップメニューから「よく使う項目から取り除く」を選択します。

プロジェクトはタブによって

識別されます。

タブの「閉じる」ボタン
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プロジェクトとアルバムからイメージを削除する
「Aperture」では、マスターからバージョンを個別に削除できます。また、プロジェクト内のマ
スターとそのすべてのバージョンを削除することもできます。アルバムからバージョンを削除し

ても、そのマスターとそれに関連付けられたバージョンは削除されません。

プロジェクトからマスターとそのすべてのバージョンを削除するには：
1 イメージを選択して、「ファイル」＞「マスターイメージとすべてのバージョンを削除」と選択

します。

操作を続けるかどうかを確認するダイアログが表示されます。

2 「ゴミ箱に移動」ボタンをクリックします。

マスターとすべてのバージョンが削除されます。

アルバムにあるバージョンだけを削除するには：
m イメージを選択して、「イメージ」＞「アルバムから取り除く」と選択します（またはDeleteキー
を押します）。

バージョンが削除されます。マスターおよびほかのバージョンは削除されません。

「プロジェクト」インスペクタから項目を削除する
「プロジェクト」インスペクタから項目を削除することもできます。「プロジェクト」インスペク

タから項目を削除すると、その項目の内容も一緒に削除されます。

参考：プロジェクトを削除したり、フォルダに入っているプロジェクトを削除すると、そのプロ
ジェクトに含まれているマスターも削除されます。

プロジェクトとフォルダを削除するには：
1 項目を選択して、以下のいずれかの操作を行います：

Â プロジェクトを削除するには：「ファイル」＞「プロジェクトを削除」と選択します（または
コマンド＋Delete キーを押します）。

Â フォルダを削除するには：「ファイル」＞「フォルダを削除」と選択します（またはコマンド
＋Deleteキーを押します）。

操作を続けるかどうかを確認するダイアログが表示されます。

2 「削除」ボタンをクリックします。

選択した項目がその内容と一緒に削除されます。

警告：この操作は取り消せません。「ゴミ箱に移動」ボタンをクリックすると、マスターは「ゴ
ミ箱」に入ります。すべてのバージョンおよびそれらの調整とメタデータは完全に削除されま

す。マスターをハードディスクから完全に取り除くには、「ゴミ箱」を空にします。

警告：この操作は取り消せません。「削除」ボタンをクリックすると、マスターは「ゴミ箱」に
入ります。すべてのバージョンおよびそれらの調整とメタデータは完全に削除されます。マス

ターをハードディスクから完全に取り除くには、「ゴミ箱」を空にします。
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アルバム、ライト・テーブル・アルバム、Web ページアルバム、Web ジャーナルアルバム、
またはブックアルバムを削除するには：

m アルバムを選択して、「ファイル」＞「[項目]を削除」と選択します。

選択した項目がその内容と一緒に削除されます。

ライブラリファイルを操作する
ライブラリファイルが大きくなって、現在の保存先ディスクの空き領域が足りなくなったとき

は、より容量の大きいハードディスクにライブラリファイルを移動できます。「Aperture」の初
期設定では、内蔵ハードディスク上の「ピクチャ」フォルダ内にライブラリファイルが作成され

ます。ライブラリファイルの場所として、別のフォルダまたは別のディスクを指定できます。

「Aperture」を開くときには常に、指定した場所にあるライブラリが開きます。ライブラリの場
所を変更するときは、ライブラリファイルを新しい場所に移動してから、「Aperture」の「環境
設定」ウインドウで新しい場所を指定します。

∏ ヒント：最大のパフォーマンスを得るには、ライブラリを内蔵ハードディスク上に置きます。

ライブラリファイルの場所を変更するには：
1 「Aperture」を終了します。

2 ハードディスク上の「ピクチャ」フォルダにあるApertureライブラリファイルを探し、それを別
のフォルダまたは別のハードディスク上の新しい場所に移動します。

3 「Aperture」を開き、「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを
押します。

4 必要に応じて、「環境設定」ウインドウで「一般」をクリックします。

5 「ライブラリの場所」オプションの下にある「選択」をクリックします。

6 ライブラリの新しい場所に移動し、その場所を選択して、「選択」をクリックします。

7 「Aperture」を終了してから、もう一度開きます。

「Aperture」を開くと、新しい場所のライブラリが開きます。

Apertureのアルバム名に日時を追加する
アルバム名には通常、プロジェクト内で区別できるように日付を追加します。アルバム名に日付

を追加する場合は、スラッシュ（/）などの特殊文字の使用は避けてください。MacOSXでは、
これらの特殊文字はファイルの区切り文字と解釈される可能性があります。
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Apertureライブラリが大きくなった場合は、別のライブラリファイルを追加すれば、より多くの
イメージを保管できます。たとえば、内蔵ハードディスク上の別の場所または別のハードディス

ク上に、追加のライブラリファイルを作成します。次に、「Aperture」の「環境設定」ウインド
ウで、アプリケーションを開いたときにアクセスするライブラリファイルを指定します。新しい

空のライブラリファイルを作成するために必要な操作は、「環境設定」ウインドウでライブラリ用

の別のフォルダを指定してから、「Aperture」を終了してもう一度開くことだけです。必要に応
じて、ライブラリファイルの名前を変更することもできます。つまり、同じ場所に違う名前の複

数のライブラリファイルを置き、使用したいライブラリファイルにアクセスするように

「Aperture」を設定することもできます。

新しい場所に新しい空のライブラリファイルを作成するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

2 必要に応じて、「環境設定」ウインドウで「一般」をクリックします。

3 「ライブラリの場所」オプションの下にある「選択」をクリックします。

4 新しいライブラリを置きたいフォルダに移動して選択し、「選択」をクリックします。

5 「Aperture」を終了してから、もう一度開きます。

デフォルトでは、「Apertureライブラリ」という名前の新しいライブラリファイルが作成されま
す。混乱を避けるため、またはライブラリファイルを誤って別のファイルで上書きしてしまうの

を避けるために、ライブラリファイルの名前を変更することをお勧めします。ライブラリファイ

ルの名前を変更した後は、必ず「Aperture」を開いて名前変更後のライブラリファイルを選択し
てください。

複数のライブラリファイルの間で切り替えたいときは、「環境設定」ウインドウで、使用したい

ライブラリを選択します。次に、アプリケーションを閉じてからもう一度開くと、切り替えが完

了します。

別のApertureライブラリにアクセスするには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

2 必要に応じて、「環境設定」ウインドウで「一般」をクリックします。

3 「ライブラリの場所」オプションの下にある「選択」をクリックします。

4 使用したいライブラリに移動して選択し、「選択」をクリックします。

5 「Aperture」を終了してから、もう一度開きます。
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「プロジェクト」インスペクタでライブラリを操作する
「プロジェクト」インスペクタで「ライブラリ」アイコンをクリックすると、ライブラリ内のす

べてのイメージのサムネールがブラウザに表示されます。

「プロジェクト」インスペクタで「ライブラリ」アイコンの横にある三角形の情報表示ボタンを

クリックすると、「すべてのプロジェクト」という名前のプロジェクトと、以下のスマートアル

バムが表示されます：

Â「5 つ星」：このスマートアルバムを選択すると、ライブラリ内でレートが星5つのすべてのイ
メージが表示されます。

Â「1 つ星以上」：このスマートアルバムを選択すると、レートが星1 つ以上のすべてのイメージ
が表示されます。

Â「不採用」：このスマートアルバムを選択すると、レートが「不採用」のすべてのイメージが表
示されます。

Â「過去 1週間」：このスマートアルバムを選択すると、先週撮影されたすべてのイメージが表示
されます。

Â「過去 1カ月」：このスマートアルバムを選択すると、先月撮影されたすべてのイメージが表示
されます。

Â「すべてのプロジェクト」：このプロジェクトを選択すると、ライブラリ内のすべてのプロジェ
クトがブラウザに表示されます。各プロジェクトは、それぞれ1つのサムネールとして表示さ
れます。プロジェクトサムネールの上にポインタを置いてドラッグすると、プロジェクト内の

イメージを順番にすばやく見ていくことができます。Control キーを押したままプロジェクト
サムネールをクリックすると、ショートカットメニューが表示され、新しいプロジェクトを作

成したり、プロジェクトを削除したり、現在表示されているイメージをプロジェクトのキー写

真に設定したりできます。

コマンドにすばやくアクセスする
画面上部にあるメニューバーやウインドウ内部のポップアップメニューの代わりに、ショート

カットメニューを使ってコマンドにアクセスできます。

ショートカットメニューを表示するには：
m 「プロジェクト」インスペクタ上にポインタを置いて、 Controlキーを押したままクリックします。

参考：ショートカットメニューのコマンドを利用すると作業をすばやく行うことができますが、
すべてのコマンドをショートカットメニューで実行できるわけではありません。
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4 イメージを読み込む

「Aperture」には、イメージを簡単に読み込むためのツールとワーク
フローオプションが用意されています。

この章では、イメージを「Aperture」に読み込むためのさまざまな方法について説明します。カ
メラやカードリーダーから直接イメージを読み込んだり、コンピュータのハードディスクやその

他の記憶装置に保存されたイメージを読み込んだり、iPhoto ライブラリを読み込んだりすること
ができます。

この章の内容：

Â イメージの読み込みの概要（110ページ）

Â ライブラリに読み込めるファイルフォーマット（111ページ）

Â 読み込みの方法を計画する（111ページ）

Â デジタルカメラやカードリーダーから読み込む（113ページ）

Â コンピュータに保存されているイメージファイルを読み込む（119ページ）

Â 読み込んだイメージに自動的に名前を付ける（127ページ）

Â 読み込み時にメタデータをイメージに追加する（132ページ）

Â 読み込み時にスタックを自動的に作成する（133ページ）

Â 読み込み時にイメージファイルの時間を調整する（134ページ）

Â ファイルを「Finder」から「プロジェクト」インスペクタにドラッグする（134ページ）

Â 作業をしながらイメージを取り込む（135ページ）

Â イメージのフォルダを「Finder」から読み込む（138ページ）

Â


iPhotoライブラリを読み込む（139ページ）

Â


iPhotoライブラリのイメージをブラウズする／選択する（141ページ）

Â 別のシステムからプロジェクトを転送する（143ページ）

Â バックアップをただちに作成する（143ページ）

Â 管理されたファイルが「Aperture」でライブラリに保存される場所（144ページ）

Â 以前のバージョンのApertureからイメージを移行する（144ページ）
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イメージの読み込みの概要
カメラやカードリーダーからイメージを「Aperture」に読み込むと、それらのイメージはプロ
ジェクトに配置されます。既存のプロジェクトを選択しない場合は、新規プロジェクトが自動的

に作成されます。

イメージが読み込まれると、各マスターに対応するバージョンファイルとイメージサムネールが

生成されます。

マスターは、カメラやカードリーダー、およびハードディスクドライブから直接読み込むこと

ができます。

イメージを読み込むときに、マスターをAperture ライブラリに保存するか、ライブラリの外の
ハードディスクに保存するかを選択することができます。ライブラリの外に保存したファイル

は、参照イメージとしてアクセスできます。参照イメージについて詳しくは、98ページの「管
理されたイメージおよび参照イメージとは」を参照してください。

「Aperture」にイメージを読み込むときに、イメージの名前を自動的に付けたり、イメージの情
報が自動的に記録されるように設定できます。ファイルに割り当てる名前の付けかたをカスタマ

イズしたり、見出し、キーワード、日付、著作権とクレジット情報、IPTC 情報などのメタデー
タを記録することもできます。また、関連するイメージをスタックに分類するように設定して、

ブラケット撮影した写真や短時間に連続して撮影した写真をグループとして管理するようにし

ておけば、後で選択して操作する作業が簡単になります。スタックについて詳しくは、219ペー
ジの第 8章「イメージをスタックに分類する／ピックを作成する」を参照してください。

カメラ
ボールト

（FireWireドライブ）

読み込み

Apertureライブラリ
（システムディスク）

「Aperture」に
読み込む

マスター

バージョン

プロジェクト

RAW
& JPEG

バックアップ
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ライブラリに読み込めるファイルフォーマット
「Aperture」はQuickTime互換のアプリケーションなので、標準的なQuickTime 互換の静止
イメージファイルフォーマットに対応していますが、その他のいくつかのファイルフォーマッ

トやファイルタイプにも対応しています。以下のファイルタイプとファイルフォーマットを読

み込むことができます。

Â


GIF

Â



JPEG

Â



JPEG2000

Â



PNG

Â



PSD（8ビットおよび16ビット）
Â


DNG

Â 対応しているさまざまなデジタルカメラのRAW ファイル
Â


TIFF（8ビットおよび16ビット）

参考：対応しているデジタルカメラの一覧については、http://www.apple.com/jp/aperture を
参照してください。

読み込みの方法を計画する
イメージを「Aperture」に読み込む前に、イメージの整理方法を計画することをお勧めします。
イメージライブラリにはやがて何千ものイメージが格納される可能性があり、柔軟で管理しやす

い方法で整理することが必要になります。写真撮影のタイプに基づいて、プロジェクトの効果的

かつ効率的な整理のために長期的な見方をすることが重要です。

最終的にApertureライブラリに読み込みたい撮影済みデジタル写真がすでに大量にある場合が
あります。読み込みの方法として、まず一連の手順でイメージの読み込みを試してみることをお

勧めします：

Â「Aperture」の機能を調べながら、サンプルプロジェクトを開いて使います。
Â


iPhoto ライブラリがある場合は、そのライブラリを読み込んで「Aperture」でイメージを使
えるようにできます。iPhotoライブラリの読み込みについて詳しくは、139ページの「iPhoto
ライブラリを読み込む」を参照してください。

Â 試しにイメージの小さなグループを直接デジタルカメラやカードリーダーから読み込んでみ

ます。「Aperture」のファイル命名規則や自動メタデータの機能を見てみることができます。
デジタルカメラまたはカードリーダーからの読み込みについては、次の「デジタルカメラや

カードリーダーから読み込む」を参照してください。

http://www.apple.com/jp/aperture
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Â 既存のデジタルイメージを読み込む方法を計画します。すでにディスクに保存した何千ものイ

メージがある場合に、新しく読み込むイメージを Aperture ライブラリに保存するか、参照イ
メージとして保存してハードディスク上の現在の場所に置いたままにするかを決定する必要が

あります。読み込み時にイメージをハードディスク上の別の場所にコピーまたは移動すること

もできます。また、イメージの保管に必要なプロジェクト構成を計画します。ファイルの読み

込みについて詳しくは、119ページの「コンピュータに保存されているイメージファイルを読
み込む」を参照してください。

Â 個々のファイルをシステムに読み込むさまざまな方法を試してみます。個々のファイルを読み

込んだり、フォルダに保存したファイルを読み込んだり、ファイルやフォルダを「Finder」か
ら「Aperture」にドラッグしたりできます。詳しくは、134ページの「ファイルを「Finder」
から「プロジェクト」インスペクタにドラッグする」および138ページの「イメージのフォル
ダを「Finder」から読み込む」を参照してください。

「Aperture」に慣れたら、プロフェッショナルなイメージ管理システムの作成と構成を開始する
ことができます。

カメラを接続するか、「読み込み」パネルの項目をクリックすると、「読み込み」ダイアログが表

示されます。

「読み込み」ダイアログのオプションを使って、イメージの読み込み方法と読み込み先を設定し

ます。「読み込み」ダイアログに表示されるイメージのサムネールは、サムネールのサイズ変更

スライダを使って拡大または縮小できます。イメージを個別に選択して読み込むことも、すべて

のイメージを選択して一度に読み込むこともできます。「リスト表示」ボタンをクリックするこ

とで、ダイアログにイメージをリスト表示することもできます。リスト表示では、列ヘッダをク

リックすることで、カテゴリに基づいてイメージをソートできます。

サムネールのサイズ変更
スライダ

「ソート」ポップアップ

メニュー

「回転」ボタン

「重複したファイルを

読み込まない」
チェックボックス

「グリッド表示」および

「リスト表示」ボタン
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「ソート」ポップアップメニューからソート順を選択して、ダイアログ内のイメージの並び順を

変更できます。

「読み込み」ダイアログでイメージを選択して、好きな方向にイメージを回転させることもでき

ます。「回転」ボタンをクリックしてから回転させるイメージをクリックするか、回転させるイ

メージを複数選択してから「回転」ボタンをクリックして一度に回転させます。「Aperture」で
は、選択した向きでイメージがプロジェクトに読み込まれます。

「Aperture」は、イメージを読み込む際に、以前に読み込んだイメージと重複するイメージが存
在しないかどうかを自動的に確認します。「Aperture」はマスターのファイル名を確認して、イ
メージがライブラリ内のイメージと重複しているかどうかを判別します。重複したファイルを読

み込まないようにするには、「重複したファイルを読み込まない」チェックボックスを選択しま

す。このチェックボックスを選択しない場合、重複が存在してもすべてのイメージが読み込まれ、

重複するファイルごとに名前の異なる新規マスターが作成されます。「Aperture」では、読み込
み済みのマスターが上書きまたは置換されることはありません。

デジタルカメラやカードリーダーから読み込む
「Aperture」では、次の2つの方法で「読み込み」ダイアログを使ってカメラやカードリーダー
のイメージを読み込むことができます。

Â カメラやカードリーダーのイメージをすべて一度に読み込む

Â 選択したイメージをカメラやカードリーダーから読み込む

次のこともできます：

Â 読み込んだイメージをApertureライブラリに保存するか、ハードディスク上の別の場所を選
んで参照イメージとして読み込むかを選択する

Â「Aperture」を使って、イメージを読み込んだ後でメモリカードを自動的に再フォーマットする
Â「Aperture」を使って、ブラケット撮影したイメージまたは短時間に連続して撮影したイメー
ジのスタックを自動的に作成する

Â「読み込み」ダイアログのイメージを、グリッド状のサムネールまたはソート可能なリストで表

示する

Â 読み込み時にイメージの右側が上、または任意の向きになるようにイメージを回転させる

Â 名前の付けかたを適用して、ライブラリ内のイメージファイルの名前を標準化する

Â キーワード、見出し、著作権情報、撮影者の名前などのメタデータをイメージファイルに適用

する。イメージを読み込むときに、そのイメージに関連付けられた既存のメタデータを適用す
るか、または取り替えることもできる

Â 別の時間帯で撮影されたイメージの撮影時間を調整する
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カメラを直接コンピュータに接続するときは、カメラの電源を入れてイメージ転送のモードに設

定するようにしてください（カメラのタイプに応じて、PC、PTP、通常、またはその他のモー
ド）。一部のカメラは、コンピュータに接続したときに適切な転送モードが自動的に選択されま

す。具体的な手順については、カメラのマニュアルを参照してください。

カメラやカードリーダーのイメージをすべて読み込む
カメラやカードリーダーにあるイメージファイルは一度にすべて「Aperture」に読み込むこと
ができます。

カメラやカードリーダーのイメージをすべて「Aperture」に読み込むには：
1 カメラまたはカードリーダーをコンピュータに接続します。

「読み込み」パネルと「読み込み」ダイアログが開いて、カメラまたはカードに入っているイメー

ジが表示されます。

参考：カメラやカードリーダーを接続すると「iPhoto」が開く場合は、「iPhoto」を終了してか
ら、「Aperture」で、「Aperture」＞「環境設定」と選択して「一般」をクリックします。「カメ
ラを接続したときに起動する項目」ポップアップメニューから「Aperture」を選択します。カメ
ラを接続解除してから再接続し、「Aperture」の「読み込み」ダイアログを開きます。

読み込みダイアログ

読み込む方向を示す矢印

「読み込み」パネル

「イメージを読み込む」ボタン
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2 以下のいずれかの操作を行います：

Â 空の新しいプロジェクトに読み込みたい場合：「ファイル」＞「新規プロジェクト」と選択し
て（またはコマンド＋ N キーを押して）、新しいプロジェクトを作成します。ツールバーの
「新規」ポップアップメニューから、「新規プロジェクト」を選択することもできます。

参考：必要に応じて、「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリ」アイコンをクリックし
て選択することもできます。ライブラリ（プロジェクトではありません）を選択すると、イ

メージを読み込むときに名称未設定の新しいプロジェクトが自動的に作成されます。

Â イメージを既存のプロジェクトに読み込みたい場合：プロジェクトを選択します。読み込む方
向を示す矢印が、現在選択しているプロジェウトを指しています。

「読み込み」ダイアログの左上がアップデートされ、イメージがどこに配置されるかが表示

されます。

3 以下のいずれかの操作を行って、読み込んだイメージを配置する場所を選択します：

Â 読み込んだマスターを Aperture ライブラリに保存するには：「ファイルの保存場所」ポップ
アップメニューから「Apertureライブラリ」を選択します。

Â 読み込んだマスターをハードディスクの「ピクチャ」フォルダに参照イメージとして保存する
には：「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「ピクチャ」を選択します。

Â 読み込んだマスターを「ピクチャ」フォルダ以外の場所に参照イメージとして保存するには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「選択」を選択し、目的のフォルダを選択

します。「サブフォルダ」ポップアップメニューから「フォルダなし」を選択して、選択した

フォルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。また、特定のフォル

ダ名でサブフォルダの階層を作成してファイルを保存するように「Aperture」に指定するこ
ともできます。読み込んだイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、125ページ
の「参照イメージのマスターをフォルダに読み込む」を参照してください。イメージファイル

を新しい場所に移動するかコピーするかを選択するには、「ファイル移動」または「ファイル

コピー」ボタンをクリックします。ファイルの移動とコピーについて詳しくは、122ページの
「読み込み時にイメージの場所を変更する」を参照してください。

イメージを新規プロジェクトに
読み込む場合は、読み込む方向

を示す矢印がライブラリを指し
ていることを確認します。

読み込んだイメージを格納

したいプロジェクトを
選択します。
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4 「バージョン名」ポップアップメニューから命名規則を選択して、イメージに名前を付ける方法
を指定します。

たとえば、カメラまたはカードの現在のマスターファイル名を使ってファイルを保存する場合

は、「バージョン名」ポップアップメニューから「マスターファイル名」を選択します。指定し

た名前を使ってイメージを保存する場合は、「バージョン名」ポップアップメニューから名前の

フォーマットを選択します。独自の名前のフォーマットを選択する場合は、「名前のテキスト」

フィールドに目的の名前を入力します。また、マスターに名前のフォーマットを適用することも

できます。「バージョン名」ポップアップメニューから「編集」を選択して、新しい命名方式を

定義します。ファイルの名前の付けかたについて詳しくは、127ページの「読み込んだイメージ
に自動的に名前を付ける」を参照してください。

5 イメージを読み込むときにイメージにメタデータを追加するには、「次のメタデータを追加」

ポップアップメニューからメタデータプリセットを選択します。メタデータプリセットの設定と

使用について詳しくは、281ページの「メタデータ表示を操作する」を参照してください。

6 ダイアログでイメージが選択されていない状態で、読み込む方向を示す矢印またはダイアログの

右下隅にある「イメージを読み込む」ボタンをクリックします。

イメージを選択した場合は、選択したイメージだけが読み込まれます。イメージ選択をリセット

してイメージが選択されていない状態に戻すには、サムネールの横の背景をクリックします。

読み込み処理が始まり、プロジェクト名の横に読み込みの進行状況を示すインジケータが表示

されます。イメージが読み込まれると、ダイアログが表示されます。

7 「カードを取り出し」、「読み込まれたイメージを消去してカードを取り出し」、または「完了」を
クリックします。

ブラウザにイメージが表示されたら、イメージの操作を開始できます。読み込みが完了するまで、

イメージが一時的にグレイのボックスとして表示されることがあります。

読み込みの準備ができたら、

読み込む方向を示す矢印を
クリックします。
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選択したイメージを読み込む
選択したイメージをカメラやカードリーダーから読み込むこともできます。

選択したイメージを読み込むには：
1 カメラまたはカードリーダーをコンピュータに接続します。

「読み込み」パネルと「読み込み」ダイアログが開いて、カメラまたはカードに入っているイメー

ジが表示されます。

2 「プロジェクト」インスペクタで、次のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規プロジェクト」と選択して（またはコマンド＋Nキーを押して）、新しい
プロジェクトを作成します。ツールバーの「新規」ポップアップメニューから、「新規プロジェ

クト」を選択することもできます。

Â イメージが保管されている既存のプロジェクトを選択します。（読み込む方向を示す矢印が選

択したプロジェクトの方向を指します。）

「読み込み」ダイアログの左上がアップデートされ、イメージがどこに配置されるかが表示され

ます。

3 隣接している複数のイメージをShiftキーを押しながらクリックする方法、隣接していない複数の
イメージをコマンドキーを押しながらクリックする方法、または目的のイメージの周囲を矩形を

描くようにドラッグする方法で、読み込みたいイメージを選択します。

読み込むことを選択したイメージの最新の数が、ダイアログの右下隅の「イメージを読み込む」

ボタンに表示されます。

イメージ選択をリセットしてイメージが選択されていない状態に戻すには、サムネールの横の背

景をクリックします。

4 以下のいずれかの操作を行って、読み込んだイメージを配置する場所を選択します：

Â 読み込んだマスターを Aperture ライブラリに保存するには：「ファイルの保存場所」ポップ
アップメニューから「Apertureライブラリ」を選択します。

Â 読み込んだマスターをハードディスクの「ピクチャ」フォルダに参照イメージとして保存する
には：「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「ピクチャ」を選択します。

読み込むことを選択したイメージの

数が「イメージを読み込む」ボタン
に表示されています
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Â 読み込んだマスターを「ピクチャ」フォルダ以外の場所に参照イメージとして保存するには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「選択」を選択し、目的のフォルダを選択

します。「サブフォルダ」ポップアップメニューから「フォルダなし」を選択して、選択した

フォルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。また、特定のフォル

ダ名でサブフォルダの階層を作成してファイルを保存するように「Aperture」に指定するこ
ともできます。読み込んだイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、125ページ
の「参照イメージのマスターをフォルダに読み込む」を参照してください。イメージファイル

を新しい場所に移動するかコピーするかを選択するには、「ファイル移動」または「ファイル

コピー」ボタンをクリックします。ファイルの移動とコピーについて詳しくは、122ページの
「読み込み時にイメージの場所を変更する」を参照してください。

5 「バージョン名」ポップアップメニューから命名規則を選択して、イメージに名前を付ける方法
を指定します。

たとえば、カメラまたはカードの現在のマスターファイル名を使ってファイルを保存する場合は、

「バージョン名」ポップアップメニューから「マスターファイル名」を選択します。指定した名前

を使ってイメージを保存する場合は、「バージョン名」ポップアップメニューから名前のフォー

マットを選択します。独自の名前のフォーマットを選択する場合は、「名前のテキスト」フィール

ドに目的の名前を入力します。また、マスターに名前のフォーマットを適用することもできます。

「バージョン名」ポップアップメニューから「編集」を選択して、新しい命名方式を定義します。

ファイルの名前の付けかたについて詳しくは、127ページの「読み込んだイメージに自動的に名
前を付ける」を参照してください。

6 イメージを読み込むときにイメージにメタデータを追加するには、「次のメタデータを追加」ポッ

プアップメニューからメタデータプリセットを選択します。メタデータプリセットの設定と使用

について詳しくは、281ページの「メタデータ表示を操作する」を参照してください。

7 読み込みたいイメージをすべて選択したら、読み込む方向を示す矢印またはダイアログの右下隅

にある「イメージを読み込む」ボタンをクリックします。

読み込み処理が始まり、プロジェクト名の横に読み込みの進行状況を示すインジケータが表示さ

れます。イメージが読み込まれると、ダイアログが表示されます。 

8 「カードを取り出し」、「読み込まれたイメージを消去してカードを取り出し」、または「完了」を
クリックします。

ブラウザにイメージが表示されたら、イメージの操作を開始できます。読み込みが完了するまで、
イメージが一時的にグレイのボックスとして表示されることがあります。
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コンピュータに保存されているイメージファイルを読み込む
コンピュータやその他の記憶装置に保存されているイメージファイルを読み込むことができま

す。読み込んだイメージをAperture ライブラリに保存するか、イメージを参照イメージとして
読み込んで現在の場所にそのまま置いておくか、またはイメージを参照イメージとして読み込ん

で別の場所に移動またはコピーするかを選ぶことができます。

参考：読み込むイメージのフォルダがある場合は、「読み込む」＞「フォルダをプロジェクトと
して」コマンドを使ってフォルダを読み込めます。詳しくは、138ページの「イメージのフォル
ダを「Finder」から読み込む」を参照してください。

多くの一般的なイメージフォーマットでイメージファイルを読み込むことができます。たとえ

ば、フィルムや印画された写真など、デジタルソース以外のソースをスキャナで読み取ったイ

メージも読み込むことができます。このようなイメージファイルの場合でも、「読み込み」ダイ

アログを使用すれば、ハードディスク上のフォルダに移動する場合と同じくらい簡単にAperture
データベースに追加できます。

コンピュータシステム上のフォルダからイメージを読み込むときに、イメージの読み込み先とし

て新規プロジェクトまたは既存のプロジェクトを選択できます。

コンピュータのハードディスクやその他の記憶装置に保存されているイメージファイルを読み
込むには：

1 ツールバーの「読み込む」ボタンをクリックします（またはコマンド＋I キーを押します）。

「読み込み」ダイアログが開き、その上部にファイルブラウザが表示されます。

2 読み込みたいイメージファイルが保管されているディスクを選択します。

読み込みたいイメージが
保存されているディスクを

選択します。
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3 ファイルブラウザで、読み込みたいイメージファイルが入っているフォルダに移動します。

読み込みたいイメージファイルが入っているフォルダを選択すると、「読み込み」ダイアログに

イメージのサムネールが表示されます。

4 「プロジェクト」インスペクタで、次のいずれかの操作を行います：

Â「ライブラリ」を選択して名称未設定の新しいプロジェクトを作成するか、「ファイル」＞

「新規プロジェクト」と選択します（またはコマンド＋Nキーを押します）。ツールバーの
「新規」ポップアップメニューから、「新規プロジェクト」を選択することもできます。

Â イメージが保管されている既存のプロジェクトを選択します。

「読み込み」ダイアログの左上がアップデートされ、イメージがどこに配置されるかが表示され

ます。

5 隣接している複数のイメージをShiftキーを押しながらクリックする方法、隣接していない複数の
イメージをコマンドキーを押しながらクリックする方法、または目的のイメージの周囲を矩形を

描くようにドラッグする方法で、読み込みたいイメージを選択します。

読み込みたいイメージの

フォルダを選択します。
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6 以下のいずれかの操作を行って、読み込んだイメージを配置する場所を選択します：

Â 読み込んだマスターを Aperture ライブラリに保存するには：「ファイルの保存場所」ポップ
アップメニューから「Apertureライブラリ」を選択します。

Â ファイルをハードディスク上の現在の場所に保存された参照イメージとして読み込むには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「現在の場所」を選択します。

Â 読み込んだマスターをハードディスクの「ピクチャ」フォルダに参照イメージとして保存する
には：「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「ピクチャ」を選択します。

Â 読み込んだマスターを「ピクチャ」フォルダ以外の場所に参照イメージとして保存するには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「選択」を選択し、目的のフォルダを選択

します。「サブフォルダ」ポップアップメニューから「フォルダなし」を選択して、選択した

フォルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。また、特定のフォル

ダ名でサブフォルダの階層を作成してファイルを保存するように「Aperture」に指定するこ
ともできます。読み込んだイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、125ページ
の「参照イメージのマスターをフォルダに読み込む」を参照してください。イメージファイル

を新しい場所に移動するかコピーするかを選択するには、「ファイル移動」または「ファイル

コピー」ボタンをクリックします。ファイルの移動とコピーについて詳しくは、122ページの
「読み込み時にイメージの場所を変更する」を参照してください。

7 「バージョン名」ポップアップメニューから命名規則を選択して、イメージに名前を付ける方法
を指定します。

たとえば、カメラまたはカードの現在のマスターファイル名を使ってファイルを保存する場合は、

「バージョン名」ポップアップメニューから「マスターファイル名」を選択します。指定した名前

を使ってイメージを保存する場合は、「バージョン名」ポップアップメニューから名前のフォー

マットを選択します。独自の名前のフォーマットを選択する場合は、「名前のテキスト」フィール

ドに目的の名前を入力します。また、マスターに名前のフォーマットを適用することもできます。

「バージョン名」ポップアップメニューから「編集」を選択して、新しい命名方式を定義します。

ファイルの名前の付けかたについて詳しくは、127ページの「読み込んだイメージに自動的に名
前を付ける」を参照してください。

8 イメージを読み込むときにイメージにメタデータを追加するには、「次のメタデータを追加」ポッ

プアップメニューからメタデータプリセットを選択します。メタデータプリセットの設定と使用

について詳しくは、281ページの「メタデータ表示を操作する」を参照してください。

9 読み込みたいイメージをすべて選択したら、読み込む方向を示す矢印またはダイアログの右下隅

にある「イメージを読み込む」ボタンをクリックします。

ブラウザにイメージが表示されたら、イメージの操作を開始できます。

参考：読み込みたいイメージを含むフォルダにイメージのサブフォルダが含まれていて、それら
のサブフォルダも読み込みたい場合は、「ファイル」＞「読み込む」＞「フォルダをプロジェク

トに」と選択します。138ページの「イメージのフォルダを「Finder」から読み込む」を参照し
てください。
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読み込み時にイメージの場所を変更する
ハードディスクに保存されているイメージを読み込むときに、それらのイメージを新しい場所に

コピーまたは移動することができます。移動またはコピーしたファイルの新しい場所を指定する

には、「読み込み」ダイアログの「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから宛先フォル

ダを選択します。

「Aperture」内で使用するファイル名を指定するには、「バージョン名」ポップアップメニューか
ら名前のフォーマットを選択します。また、「マスターファイル名に適用」チェックボックスを

選択して、「Finder」でのイメージのファイル名を、選択した名前のフォーマットに変更するこ
ともできます。こうすると、イメージのファイル名は「Finder」と「Aperture」で同じになります。

イメージファイルを別の場所に移動またはコピーするときに、「Aperture」ではそれらのファイ
ルを個別のファイルとして宛先フォルダに配置するか、宛先フォルダ内のサブフォルダに配置す

ることができます。たとえば、一連のイメージを宛先フォルダにコピーするときに、各イメージ

を日付で識別できるサブフォルダに配置できます。または、各イメージを年、月、および日に基

づいて構成したサブフォルダの階層に配置できます。

このポップアップメニュー
を使って、移動またはコ

ピーするファイルの宛先
フォルダを選択します。



第4章    イメージを読み込む 123





I
目的のサブフォルダ構成は、「サブフォルダ」ポップアップメニューから選択します。また、

「編集」コマンドを選択して、独自のフォルダ構成を指定することもできます。

独自のサブフォルダ階層の作成について詳しくは、125ページの「参照イメージのマスターを
フォルダに読み込む」を参照してください。

イメージをハードディスクから読み込むときに新しい場所にコピーまたは移動するには： 
1 ツールバーの「読み込む」ボタンをクリックします（またはコマンド＋I キーを押します）。

「読み込み」ダイアログが開き、その上部にファイルブラウザが表示されます。

2 読み込みたいイメージファイルが保管されているディスクを選択します。

「サブフォルダ」ポップ
アップメニュー

読み込みたいイメージが

保存されているディスク
を選択します。
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3 ファイルブラウザで、読み込みたいイメージファイルが入っているフォルダに移動します。

読み込みたいイメージファイルが入っているフォルダを選択すると、「読み込み」ダイアログに

イメージのサムネールが表示されます。

4 「プロジェクト」インスペクタで、次のいずれかの操作を行います：

Â「ライブラリ」を選択して名称未設定の新しいプロジェクトを作成するか、「ファイル」＞

「新規プロジェクト」と選択します（またはコマンド＋Nキーを押します）。ツールバーの
「新規」ポップアップメニューから、「新規プロジェクト」を選択することもできます。

Â イメージが保管されている既存のプロジェクトを選択します。

「読み込み」ダイアログの左上がアップデートされ、イメージがどこに配置されるかが表示され

ます。

5 読み込みたいイメージを選択します。

6 以下のいずれかの操作を行って、読み込んだイメージを配置する場所を選択します：

Â 読み込んだマスターをハードディスクの「ピクチャ」フォルダに参照イメージとして保存する
には：「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「ピクチャ」を選択します。

Â 読み込んだマスターを「ピクチャ」フォルダ以外の場所に参照イメージとして保存するには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「選択」を選択し、目的のフォルダを選択

します。「サブフォルダ」ポップアップメニューから「フォルダなし」を選択して、選択した

フォルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。また、特定のフォル

ダ名でサブフォルダの階層を作成してファイルを保存するように「Aperture」に指定するこ
ともできます。読み込んだイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、125ページ
の「参照イメージのマスターをフォルダに読み込む」を参照してください。イメージファイル

を新しい場所に移動するかコピーするかを選択するには、「ファイル移動」または「ファイル

コピー」ボタンをクリックします。ファイルの移動とコピーについて詳しくは、122ページの
「読み込み時にイメージの場所を変更する」を参照してください。

読み込みたいイメージの
フォルダを選択します。
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7 「バージョン名」ポップアップメニューから命名規則を選択して、イメージに名前を付ける方法
を指定します。

たとえば、カメラまたはカードの現在のマスターファイル名を使ってファイルを保存する場合は、

「バージョン名」ポップアップメニューから「マスターファイル名」を選択します。指定した名前

を使ってイメージを保存する場合は、「バージョン名」ポップアップメニューから名前のフォー

マットを選択します。独自の名前のフォーマットを選択する場合は、「名前のテキスト」フィール

ドに目的の名前を入力します。また、マスターに名前のフォーマットを適用することもできます。

「バージョン名」ポップアップメニューから「編集」を選択して、新しい命名方式を定義します。

ファイルの名前の付けかたについて詳しくは、127ページの「読み込んだイメージに自動的に名
前を付ける」を参照してください。

8 イメージを読み込むときにイメージにメタデータを追加するには、「次のメタデータを追加」ポッ

プアップメニューからメタデータプリセットを選択します。メタデータプリセットの設定と使用

について詳しくは、281ページの「メタデータ表示を操作する」を参照してください。

9 読み込みたいイメージをすべて選択したら、読み込む方向を示す矢印またはダイアログの右下隅

にある「イメージを読み込む」ボタンをクリックします。

ブラウザにイメージが表示されたら、イメージの操作を開始できます。

参照イメージのマスターをフォルダに読み込む
イメージを参照イメージとして読み込む場合は、「Aperture」を使って、選択したフォルダにそ
れらのマスターを個別に配置するか、サブフォルダを作成してファイルを保存することができま

す。たとえば、読み込んだイメージファイルを日付で識別できるサブフォルダに配置できます。

目的のフォルダ名のフォーマットを選択するときにすばやく選択できるフォルダ名のフォー

マットのプリセットを作成できます。

フォルダ名のフォーマットを作成するには、「フォルダ命名規則のプリセット」ダイアログで目的

の名前の要素を選択します。名前の要素の組み合わせを指定して、独自のフォルダ名を作成でき

ます。以下の名前の要素を組み合わせたフォルダ名のフォーマットを作成することができます：

Â バージョン名

Â マスターファイル名

Â 通し番号（1/3、2/3、3/3など）
Â イメージの年

Â イメージの月

Â イメージの日

Â イメージの日付

Â イメージの時刻

Â インデックス番号（1、2、3など）

Â 独自の名前

Â カウンタ（001、002、003など）

Â 現在の日付

Â 現在の時刻
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Â 現在の年

Â 現在の月

Â 現在の日

Â フォルダ名

Â プロジェクト名

フォルダ内にフォルダの階層を作成することもできます。たとえば、「日付」という名前のサブ

フォルダにイメージを配置するように「Aperture」に指定すれば、そのフォルダ内にイメージを
撮影した時刻で識別できるサブフォルダを作成できます。フォルダ名のフォーマットを作成する

には、目的の要素を「フォーマット」フィールドにドラッグして、サブフォルダを作成する要素

間でスラッシュ要素をドラッグします。

独自のフォルダ名のフォーマットを作成するには：
1 「読み込み」ダイアログで、「サブフォルダ」ポップアップメニューから「編集」を選択します。

「フォルダ命名規則のプリセット」ダイアログが表示されます。

2 「追加」（＋）ボタンをクリックして、新しい名前のフォーマットを作成するか、変更したい名前
のフォーマットのプリセットを選択します。

3 目的の名前の要素を、「フォーマット」フィールドに好きな順番にドラッグします。

4 サブフォルダを作成したい要素間でスラッシュをドラッグします。 

5 必要に応じて、「カスタム名」フィールドにカスタム名を入力します。

6 「OK」をクリックします。

「サブフォルダ」ポップアップメニューに、新しいフォルダ名のフォーマットが表示されます。

フォルダ名のフォーマットにカウンタを使うときは、開始番号と1～6桁の桁数を指定すること
ができ、番号はカウンタの位置に表示されます。カウンタ付きのフォルダ名のフォーマットを使

用するときは、必要に応じて、最初の開始番号をリセットするようにしてください。リセットし

ないと、次回の読み込みのときに、イメージフォルダの番号は前の読み込みの最後の番号から始

まります。
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フォルダ名のフォーマットのカウンタの開始番号をリセットするには：

m 「フォルダ命名規則のプリセット」ダイアログで、「数値カウンタの開始値」フィールドに
0（ゼロ）を入力します。

読み込んだイメージに自動的に名前を付ける
カメラによってイメージに付けられるファイル名は、区別しにくいことがよくあります。イメー

ジを読み込むときに、カメラによって割り当てられたオリジナルの名前を「Aperture」で使うこ
とも、自分で選択または作成したファイル名の付けかたを使うこともできます。たとえば、自分

で指定する名前に加えて日付、時刻、およびインデックス番号を含む名前のフォーマットを使う

ことができます。「Aperture」には、名前のフォーマットのプリセットが多数用意されています。
また、さまざまなタイプの撮影に合わせて独自の名前の付けかたを作成することもできます。新

しい写真を読み込むときに、名前のフォーマットのプリセットを選択できます。

「Aperture」には、以下の名前のフォーマットのプリセットが用意されています：

名前のフォーマットのプリセット 例

マスターファイル名 IMG001

イメージの日付／時刻 2005-10-1409.03.25PM

バージョン名 IMG001

バージョン名と日付／時刻 IMG001-2005-10-1409.03.25PM

通し番号付きのバージョン名 IMG001（1/2）、IMG002（2/2）など

インデックス付きのバージョン名 IMG0011、IMG0022など

インデックス付きの独自の名前 タイ1、タイ2など

カウンタ付きの独自の名前 タイ001、タイ002など
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イメージファイルを読み込むときおよび書き出すときに、イメージファイルに名前を適用するこ

とができます。バージョンおよびマスターに適用される名前を指定できます。たとえば、カメラ

からイメージを読み込むときに、「Aperture」で作成される各イメージバージョンに名前のフォー
マットを適用するように指定できます。また、マスターをライブラリまたはハードディスクに保

存するときにそれらに名前を適用するように指定することもできます。イメージファイルを読み

込むときに、「マスターファイル名に適用」チェックボックスを選択して、目的の名前のフォー

マットをマスターに適用します。こうすると、バージョンとマスターの両方で同じ名前のフォー

マットが共有されます。マスターを書き出すときに、必要に応じてマスターの名前を変更するこ

ともできます。

マスターを参照イメージとして読み込むときは、マスターをオリジナルの場所に置いたままにす

ると、マスターの名前を変更することはできません。ただし、マスターを参照イメージとして読

み込んでハードディスク上の新しい場所に移動する場合は、そのときに名前を変更できます。

名前のフォーマットのプリセットを選択するには：
1 「読み込み」ダイアログで、「バージョン名」ポップアップメニューから名前のフォーマットを
選択します。

2 ファイル名をマスターとバージョンに適用するには、「マスターファイル名に適用」チェックボッ

クスを選択します。

有効なファイル名を適用する
適切なファイル名を付けることは、メディアとプロジェクトを管理する上で最も重要な要素の1つ
です。マスターを取り込むときには、それらのファイルを今後どこでどのように使用するかを考

慮してください。ファイルに付ける名前を簡潔で一貫性のあるものにすれば、複数のフォトグラ

ファーの間でメディアを共有したり、ほかのAperture システムにプロジェクトを転送したり、
ネットワーク上でファイルを移動したり、アーカイブされたプロジェクトを復元するといった作

業をより簡単に行えるようになります。以下のセクションでは、プロジェクトファイルおよびイ

メージファイルに名前を付けるときの考慮点について説明します。
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特殊文字の使用を避ける
できるだけ安全なファイル名を付けることが、プラットフォーム間の互換性を最も高くすること

になります。つまり、MacOSXやその他UNIXベースのオペレーティングシステム、MacOS9、
Windowsなど、さまざまなオペレーティングシステムでファイル名を使用できるようになります。
また、インターネット経由でファイルを転送するときにも、ファイル名を考慮する必要がありま

す。インターネット上では、転送したファイルが、たとえ一時的にしてもどのようなコンピュー

タプラットフォームに保存されることになるか分かりません。

使用を避ける文字 文字の例 理由

ファイル区切り文字 :（半角コロン）
/（スラッシュ）
\（バックスラッシュ）

ファイル名とフォルダ名に半角コロ

ンは使用できません。MacOS9
（Classic）では、この文字がパス名中
のディレクトリの区切り文字として
使用されるためです。また、一部の

アプリケーションでは、項目の名前
にスラッシュを使用できません。

これらの文字はそれぞれ、
MacOS9、MacOSX、およびDOS
（Windows）のディレクトリ区切り
文字です。

アルファベットに含まれない
特殊文字

√≦™ これらの文字は、ほかのアプリケー
ションに書き出した場合に、サポート

されない文字となるか、取り扱いが困
難な文字になる可能性があります。

句読点、丸かっこ、引用符、
角かっこ、および演算子

.,[]{}()!;“‘*?<>| これらの文字は、スクリプト言語
およびプログラミング言語でよく使

用されています。

スペース、タブ、改行、復帰改行な

どの空白文字（最後の2 つは通常は
使用されません）

空白文字の取り扱いは、プログラミ

ング言語やオペレーティングシステ
ムによって異なります。このため、

処理スクリプトおよびアプリケー
ションによっては、ファイルが予期

した通りに処理されないことがあり
ます。できるだけ安全なファイル名

にするために、すべての空白文字を
使用しないようにして、代わりに下

線（_）を使用してください。
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独自の名前のフォーマットを作成する
名前のフォーマットのプリセットに加えて、独自の名前のフォーマットを作成することができま

す。名前のフォーマットを作成するには、「命名規則のプリセット」ダイアログで目的の名前の

要素を選択します。以下の名前の要素を組み合わせた名前のフォーマットを作成することができ

ます：

Â バージョン名

Â マスターファイル名

Â 通し番号（1/3、2/3、3/3など）
Â イメージの年

Â イメージの月

Â イメージの日

Â イメージの日付

Â イメージの時刻

Â インデックス番号（1、2、3など）
Â 独自の名前

Â カウンタ（001、002、003など）
Â 現在の日付

Â 現在の時刻

Â 現在の年

Â 現在の月

Â 現在の日
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独自の名前のフォーマットを作成するには：

1 「読み込み」ダイアログで、「バージョン名」ポップアップメニューから「編集」を選択します。

「命名規則のプリセット」ダイアログが表示されます。

2 「追加」（＋）ボタンをクリックして、新しい名前のフォーマットを作成するか、変更したい名前
のフォーマットのプリセットを選択します。

3 目的の名前の要素を、「フォーマット」フィールドに好きな順番にドラッグします。また、名前

の要素間に有効な文字または空白を追加することもできます。ファイルの命名に有効な文字につ

いて詳しくは、129ページの「特殊文字の使用を避ける」を参照してください。

4 必要に応じて、「カスタム名」フィールドにカスタム名を入力します。

5 「OK」をクリックします。

「バージョン名」ポップアップメニューに、新しい名前のフォーマットが表示されます。

名前のフォーマットにカウンタを使うときは、開始番号と1 ～6 桁の桁数を指定することがで
き、番号はカウンタの位置に表示されます。カウンタ付きの名前のフォーマットのプリセットを

使用するときは、必要に応じて、最初の開始番号をリセットするようにしてください。リセット

しないと、次回の読み込みのときに、読み込んだイメージの番号は前の読み込みの最後の番号か

ら始まります。

名前のフォーマットのカウンタの開始番号をリセットするには：
m 「命名規則のプリセット」ダイアログで、「数値カウンタの開始値」フィールドに0（ゼロ）を入力
します。
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読み込み時にメタデータをイメージに追加する
イメージを「Aperture」に読み込むときに、メタデータをイメージに追加することができます。
読み込み時にメタデータを追加すると、イメージを追跡しやすくなる上、クエリーHUD を使っ
てイメージを簡単に見つけられるようになります。たとえば、IPTC キーワードやその他のメタ
データをイメージファイルに追加できます。

イメージを読み込むときにイメージにメタデータを追加するには：
m 「読み込み」ダイアログの「次のメタデータを追加」ポップアップメニューから、メタデータの

表示またはプリセットを選択します。

表示を選択すると、入力用のその表示のメタデータフィールドが表示されます。目的のメタデー

タをそのフィールドに入力できます。

メタデータプリセットを選択すると、そのプリセットのメタデータフィールドとメタデータのリ

ストが表示されます。メタデータプリセットを編集して、「メタデータ」インスペクタを使って

頻繁にイメージに適用したいメタデータを保存できます。メタデータプリセットの編集について

詳しくは、269ページの第 11章「メタデータを操作する」を参照してください。

メタデータフィールドのエントリを消去するには：
m 「次のメタデータを追加」ポップアップメニューの横にある「リセット」ボタン（曲がった矢印の

ボタン）をクリックします。

メタデータフィールドの

エントリを消去するときは、
「リセット」ボタンを

クリックします。
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読み込み時にスタックを自動的に作成する
イメージを読み込むときにスタックを自動的に作成することができます。「読み込み」ダイアロ

グの「自動スタック」スライダを使って、読み込む前にスタックをプレビューできます。スタッ

クの操作について詳しくは、219ページの第 8章「イメージをスタックに分類する／ピックを作
成する」を参照してください。

スタックは、自動ブラケット撮影したイメージや、連続してまたは短い時間間隔で撮影したイ

メージに基づいて自動的に作成されます。短時間で撮影したイメージのスタックへの分類は、ス

タックに分類するイメージの時間間隔を指定することによって手動で調整できます。

自動的にスタックを作成するには：
1 ツールバーの「読み込む」ボタンをクリックします（またはコマンド＋I キーを押します）。

「読み込み」ダイアログが開き、その上部にファイルブラウザが表示されます。

2 カメラまたはカードリーダーを選択するか、読み込みたいイメージが格納されているハードディ

スク上のフォルダに移動します。

3 読み込みたいイメージを選択します。

4 「自動スタック」スライダを調整します。

撮影の時間間隔は、0秒から1分の間で調整できます。

イメージがスタックに分類されて表示されたら、「すべてのスタックを開く」ボタンと「すべて

のスタックを閉じる」ボタンをクリックしてスタックを開いたり閉じたりできます。スタックを

分割したい場合は、スタック内のイメージを選択して「スタックを分割」ボタンをクリックしま

す。選択したイメージとスタック内のその下にあるイメージが含まれる新しいスタックが表示さ

れます。「すべてのスタックをスタック解除」ボタンをクリックして、イメージをスタック解除

することもできます。

イメージをスタックに分類する方法に問題がある場合は、スライダを「オフ」の位置にドラッグ

します。

イメージをスタックに分類するときは、

「自動スタック」スライダをドラッグ
します。

スタックを分割するとき

は、「スタックを分割」
ボタンをクリックします。

選択したイメージを

スタックに分類する
ときは、「スタック」

ボタンをクリック
します。

すべてのスタックを

スタック解除するときは、
「すべてのスタックを

スタック解除」ボタンを
クリックします。

スタックを開いたり
閉じたりするときは、

これらのボタンを
クリックします。
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ブラウザの場合と同じように、「読み込み」ダイアログで手動でイメージを選択してスタックに

分類することもできます。イメージをスタックに分類する方法について詳しくは、219ページの
第 8章「イメージをスタックに分類する／ピックを作成する」を参照してください。

読み込み時にイメージファイルの時間を調整する
旅行中は、カメラの時計を現地の時間帯に合わせてアップデートするのを忘れがちです。カメラ

の時間を新しい場所に合わせなかった場合、「Aperture」では、イメージファイルに割り当てら
れた時間全体を読み込み時に簡単に修正することができます。

読み込み時にイメージファイルの取り込み時間を調整するには：
1 ツールバーの「読み込む」ボタンをクリックします（またはコマンド＋I キーを押します）。

「読み込み」ダイアログが開き、その上部にファイルブラウザが表示されます。

2 カメラまたはカードリーダーを選択するか、読み込みたいイメージが格納されているハードディ

スク上のフォルダに移動します。

3 読み込みたいイメージを選択します。

4 「読み込み」ダイアログで、「時間帯を調整」を選択します。

5 「カメラの時間帯」ポップアップメニューから、カメラの時間設定と一致する時間帯を選択します。

6 「実際の時間帯」ポップアップメニューから、撮影場所の時間帯を選択します。

7 追加の設定が適切であることを確認してから、「イメージを読み込む」ボタンをクリックします。

「時刻の調整」の設定に応じて、イメージファイルの取り込み時間が自動的にアップデート

されます。

イメージを読み込んだ後で、「メタデータ」＞「日時を調整」と選択して、作成したバージョン

の日時を調整できます。このコマンドについて詳しくは、293ページの「イメージの日時を調整
する」を参照してください。

ファイルを「Finder」から「プロジェクト」インスペクタに
ドラッグする
「Finder」やデスクトップにあるイメージファイルをプロジェクトに直接ドラッグできます。カ
メラ以外のソースから受け取ったイメージファイルを「Aperture」で使用したい場合は、この方
法が便利です。また、デスクトップやシステムのさまざまなフォルダに散在しているイメージ

ファイルをライブラリ内の1つの場所にまとめたい場合にも、この方法を利用できます。

イメージファイルを「Finder」からプロジェクトにすばやく読み込むには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、新規プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを選択
します。

2 「Finder」でイメージファイルを見つけます。

3 イメージファイルを選択して、「プロジェクト」インスペクタ内のプロジェクトにドラッグします。

読み込み処理が始まり、プロジェクト名の横に読み込みの進行状況を示すインジケータが表示さ

れます。
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作業をしながらイメージを取り込む
オフィススタジオでの製品ショットなどの特定の撮影では、テストショットをただちにコン

ピュータに表示して、ライティングなどの制作要素を確認したい場合があります。カメラを直接

コンピュータに接続し、撮影しながら各ショットをただちにApertureプロジェクトに表示でき
ます。イメージの詳細を確認し、作品に変更を加えてまた撮影して、結果をすぐに再確認できま

す。これはテザー撮影と呼ばれ、ショットの詳細を確認しつつ最終ショットの設定を行うのに理
想的な方法です。

参考：「Aperture」でのテザー撮影に利用できるカメラのリストについては、
http://www.apple.com/jp/aperture/raw/cameras.html を参照してください。お使いのカメラ
でテザー撮影を設定する手順については、カメラのハンドブックを参照してください。

http://www.apple.com/jp/aperture/raw/cameras.html
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テザー撮影を使用するには、最初にUSBまたはFireWire ケーブルを使ってカメラをコンピュー
タに接続します。次に、イメージを保存するプロジェクトを選択します。「Aperture」により、
テザー撮影の設定を選択するための「テザー設定」ダイアログが開きます。このダイアログを

使って、その他の読み込み設定を任意に指定できます（「読み込み」ダイアログで読み込み設定

を指定する通常の方法と同じです）。

セッションを開始した後に、「Aperture」を使ってコンピュータ上にイメージを表示して取り込
むことができます。カメラの制御および写真の撮影は、作業中に「Aperture」の「テザーHUD」
を使って行います。

これらの読み込みオプションは、
「読み込み」ダイアログに表示

されるオプションと同じです。

イメージを取り込むには、

ここをクリックします。

取り込みセッションを中止する
には、ここをクリックします。
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テザー撮影を行うように「Aperture」を設定するには：

1 カメラをコンピュータに接続します。

2 イメージを保管するプロジェクトまたはアルバムを選択または作成します。

3 「ファイル」＞「テザー」＞「セッションを開始」と選択します。

4 必要な読み込み設定を指定します。

読み込み設定について詳しくは、113ページの「デジタルカメラやカードリーダーから読み込む」
を参照してください。

5 「セッションを開始」をクリックします。

「テザーHUD」が表示されます。

6 以下のいずれかの操作を行います：

Â キャプチャセッションを開始するには：「取り込む」をクリックします。

Â キャプチャセッションを中止するには：「セッションを中止」をクリックします。
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イメージのフォルダを「Finder」から読み込む
コンピュータ上のイメージを時間をかけて使いやすい階層構造に整理してあるので、その構成の

まま読み込みたい場合は、イメージのフォルダをプロジェクトとして読み込むか、または「プロ

ジェクト」インスペクタに直接ドラッグすることができます。イメージのフォルダを読み込むか、

または「プロジェクト」インスペクタにドラッグした場合には、そのフォルダはプロジェクトに

なり、サブフォルダはそのプロジェクトのアルバムになります。

「読み込む」コマンドを使用してイメージのフォルダを「Finder」から読み込むには：
1 「プロジェクト」インスペクタで「ライブラリ」を選択します。

2 「ファイル」＞「読み込む」＞「フォルダをプロジェクトに」と選択します。

3 読み込みたいイメージのフォルダを選択します。

4 以下のいずれかの操作を行って、読み込んだイメージを配置する場所を選択します：

Â 読み込んだマスターを Aperture ライブラリに保存するには：「ファイルの保存場所」ポップ
アップメニューから「Apertureライブラリ」を選択します。

Â ファイルをハードディスク上の現在の場所に保存された参照イメージとして読み込むには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「現在の場所」を選択します。

Â 読み込んだマスターをハードディスクの「ピクチャ」フォルダに参照イメージとして保存する
には：「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「ピクチャ」を選択します。

Â 読み込んだマスターを「ピクチャ」フォルダ以外の場所に参照イメージとして保存するには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「選択」を選択し、目的のフォルダを選択

します。「サブフォルダ」ポップアップメニューから「フォルダなし」を選択して、選択した

フォルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。また、特定のフォル

ダ名でサブフォルダの階層を作成してファイルを保存するように「Aperture」に指定するこ
ともできます。読み込んだイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、125ページ
の「参照イメージのマスターをフォルダに読み込む」を参照してください。イメージファイル

を新しい場所に移動するかコピーするかを選択するには、「ファイル移動」または「ファイル

コピー」ボタンをクリックします。

警告：イメージのフォルダを「Aperture」に読み込むときは、読み込みを開始する前に、イ
メージの階層をどのように構成したいかについて注意深く計画する必要があります。イメージ

が含まれる最上位レベルのフォルダは、サブフォルダ内のすべてのイメージが含まれる1つの
プロジェクトになります。つまり、サブフォルダに何千ものイメージが含まれているフォルダ

を読み込む場合には、何千ものイメージで構成されるプロジェクトが1つ作成されます。
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5 「バージョン名」ポップアップメニューから命名規則を選択して、イメージに名前を付ける方法
を指定します。

たとえば、カメラまたはカードの現在のマスターファイル名を使ってファイルを保存する場合は、

「バージョン名」ポップアップメニューから「マスターファイル名」を選択します。指定した名前

を使ってイメージを保存する場合は、「バージョン名」ポップアップメニューから名前のフォー

マットを選択します。独自の名前のフォーマットを選択する場合は、「名前のテキスト」フィール

ドに目的の名前を入力します。また、マスターに名前のフォーマットを適用することもできます。

「バージョン名」ポップアップメニューから「編集」を選択して、新しい命名方式を定義します。

ファイルの名前の付けかたについて詳しくは、127ページの「読み込んだイメージに自動的に名
前を付ける」を参照してください。

6 「開く」をクリックします。

最上位レベルのフォルダがプロジェクトに変換されます。読み込んだフォルダにサブフォルダお

よびイメージの階層が含まれる場合には、サブフォルダがアルバムとして表示されます。

読み込むフォルダを複数選択するには、Shift キーを押しながらそれらのフォルダをクリックし
ます。

フォルダを「プロジェクト」インスペクタにドラッグするときは、フォルダの読み込み方法と保

存場所を決めるために指定した最後の読み込み設定が使用されます。

フォルダを「Aperture」にドラッグするには：
1 「Finder」で、読み込みたいイメージが含まれるフォルダを見つけます。

2 そのフォルダを「プロジェクト」インスペクタにドラッグします。

最上位レベルのフォルダがプロジェクトに変換されます。読み込んだフォルダにサブフォルダお

よびイメージの階層が含まれる場合には、サブフォルダがアルバムとして表示されます。

iPhotoライブラリを読み込む
最初に「Aperture」を開くと、iPhotoライブラリを読み込むためのダイアログが表示されます。
iPhoto ライブラリを読み込む場合は、Aperture ライブラリにイメージをコピーするか、
「Aperture」から iPhoto ライブラリ内のイメージに参照イメージとしてアクセスします。参照
イメージを利用する場合は、Apertureライブラリ内には保存されません。

「iPhoto」のイメージとアルバムの構成は、「プロジェクト」インスペクタで引き続きプトジェク
トとして維持されます。各イメージの名前、EXIF 情報、キーワード、レート、および適用された
調整も変わりません。スライドショー、ブック、およびスマートアルバムは、iPhoto ライブラ
リからは読み込めません。

参考：iPhotoライブラリの写真を「 Aperture」に読み込むには、iPhoto バージョン5.0.4以降
にアップグレードする必要があります。

iPhotoライブラリをすぐに読み込まずに、後で読み込むこともできます。
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iPhotoライブラリを読み込むには：
1 「ファイル」＞「読み込む」＞「iPhoto ライブラリ」と選択します。

2 「読み込み」ダイアログのファイルブラウザを使ってiPhoto ライブラリフォルダを選択します。

3 以下のいずれかの操作を行って、読み込んだイメージを配置する場所を選択します：

Â 読み込んだマスターを Aperture ライブラリに保存するには：「ファイルの保存場所」ポップ
アップメニューから「Apertureライブラリ」を選択します。

Â ファイルをハードディスク上の現在の場所に保存された参照イメージとして読み込むには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「現在の場所」を選択します。

Â 読み込んだマスターをハードディスクの「ピクチャ」フォルダに参照イメージとして保存する
には：「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「ピクチャ」を選択します。

Â 読み込んだマスターを「ピクチャ」フォルダ以外の場所に参照イメージとして保存するには：
「ファイルの保存場所」ポップアップメニューから「選択」を選択し、目的のフォルダを選択

します。「サブフォルダ」ポップアップメニューから「フォルダなし」を選択して、選択した

フォルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。また、特定のフォル

ダ名でサブフォルダの階層を作成してファイルを保存するように「Aperture」に指定するこ
ともできます。読み込んだイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、125ページ
の「参照イメージのマスターをフォルダに読み込む」を参照してください。イメージファイル

を新しい場所に移動するかコピーするかを選択するには、「ファイル移動」または「ファイル

コピー」ボタンをクリックします。

4 「バージョン名」ポップアップメニューから命名規則を選択して、イメージに名前を付ける方法
を指定します。

たとえば、カメラまたはカードの現在のマスターファイル名を使ってファイルを保存する場合は、

「バージョン名」ポップアップメニューから「マスターファイル名」を選択します。指定した名前

を使ってイメージを保存する場合は、「バージョン名」ポップアップメニューから名前のフォーマッ

トを選択します。独自の名前のフォーマットを選択する場合は、「名前のテキスト」フィールドに

目的の名前を入力します。また、マスターに名前のフォーマットを適用することもできます。「バー

ジョン名」ポップアップメニューから「編集」を選択して、新しい命名方式を定義します。ファイ

ルの名前の付けかたについて詳しくは、127ページの「読み込んだイメージに自動的に名前を付
ける」を参照してください。

5 「選択」をクリックします。

iPhotoライブラリが「Aperture」に読み込まれます。

iPhoto ライブラリから読み込んだ写真をAperture ライブラリに保存する場合は、各イメージ
ファイルのコピーが作成され、Aperture ライブラリに配置されます。つまり、イメージファイ
ルがコンピュータ上で使用するディスク領域が2 倍に増えることになります。領域を節約するに
は、iPhoto ライブラリの写真を参照イメージとして読み込みます。イメージの読み込み後に
iPhotoライブラリからイメージを削除することができますが、「iPhoto」でそれらのイメージを
利用できなくなります。iPhotoライブラリのイメージを削除しなかった場合でも、「iPhoto」の
イメージに加えた変更は「Aperture」に複製されたイメージには反映されません。

参考：個別にイメージまたはアルバムをiPhotoライブラリから読み込むこともできます。



第4章    イメージを読み込む 141





I



iPhotoライブラリのイメージをブラウズする／選択する
「Aperture」のiPhotoブラウザを開いてiPhotoイメージを確認し、特定のイメージをAperture
ライブラリに読み込むことができます。iPhoto ブラウザを使えば、iPhotoライブラリ全体を読
み込まなくても、目的のイメージを簡単に見つけることができます。

「iPhotoブラウザ」ウインドウでは、iPhotoライブラリの内容をブラウズして、イメージのサム
ネールをグリッド表示、リスト表示、または大きなアイコン表示で表示できます。これらの異な

る表示方法を使用しながらイメージをソートして、目的のイメージを見つけることができます。

「iPhotoブラウザアクション」ポップアップメニューを使って、イメージをゴミ箱に移動したり、
イメージの名称を変更したり、「Finder」でイメージの場所を表示したりできます。検索フィー
ルドにテキストを入力して、イメージを検索することもできます。

参考：Aperture ライブラリのイメージは、iLife または iWork のアプリケーションのうち、メ
ディアブラウザを持つアプリケーションでも利用できます。

「検索」ボタン

サムネールのサイズ変更

スライダ

「iPhotoブラウザアクショ
ン」ポップアップメニュー

「グリッド表示」、「リスト表示」、

および「アイコン表示」ボタン
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iPhotoブラウザを開いてイメージを選択するには：
1 「ファイル」＞「iPhotoブラウザを表示」と選択します（または、コマンド＋Option＋I キーを押
します）。

2 目的のiPhoto役割またはフォルダを選択します。

iPhoto ブラウザでは、サムネールをより大きなプレビューとして表示できます。イメージをダ
ブルクリックすると、「プレビュー」ウインドウにイメージが表示されます。必要に応じて、ウ

インドウの位置とサイズを変更できます。

iPhotoブラウザにイメージのプレビューを表示するには：
1


iPhotoブラウザで、イメージのサムネールをダブルクリックします。

「プレビュー」ウインドウが表示されます。

2 ほかのイメージを「プレビュー」ウインドウに表示するには、「次のイメージへ」および「前の

イメージへ」ボタンをクリックします。

iPhotoブラウザでイメージを検索するには：
1


iPhotoブラウザの右上隅にある「検索」ボタン（虫眼鏡のアイコンの付いたボタン）をクリック
します。

2 検索フィールドにキーワードを入力します。

Apertureシステムに転送したいイメージが見つかったら、iPhotoブラウザ（または「プレビュー」
ウインドウ）から選択したイメージをAperture プロジェクトにドラッグできます。

iPhotoブラウザからイメージを読み込むには：
1


iPhotoブラウザで、読み込みたいイメージを選択します。

2 「プロジェクト」インスペクタで、選択内容をプロジェクト内にドラッグします。

ここをドラッグして、「プレビュー」
ウインドウのサイズを変更します。

これらのボタンをクリックして、
前または次のイメージを表示

します。
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別のシステムからプロジェクトを転送する
複数のコンピュータで作業したり、ほかのユーザとプロジェクトを共有する場合に、ある
Apertureシステムから別のシステムにプロジェクトを転送しなければならないことがあります。
プロジェクトの転送も、読み込み処理の1つです。

プロジェクトをあるコンピュータから別のコンピュータに転送するには： 
1 転送したいプロジェクトを選択して、「ファイル」＞「書き出す」＞「プロジェクト」と選択します。

2 名前を入力し、プロジェクトを書き出す場所を選択します。 

3 プロジェクトに参照イメージが含まれている場合は、「書き出されたプロジェクトにイメージを

統合」チェックボックスを選択して、オリジナルのマスターとプレビューおよびメタデータを別

のAperture システムで使用できる自己包含プロジェクトとして転送します。

参照イメージを含むプロジェクトを別のコンピュータに転送する場合に、参照イメージのマス

ターは転送せずに参照イメージプレビューだけを転送したいときは、「書き出されたプロジェク

トにイメージを統合」チェックボックスを選択しないでください。 

4 「保存」をクリックします。

プロジェクトファイルが、選択した場所に書き出されます。

5



2台のコンピュータを接続するかネットワークに接続します。

詳しくは、コンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

6 プロジェクトの転送先のコンピュータ上で、「Aperture」を開きます。

7 「プロジェクト」インスペクタで「ライブラリ」を選択します。

8 「ファイル」＞「読み込む」＞「プロジェクト」と選択します。

9 「読み込み」ダイアログで、もう一方のコンピュータ上の転送したいプロジェクトが保存されて
いる場所に移動し、プロジェクトを選択してから、「開く」をクリックします。

選択したプロジェクトが「プロジェクト」インスペクタに表示されます。

バックアップをただちに作成する
「Aperture」にイメージを読み込んだ後にバックをただちに作成すれば、マスターが複数の場所
に確実に存在することになります。これは、ボールトをアップデートすることによって行います。

詳しくは、611ページの第 22章「イメージのバックアップを作成する」を参照してください。
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管理されたファイルが「Aperture」でライブラリに保存される場所
イメージはいつでも「Aperture」で表示して操作することができます。管理されたイメージファ
イルはコンピュータのハードディスク上にあるApertureライブラリに物理的に存在しています。
デフォルトでは、イメージは「ピクチャ」フォルダ内のAperture ライブラリファイルに保存さ
れます。

「Finder」でApertureライブラリファイルを開いてその内容を表示するには、Control キーを押
しながらファイルをクリックし、「パッケージの内容を表示」を選択します。ただし、この方法

でマスターファイルにアクセスしたりマスターを操作したりすることは避けてください。 
Apertureライブラリと干渉する危険があるためです。

以前のバージョンのApertureからイメージを移行する
「Aperture2」の新しいRAWデコーディングアルゴリズムを使用すると、RAW イメージの品質
が向上します。Aperture2 では、サポートするカメラから読み込んだ RAWイメージのデフォル
トレンダリングが向上しているため、ノイズ除去、シャープ、ハイライト復旧などのイメージ品

質が大幅に改善されています。

Apertureライブラリ内の既存の写真とのイメージ整合性を維持するため、「Aperture2」では以
前のバージョンから移行したイメージのオリジナルのRAW デコーディングを保持したり、新し
い Aperture2RAWデコーディング処理を使ってイメージを選択的に移行したり、Aperture2
RAWデコーディングを適用してオリジナルの各RAWイメージファイルの複製バージョンを作成
したりできます。

イメージを移行する方法
「Aperture2」の使用を開始しても、既存のすべてのイメージで、外観を保つために以前のバー
ジョンのRAWデコーディング処理が引き続き使用されます。これらのイメージはどれも、新し
いAperture2RAWデコーディング処理を使用するように、個別に移行できます。「ファイル」メ
ニューの「イメージを移行」コマンドを使って、選択したイメージ、プロジェクト、ブック、
WebページやWebジャーナル、ライト・テーブル・アルバム、アルバム、およびスマートアル
バムを移行することもできます。

大量のイメージの移行には、時間がかかることがあります。このため、必要に応じてイメージを

移行する方が便利な場合があります。たとえば、星5 つのイメージだけを選択して、最初にその
イメージだけを移行することもできます。イメージを複数回移行しても、そのイメージに影響は

ありません。あるイメージがAperture2RAWデコーディングをすでに使用している場合、その
イメージを再度移行しても何も変化しません。

警告：管理されたイメージやプロジェクトのバックアップおよび操作は、常にAperture アプ
リケーション内から行ってください。Apertureライブラリファイルに保存されているファイル
を移動したり誤って変更したりすると、後から「Aperture」でプロジェクトやイメージを見つ
けることができなくなる場合があります。「Finder」でファイル名の変更などの変更を管理され
たファイルに加えると、アプリケーションではそのような変更を追跡できません。
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選択したRAWイメージを移行する
すべてのイメージを移行するか、調整されたイメージのみを移行するか、または調整されていな

いイメージのみを移行するかを選択できます。「調整」インスペクタの「RAW 微調整」コント

ロールまたは「インスペクタ HUD」の「調整」パネルを使って、イメージを一度に移行するこ
ともできます。イメージを個別に移行する方法について詳しくは、146ページの「「RAW微調整」
コントロールを使ってイメージを個別に移行する」を参照してください。

重要：「イメージを移行」コマンドは取り消せません。ただし、「調整」インスペクタの「RAW
微調整」領域、または「インスペクタHUD」の「調整」パネルにある「バージョン」ポップアッ
プメニューを使って、個別のイメージを以前のバージョンの RAW デコーディング処理に戻すこ
とは可能です。詳しくは、146ページの「「RAW微調整」コントロールを使ってイメージを個別
に移行する」を参照してください。

選択したRAW イメージを移行するには：
1


1つのイメージ、またはイメージのグループを選択します。

2 「イメージ」＞「イメージを移行」と選択します。

3 表示されるダイアログで適切な移行条件を選択して、「イメージを移行」ボタンをクリックします。

RAW イメージファイルが、指定した条件に従って、以前の RAW デコーディング処理から
Aperture2RAWデコーディング処理に移行されます。

選択したプロジェクト、ブック、Webページ、Webジャーナル、ライト・テーブル・アルバム、
アルバム、またはスマートアルバム内のイメージをすべて移行することもできます。

プロジェクトまたはアルバムを移行するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、プロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 「ファイル」＞「＜項目＞を移行」と選択します。

3 表示されるダイアログで適切な移行条件を選択して、「イメージを移行」ボタンをクリックします。

選択したプロジェクトまたはアルバム内のすべてのRAW イメージが、Aperture2RAW デコー
ディング処理に移行します。

ライブラリ内のすべてのRAW イメージを一度に移行することもできます。ただし、大量のライ
ブラリの場合、この移行処理には長時間がかかることがあります。
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ライブラリ内のすべてのRAWイメージを移行するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、ライブラリの三角形情報表示ボタンをクリックして、含まれる
スマートアルバムを表示します。

2 「全ての写真」という名前のスマートアルバムを選択します。

3 「ファイル」＞「スマートアルバムを移行」と選択します。

4 表示されるダイアログで適切な移行条件を選択して、「イメージを移行」ボタンをクリックします。

ライブラリ内のすべてのRAWイメージが、Aperture2RAWデコーディング処理に移行します。

重要：何千ものRAW イメージファイルをAperture2 に移行する場合、処理に長時間がかかる
ことがあります。「Aperture」でRAW ファイルを処理する場合には、長時間（Apertureシステ
ムを使用しなくてもよい時間帯が望ましい）を取っておいてください。

「RAW微調整」コントロールを使ってイメージを個別に移行する
「バージョン」ポップアップメニューを使って、RAWイメージを一度に移行できます。

「バージョン」ポップアップメニューを使ってRAWイメージを移行するには：
1


RAWイメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、「RAW微調整」調整の
「バージョン」ポップアップメニューから「2.0」を選択します。

Aperture2RAW デコーディング処理を使ってイメージが再度デコードされ、イメージのバー

ジョンがアップデートされ、「RAW微調整」コントロールが使用可能になります。
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PartII:写真編集

このセクションでは、写真の編集とイメージの操作に使用する
「Aperture」の機能について説明します。

第 5章 ブラウザでイメージを操作する

第 6章 イメージをビューアに表示する

第 7章 イメージをフルスクリーン表示にする 

第 8章 イメージをスタックに分類する／ピックを作成する 

第 9章 イメージにレートを設定する

第 10章 イメージにキーワードを適用する

第 11章 メタデータを操作する

第 12章 イメージを検索して表示する

第 13章 スマートアルバムを使ってイメージを分類する
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5 ブラウザでイメージを操作する

イメージを撮影した後に、プロジェクトにある大量のイメージを並べ
替えなければならないことがあります。「Aperture」には、大量のイ
メージを操作するときの生産性を効率的に向上させる方法が用意さ
れています。

この章では、ブラウザを使用してプロジェクトのイメージを選択して操作する方法について説

明します。ブラウザは、イメージを表示、選択、および操作するときに最もよく使用する方法

です。プロジェクト内のイメージに対して、検索する、並べ替える、ソートする、縦方向また

は横方向に回転する、新しいバージョンを作成する、削除する、といった操作をすばやく行う

ことができます。

この章の内容：

Â ブラウザの概要（150ページ）

Â イメージ上をすばやく移動して選択する（153ページ）

Â フィルムストリップ表示でイメージを操作する（155ページ）

Â グリッド表示のイメージを操作する（156ページ）

Â リスト表示でイメージを操作する（157ページ）

Â ワークスペース表示を選択する（158ページ）

Â クイック・プレビュー・モードでイメージ間を移動する（160ページ）

Â ブラウザ内のイメージを検索する（161ページ）

Â ブラウザ内のイメージを並べ替える（162ページ）

Â イメージをソートする（163ページ）

Â イメージを回転する（163ページ）

Â イメージのバージョンを作成する（165ページ）

Â ブラウザからイメージを削除する（166ページ）

Â イメージを別のプロジェクトやアルバムにドラッグする（168ページ）

Â 参照イメージを操作する（169ページ）

Â


2つ以上のプロジェクトを開いて操作する（176ページ）

Â 特定のメタデータをイメージと一緒に表示する（176ページ）
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ブラウザの概要
「プロジェクト」インスペクタでプロジェクトまたはアルバムを選択すると、そのイメージのサ

ムネールがブラウザに表示されます。ブラウザでイメージを選択すると、そのイメージを操作で

きます。たとえば、イメージを移動して並べ替えたり、回転したり、新しいバージョンを作成し

たり、プロジェクトからイメージを削除したりできます。

Â「フィルムストリップ表示」ボタン：左右にスクロールできる1 列のサムネールとしてイメージ
を表示するときに、このボタンをクリックします。

Â「グリッド表示」ボタン：イメージをサムネールとして表示するときに、このボタンを
クリックします。

Â「リスト表示」ボタン：イメージをテキストリストとして表示するときに、このボタンを
クリックします。

Â「ソート」ポップアップメニュー：このポップアップメニューから選択したイメージの日付、
レート、またはキーワードに基づいてイメージをソートするときに、ここを選択します。

Â「ソート順」ボタン：イメージを昇順または降順でソートするときに、このボタンをクリック
します。

Â「クエリーHUD」ボタン：イメージを検索するための「クエリーHUD」を表示するときに、
このボタンをクリックします。詳しくは、295ページの第 12章「イメージを検索して表示す
る」を参照してください。

Â 検索フィールド：バージョン名やキーワードなどのテキストを入力すると、そのテキストに関
連するイメージが検索されます。

シャトルコントロール

サムネールのサイズ変更
スライダ

スクロールバー

検索フィールド

イメージがグリッド表示
でブラウザに表示されて

います

「ソート」ポップアップ
メニュー

「クエリーHUD」ボタン
「フィルムストリップ表示」、「グリッド表示」、

および「リスト表示」ボタン

「ソート順」ボタン

ツールストリップ
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Â シャトルコントロール：ブラウザ内でイメージ上を連続的に移動するときに、これをドラッグ
します。Jキー、Kキー、およびLキーを使うこともできます。

Â ツールストリップ：操作するツールを選択するときに、ツールストリップのボタンをクリックし
ます。ツールストリップを使うと、イメージを選択する「選択」ツール、イメージを回転させる

「時計回りに回転」および「反時計回りに回転」ツール、およびイメージからキーワードと調整

をリフトしてほかのイメージにスタンプする「リフトとスタンプ」ツールにアクセスできます。

Â スクロールバー：プロジェクトに含まれるすべてのイメージをスクロールするときには、これ
を使用します。

Â サムネールのサイズ変更スライダ：グリッド表示に表示されるサムネールのサイズを調整する
ときには、このスライダをドラッグします。

「Aperture」には、イメージをすばやく効率的に選択する方法がいくつか用意されています。矢
印キーを使って、作業対象の1つまたは複数のイメージをすばやく選択できます。また、クリッ
クしたり、矩形を描くようにドラッグしたり、キーボードショートカットを使用する方法で、イ

メージを選択することもできます。

ブラウザ内のイメージをフィルムストリップ表示、グリッド表示、およびリスト表示の形式で表

示することができます。

フィルムストリップ表示を選択すると、ブラウザは選択および移動可能な1列のイメージに変わ
り、選択したイメージはビューアに表示されます。

グリッド表示では、イメージのサムネールが格子状に表示されます。イメージを実際に目で見て

確認したりサムネールを操作したりしながら、イメージを整理したり、スタックに分類したり、

キーワードを割り当てたいときには、グリッド表示を使います。

ビューア

フィルムストリップ表示の
ブラウザ
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リスト表示では、イメージおよびそれに関連するファイル情報の一覧が表示されます。イメージ

データ、ファイルサイズ、レートなど、対応するファイルデータに基づいてイメージを表示また

はソートする必要があるときには、リスト表示を使用します。

リスト表示は、ファイルの情報をすばやく確認するときに便利な画面です。リスト表示では、列

カテゴリに基づいてイメージをソートすることもできます。カテゴリの列のヘッダをクリックす

ると、そのカテゴリに基づいてイメージがソートされます。

また、イメージと一緒に表示される情報をカスタマイズすることもできます。たとえば、ファイ

ル名、IPTCデータ、およびEXIFデータが一緒に表示されるようにイメージを設定できます。ブ
ラウザのグリッド表示、リスト表示、およびフィルムストリップ表示で表示する情報は、「環境

設定」ウインドウの「メタデータ」オプションをカスタマイズすることで変更できます。詳しく

は、176ページの「特定のメタデータをイメージと一緒に表示する」を参照してください。

編集中に間違った操作をしてしまったときは、ほとんどの場合、「取り消し」コマンドを選択し

て、直前に行った操作をただちに取り消すことができます。「取り消し」コマンドでは、複数回

選択することによって、直前に行った操作を1つずつ取り消していくことができます。
「Aperture」では、削除したマスターが「ゴミ箱」に入ります。マスターファイルを誤って削除
してしまい、「取り消し」コマンドで削除操作を取り消せない場合でも、「ゴミ箱」を空にするま

では「ゴミ箱」からマスターを復旧できます。

イメージがリスト表示で
ブラウザに表示されて

います
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イメージ上をすばやく移動して選択する
イメージの選択は、「Aperture」の基本的な操作の1つです。イメージを選択する方法をたくさん
知っているほど、イメージを操作するときの生産性が向上し、快適に操作できるようになります。

ブラウザ内のイメージ上をすばやく移動する
ブラウザで1 つまたは複数のイメージを選択して、それらを操作したりビューアに表示したりで
きます。選択したイメージは、白い枠線で囲まれます。複数のイメージをグループとして選択し

たときには、現在選択しているイメージ（プライマリ選択項目）には太くて白い枠線が表示され、
選択済みの残りのイメージには細くて白い枠線が表示されます。

イメージ上をすばやく移動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 矢印キーを押して、上下左右に移動します。

m スクロールバーを使ってブラウザ内のイメージをスクロールしてから、目的のイメージをク

リックします。

m 「ウインドウ」＞「コントロールバーを表示」と選択し、コントロールバーを表示します。コン

トロールバーで、「前のイメージへ」ボタンまたは「次のイメージへ」ボタンをクリックします。

プライマリ選択項目の
周りには太くて白い枠

線が表示されます。

選択したすべて
のイメージには

白い枠線が表示
されます。

「前のイメージへ」ボタン 「次のイメージへ」ボタン
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イメージを選択する
「Aperture」には、作業スタイルや作業環境に応じて、すばやく効率的にイメージを選択する方
法が用意されています。

イメージは以下の方法で選択できます。

作業 操作

1つのイメージを選択する Â イメージをクリックします。

Â 矢印キーを押してイメージまで移動します。

ある範囲に含まれるイメージを

選択する
Â その範囲に含まれる最初のイメージをクリックしてから、Shiftキーを
押しながら最後のイメージをクリックします。

Â 矢印キーを押して最初のイメージを選択してから、Shiftキーを押しなが
ら矢印キーを押してその範囲に含まれる最後のイメージを選択します。

Â 最初のイメージを選択してから、「編集」＞「最後まで選択」と選択して

（またはShift ＋Endキーを押して）ブラウザ内の最後のイメージまで選
択項目を拡張します。

Â その範囲に含まれる最後のイメージを選択してから、「編集」＞「先頭ま
で選択」と選択して（またはShift＋Homeキーを押して）ブラウザ内
の最初のイメージまで選択項目を拡張します。

Â 矩形を描くようにドラッグして、矩形に入るすべてのイメージを選択

します。

選択した複数のイメージの中から

イメージを選択する
Â 選択したイメージの中で前のイメージを選択するときは、セミコロン

キー（;）を押すか、コマンド＋Option＋左矢印キーを押します。選択
したイメージの中で、次のイメージを選択するときは、コロンキー（:）
を押すか、コマンド＋Option＋右矢印キーを押します。

スタック内のイメージを選択する Â 右矢印キーまたは左矢印キーを押します。

隣接していないイメージを選択する Â 選択したいイメージをコマンドキーを押しながらクリックします。選択
を解除するときは、もう一度コマンドキーを押しながらイメージをク

リックします。

選択した複数のイメージをスライド

させる
Â 現在選択しているイメージを1イメージずつスライドさせるときは、コ
マンド＋左矢印キーまたはコマンド＋右矢印キーを押します。たとえば、
3つのイメージを選択しているときに、一度に1イメージずつ左または
右に移動できます。

次のスタックを選択する Â スタックを選択した状態で、Option＋PageUpキーまたはOption＋Page
Downキーを押します。

比較イメージを選択または設定する Â イメージを選択して、Option＋O キーを押します。

比較イメージの選択を解除する Â コマンド＋Returnキーを押します。

別の比較イメージを選択する Â 比較イメージにしたいイメージを選択して、Return キーを押します。

ブラウザ内のすべてのイメージを
選択する

Â「編集」＞「すべてを選択」と選択します（またはコマンド＋Aキーを
押します）。

プライマリイメージだけを選択し、
ほかのすべてのイメージの選択を

解除する

Â「編集」＞「選択項目を減らす」と選択します（またはShift ＋Eキーを
押します）。

ブラウザ内のすべてのイメージの

選択を解除する
Â ブラウザのグレイの背景をクリックするか、「編集」＞「すべてを選択

解除」と選択します（またはコマンド＋Shift＋Aキーを押します）。

現在の選択項目の選択を解除し、

選択されていないすべてのイメージ
を選択する

Â「編集」＞「選択項目を反転」と選択します（またはコマンド＋Rキーを
押します）。
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フィルムストリップ表示でイメージを操作する
フィルムストリップ表示をビューアと組み合わせて使用し、イメージを次々にスクロールして、

イメージを変更したり比較したりすることができます。たとえば、1列になっているイメージの
中からいくつかを選択して、スタック内のグループにまとめ、レートを適用して、ビューアで並

べて比較することができます。右矢印キーと左矢印キーを使ってイメージ間を移動したり、スク

ロールバーとシャトルコントロールを使ってイメージを次々にすばやくスクロールしたりでき

ます。フィルムストリップのサムネールのサイズを変更するには、フィルムストリップの上部を

ドラッグして領域を拡大します。

フィルムストリップ表示に切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「ブラウザ」＞「フィルムストリップ」と選択します（またはControl＋Fキーを押します）。

m ブラウザの「フィルムストリップ表示」ボタンをクリックします。

プロジェクトに含まれるすべてのイメージ上を連続的に移動するには、以下のいずれかの操作を
行います：

m シャトルコントロールをドラッグします。

m 左方向に移動するときはJキーを、移動を停止するときはKキーを、右方向に移動するときはLキー
を押します。

参考：J キーまたはLキーを何回か押すと、移動速度が増します。

ビューア

フィルムストリップ表示の
ブラウザ

「フィルムストリップ表示」ボタン
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グリッド表示のイメージを操作する
グリッド表示では、サムネールのグリッドがプロジェクトの最上位に表示されます。グリッド表

示は、ブラウザのデフォルトの表示です。プロジェクトに多数のイメージがある場合は、イメー

ジを選択して操作しやすいサイズにサムネールのサイズを調整できます。また、シャトルコント

ロールまたはスクロールバーを使ってすべてのイメージをスクロールすることもできます。

グリッド表示に切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「ブラウザ」＞「グリッド」と選択します（またはControl＋G キーを押します）。

m ブラウザの「グリッド表示」ボタンをクリックします。

サムネールのサイズを調整するには：
m サムネールのサイズ変更スライダをドラッグして、サムネールのサイズを調整します。

プロジェクトに含まれるすべてのイメージ上を連続的に移動するには、以下のいずれかの操作を
行います：

m シャトルコントロールをドラッグします。

m 左方向に移動するときはJキーを、移動を停止するときはKキーを、右方向に移動するときはLキー
を押します。

参考：J キーまたはLキーを何回か押すと、移動速度が増加します。

シャトルコントロール

サムネールのサイズ変更

スライダ

スクロールバー

「グリッド表示」ボタン
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作業環境に応じて、ブラウザに表示されるサムネールの背景の明るさを調整することができま

す。背景が暗いほど、イメージの色との干渉が少なくなります。イメージの色を調整するときは、

背景を暗い色に設定することをお勧めします。背景の明るさや暗さは、グレイスケールで調整し

ます。最大限暗くすると黒になります。最大限明るくすると白になります。

ブラウザの背景の明るさを調整するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

2 「環境設定」ウインドウで、「アピアランス」をクリックし、「ブラウザの背景の明るさ」スライ
ダをドラッグして背景の明るさを調整してから、ウインドウを閉じます。

リスト表示でイメージを操作する
リスト表示では、サムネールの代わりに、イメージの名前とアイコン、レート、大きさ、ファイ

ルサイズ、日付などの情報が表示されます。

リスト表示に切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「ブラウザ」＞「リスト」と選択します（またはControl＋L キーを押します）。

m ブラウザの「リスト表示」ボタンをクリックします。

リスト表示に表示される情報の種類を選択するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

2 「環境設定」ウインドウで、「メタデータ」をクリックします。

3 「リスト表示の欄」セクションで、「設定1」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。

ブラウザの列がすぐに変更されて、選択した情報が表示されます。

4 「環境設定」ウインドウを閉じます。

リスト表示の主な利点の1 つは、情報のカテゴリに基づいてイメージをすばやくソートできるこ
とです。リスト表示の列のヘッダをクリックすると、イメージが並べ替えられ、カテゴリに基づ

いてソートされます。たとえば、日付に基づいてイメージをソートできます。

「リスト表示」ボタン
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リスト表示のイメージをカテゴリに基づいてソートするには：
m ブラウザのカテゴリ列のヘッダをクリックします。

リスト表示を使用するときに、ファイル情報だけではイメージの内容を判別しにくい場合があり

ます。リスト表示に表示されるサムネールアイコンを拡大すると、イメージを判別しやすくなり

ます。

リスト表示のサムネールアイコンを拡大するには：
m サムネールのサイズ変更スライダをドラッグして、アイコンのサイズを調整します。

ファイルを読み込んだ後に、その名前を変更することも簡単にできます。ファイル名を変更する

ときには、マスターの名前ではなく、イメージバージョンの名前が変更されます。オリジナルの

マスターのファイル名は変更されません。

イメージバージョンの名前をリスト表示で変更するには：
m イメージを選択し、イメージ名をダブルクリックしてから、新しい名前を入力します。

ワークスペース表示を選択する
「Aperture」では、ワークスペースの環境設定とワークフローに合わせてブラウザを手軽に変更
することができます。ブラウザをメインウインドウいっぱいに表示して操作したり、ブラウザを

ビューアと組み合わせて操作したり、ビューアだけを開いて操作したりできます。

ブラウザをメインウインドウに表示して（ビューアなしで）操作するには：
m 「表示」＞「ブラウザのみ」と選択します。

ブラウザとビューアをメインウインドウに一緒に表示して操作するには：
m 「表示」＞「ブラウザとビューア」と選択します。

ビューアだけを操作するには：
m 「表示」＞「ビューアのみ」と選択します。

∏ ヒント：ワークスペース表示をすばやく切り替えるには、目的の表示になるまでVキーを繰り返
し押します。

リスト表示のイメージが日付に

基づいてソートされています
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ブラウザとビューアを一緒に操作するときは、画面上のブラウザの位置を変更することもできま

す。たとえば、ブラウザを回転させてサイドに移動することができます。

また、必要に応じて、ビューアとブラウザの位置を入れ替えることもできます。

ブラウザの位置を回転するには：
m 「表示」＞「ブラウザ」＞「位置を回転」と選択します（またはShift＋W キーを押します）。

ブラウザとビューアの位置を入れ替えるには：
m 「表示」＞「ブラウザ」＞「位置を入れ替える」と選択します（またはOption＋Wキーを押します）。

「位置を回転」および「位置を入れ替える」コマンドを使用して、ブラウザとビューアを最も

使いやすい位置に配置することができます。

回転したブラウザ
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クイック・プレビュー・モードでイメージ間を移動する
ブラウザとビューアでイメージを操作するときには、プレビューと呼ばれるイメージを表現した
ものを表示するように「Aperture」を設定することができます。プレビューは、JPEG でイメー
ジを表現したもので、元のイメージより情報が少なく、「Aperture」でイメージをよりすばやく
表示するために使用できます。たとえば、ブラウザのサムネールは、マスターをサムネールのサ

イズに縮小してプレビューで表現したものです。

同様に、ビューアでイメージを選択すると、まずプレビューイメージが表示され、その間にディ

スク上のより大きなマスターが読み取られます。次に、イメージに完全にアクセスすると、完全

なマスターが表示されます。プレビューを表示してからマスターを表示するこの処理はほとんど

一瞬のうちに行うことができますが、マスターのサイズによっては最終的に表示されるのが少し

遅れることもあります。

プレビューの作成と操作について詳しくは、196ページの「プレビューイメージを操作する」を
参照してください。

イメージへのアクセスと表示の速度を上げるには、クイック・プレビュー・モードを入にします。

クイック・プレビュー・モードでは、プレビューイメージだけが表示され、より大きなマスター

は読み取られません。クイック・プレビュー・モードを使って、イメージをすばやく切り替えて

選択することができます。たとえば、クイック・プレビュー・モードを使って、イメージをすば

やく選択してスタックしたり、キーワードを追加したり、ほかのメタデータを変更したりできま

す。ただし、クイック・プレビュー・モードを使うと、イメージに調整を加えるなど、できない

ことがいくつかあります。クイック・プレビュー・モードでは、使用できないツールと機能は淡

色で表示されます。作業によっては、クイック・プレビュー・モードに切り替えるとイメージへ

のアクセス速度が大幅に向上することがあります。

クイック・プレビュー・モードを入にするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「クイックプレビュー」と選択します（またはPキーを押します）。

m ツールストリップの「クイックプレビュー」ボタンをクリックします。
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ブラウザ内のイメージを検索する
プロジェクト内に多数のイメージがあり、ブラウザで一度に表示できないときは、検索フィール

ドを使ってイメージを検索することができます。検索フィールドに検索条件を入力すると、イ

メージが検索されます。

プロジェクト内のイメージを検索し、その検索結果だけをブラウザに表示することができます。

たとえば、結婚式のイメージが数百もあるときに、「新婦」というキーワードを持つイメージだ
けを表示したい場合には、「クエリーHUD」を使って新婦のイメージだけを表示し、残りのイ
メージを隠すことができます。

「クエリーHUD」を使ってイメージを検索する方法について詳しくは、295ページの第 12章「イ
メージを検索して表示する」を参照してください。

ブラウザ内のイメージを検索するには：
m イメージに関連するテキストをブラウザの検索フィールドに入力します。

すべてのイメージをもう一度表示するには：
m 検索フィールドの「リセット」ボタン（X のボタン）をクリックするか、検索フィールドのテキ
ストを削除します。

重要：キーボードショートカットを使って、特定のレートまたはキーワードを持つイメージをす
ばやく検索することもできます。イメージの操作中に、これらのキーボードショートカットを誤っ

て押してしまい、画面に表示されるイメージが突然変わってしまったり、消えてしまうことがあ

るかもしません。このような場合は、「クエリーHUD」の検索フィールドの「リセット」ボタン
をクリックして検索条件をリセットすることで、すべてのイメージをすばやく表示できます。

ブラウザでアルバム（スマートアルバムを含む）の内容を表示したときに、「不採用」レートの

イメージが表示されないことがあります。これは、ブラウザの「クエリーHUD」が「レート未
設定またはそれ以上」のイメージを表示するように設定されているためです。「不採用」レート

のイメージを表示するには、すべてのイメージを表示するようにブラウザの「クエリーHUD」を
設定する必要があります。

検索フィールド「クエリーHUD」ボタン
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すべてのイメージを表示するようにブラウザの「クエリーHUD」を設定するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、アルバムを選択します。

2 ブラウザで、「クエリーHUD」ボタン（虫眼鏡のアイコンの付いたボタン）をクリックします。

3 「クエリーHUD」で、「レート」チェックボックスの選択を解除します。

「不採用」レートのイメージを含めてすべてのイメージがブラウザに表示され、ブラウザの検索

フィールドには「すべてを表示」と表示されます。

「不採用」レートのイメージだけを表示するようにブラウザの「クエリーHUD」を設定するには：
1 「クエリーHUD」で、「レート」チェックボックスが選択されていることを確認します。

2 「レート」ポップアップメニューから「次である」を選択し、レートスライダを「X」（「不採用」）
に設定します。

「不採用」のレートのイメージだけがブラウザに表示され、ブラウザの検索フィールドには「X」
が表示されます。

ブラウザ内のイメージを並べ替える
ブラウザでイメージを操作するときに、イメージを移動して好きな順序に並べ替えたり、必要に

応じてグループにまとめたりできます。たとえば、結婚式でのイメージの場合、ケーキカットの

場面などの関連するイメージを近い場所にまとめて配置しておけば、後で調整する作業が簡単に

なります。

ブラウザ内のイメージは、ドラッグして新しい場所に移動できます。イメージを個別にドラッグ

する方法と、複数のイメージを選択してドラッグする方法があります。イメージを新しい場所に

ドラッグすることはイメージの配置をカスタマイズすることになるので、「ソート」ポップアッ

プメニューの表示が変化して「カスタム」オプションが表示されます。イメージの順序は

「Aperture」に記録されるので、「ソート」ポップアップメニューから「カスタム」を選択すれ
ば、いつでもイメージがその順序で再表示されます。

ブラウザ内のイメージを並べ替えるには：
m 並べ替えたいイメージを新しい場所にドラッグします。緑色のバーが表示されたら、マウスボタ

ンを放します。

ブラウザ内でカスタマイズしたイメージの配置を復元するには：
m 「ソート」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

「Aperture」にはイメージを移動した最後のときの状態が記憶されているので、その配置が復元
されます。
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イメージをソートする
ブラウザ内のイメージの順序は、ファイル名、ファイルサイズ、日付、レートなどのイメージ

プロパティに基づいて変更することができます。たとえば、ファイル名に基づいてイメージを

表示する場合、イメージはファイル名のアルファベット順に配置されます。これらのイメージ

を日付や時刻に基づいて並べることもできます。ソートプロパティは、グリッド表示、リスト

表示、およびフィルムストリップ表示の「ソート」ポップアップメニューから選択します。

ブラウザ内に表示されるイメージの順序を変更するには：
m 「ソート」ポップアップメニューからソートプロパティを選択します。「ソート順」ボタンをク

リックし、ソートが昇順か降順かを選択します。

イメージを回転する
イメージをプロジェクトに読み込んだときに、一部のイメージが間違った方向に向いている場合

には、それらを回転して正しい方向に向ける必要があります。ブラウザのツールストリップ（ま

たはフィルムストリップ表示のビューアのツールストリップ）には、選択したイメージを回転さ

せるための回転ボタンが用意されています。イメージを回転するときには、個別に回転する方法

と、いくつかのイメージを選択してそれらを一度に回転する方法があります。また、イメージを

選択してからキーボードショートカットを使ってすばやく回転する方法も便利です。

目的のソートプロパティを

ここで選択します。

「ソート順」ボタン
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イメージを個別に回転させるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 個々のイメージを回転させるには、ツールストリップの「反時計回りに回転」ツールまたは「時計

回りに回転」ツールを選択してから、イメージをクリックします。

m 回転させたいイメージを選択してから、「イメージ」＞「反時計回りに回転」と選択する（また

は左ブラケットキーを押す）か、「イメージ」＞「時計回りに回転」と選択します（または右ブ

ラケットキーを押します）。

いくつかのイメージを選択して回転させるには、以下のいずれかの操作を行います：
m いくつかのイメージを選択してから、ツールストリップの「反時計回りに回転」ツールまたは

「時計回りに回転」ツールをクリックします。

m イメージのグループを選択してから、「イメージ」＞「反時計回りに回転」と選択する（または

左ブラケットキーを押す）か、「イメージ」＞「時計回りに回転」と選択します（または右ブラ

ケットキーを押します）。

「反時計回り」ツール

「時計回り」ツール

「反時計回り」ツール

「時計回り」ツール
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イメージのバージョンを作成する
状況によって、イメージのコピーを作成したいときがあります。たとえば、イメージをコピーし

て、そのコピーに別の露出設定や調整を適用したり、Web ページやブックで利用するなどの目
的のためにそのコピーを変更するような場合があります。イメージをコピーすると、イメージの

新しいバージョンが作成されます。

新しいイメージバージョンを作成するときに、オリジナルのマスターイメージをコピーするか、

または変更を適用済みの現在選択しているバージョンをコピーするかを選択できます。たとえば、

一連の調整をイメージに適用した後で、あらためてオリジナルのマスターイメージの状態に別の

調整を適用したい場合は、マスターをコピーして、変更されていない新しいファイルから調整を

始めることができます。

マスターから新しいバージョンを作成するには：
1 コピーしたいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「イメージ」＞「マスターから新規バージョン」と選択します（またはOption ＋Gキーを
押します）。

Â ツールバーの「マスターから新規バージョン」ボタンをクリックします。

Â マスターJPEGイメージをコピーするには、「イメージ」＞「マスターJPEG から新規バージョ
ン」と選択します（またはOption＋Jキーを押します）。

参考：JPEGイメージが選択されていない場合、このコマンドは淡色で表示されます。

Â マスターイメージを複製し、その複製を自動的に選択するには、「イメージ」＞「作成して選

択項目に追加」＞「マスターから新規バージョン」と選択します（またはShift ＋Option ＋
Gキーを押します）。

あるイメージから調整を少しずつ変化させながらいくつかのイメージバージョンを作成する場

合には、作成した最後のバージョンをコピーして、さらに変更を加える方法を利用できます。た

とえば、複数のバージョンに同じトリミング調整と露出調整を使用する場合は、まずそれらの調

整を適用してそのイメージバージョンのコピーを作成してから、次の作業に進むことをお勧め

します。
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選択したイメージバージョンをコピーするには：
1 コピーしたいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「イメージ」＞「バージョンを複製」と選択します（またはOption＋Vキーを押します）。
Â ツールバーの「バージョンを複製」ボタンをクリックします。

Â バージョンを複製し、その複製を自動的に選択するには、「イメージ」＞「作成して選択項目

に追加」＞「バージョンを複製」と選択します（またはShift ＋Option ＋Vキーを押します）。

1つのイメージから複数のバージョンを作成した場合、それらはスタックとしてまとめられます。
スタックには、特定のイメージから作成したすべてのバージョンが含まれます。スタックを開い

た後に、1つのイメージから作成したさまざまなバージョンを表示できます。たとえば、スタッ
クを開いて特定のイメージバージョンを選択してコピーすることができます。そのイメージが含

まれるすべてのプロジェクトまたはアルバムには、そのスタック全体が存在しています。

スタックを開いてすべてのバージョンを表示するには：
m スタック上の「スタック」ボタンをクリックします。

スタックが開いているときに、そこに含まれるイメージバージョンのいずれかを選択すると、そ

のバージョンをビューアに表示できます。スタックの操作について詳しくは、219ページの
第 8章「イメージをスタックに分類する／ピックを作成する」を参照してください。

ブラウザからイメージを削除する
必要に応じて、バージョンやマスターを削除することができます。

イメージを削除するときに、以下の操作ができます：

Â アルバムから特定のバージョンを取り除き、ほかのバージョンは元の場所に残す

Â スタックからバージョンを削除する

Â マスターを削除する

スタック内のイメージ
の周囲には灰色の枠線

が表示されます。

イメージ上で「スタック」
ボタンをクリックすると、

スタック内のすべてのバー
ジョンが表示されます。
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アルバムからバージョンを取り除くには：

m バージョンを選択し、「イメージ」＞「アルバムから取り除く」と選択します（Deleteキーを
押します）。

スタックから特定のバージョンを削除することもできます。

スタックから特定のバージョンを削除するには：
1 スタックを開き、削除したいバージョンを選択します。

2 「ファイル」＞「バージョンを削除」と選択します（またはコマンドキーを押しながらDeleteキー
を押します）。

スタックから最後のバージョンを削除する場合は、マスターを削除したいかどうか尋ねられま

す。マスターを削除することを確認した場合、マスターは「ゴミ箱」に入ります。

ブラウザに表示されているイメージのバージョンが1つしかない場合は、そのバージョンを選択
して削除できますが、対応するマスターも削除されます。

マスターを削除するには：
1 アルバムまたはプロジェクトからバージョンを選択します。 

2 「ファイル」＞「バージョンを削除」と選択します（またはコマンドキーを押しながらDeleteキー
を押します）。

3 マスターとバージョンを削除したいかどうか確認するダイアログが表示されたら、「ゴミ箱に移

動」をクリックします。

イメージのバージョンが含まれるスタックを選択し、スタック内のすべてのイメージと一緒にマ

スターを削除することができます。

警告：マスターを削除すると、そのマスターとすべてのバージョン情報がAperture ライブラリ
から完全に取り除かれます。適用したすべての調整とメタデータも取り除かれます。「取り消し」

コマンドを使ってマスターおよび関連付けられたバージョンを復元することはできません。マ

スターを削除すると「取り消し」のキューも消去されるので、マスターを削除する前の一連の

操作も取り消せなくなります。削除したファイルは、「Aperture」フォルダの「ゴミ箱」に入り
ます。削除したファイルは、「ゴミ箱」を空にするまでは「ゴミ箱」から復旧できます。
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スタックとそのマスターを削除するには：
1 削除したいスタックを選択します。

2 「ファイル」＞「マスターイメージとすべてのバージョンを削除」と選択します。

3 マスターとバージョンを削除したいかどうか確認するダイアログが表示されたら、「ゴミ箱に移

動」をクリックします。

イメージを別のプロジェクトやアルバムにドラッグする
イメージをドラッグして別のプロジェクトやアルバムに置くことができます。イメージが新しい

場所に移動するかコピーされるかは、そのイメージをドラッグする場所によって決まります。

一般的な規則として、イメージを別のプロジェクトにドラッグすると、そのバージョンおよび対
応するマスターは新しいプロジェクトに移動します。

イメージを別のアルバムにドラッグすると、そのバージョンはアルバムにコピーされますが、マ
スターは元の場所に残ります。イメージがコピーされるのは、同じプロジェクト内のアルバム、

または別のプロジェクトのアルバムが対象のときです。コピー先は、アルバム、ブックアルバム、

ライト・テーブル・アルバム、Web ページアルバム、Web ジャーナルアルバムのどのアルバム
でもかまいません。

Optionキーを押しながらドラッグすると、ドラッグの結果を変更することもできます。

削除したファイルを復旧する
残しておくつもりのイメージを誤って削除してしまい、「取り消し」を選択しても復旧できな

い場合でも、「ゴミ箱」から復旧できる可能性があります。削除したマスターのバックアップ

が作成されている場合は、ファイルがまだボールトに残っている可能性もあります。その場合

は、ボールトからライブラリを復元できます。削除後にボールトをアップデートした場合でも、

削除したマスターは、指定したボールト名に「DeletedImages」という語を追加した名前の
フォルダに移動されています。「DeletedImages」フォルダは、ボールトが保存されているフォ
ルダにあります。「DeletedImages」フォルダには、削除されたマスターだけが保存されます。
バージョンに関する情報や、ファイルに加えた変更に関する情報は保存されません。このフォ

ルダを開いて、オリジナルのマスターを読み込むことができます。削除したイメージをハード

ディスクから取り除くときは、ファイルを「ゴミ箱」に入れます。これらのファイルが使用し

ていた領域を内蔵ハードディスクと外部ハードディスクの両方で解放するには、「ゴミ箱」を

空にする（「Finder」＞「ゴミ箱を空にする」と選択する）必要があります。
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イメージを別のアルバムにコピーするには：

m 「プロジェクト」インスペクタで、イメージを別のアルバムにドラッグします。

イメージを別のアルバムに移動するには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、Optionキーを押しながらイメージを別のアルバムにドラッグ
します。

イメージを別のプロジェクトに移動するには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、イメージを別のプロジェクトにドラッグします。

イメージを別のプロジェクトにコピーするには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、Option キーを押しながらイメージを別のプロジェクトに
ドラッグします。

スマートアルバムからイメージをドラッグすることもできます。スマートアルバムのイメージを

別のアルバムにドラッグすると、そのバージョンは新しい場所にコピーされます。マスターを含

むプロジェクトとは異なるプロジェクトにイメージをドラッグすると、マスターはドラッグ先の

プロジェクトに移動します。ほかのアルバム内のバージョンとの関連付けが変更されることはあ

りません。スマートアルバムの使いかたについて詳しくは、317ページの第 13章「スマートア
ルバムを使ってイメージを分類する」を参照してください。

参照イメージを操作する
参照イメージとして読み込むイメージのマスターは、1つの場所にあるApertureライブラリのメ
インファイル内ではなく、ハードディスク記憶装置上のさまざまな場所にあることがあります。

参照イメージを「Finder」ですぐに検索するために、どのイメージが参照イメージかを判断する
必要があることがあります。「Aperture」を使うと、簡単に以下の操作ができます：
Â 参照イメージを識別するバッジオーバーレイを表示する

Â 参照イメージのリストを表示する

Â ハードディスク上にある参照イメージのマスターを検索する

Â 見つからないまたはオフラインの参照イメージを再接続する

Â 参照イメージのマスターの場所を変更する

Â 参照イメージのマスターをコピー、移動、および削除する

Â 参照イメージのマスターをApertureライブラリに移動する
Â「クエリーHUD」を使って参照イメージを検索する
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参照イメージを識別する
参照イメージを読み込んだ後で、参照イメージのバッジオーバーレイを入にして、その参照イ

メージをブラウザで識別することができます。参照イメージと一緒に、そのマスターが現在利用

可能（オンライン）か見つからない（オフライン）かを示すバッジが表示されます。

参照イメージのバッジオーバーレイを入にするには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択します。

2 「環境設定」ウインドウで、「アピアランス」をクリックし、「参照イメージのバッジを表示」チェッ
クボックスを選択します。

マスターがApertureライブラリにあるイメージで使うのと同じ手順を使って、オンラインの参
照イメージを選択および操作できます。

「Finder」でファイルを移動または名前変更しても同じハードディスクまたはボリューム上にあ
る場合は、「Aperture」では参照イメージのマスターを監視します。

参照イメージのマスターが保存されているハードディスクとコンピュータシステムとの接続が解

除された場合、参照イメージはオフラインイメージとして表示されます。参照イメージのマスター

を削除したり、「ゴミ箱」に移動したり、オリジナルのハードディスク上の場所から別のハード

ディスクドライブに移動したりすると、参照イメージに「見つかりません」と表示され、

「Aperture」で見つけることはできません。

これらのバッジオーバーレイは、

イメージが参照イメージである
ことを示します。

このバッジオーバーレイは、

イメージがオフラインの参照
イメージであることを

示します。
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参照イメージのリストを表示する
大量のイメージをブラウザで操作するときは、マスターがApertureライブラリにあるイメージ
がどれで、マスターがハードディスク上のほかの場所にある参照イメージがどれかを判断する必

要があることがあります。

ブラウザで一連のイメージを選択し、選択項目に含まれる参照イメージのリストとマスターの場

所を「Aperture」に表示することができます。

選択項目に含まれる参照イメージのリストを表示するには： 
1 ブラウザで、目的の一連のイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「参照ファイルを管理」と選択します。

「参照ファイル」ダイアログが表示されます。

参照マスターを配置する
ハードディスクの名前を

示します。

ハードディスク上に
ある参照イメージの

マスターの数、およ
び見つからないファ

イルの数を示します。

イメージの識別に役立つ
特定のイメージとメタ

データを表示します。

参照マスターのハード

ディスク上の場所を
示します。
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ハードディスク上の参照イメージを検索する
ハードディスク上の参照イメージのマスターをすばやく検索して、コピーしたり、移動したり、

メールに添付したり、「Aperture」の外で操作したりする必要があることがあります。ブラウザ
でイメージを選択し、「Aperture」を使ってそのイメージのマスターの場所を「Finder」に表示
できます。

「Finder」で参照イメージのマスターを検索するには：
1 ブラウザで、目的の参照イメージを選択します。

2 「ファイル」＞「Finderに表示」と選択します。

「Finder」ウインドウに、選択した参照イメージのマスターが表示されます。

参考：参照イメージのマスターを「Finder」を使って別のアプリケーションで開いた場合、
「Aperture」でイメージに加えた変更や調整は表示されません。変更内容はAperture ライブラ
リに保存されるバージョンに反映され、参照イメージのマスターは常に変更されません。調整を

加えた写真を表示するには、そのバージョンを書き出す必要があります。

見つからないまたはオフラインの参照イメージを再接続する
参照イメージのマスターがオフラインのときは、マスターをApertureシステムに再接続するま
で、イメージに調整を加えることはできません。参照イメージのマスターが保存されているハー

ドディスクドライブの接続を解除した場合は、そのドライブをコンピュータシステムに再接続す

ると、「Aperture」で自動的にハードディスクを検索してマスターを再接続します。

イメージがオフラインの場合、またはオリジナルの参照イメージとして認識できなくなるような

仕方で変更された場合でも、そのイメージを選択して、「Aperture」でそのイメージのマスター
を再接続することができます。

オフラインの参照イメージを再接続するには：
1 参照イメージのマスターが保存されているハードディスクを再接続するか、そのファイルを検索

するか、または「Aperture」がそのファイルを再接続できるようにします。

2 再接続したいオフラインのイメージを含むプロジェクトを選択するか、ブラウザでオフラインの

イメージを選択します。

3 「ファイル」＞「参照ファイルを管理」と選択します。
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4 「再接続オプションを表示」ボタンをクリックします。

5 ダイアログの上部で、再接続したいマスターのファイルパスを選択します。

イメージのサムネールと一部の識別用メタデータが表示されます。 

6 ダイアログの下半分で、ハードディスク上にある参照イメージのマスターの場所に移動し、マス

ターを選択します。

ダイアログの上部に表示される、選択したイメージのファイルパスに従うことができます。

ファイルを選択すると、イメージのサムネールとメタデータが表示されるので、ダイアログの上

部のサムネールとメタデータと比較して、正しいファイルを選択したことを確認できます。

7 特定のイメージを再接続する場合は「再接続」をクリックし、選択したイメージすべてを再接続

する場合は「すべてを再接続」をクリックします。

目的のボリューム
をここで選択し、

ハードディスク上
のファイルの場所

に移動します。
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参照イメージのマスターの場所を変更する
参照イメージのマスターは、同じハードディスクまたは別のハードディスク上の新しい場所に簡

単に移動することができます。たとえば、複数のハードディスクを使用している場合、それらの

ハードディスク上のマスターを別のハードディスク上の都合の良い場所に移動できます。

参照イメージのマスターを新しい場所に移動するには：
1 ブラウザで、マスターを移動したい参照イメージを選択します。

2 「ファイル」＞「マスターの場所を変更」と選択します。

3 「マスターの場所を変更」ダイアログで、目的のフォルダの場所を選択します。

4 「サブフォルダ」ポップアップメニューから「フォルダなし」を選択して、選択したフォルダに
ファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。また、特定のフォルダ名でサブ

フォルダの階層を作成してファイルを保存するように「Aperture」に指定することもできます。
読み込んだイメージファイルを保存するフォルダの作成について詳しくは、125ページの「参照
イメージのマスターをフォルダに読み込む」を参照してください。「ファイル移動」ボタンまた

は「ファイルコピー」ボタンをクリックして、イメージファイルを新しい場所に移動するかコ

ピーするかを選択します。

5 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから命名規則を選択して、マスターに名前を付け
る方法を指定します。

たとえば、カメラまたはカードの現在のマスターファイル名を使ってファイルを保存する場合

は、「バージョン名」ポップアップメニューから「マスターファイル名」を選択します。指定し

た名前を使ってマスターを保存する場合は、「バージョン名」ポップアップメニューから名前の

フォーマットを選択します。独自の名前のフォーマットを選択する場合は、「名前のテキスト」

フィールドに目的の名前を入力します。ファイルの名前の付けかたについて詳しくは、127ペー
ジの「読み込んだイメージに自動的に名前を付ける」を参照してください。

6 「マスターの場所を変更」をクリックします。

参照イメージのマスターをApertureライブラリに移動する
参照イメージのマスターは、Aperture ライブラリに移動することができます。たとえば、さま
ざまなマスターがハードディスク上の異なる場所に保存されているときに、すべてAperture ラ
イブラリに保存して操作したほうが便利な場合は、ブラウザで参照イメージを選択して、

「Aperture」でマスターをライブラリに移動できます。参照イメージのマスターがライブラリに
保存されていると、「Aperture」ではマスターのすべての要素を管理し、常に利用可能な状態に
して、ボールトへのバックアップを可能にします。

参照イメージのマスターをAperture ライブラリに移動するには：
1 ブラウザで、マスターをライブラリに移動したい参照イメージを選択します。

2 「ファイル」＞「マスターを統合」と選択します。

3 「続ける」をクリックし、参照イメージを統合することを確認します。
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参照イメージをコピーする／移動する／削除する
Apertureプロジェクトの参照イメージは、「Aperture」のほかのバージョンやマスターで使用す
るのと同じ手順を使用して、コピー、移動、および削除することができます。

「Aperture」で参照イメージのバージョンをコピーすると、Aperture ライブラリに新しいバー
ジョンが作成され、監視されます。新しいファイルがハードディスク上の参照イメージのマス

ターの場所に記録されることはありません。

Aperture システム上のプロジェクト間で参照イメージを移動しても、参照イメージのマスター
はハードディスク上のオリジナルの場所から移動しません。

参照イメージのマスターを「Aperture」から削除する場合は、そのイメージのマスターを
「ゴミ箱」に入れるかどうかを指定できます。

「クエリーHUD」を使用して参照イメージのマスターを検索する
ファイルの状況を使ってイメージを検索することができます。たとえば、参照イメージ、管理

されたイメージ、およびオンラインまたはオフラインのイメージを検索できます。

ファイルの状況に基づいてイメージを検索するときは、「ファイルの状況」検索オプションを

使用します。

ファイルの状況に基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行って、「クエリーHUD」を表示します：

Â「編集」＞「検索」と選択します（またはコマンド＋Fキーを押します）。
Â ブラウザの検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします。

3 「クエリーHUD」の「フィルタを追加」ポップアップメニューから「ファイルの状況」を選択し、
「ファイルの状況」チェックボックスを選択します。

4 クエリーの一部でないチェックボックスはすべて選択を解除し、「ファイルの状況」ポップアッ

プメニューから検索条件を選択します。

5 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザに表示されます。

「ファイルの状況」チェック

ボックスを選択します。

検索したいファイルの状況を

選択します。
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2つ以上のプロジェクトを開いて操作する
一度に2つのプロジェクトを開いて操作することができます。ブラウザは、プロジェクトごとの
パネルに分割されます。

「プロジェクト」インスペクタでOptionキーを押しながら2つ目のプロジェクトをクリックする
と、ブラウザが2 つのパネルに分割され、両方のプロジェクトにサムネールが表示されます。い
ずれかのパネルでイメージを選択すると、選択したイメージをビューアに表示できます。2 つの
パネルに別々の表示オプションを設定することもできます。たとえば、一方のパネルにはグリッ

ド表示の形式でイメージを表示し、もう一方のパネルにはリスト表示の形式で表示することがで

きます。一方のプロジェクトの内容をもう一方のプロジェクトにコピーまたは転送するときは、

複数のプロジェクトを開いて操作することをお勧めします。複数のプロジェクトを開いたり閉じ

たりする方法について詳しくは、103ページの「プロジェクトを開く／閉じる」を参照してくだ
さい。

特定のメタデータをイメージと一緒に表示する
操作中のイメージを識別しやすくするために、「環境設定」ウインドウのメタデータオプション

を変更することで、イメージに関連付けられているメタデータが表示されるように設定すること

ができます。たとえば、グリッド表示のイメージと一緒に、キーワード、IPTC 情報、またはEXIF
情報が表示されるように設定できます。また、イメージと一緒に表示する情報表示を 2 つ用意
し、2つの表示をすばやく切り替えることもできます。たとえば、最初の表示では、写真を編集
するときに使用するレートを表示するとします。このとき別の表示として、書き出すファイルを

管理するためにIPTC 情報とEXIF情報を表示する設定を作成することもできます。そのときの作
業に応じて2 つの表示を切り替えることで、イメージと一緒に表示される情報を変更できます。

「プロジェクト」タブ
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イメージと一緒に表示する情報をブラウザでどのように表示するかをカスタマイズするときは、

「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルを使用します。

「ブラウザ」セクションの「設定」ボタンを選択して、グリッド表示またはフィルムストリップ

表示の形式で表示したい情報を選択します。「配置」ポップアップメニューから、その情報を表

示する位置を選択することもできます。

イメージがブラウザに表示されるときに一緒に表示されるメタデータを設定するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択し、「メタデータ」をクリックします。

2 「ブラウザ」チェックボックスを選択します。

3 「設定1」ポップアップメニューと「設定2」ポップアップメニューから、使用したいメタデータ
表示を選択します。

4 「配置」ポップアップメニューから、メタデータの表示位置を選択します。

5 「設定1」または「設定2」ボタンをクリックして、表示したいメタデータ表示を選択します。

6 「環境設定」ウインドウを閉じます。

ブラウザでメタデータを表示するかどうかを切り替えるには：
m 「表示」＞「メタデータ」＞「ブラウザ」と選択します（またはUキーを押します）。

ブラウザのメタデータ情報のセットを切り替えるには：
m 「表示」＞「メタデータ」＞「ブラウザ設定を変更」と選択します（またはShift＋Uキーを押します）。

イメージと一緒にメタデータを表示する方法について詳しくは、269ページの第 11章「メタデー
タを操作する」を参照してください。

ブラウザのメタデータ
表示設定がここに表示

されます。
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6 イメージをビューアに表示する

ビューアには、ブラウザで選択したイメージの詳細表示が表示されま
す。1つのイメージを詳細に表示したり、一度に複数のイメージを表
示したりできます。

この章では、イメージを調整したり、類似したイメージを細かく比較したり、イメージを高解像

度で詳しく確認したりするために、イメージをビューアに表示する方法について説明します。

デュアルディスプレイシステムを使用している場合は、両方の画面にイメージを表示するように

ビューアを設定して、驚くほど精細にイメージを表示できます。

この章の内容：

Â ビューアの概要（180ページ）

Â ビューアを表示する／隠す（182ページ）

Â ビューアの背景を変更する（182ページ）

Â ビューアに表示するイメージの数を変更する（183ページ）

Â イメージを比較する（184ページ）

Â スタックを表示する（185ページ）

Â ルーペを使用してイメージを表示する（185ページ）

Â イメージのホットエリアとコールドエリアを表示する（190ページ）

Â イメージを高解像度で表示する（191ページ）

Â マスターイメージを表示する（192ページ）

Â オンスクリーンプルーフ用にビューアを設定する（192ページ）

Â 複数のディスプレイにイメージを表示する（193ページ）

Â イメージに関連付けられているメタデータを表示する（194ページ）

Â プレビューイメージを操作する（196ページ）

Â コマンドにすばやくアクセスする（206ページ）
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ビューアの概要
ブラウザでイメージを選択すると、そのイメージの詳細表示がすぐにビューアに表示されます。

一度に1つのイメージだけを表示する方法、一度に3つのイメージを表示する方法、および複数
のイメージを表示する方法を利用できます。

イメージにレートや調整を適用したときに、一度に2つのイメージを比較できるようにビューア
を設定できます。比較元のイメージを選択してから、その隣に類似しているまたは関連するほか

のイメージを表示して検証することができます。一連のイメージの中からイメージを選択したり、

調整を適用したイメージバージョンを比較してどのバージョンが最も良いかを確認するときに

は、「Aperture」の比較機能を利用できます。

選択したイメージの
詳細表示がビューア

に表示されます。

ブラウザで選択している
イメージ

ビューアを使って2つの
イメージを比較できます。



第6章    イメージをビューアに表示する 181





II
ソフトウェアルーペを使って、イメージの一部を拡大表示できます。これによって、たとえば、

ノイズ除去やシャープ調整の効果を確認することができます。イメージのさまざまな部分にルー

ペを置いて拡大表示できます。

ディスプレイとビューアのサイズによっては、イメージがビューアに合わせて小さく表示される

ことがあります。イメージを高解像度で表示する、つまり元のピクセルのままで表示するように、

「Aperture」の表示を設定できます。この場合、イメージがディスプレイの画面よりも大きくな
ることがあります。イメージを高解像度で表示すると、イメージを記録された通りに表示し、調

整や変更の正確な効果を確認することができます。

ルーペを置くと、その下の

イメージが拡大されます。

イメージの高解像度表示が
ビューアの画面サイズより

も大きくなっています
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Aperture システムで2 台のディスプレイを使用すると、より高度な方法でイメージを表示でき
ます。「Aperture」では、両方のディスプレイにイメージを表示でき、一方のディスプレイを拡
大表示専用にすることができます。システムで複数のディスプレイを使用するときは、メイン
ビューア、セカンダリビューアと呼ばれる2つのビューアを利用できます。単一のビューアを使
用するときと同様に、2台目のディスプレイのビューアも、一度に1個、3 個、または最大10 個
のイメージを表示するように設定できます。

各イメージと一緒に表示する情報を選択するためのメタデータオプションを設定することもで

きます。たとえば、キーワードおよびIPTCメタデータやEXIFメタデータなどの情報を、イメー
ジと一緒に表示することができます。

ビューアを表示する／隠す
必要に応じて、ブラウザを隠してビューアだけで作業することができます。また、ビューアをす

ばやく隠してブラウザの表示領域を大きくし、必要に応じてビューアを再度表示することもでき

ます。

ビューアだけで作業するには：
m 「表示」＞「ビューアのみ」と選択します。

ビューアを隠すには：
m 「表示」＞「ブラウザのみ」と選択します。

ビューアの背景を変更する
作業環境に応じて、ビューアでのイメージに対する背景の明るさを調整できます。背景の明るさ

や暗さは、グレイスケールで調整します。最大限暗くすると黒になります。最大限明るくすると

白になります。

ビューアの背景を変更するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

2 「環境設定」ウインドウで、「アピアランス」をクリックし、「ビューアの背景の明るさ」スライ
ダをドラッグして背景の明るさを調整します。

3 「環境設定」ウインドウを閉じます。
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ビューアに表示するイメージの数を変更する
ビューアに一度に1 つのイメージだけを表示するか、3つのイメージを表示するか、または複数
のイメージを表示するかを指定できます。複数のディスプレイを使用する場合は、メインディス

プレイとセカンダリディスプレイに同時に1つのイメージだけを表示するか、3 つのイメージを
表示するか、または複数のイメージを表示かを構成できます。ここで選択したディスプレイの設

定は、フルスクリーン表示でイメージを表示するときにも適用されます。 

1つのイメージだけを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「メインビューア」＞「単一表示」と選択します（またはOption＋Rキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「単一表示」を選択します。

一度に3つのイメージが表示されるようにビューアを設定した場合は、選択したイメージを中心
に3つのイメージがビューアに表示されます。

3つのイメージを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「メインビューア」＞「3つ（前後）」と選択します（またはOption ＋Hキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「3 つ（前後）」を選択します。

複数のイメージが表示されるようにビューアを設定した場合は、選択したすべてのイメージが表

示されます。

複数のイメージを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「メインビューア」＞「複数表示」と選択します（またはOption＋Uキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「複数表示」を選択します。

1つのイメージだけを画面
に表示するときは、

「ビューアモード」ポップ

アップメニューから「単一
表示」を選択します。
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イメージを比較する
特定のイメージを選択してから、そのイメージをプロジェクトまたはライブラリに含まれるほか

のイメージと比較できます。最初に選択したイメージは、比較対象のほかのイメージを選択して

表示しているときに、画面に表示されたままになっています。一連のイメージの中から最終的に

最も良いイメージを選択するときや、2 つのイメージバージョンを比較して適切な露出やハイラ
イトを確認するときには、比較機能を利用すると便利です。イメージを比較するときに、レート

やキーワードを適用したり、選択したイメージに調整を適用することができます。

イメージを比較するときには、「比較」イメージを設定してから、その比較イメージと比較する

ほかのイメージを表示する必要があります。

比較イメージを設定するには：
1 イメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メインビューア」＞「比較」と選択します（またはOption＋Oキーを押します）。
Â ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「比較」を選択します。

比較イメージと比較するイメージを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


2つ目のイメージを選択します。

m 上矢印キー、下矢印キー、左矢印キー、および右矢印キーを使って、ブラウザ上でイメージを切り

替えていきます。

比較イメージは、
緑の枠線に囲まれ

た状態でビューア
とブラウザに表示

されます。

比較イメージと比較

するイメージが右側
に表示されます。
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比較機能を切にし、比較イメージを選択するには：

m 「編集」＞「比較項目を選択」と選択します（またはOption＋Returnキーを押します）。

比較機能を切にし、比較イメージと比較するために表示しているイメージを選択するには：
m 「編集」＞「比較項目を解除」と選択します（またはコマンド＋Return キーを押します）。

フルスクリーン表示でも、同じ手順でイメージを比較できます。フルスクリーン表示について詳し

くは、207ページの第 7章「イメージをフルスクリーン表示にする」を参照してください。

スタックを表示する
スタック内のイメージを効率的に操作するために、選択したスタックが自動的に開き、スタック内

のイメージを比較できる状態になるように、ビューアを設定できます。スタックのピックは比較イ

メージとして設定されます。このスタック表示機能は、フルスクリーン表示でも利用できます。

スタックを自動的に開いてイメージを比較できるようにビューアを設定するには、以下のいずれ
かの操作を行います：

m 「表示」＞「メインビューア」＞「スタック」と選択します（またはOption＋Tキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「スタック」を選択します。

スタックの使いかたについて詳しくは、219ページの第 8章「イメージをスタックに分類する／
ピックを作成する」を参照してください。

ルーペを使用してイメージを表示する
「Aperture」には、ルーペ（センタールーペとも呼ばれます）が用意されています。ルーペをイ
メージ上に置いて、その一部を拡大表示できます。また、ルーペをイメージの横に置いて、ポイ

ンタを置いた場所を拡大表示することもできます。その状態でポインタを動かすことで、イメー

ジのさまざまな部分を拡大表示していくことができます。ルーペは、適用した調整の効果を確認

するときや、センサーダスト、傷、フィルムスキャンで付いた指紋、その他の問題をすばやく確

認するときに便利です。ルーペは、Aperture ライブラリに含まれるすべてのイメージまたはサ
ムネールで使用できます。

「Aperture」では、用途に応じて別の種類のルーペも使用できます。この簡易ルーペの使いかた
について詳しくは、189ページの「簡易ルーペを使用する」を参照してください。
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ルーペを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m ツールバーの「ルーペ」ボタンをクリックします。

m 「表示」＞「ルーペを表示」と選択するか、アットマーク（@）キーを押します。

参考：ルーペを隠すには、上のいずれかの操作をもう一度行います。

ルーペが表示されます。

ルーペを移動する
ルーペをドラッグして、イメージ上の別の場所に移動できます。

ルーペを移動するには：
m ルーペを新しい場所にドラッグします。ルーペの中をドラッグすると、拡大表示の対象領域を示

す円が表示されます。

ポインタを使ってイメージの一部を拡大表示する
ルーペを動かさずに、イメージ内でポインタのある部分を拡大表示できます。

ルーペ

「ルーペ」ポップアップ
メニュー

イメージ内でポインタの

ある部分が拡大されて、
ルーペに表示されます。

ポインタの位置
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ポインタを使ってイメージの一部を拡大表示するには：

m 「ルーペ」ポップアップメニューから「焦点をカーソルに合わせる」を選択します。

この機能を切にするには、もう一度「ルーペ」ポップアップメニューから「焦点をカーソルに合

わせる」を選択します。

ルーペのサイズと拡大率を変更する
ルーペのサイズを変更したり、拡大率を増減したりすることもできます。

ルーペのサイズを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m サイズを小さくするには：「表示」＞「ルーペの倍率」＞「直径を小さく」と選択するか、

Shift＋Option ＋マイナス記号（–）キーを押します。

m サイズを大きくするには：「表示」＞「ルーペの倍率」＞「直径を大きく」と選択するか、
Shift＋Option ＋プラス記号（+）キーを押します。

ルーペの拡大率を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ルーペ」ポップアップメニューから、目的の拡大率を選択します。

m ルーペの拡大率を上げるには、「表示」＞「ルーペの倍率」＞「倍率を上げる」と選択するか、コ

マンド＋Shift＋プラス記号（+）キーを押します。

これらのキーを繰り返し押すと、拡大率がさらに上がります。

m ルーペの拡大率を下げるには、「表示」＞「ルーペの倍率」＞「倍率を下げる」と選択するか、

コマンド＋Shift＋マイナス記号（–）キーを押します。

これらのキーを繰り返し押すと、拡大率がさらに下がります。

ポップアップメニュー
から「焦点をカーソル

に合わせる」を選択し
ます。

ここで拡大率を
選択します。





188 PartII写真編集



m ルーペの中にポインタを置いてマウスホイールを回すと、拡大率を連続的に変更できます。

ピクセルグリッドとカラー値を表示する
ルーペを使って、イメージの実際のピクセル構成を示すピクセルグリッドを表示できます。これ

により、高い拡大率（400パーセント以上）で個々のピクセル値を確認することができます。ま
た、イメージのカラー測定値を表示するようにルーペを設定することもできます。表示するカ

ラー測定値として、RGB（%）、RGB（8ビット）、Lab、CMYK、HSB、またはHSL値を選択できます。

ピクセルグリッドを表示するようにルーペを設定するには： 
1 ルーペの拡大率を400% 以上に設定します。

ルーペの拡大率を設定する方法について詳しくは、187ページの「ルーペのサイズと拡大率を変
更する」を参照してください。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「ルーペにピクセルグリッドを表示」と選択します。

Â「ルーペ」ポップアップメニューから「ピクセルグリッド」を選択します。

この機能を切にするには、もう一度同じメニュー項目を選択します。

ルーペ内にカラー測定値を表示する機能を入にできます。

ルーペ内にカラー値を表示する機能を入にするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「ルーペにカラー値を表示」と選択するか、 Shift ＋Option ＋アットマーク（@）キー
を押します。

m 「ルーペ」ポップアップメニューから「カラー値」を選択します。

この機能を切にするには、もう一度同じメニュー項目を選択します。

ピクセルグリッドと

カラー値を表示する
ように設定された

ルーペ
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簡易ルーペを使用する
イメージの一部を詳細に確認するときに、簡易ルーペを使用することもできます。イメージ上の確

認したい部分に簡易ルーペの小さい輪を置くと、大きい輪の中でその部分が拡大されて表示されま

す。ほこり、傷、指紋、その他の問題をすぐに確認したいときには、この機能が便利です。簡易

ルーペは、Apertureライブラリに含まれるすべてのイメージまたはサムネールで使用できます。

簡易ルーペを表示するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「ルーペを表示」と選択するか、アットマーク（@）キーを押します。

Â ツールバーの「ルーペ」ボタンをクリックします。

2 必要に応じて、「表示」＞「センタールーペを使用」と選択して、通常のルーペの表示を切に

します。

簡易ルーペのサイズを変更したり、拡大率を増減したりできます。

簡易ルーペのサイズを小さくするには：
m 「表示」＞「ルーペの倍率」＞「直径を小さく」と選択するか、Shift＋Option ＋マイナス記号
（–）キーを押します。

簡易ルーペのサイズを大きくするには：
m 「表示」＞「ルーペの倍率」＞「直径を大きく」と選択するか、Shift＋Option＋プラス記号（+）
キーを押します。

簡易ルーペを置くと、

その下のイメージが
拡大表示されます。
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簡易ルーペの拡大率を上げるには：
m コマンド＋Shift＋プラス記号（+）キーを押します。

これらのキーを繰り返し押すと、拡大率がさらに上がります。

簡易ルーペの拡大率を下げるには：
m コマンド＋Shift＋マイナス記号（–）キーを押します。

これらのキーを繰り返し押すと、拡大率がさらに下がります。

イメージのホットエリアとコールドエリアを表示する
イメージの一部の領域で、色情報が「Aperture」で有効な色空間の標準限界を超えているために
過剰に明るくなることがあります。たとえば、直射日光や水面に反射した光が当たって真っ白に

なった領域は、明るすぎるために色が有効な色空間を超えている可能性があります。また、イメー

ジの一部の領域で、色情報が有効な色空間の標準限界を下回っているために黒くなることもあり

ます。「Aperture」では、このような「ホット」エリアと「コールド」エリアを識別できるよう
に、それらの領域を色で表示できます。イメージの露出、復旧、ブラックポイント、またはガン

マ設定を変更することによって、これらの領域を調整し、ホットエリアおよびコールドエリアの

オーバーレイで識別されたハイライトとシャドウの詳細を復旧できる場合があります。

イメージのホットエリアとコールドエリアを表示するには：
m 「表示」＞「ホットエリアとコールドエリアをハイライト」と選択します（またはShift＋Option
＋H キーを押します）。

修飾キーを使って、特定の調整を実行するときに各カラーチャンネルのカラークリップを監視す

ることもできます。詳しくは、342ページの「修飾キーを使用してカラークリップを識別する」
を参照してください。

ホットエリアのオーバーレイのしきい値（感度）を調整できます。デフォルトでは、しきい値は
100%に設定されています。「環境設定」ウインドウでしきい値を下げることによって、100% に
近いピクセルが識別されるように設定できます。

ホットエリア表示のしきい値を調整するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

2 「環境設定」ウインドウで、「アピアランス」をクリックします。

3 ピクセルをハイライトする感度を上げるときは「ホットエリア表示のしきい値」スライダを左に

ドラッグします。下げるときはスライダを右に戻します。

コールドエリアのオーバーレイのしきい値（感度）を調整することもできます。デフォルトでは、
しきい値は0%に設定されています。「環境設定」でしきい値を上げることによって、0%に近い
ピクセルが識別されるように設定できます。
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コールドエリア表示のしきい値を調整するには：

1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押します。

2 「環境設定」ウインドウで、「アピアランス」をクリックします。

3 ピクセルをシャドウにする感度を上げるときは「コールドエリア表示のしきい値」スライダを右

にドラッグします。下げるときはスライダを左に戻します。

イメージを高解像度で表示する
イメージの高解像度表示では、イメージのすべてのピクセルが表示されます。「Aperture」では、
高解像度イメージがビューアに収まらない場合でもその解像度で表示されるように設定できま

す。高解像度でイメージを表示すると、詳細レベルの最も高い状態でイメージを確認できます。

選択したイメージを高解像度で表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「実際のサイズにズーム」と選択します（またはZキーを押します）。

m ビューアのツールストリップの「ビューアをズーム」ボタンをクリックします。

高解像度表示を切にするには、このボタンをもう一度クリックします。

イメージがビューアの領域に収まらないときは、小さいグレイのボックスがイメージ上に表示さ

れ、そこに含まれる赤い長方形の位置によってイメージのどの部分がビューアに現在表示されて

いるかが分かります。グレイのボックスに含まれる赤い長方形をドラッグすれば、イメージのほ

かの部分を表示できます。この機能はパンとも呼ばれます。

ビューアに表示されている高解像度のイメージをパンするには、以下のいずれかの操作を
行います：

m イメージ上に表示されている赤い長方形をドラッグします。

m スペースバーを押したままイメージをドラッグします。

「ビューアをズーム」ボタン

赤い長方形をドラッグ

すると、イメージの表
示が変わります。
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マスターイメージを表示する
調整後のイメージ、つまりバージョンを操作しているときに、オリジナルのマスターイメージが

どのようだったかを確認したくなることがあります。「Aperture」では、選択したバージョンの
基になっているマスターイメージをすばやく表示できます。

選択したバージョンのマスターイメージを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「マスターイメージを表示」と選択します（またはM キーを押します）。

m ビューアのツールストリップの「マスターイメージを表示」ボタンをクリックします。

オンスクリーンプルーフ用にビューアを設定する
コンピュータ画面上に表示されるイメージは、異なるカラー技術を使用する別のコンピュータ画

面上では違って見えることがあります。また、プリント時にも、プリンタの種類、用紙、および

プリント装置のカラープロファイルによって、再現されるイメージが異なることがあります。

プリントしたときや別のディスプレイで表示したときにイメージがどのように見えるかを確認す

るために、「Aperture」では、イメージの外観が最終結果に近くなるようにディスプレイを調整で
きます。コンピュータディスプレイを調整するには、最終的に使用する出力装置の特性にできる

だけ近いプルーフ用プロファイルを選択します。たとえば、枚葉印刷用のコート紙にイメージを

プリントする場合は、枚葉印刷用のコート紙のためのプルーフ用プロファイルを選択して、プリ

ントしたイメージがどのように見えるかを確認できます。「Aperture」には、多数のプリンタ、
ディスプレイ装置、および色空間の特性に適合する数十個のプロファイルが用意されています。

イメージの最終出力に応じたプルーフ用プロファイルを選択した後、オンスクリーンプルーフ機

能を入にすると、イメージの外観が変更されて、予想される結果が表示されます。

オンスクリーンプルーフの使用中は、ビューアとフルスクリーン表示でイメージの外観が変更さ

れます。

プルーフ用プロファイルを選択するには：
m 「表示」＞「プルーフ用プロファイル」と選択して、サブメニューから目的のプロファイルを選

択します。

オンスクリーンプルーフの入／切を切り替えるには：
m 「表示」＞「オンスクリーンプルーフ」と選択します（またはShift＋Option＋Pキーを押します）。

参考：オンスクリーンプルーフを設定した後で、イメージの書き出しプリセットがイメージの最
終出力と一致するように設定されていることを確認してください。「Aperture」＞「プリセット」＞
「イメージ書き出し」と選択します。表示されるダイアログで、「ColorSync プロファイル」ポッ
プアップメニューから目的のプロファイルを選択します。イメージの書き出しについて詳しくは、
487ページの第 17章「イメージを書き出す」を参照してください。
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複数のディスプレイにイメージを表示する
2台目のディスプレイを追加して画面領域を拡張することにより、イメージを表示して調整した
り、スライドショーを再生したり、フルカラー、フルサイズのイメージを使って顧客にプレゼ

ンテーションを行うときに、優れたプラットフォームとして利用することができます。2 台の
ディスプレイの設定について詳しくは、629ページの「2 台のディスプレイを使ったシステムを
設定する」を参照してください。

2台のディスプレイを使用することで、 2つのビューアに複数のイメージを表示できます。これ
らのビューアは、メインビューア、セカンダリビューアと呼ばれます。メインビューアは
「Aperture」アプリケーションを表示するために使用され、セカンダリビューアはイメージを表
示するために使用されます。

ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューのオプションを選択することによ

り、セカンダリビューアにイメージをどのように表示するかを設定できます。

Â「デスクトップ」：デュアルディスプレイ機能が切になります。

Â「空白」：セカンダリビューアが空白画面に設定されます。

Â「ミラー」：メインビューアとセカンダリビューアに同じイメージが表示されます。たとえば、
メインビューアを3 つのイメージが表示されるように設定すると、セカンダリビューアにも3
つのイメージが表示されます。

Â「候補」：現在選択しているイメージがセカンダリビューアに表示されます。メインビューアを
複数のイメージが表示されるように設定している場合でも、セカンダリビューアには1つのイ
メージだけが表示されます。

Â「スパン」：現在選択している複数のイメージがメインビューアとセカンダリビューアの間で分
割されて表示されます。たとえば、7 個のイメージを表示するように選択した場合には、メイ
ンビューアにはその画面サイズに収まる数のイメージだけが表示され、セカンダリビューアに

残りのイメージが表示されます。つまり、7 個のイメージのうち、一方のビューアに4 個のイ
メージが表示され、もう一方のビューアに残りの3個が表示されることになります。また、イ
メージを比較するために各ディスプレイに1つずつイメージを表示したい場合にも使用します。

現在選択しているイメージをセカンダリビューアに表示するには、以下のいずれかの操作を行い
ます：

m 「表示」＞「セカンダリビューア」＞「候補」と選択します（またはOption＋Aキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「候補」を選択します。

選択したイメージを

セカンダリビューアに
表示するときは、

「ビューアモード」
ポップアップメニューから

「候補」を選択します。
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メインビューアとセカンダリビューアに同じイメージを表示するには、以下のいずれかの操作を
行います：

m 「表示」＞「セカンダリビューア」＞「ミラー」と選択します（またはOption＋Mキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「ミラー」を選択します。

選択した複数のイメージをメインビューアとセカンダリビューアの間で分割して表示するには、
以下のいずれかの操作を行います：

m 「表示」＞「セカンダリビューア」＞「スパン」と選択します（またはOption＋Sキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「スパン」を選択します。

セカンダリビューアでのイメージ表示を切にするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「セカンダリビューア」＞「空白」と選択します（またはOption＋Bキーを押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「空白」を選択します。

セカンダリビューア機能を切にするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「セカンダリビューア」＞「デスクトップ」と選択します（またはOption＋Xキーを
押します）。

m ツールストリップの「ビューアモード」ポップアップメニューから「デスクトップ」を選択します。

イメージに関連付けられているメタデータを表示する
操作中のイメージを識別しやすくするために、イメージに関連付けられているメタデータが

ビューアに表示されるように設定することができます。キーワード、レート、EXIF 情報、IPTC
情報などを表示できます。また、これらの情報をイメージの下に表示するか、イメージの上の下

の方に表示するかを指定できます。

定義されている情報を表示する設定は、2 組まで指定できます。たとえば、「ビューア」オプショ
ンの一方の設定にはレートだけが表示されるように設定し、もう一方の設定にはイメージに関連

付けられているすべてのIPTC 情報が表示されるように構成できます。2 つの設定を切り替える
ことで、イメージと一緒に表示される情報を変更できます。

見出しとキーワードがここ
に表示されます。
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イメージがビューアに表示されるときに一緒に表示されるメタデータを設定するには：

1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデー
タ」をクリックします。

Â コマンド＋Jキーを押します。

2 「ビューア」チェックボックスを選択します。

3 「設定1」ポップアップメニューと「設定2」ポップアップメニューから、使用したいメタデータ
表示を選択します。

4 「配置」ポップアップメニューから、メタデータの表示位置を選択します。

メタデータをイメージ上の下の方に表示するか、イメージの下に表示するかを選択できます。

5 「設定1」または「設定2」ボタンをクリックして、表示したいメタデータ表示を選択します。

6 「環境設定」ウインドウを閉じます。

ビューアでのメタデータの表示／非表示を切り替えるには：
m


Yキーを押します。

ビューアに表示するメタデータ表示を切り替えるには：
m


Shift＋Y キーを押します。

メタデータの使いかたについて詳しくは、269ページの第 11章「メタデータを操作する」を参
照してください。

「メタデータ」パネルで、
ビューアでメタデータを

どのように表示したいか
を選択できます。
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プレビューイメージを操作する
「Aperture」では、ライブラリ内のバージョンのJPEGプレビューを作成して、それらを使用する
ことができます。プレビューイメージを使用すると、「Aperture」でイメージを表示する速度が上
がります。また、ほかのアプリケーションでもイメージを簡単に使用できるようになります。こ

れらのプレビューイメージは、ビューア、ブラウザ、およびフルスクリーン表示で、イメージの

表示速度を向上するために使用されます。プレビューは「Aperture」によって生成される JPEG
イメージで、オリジナルマスターに調整を適用した状態で表示されます。

バージョンを追加または変更したときに自動的にプレビューを作成または保守するか、あるいは

必要なときに手動でプレビューを作成するかを選択できます。ディスク領域を有効に活用し、適

切な表示速度を維持するために、プレビューのサイズを制御することもできます。つまり、プレ

ビューイメージのサイズを、マスターとまったく同じサイズにしたり、1280 ピクセルのサイズ
に制限したりできます。また、プレビューのJPEG圧縮品質を制御することもできます。さらに、
プレビューを使用しても効果がないワークフローの場合には、プレビューをまったく作成しない

ように構成することもできます。

プレビューは、iLife およびiWork アプリケーションでも使用できます。プレビューを使用する
もう1つの利点として、「Aperture」ではスライドショーでイメージを表示するためにJPEG プ
レビューが使用されます。これにより、スライドショーの動作がより円滑になり、表示速度も向

上します。ただし、プレビューがない場合、または最新の状態でない場合には、スライドショー

を開始する前にプレビューイメージをレンダリングする必要があります。

イメージをビューアに表示する
「Aperture」では、バージョンをビューアに表示する必要があるときに、次の処理が行われます：

1 サムネールイメージ（最大でも1024 ピクセルのJPEG イメージ）を描画します。

2



JPEGプレビューがある場合は、それを描画します。

3 マスターをデコードし、調整が適用されている場合は適用します。

3番目の手順まで完了すると、調整のコントロールが有効になります。このJPEGプレビューは、
そのバージョンのすべての調整を適用した状態で作成されるので、マスターに調整を適用して表

示するよりも速く画面に表示されます。つまり、高速プレビューイメージとして、ビューアにす

ばやく表示されます。
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プレビューイメージを制御する
プレビューイメージの作成と保守は、ライブラリ全体、プロジェクト単位、またはイメージ単位

で制御できます。

「Aperture」は、ライブラリ内のイメージのプレビューを作成するようにあらかじめ設定されて
います。プレビューは、イメージが読み込まれた後にバックグラウンドで構築されます。多数の

イメージを読み込むと、その分プレビューの構築に時間がかかります。そのような場合は、「ア

クティビティ」ウインドウを使ってプレビューの構築を一時停止し、後でプレビューの構築を再

開することができます。または、「既存のイメージのプレビューを作成」チェックボックスの選

択を解除し、プレビューをプロジェクト単位で構築することもできます（202ページの「プレ
ビューを効率的に使用するためのサンプルワークフロー」を参照してください）。

「プレビュー」環境設定を設定する
「Aperture」には、プレビューを制御するために4 つの環境設定が用意されています。これらの
設定は、すべてのライブラリに適用されます。

「Aperture」の環境設定を開くには：
m 「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「プレビュー」をクリックします。

「プレビュー」パネルが表示されます。

Â「新しいプロジェクトでプレビューを自動的に生成」：このチェックボックスを選択すると、現
在のライブラリ（およびこれから作成する新しいライブラリ）に新しいプロジェクトを作成す

ると、それらのプレビューが自動的に構築および保守されます。また、作成するすべての新し

いプロジェクトには「プロジェクトのプレビューを保守」設定（後述）が適用されます。

Â「可能な場合はカメラから埋め込み JPEGを使用」：このチェックボックスを選択すると、カメ
ラによって生成されたJPEG サムネールがある場合はそれが使用されます。

Â「プレビューを iLifeおよびiWorkと共有」：このチェックボックスを選択すると、iLifeとiWork
のメディアブラウザ（およびMacOSXのスクリーンセーバ）からAperture ライブラリにア
クセスするために使用される、XML フォーマットのファイルが作成されます。このチェック
ボックスの選択を解除すると、ライブラリにこのファイルが作成されなくなり、メディアブラ

ウザやスクリーンセーバからApertureライブラリを見ることができなくなります。このXML
ファイルは、Aperture が終了したときまたはアクティブなアプリケーションでなくなったと
きにアップデートされます。ライブラリが非常に大きい場合は、XML ファイルのアップデー
トに時間がかかることがあります。そのような場合、ほかのアプリケーションとプレビューを

共有しないのであれば（ドラッグ＆ドロップによる共有はできます）、このチェックボックス

の選択を解除するとよいかもしれません。
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Â「プレビューの品質」：このスライダを使って、JPEG プレビューの圧縮設定を指定します。0
（圧縮率が非常に高く、品質は相対的に低くなります）～12（圧縮率が非常に低く、品質は相
対的に高くなります）の範囲で指定できます。品質が低いほど、プレビューに必要なディスク

領域が少なくなります。

Â「プレビューのサイズを制限」：このポップアップメニューから、プレビューイメージのサイズ
（幅と高さのピクセル数）を選択します。デフォルト設定は、「2560×2560に合わせる」です。
「制限しない」設定を選択すると、各プレビューがバージョンと同じサイズで作成されます。そ

の他の設定では、プレビューのサイズが指定のサイズを超えないように制限されます。プレ

ビューの幅と高さが作成元のバージョンよりも大きくなることはありません。現在接続されて

いるディスプレイの解像度に一致する選択項目には、横にアスタリスク（*）が付きます。ポッ
プアップメニューにないディスプレイ解像度の場合には、アスタリスクは表示されません。

参考：プレビューの品質およびサイズ設定を変更しても、生成済みのプレビューは変更されま
せん。新しい設定を使ってプレビューを生成し直したい場合は、以下のセクションで説明する

方法を使用する必要があります。

「プロジェクトアクション」ポップアップメニューでプレビューを制御する
プレビューを自動的に保守する機能は、プロジェクト単位で、またはライブラリ内のすべてのプ

ロジェクトについて、有効／無効を切り替えることができます。

ライブラリ全体でプレビューを自動的にアップデートするには：
1 「プロジェクト」インスペクタで「ライブラリ」を選択します。

2 「プロジェクトアクション」ポップアップメニュー（ギアのアイコンが付いたメニュー）から
「すべてのプロジェクトのプレビューを保守」を選択します。

ライブラリ内の各プロジェクトで、プレビューの自動保守が有効になります。これにより、ライ

ブラリ内のプロジェクトにイメージが読み込まれたとき、およびバージョンが作成または調整さ

れたときに、プレビューが自動的にアップデートされます。新しいプロジェクトについては、前

述のアプリケーションの環境設定（「新しいプロジェクトでプレビューを自動的に生成」）が確認

されます。ライブラリレベルでは、このメニュー項目にチェックマークが付いていると、すべて

のプロジェクト（または選択しているプロジェクト）で設定が有効になっていることを示します。

ダッシュ（–）が付いている場合は、プレビューの保守が有効になっているプロジェクトと有効
になっていないプロジェクトが混在していることを示します。また、チェックマークもダッシュ

も付いていない場合は、ライブラリ全体でプレビューの自動保守が無効になっていることを示し
ます。

参考：この設定を有効にしても、プレビューが生成されるわけではありません。この設定以後に
イメージが読み込まれたときやバージョンが作成または調整されたときの動作が指定されるだ

けです。プレビューを生成するには、後述のショートカットメニューを使用します。

プロジェクト単位でプレビューをアップデートすることもできます。
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プロジェクト単位でプレビューを自動的にアップデートするには： 

1 「プロジェクト」インスペクタで、プレビューを保守したいイメージが含まれるプロジェクトを
選択します。

2 「プロジェクトアクション」ポップアップメニュー（ギアのアイコンが付いたメニュー）から
「プロジェクトのプレビューを保守」を選択します。

「プロジェクトのプレビューを保守」メニューコマンドの横にチェックマークが付きます。これ

により、このプロジェクトにイメージが読み込まれたとき、およびバージョンが作成または調整

されたときに、プレビューが自動的にアップデートされます。

3 手順1と2を繰り返して、保守したいすべてのプロジェクトでプレビューが自動的にアップデート
されるように設定します。

参考：この設定を有効にしても、プレビューが生成されるわけではありません。この設定以後に
イメージが読み込まれたときやバージョンが作成または調整されたときの動作が指定されるだ

けです。プレビューを生成するには、後述のショートカットメニューを使用します。

ショートカットメニューでプレビューを制御する
「プロジェクト」インスペクタでControl キーを押したままプロジェクトをクリックし、表示さ
れるショートカットメニューから項目を選択することで、プロジェクトのプレビューを制御でき

ます。また、ブラウザでControl キーを押したままイメージをクリックすることで、1 つ以上の
イメージのプレビューを制御することもできます。

「プロジェクト」インスペクタでは、プロジェクトのすべてのプレビューを削除またはアップデー

トできます。

プロジェクトのすべてのJPEG プレビューを削除するには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、Controlキーを押したまま、JPEGプレビューを削除したいプ
ロジェクトをクリックして、ショートカットメニューから「プロジェクトのプレビューを削除」

を選択します。

プロジェクトのすべてのJPEG プレビューをアップデートするには：
m 「プロジェクト」インスペクタで、Controlキーを押したまま、JPEGプレビューをアップデート
したいプロジェクトをクリックして、ショートカットメニューから「プロジェクトのプレビュー

をアップデート」を選択します。

プレビューがすでに最新の状態のときに「プロジェクトのプレビューをアップデート」を選択す

ると、操作は不要であるというメッセージが表示されます。ただし、プレビューを強制的に再構
築することもできます。

プロジェクトのJPEGプレビューを強制的に再構築するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、Option キーを先に押した状態で、Controlキーを押したまま、

JPEGプレビューを強制的にアップデートしたいプロジェクトをクリックします。

2 ショートカットメニューから「プロジェクトのプレビューを生成」を選択します。

ブラウザで1 つ以上のイメージを選択して、そのJPEGプレビューを削除またはアップデートで
きます。
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選択したイメージのJPEGプレビューを削除するには：
1 ブラウザで、JPEG プレビューを削除したいイメージを1 つ以上選択します。

2



Controlキーを押したまま、選択したイメージをクリックして、ショートカットメニューから「プ
レビューを削除」を選択します。

選択したイメージのJPEGプレビューをアップデートするには：
1 ブラウザで、JPEG プレビューをアップデートしたいイメージを1 つ以上選択します。

2



Controlキーを押したまま、選択したイメージをクリックして、ショートカットメニューから「プ
レビューをアップデート」を選択します。

選択したイメージのプレビューを強制的に再構築することもできます。

選択したイメージのJPEGプレビューを強制的に再構築するには：
1 ブラウザで、JPEGプレビューを強制的にアップデートしたいイメージを1つ以上選択します。

2



Option キーを先に押した状態で、Control キーを押したまま、選択したイメージをクリックし、
ショートカットメニューから「プレビューを生成」を選択します。

参考：プレビューを削除、アップデート、および生成するコマンドは、「イメージ」メニューで
も利用できます。

「アクティビティ」ウインドウでプレビュー生成の進行状況を表示する
「Aperture」では、プレビューイメージがバックグラウンドでレンダリングされます。この処理
を中止したいことがあるかもしれません。「アクティビティ」ウインドウで、プレビューのレン

ダリング処理の進行状況を表示したり、処理をキャンセルしたりできます。

プレビューの構築を中止するには：
1 「ウインドウ」＞「アクティビティを表示」と選択します。

2 「アクティビティ」ウインドウで、「プレビューを処理中」タスクを選択して、「タスクをキャン
セル」ボタンをクリックします。

3 「アクティビティ」ウインドウを閉じます。
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参考：「最高品質」設定を使用するスライドショーを再生する場合は、プレビューイメージが最新
の状態になるまで開始できないため、プレビューの生成がフォアグラウンドで実行され、処理を

中止する「キャンセル」ボタンが表示されます。それ以外の場合は、プレビューがバックグラウ

ンドで作成されます。

JPEG プレビューの保守を再開する
プレビューの自動保守が無効になっているプロジェクトでは、キャンセルされたプレビューを

再開できます。

JPEGプレビューの保守を再開するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「プロジェクト」インスペクタで、JPEGプレビューのアップデートを再開したいプロジェクトを
選択して、「イメージ」＞「プロジェクトのプレビューをアップデート」と選択します。

m



Controlキーを押したままプロジェクトをクリックして、ショートカットメニューから「プロジェ
クトのプレビューをアップデート」を選択します。

参考：「Aperture」を開くたびに、プレビューの自動保守オプションが有効になっているプロジェ
クト内で古いプレビューがないかどうかが確認されて、プレビューの再生成が予約されます。プ

レビューを自動的にアップデートしたくない場合は、プロジェクトのプレビューの自動保守を無

効にします。詳しくは、198ページの「「プロジェクトアクション」ポップアップメニューでプ
レビューを制御する」を参照してください。

プレビューイメージをレンダリングする
「Aperture」では、次の4つの状況でプレビューイメージがレンダリングされます：
Â ライブラリがアップグレードされたとき（「ようそこApertureへ」ダイアログで「既存の
イメージのプレビューを作成」チェックボックスが選択されている場合）

Â イメージが読み込まれたとき、あるいはバージョンが作成、回転、または調整されたとき（「プ

ロジェクトアクション」ポップアップメニュー（ギアのアイコンが付いたメニュー）で

「プレビューを保守」項目が有効になっている場合）

Â


Controlキーを押したままライブラリ、プロジェクト、または選択したイメージをクリックし
て、ショートカットメニューから「プレビューをアップデート」を選択したとき

Â プリセットで「最高品質」設定が使用されているスライドショーを開始する直前（プレビュー

が最新の状態でない場合）

「Aperture」では、一連のプレビューイメージをレンダリングするときに、圧縮品質およびピク
チャサイズとして、レンダリングの開始時に指定されていた設定ではなく、現在のアプリケー
ション環境設定の設定が使用されます。たとえば、当初は品質を6 に設定していて、レンダリン
グの途中で設定を8 に変更した場合、まだレンダリングされていないプレビューは8の設定でレ
ンダリングされます。すでにレンダリングされたプレビューは変更されません。
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新しいサイズおよび圧縮設定を使ってプレビューをアップデートするには：
1 ブラウザで、アップデートしたいイメージを選択します。

2



Option キーを先に押した状態で、Control キーを押したまま、選択したイメージをクリックし、
ショートカットメニューから「プレビューを生成」を選択します。

パフォーマンスに問題があるときは、「アクティビティ」ウインドウを使って、バックグラウン

ドで「Aperture」の処理が実行されているかどうかを確認できます（「ウインドウ」＞「アクティ
ビティ」と選択します）。プレビューの処理によってパフォーマンスが低下していると思われる

場合は、そのプロジェクトのプレビューの自動保守を無効にし、実行中のプレビュー処理タスク

をキャンセルできます。後で、都合のいい時間帯にプレビューを生成できます。

プレビューを効率的に使用するためのサンプルワークフロー
いくつかの方法で、プレビューイメージを効率的かつ効果的に使用できます。

大きいライブラリの場合にはプロジェクト単位にプレビューを生成する
プレビューのレンダリングには時間がかかることがあるので（特に高解像度のイメージや多くの

調整が適用されたイメージの場合）、大きいライブラリではプレビューの自動保守を無効にし、プ

レビューを作成したいプロジェクトだけで有効にするほうが効率的なことがあります。

ライブラリ全体でのプレビュー構築を中止し、プロジェクト単位でプレビューを構築するには：
1 「ウインドウ」＞「アクティビティを表示」と選択します。

2 「プレビューを処理中」タスクを選択して、「タスクをキャンセル」ボタンをクリックします。

3 「アクティビティ」ウインドウを閉じます。

4 「プロジェクト」インスペクタでライブラリを選択し、「プロジェクトアクション」ポップアップ
メニュー（ギアのアイコンが付いたメニュー）から「すべてのプロジェクトのプレビューを保守」

を選択します。

このメニュー項目にチェックマークもダッシュ（–）も付いていない状態になれば、ライブラリ
全体でプレビューの保守が無効になっています。

5 「プロジェクト」インスペクタで、プレビューを作成したいプロジェクトを個別に選択して、以
下のいずれかの操作を行います：

Â



Controlキーを押したまま各プロジェクトをクリックして、ショートカットメニューから「プ
ロジェクトのプレビューをアップデート」を選択します。

Â 各プロジェクトを選択し、「プロジェクトアクション」ポップアップメニュー（ギアのアイコ

ンが付いたメニュー）から「プロジェクトのプレビューを保守」を選択します。

「プロジェクトのプレビューを保守」メニュー項目の横にチェックマークが付いていれば、選

択したプロジェクトのプレビューの保守が有効になっています。
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オフラインのまま使用したいプロジェクトのプレビューを生成する
参照イメージのマスターがオフラインのときまたは見つからないときには、JPEG プレビューが
表示されます。プレビューのこの機能を利用すれば、高画質のマスター（特に RAW ファイル）

でもそのまま表示でき、さらに必要なディスク領域を節約することができます。

参照イメージがオフラインの場合にプレビューを使用するには：
1 参照マスターをオフラインの状態で使用したい場合は、マスターが保存されている外部ハード・

ドライブがコンピュータに接続されていることを確認します。

オフラインの状態で使用したいマスターが現在コンピュータに保存されている場合は、そのイ

メージを参照イメージに変換し、マスターを外部ハードディスクに移動する必要があります。そ

のためには、オフラインの状態で使用したいマスターのイメージが含まれているプロジェクトを

選択し、「ファイル」＞「プロジェクトのマスターの場所を変更」と選択して、マスターを保存

する外部ハードディスクの場所を選択してから、「マスターの場所を変更」をクリックします。

2



Control キーを押したまま、オフラインの状態で使用したいマスターのイメージが含まれるプロ
ジェクトをクリックして、ショートカットメニューから「プレビューをアップデート」を選択し

ます。

3 プレビューが構築されたら（「ウインドウ」＞「アクティビティを表示」と選択して確認できま

す）、マスターが保存されているハードディスクの接続を解除できます。

マスターがオフラインの状態でも、プレビューイメージのブラウズ、検索、およびメタデータの

割り当てを行うことができます。さらに、プレビューイメージは高品質のJPEG ファイルなので、
ルーペを使って拡大表示することもできます。

レートに基づいてイメージのプレビューを生成する
レートの低いイメージだけを表示する検索条件を作成して、それらにプレビューを利用する方法

もあります。それらのイメージにだけプレビューを構築し、それらのマスターをオフラインにし

ます（DVD に保存するなど）。このようにすれば、多くのディスク領域を使わなくても、すべて
の写真のイメージを高品質で表示できます。

レートの高いイメージだけを表示する検索条件を作成して、それらのイメージにだけプレビュー

を構築することもできます。レートの低いイメージにはデフォルトのサムネール解像度で十分な

ワークフローの場合には、この方法を利用できます。

新しいプロジェクトまたはアクティブなプロジェクトのプレビューを生成する
プレビューはiLife とiWork のメディアブラウザやMacOSXのスクリーンセーバでも使用され
るので、「Aperture」内の写真をムービー、Web、DVD、スライドショー、またはPodcastに配
布する手段として、プレビューを使用することもできます。また、「Aperture」内の写真をiPod
にダウンロードしたり、「iPhoto」に読み込んだり、「Pages」書類を作成するために使用するこ
ともできます。
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プレビューをほかのアプリケーションと共有するには：
1 ほかのアプリケーションと共有したいイメージが含まれるプロジェクトを選択し、「プロジェク

トアクション」ポップアップメニュー（ギアのアイコンが付いたメニュー）から「プロジェクト

のプレビューを保守」を選択します。

2 「Aperture」で「プレビューをiLifeおよびiWorkと共有」チェックボックスが選択されているこ
とを確認します（「Aperture」＞「環境設定」と選択して「プレビュー」をクリックします）。

3 「プロジェクト」インスペクタで、Controlキーを押したままプロジェクトをクリックして、ショー
トカットメニューから「プロジェクトのプレビューをアップデート」を選択します。

プレビューが構築されたら、iLifeおよびiWorkのアプリケーションを開いて、「Aperture」のイ
メージを使用できます。

スマートアルバムのプレビューを生成する
スマートアルバムに収集されたイメージのプレビューを作成することもできます。たとえば、レー

トの高いイメージにだけプレビューを作成できます。スマートアルバムの操作について詳しくは、
317ページの第 13章「スマートアルバムを使ってイメージを分類する」を参照してください。

スマートアルバムのプレビューを生成するには：
1 スマートアルバムを作成し、スマートアルバムのクエリーHUDを使って検索条件を指定します。

2 ブラウザ内をクリックし、コマンド＋Aキーを押してすべてのイメージを選択します。

3



Controlキーを押したまま、選択されたイメージの1つをクリックして、ショートカットメニュー
から「プレビューをアップデート」を選択します。

プレビューが構築されたら、iLife および iWork のアプリケーションと共有したり、ほかのアプ
リケーションにドラッグしたりできます。

参考：スマートアルバムのプレビューは、自動的には保守されません。プレビューの自動保守を
設定できるのは、プロジェクトレベルまたはライブラリレベルだけです。このワークフローでは、

プレビューを定期的に手動でアップデートする必要があります。そのためには、Control キーを
押したままアルバム内のイメージをクリックし、ショートカットメニューから「プレビューを

アップデート」を選択します。変更されたバージョンのプレビューだけが構築されるので、どの

イメージをアップデートするかを判断する必要はありません。

バージョンにプレビューがあるかどうかを確認する
バージョンにプレビューがあるかどうかを示すバッジはありません。Control キーを押したまま
バージョンをクリックし、ショートカットメニューから「プレビューをアップデート」を選択
することで、バージョンのプレビューが最新の状態であるかどうかを確認できます（バージョ

ンにプレビューがない場合、またはアップデートが必要な場合は、プレビューが構築またはアッ

プデートされます）。また、Apertureブラウザから特定のバージョンをドラッグしたときに、ポ
インタにプラス記号（＋）が表示される場合は、ドラッグできるプレビューがあることになり

ます。ポインタにプラス記号（＋）が表示されない場合には、選択したバージョンにプレビュー

はありません。
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II
プレビューを切にする
プレビューを使用しても効果がないワークフローでは、プレビューを完全に切にできます。

プレビューを切にするには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「プレビュー」をクリックします。

2 「新しいプロジェクトでプレビューを自動的に生成」チェックボックスの選択を解除します。

これにより、今後作成する新しいプロジェクトのプレビューの自動保守が無効になります。

3 「プロジェクト」インスペクタでライブラリを選択し、「プロジェクトアクション」ポップアップ
メニューから「すべてのプロジェクトのプレビューを保守」を選択します（チェックマークがな

い状態にします）。

これにより、既存のプロジェクトのプレビューの自動保守が無効になります。

参考：各ライブラリについて、手順1と2を実行する必要があります。 

4 一部のプロジェクトですでにプレビューが生成されていて、それらが不要な場合は、「プロジェ

クト」インスペクタでライブラリを選択して、「イメージ」＞「ライブラリのプレビューを削除」

と選択します。

これにより、生成済みのプレビューがすべて削除されます。この操作も、すでにプレビューが生

成されている各ライブラリについて実行する必要があります。

ドラッグ＆ドロップする
バージョンにプレビューが構築されている場合は、ブラウザから JPEG ファイルを利用できるア
プリケーション（「Finder」や「Mail」など、ほとんどのアプリケーションが該当します）にイ
メージを直接ドラッグできます。バージョンにプレビューがない場合は、そのバージョンのドラッ

グ＆ドロップは無効になります（「Aperture」内は可能です）。複数のイメージをドラッグしたと
きに、その一部にだけにプレビューがある場合には、プレビューがあるバージョンだけがドラッ

グされます。

iLifeおよびiWorkとの統合
プレビューを使って、「Aperture」内の写真をムービー、Web、DVD、スライドショー、および
Podcastに配布できます。また、「Aperture」内の写真をiPod にダウンロードしたり、「iPhoto」
に読み込んだり、「Pages」書類を作成するために使用することもできます。iLife および iWork
のアプリケーションのメディアブラウザは現在、Aperture ライブラリのブラウズに対応してい
ます。Apertureライブラリ内の各バージョンには、iLifeとiWorkで使用できる2つのJPEGファ
イルが用意されます。1つは最大で240ピクセルのJPEGサムネールで、これはメディアブラウ
ザ内で表示されます。もう1 つは、指定したサイズのJPEGプレビューイメージです。バージョ
ンにプレビューがない場合は、そのイメージはメディアブラウザに表示できません。

参考：イメージがスタックに含まれるときは、スタックピックおよびアルバムピックだけが共有
されます。iLifeからスタック内のイメージにアクセスしたいときに、そのイメージがピックでな
い場合には、そのイメージをスタックから取り出すかピックにする必要があります。
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MacOSXの「デスクトップとスクリーンセーバ」環境設定との統合
iPhotoライブラリ内のイメージと同様に、Apertureライブラリ内のイメージも、メディアブラ
ウザと同じ仕組みでスクリーンセーバやデスクトップピクチャに使用できます。

オフラインの参照イメージを表示する
マスターがオフラインのときまたは見つからないときは、最初にサムネールイメージが描画さ

れ、続いてプレビューがある場合はプレビューが描画されます。プレビューは高品質なので、拡

大したりルーペで表示したりできます。

「Aperture」を開いたときのプレビューの生成を抑制する
「Aperture」を開くと、「プレビューを保守」設定が有効になっているプロジェクトのプレビュー
のアップデートが開始されます。（プレビューの保守について詳しくは、198ページの「「プロジェ
クトアクション」ポップアップメニューでプレビューを制御する」を参照してください。）プロ

ジェクトに壊れたファイルや未対応のファイルフォーマットのイメージが含まれている場合、こ

の処理によって問題が起きることがあります。「Aperture」を開いたときのプレビューの生成を抑
制すれば、壊れたイメージファイルをより簡単に見つけることができます。そのためには、Shift
キーを押したまま「Aperture」を開いてください。また、「アクティビティ」ウインドウを使っ
て、現在のプレビュー保守処理をキャンセルすることもできます。詳しくは、200ページの「「ア
クティビティ」ウインドウでプレビュー生成の進行状況を表示する」を参照してください。

参考：プレビュー保守処理をキャンセルした場合は、プレビューはイメージに別の変更が加えら
れるまでアップデートされません。イメージのプレビューを強制的にアップデートする方法につ

いては、199ページの「ショートカットメニューでプレビューを制御する」を参照してください。
プレビューの自動保守は、次回「Aperture」を開いたときに再開されます。

コマンドにすばやくアクセスする
画面上部にあるメニューバーやウインドウ内部のポップアップメニューの代わりに、ショート

カットメニューを使ってコマンドにアクセスできます。

ショートカットメニューを表示するには：
m ビューア上にポインタを置いて、Controlキーを押したままクリックします。

参考：ショートカットメニューのコマンドを利用すると作業をすばやく行うことができますが、
すべてのコマンドをショートカットメニューで実行できるわけではありません。
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7 イメージをフルスクリーン表示にする

フルスクリーン表示は、表示領域が大きく背景が黒いので、イメージ
を表示して調整する上で優れた作業領域となります。

フルスクリーン表示では、「Aperture」のツールとHUD の多くにアクセスできます。この章で
は、フルスクリーン表示のフィルムストリップやツールバーを使って、イメージ上を移動したり、

イメージのレート設定を行う方法について説明します。また、ApertureHUDをフルスクリーン
で表示して、イメージの調整やレタッチ、およびメタデータの追加を行うことができます。

この章の内容：

Â フルスクリーン表示の概要（208ページ）

Â フルスクリーン表示を開始する／終了する（209ページ）

Â フルスクリーン表示のフィルムストリップを操作する（209ページ）

Â フルスクリーン表示のツールバーを操作する（211ページ）

Â フルスクリーン表示でHUDを使用する（214ページ）

Â フルスクリーン表示でのメタデータの表示を変更する（216ページ）

Â フルスクリーン表示でキーボードショートカットを使用する（217ページ）

Â コマンドにすばやくアクセスする（218ページ）
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フルスクリーン表示の概要
フルスクリーン表示では、黒い背景の上にイメージを投影して詳細に表示します。デュアルディ

スプレイシステムをフルスクリーン表示で使用すると、イメージを比較したり調整したりするた

めに、より大きな領域を利用できます。デュアルディスプレイシステムの設定について詳しくは、
629ページの「2台のディスプレイを使ったシステムを設定する」を参照してください。

フルスクリーン表示でも、イメージを表示したり、比較したり、スタックすることができます。

調整やキーワードを適用することもできます。イメージの操作が終了したら、この表示の状態で

イメージのプレビューや確認を行うことができます。

フルスクリーン表示には、イメージの表示、整理、および調整を実行しやすくするために、ツー

ルバーとフィルムストリップが表示されます。

イメージを変更するときは、ツールバーのボタンとツールを使います。ツールバーには、バー
ジョンを作成したりスタックを操作したりするためのボタンと、イメージを調整するためのすべ

てのツールが配置されています。

イメージ上を移動したり、イメージを整理したり、イメージにレートを設定するときは、フィル

ムストリップを使用します。フィルムストリップは、画面の左、右、または下のうち、作業に適

した位置に配置できます。フィルムストリップは、いつでも隠したり表示したりできます。

フルスクリーン表示では、「Aperture」のHUDを使用できます。「調整HUD」または「キーワー
ド HUD」は、対応するキーボードショートカットを押せば開くことができます。実際に使用し
てみると、フルスクリーン表示で使用するほとんどの機能は、キーボートショートカットを使用

すると便利なことが分かるはずです。使用できるキーボードショートカットについて詳しくは、 
217ページの「フルスクリーン表示でキーボードショートカットを使用する」を参照してください。

イメージが画面全体に

表示されます。

フルスクリーン表示で使用

できるフィルムストリップ

フルスクリーン表示で使用
できるツールバー
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フルスクリーン表示を開始する／終了する
フルスクリーン表示と「Aperture」のメインウインドウのワークスペースレイアウトは、簡単に
切り替えることができます。

フルスクリーン表示を開始するには：
m ツールバーの「フルスクリーン」ボタンをクリックします（またはFキーを押します）。

「Aperture」のメインウインドウが消えて、イメージがフルスクリーンで表示されます。

フルスクリーン表示を終了するには、次のいずれかの操作を行います：
m ツールバーの「フルスクリーンを終了」ボタンをクリックします（またはFキーを押します）。

フルスクリーン表示を開始する前に使用していたワークスペースレイアウトが、再び表示され

ます。

フルスクリーン表示のフィルムストリップを操作する
フルスクリーン表示のフィルムストリップは、「Aperture」のメインウインドウのコントロール
バーに似ています。フィルムストリップのコントロールを使って、イメージ上を移動したり、

イメージの回転や表示を操作したり、イメージにレートを設定することができます。

フィルムストリップを使用してイメージを表示する
フルスクリーン表示では、フィルムストリップでイメージを選択するだけでそれらを簡単に表示

できます。

フィルムストリップ内のイメージを表示するには：
m フィルムストリップに表示されているイメージを、矢印キーを押すか、または表示したいイメー

ジをクリックして選択します。

ツールバーの

「フルスクリーン」ボタン

ツールバーの
「フルスクリーンを終了」ボタン
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一度に複数のイメージを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 隣接していない複数のイメージを個別に選択するときは、コマンドキーを押したままそれらを

クリックします。

m ある範囲のイメージを選択するときは、Shiftキーを押したままそれらをクリックします。

m ツールバーの「ビューアモード」ポップアップメニューで、表示設定を変更します。

フィルムストリップを移動する／サイズ変更する
フィルムストリップは、メインディスプレイの左側、下側、および右側に移動できます。ただし、

特にイメージを高解像度で表示する場合などに、フィルムストリップとイメージがどうしても重

なってしまうときがあります。フィルムストリップのコントロールを使用して、フィルムスト

リップをいつ表示するかを定義できます。また、フィルムストリップを画面に配置する上で、表

示中のイメージとの関係をどのように考慮するかを指定することもできます。

フィルムストリップは、いくつかの方法で構成できます。フィルムストリップを常に表示する方

法、イメージの大きさに基づいて表示する方法、またはイメージとフィルムストリップが画面上

で重ならないように配置を自動的に調整する方法の中から、いずれかを選択できます。

フィルムストリップを常に表示するには：
m 「フィルムストリップアクション」ポップアップメニューから「“自動的に隠す” 機能を切にする」
を選択します。

イメージとフィルムストリップは、画面上で重ならないように自動的に配置されます。

フィルムストリップのある場所にポインタを置いたときにだけフィルムストリップを表示する
には：

m 「フィルムストリップアクション」ポップアップメニューから「“自動的に隠す機能”を入にする」
を選択します。

イメージが画面いっぱいに表示され、フィルムストリップを配置されている領域にポインタを移

動すると、フィルムストリップがイメージ上に表示されます。

フィルムストリップは、メインディスプレイの左側、下側、および右側に配置できます。

「ビューアモード」
ポップアップメニュー

「フィルムストリップアク
ション」ポップアップ

メニュー
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フィルムストリップを別の場所に移動するには、以下のいずれかの操作を行います：

m フィルムストリップを「Aperture」ウインドウの左側、右側、または下側にドラッグします。

m 「フィルムストリップアクション」ポップアップメニューから「左」、「右」、または「下」を選択

します。

フィルムストリップの長さを画面に合わせて調整することもできます。

フィルムストリップのサイズを変更するには：
m フィルムストリップの端（いずれかの端にある小さな点の近く）をドラッグします。

フルスクリーン表示のツールバーを操作する
フルスクリーン表示のときに表示されるツールバーは、「Aperture」のメインウインドウのコン
トロールバーに似ています。

「フルスクリーン表示」ツールバーを表示するには：
m フルスクリーン表示で、メインディスプレイの画面最上部にポインタを移動します。

ツールバーの「常にツールバーを表示」ボタンをクリックして、ツールバーを常に画面上に表示

することもできます。

ツールバーのボタンとツールを使って、イメージバージョンを作成したり、スタックを操作した

り、イメージにさまざまな調整を適用したり、ディスプレイを制御したりできます。

バージョンボタン

Â「バージョンを複製」：選択したイメージの新規バージョンを作成するときは、このボタンを
クリックします。

Â「マスターから新規バージョン」：オリジナルのマスターからバージョンを作成するときに、
このボタンをクリックします。マスターイメージの複製が作成されます。

「常にツールバーを表示」
ボタン

バージョンを複製 マスターから新規バージョン
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スタックボタン

Â「ピック」：スタック項目を選択してこのボタンをクリックすると、そのイメージがスタックの
ピックとして設定されます。

Â「順位を上げる」：スタック項目を選択してこのボタンをクリックすると、選択したスタック
項目がスタックのピックの近い場所に移動します。

Â「順位を下げる」：スタック項目を選択してこのボタンをクリックすると、選択したスタック
項目がスタックのピックから離れた場所に移動します。

Â「アルバムピック」：スタックからイメージバージョンを選択してこのボタンをクリックする
と、そのイメージがその特定のアルバムの中でのピックとして選択されます（別のアルバムの

中では、このスタックのピックイメージとして異なるイメージを選択してもかまいません）。

調整ツール

Â「選択」：イメージを選択するときは、このツールを使用します。

Â「反時計回り」：イメージを反時計回りに回転するときは、このツールを使用します。

Â「時計回り」：選択したイメージを時計回りに回転するときは、このツールを使用します。

Â「リフト」：選択したイメージに適用されているメタデータと調整をまとめてコピーするとき
に、このツールを使用します。

Â「スタンプ」：コピーした調整を特定のまたは複数のイメージにスタンプ（適用）するときに、
このツールを使用します。

Â「傾き補正」：イメージが仮想水平線に対して水平になるように手動で回転するときは、この
ツールを使用します。

Â「トリミング」：特定の縦横比または指定した大きさに合わせてイメージをトリミングするとき
は、このツールを使用します。

Â「スポットとパッチ」：センサーダストなどのイメージのノイズを、ノイズの周囲のピクセルを
コピーするか（「スポット」）、またはイメージの別の領域にあるピクセルをコピーする（「パッ

チ」）方法で取り除くときに、このツールを使用します。

ピック

順位を下げる

アルバムピック

順位を上げる

選択

スタンプ

反時計回り リフト

時計回り

スポットとパッチ

レタッチ

赤目

トリミング

傾き補正
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Â「レタッチ」：「修復」ブラシまたは「クローン」ブラシを使って、皮膚のシミなど、あらゆる
種類のイメージの不具合をレタッチする場合に、このツールを使用します。

Â「赤目」：被写体の網膜がカメラのフラッシュのライトを反射するときに起こる赤目を修正する
ときは、このツールをします。

表示コントロール

Â「ビューアモード」ポップアップメニュー：イメージをディスプレイに表示する方法、および
各ディスプレイにイメージを配置する方法を選択します。

Â「マスターイメージを表示」：調整が適用されていないオリジナルのマスターイメージを表示す
るときは、このボタンをクリックします。もう一度クリックすると、現在のバージョンの表示

に戻ります。

Â「ビューアをズーム」：イメージの表示をピクセル比100パーセントに拡大するときに、このボタ
ンをクリックします。

Â「プライマリのみ」：このボタンをクリックして、プライマリイメージ選択だけを変更します。

Â「クイックプレビュー」：このボタンをクリックして、イメージプレビューだけを表示します。
イメージプレビューを表示することで、ビューアとブラウザでイメージにアクセスして表示す

る速度が向上します。

その他のボタン

Â「ルーペ」：ソフトウェアルーぺを開いてイメージの一部分を詳細に確認するときに、このボタ
ンをクリックします。

Â「キーワードHUD」：「キーワードHUD」を表示する／隠すときに、このボタンをクリックします。
Â「インスペクタHUD」：「インスペクタHUD」を表示する／隠すときに、このボタンをクリック
します。

Â「フルスクリーンを終了」：フルスクリーン表示を終了するときに、このボタンをクリックします。

「ビューアモード」ポップ
アップメニュー 「クイックプレビュー」

ボタン

「ビューアをズーム」ボタン

「プライマリのみ」ボタン「マスターイメージを表示」
ボタン

ルーペ

フルスクリーンを終了

常にツールバーを表示

インスペクタHUD

キーワードHUD
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Â「常にツールバーを表示」：ツールバーの自動表示の入／切を切り替えるときに、このボタンを
クリックします。

フルスクリーン表示でHUDを使用する
フルスクリーン表示では、「Aperture」のHUD を使用できます。たとえば、キーワードを追加
したり、イメージに調整を加えたいときに、HUDを開くことができます。

キーワードHUD
「キーワードHUD」は、キーワードを作成または整理したり、キーワードをイメージに追加
するときに使用します。

「キーワードHUD」を表示するには：
m


Shift＋Hキーを押します。

「キーワードHUD」を使用する方法について詳しくは、243ページの第 10章「イメージにキー
ワードを適用する」を参照してください。

HUD は、フルスクリーン
表示で使用できる、イメー

ジを簡単に調整するための
ツールです。

フルスクリーン表示で

「キーワードHUD」を
使用すると、イメージ

にキーワードを簡単に
追加できます。
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インスペクタHUD
「インスペクタHUD」は、ライブラリを移動したり、イメージのメタデータを変更したり、調整
を実行したりするときに使用します。

「インスペクタHUD」を表示するには：
m


Hキーを押します。

ツールHUD
調整ツールの多くは、HUD を使って操作します。フルスクリーン表示では、そのすべてを使用
できます。

調整ツールHUDを開くには：
1 ポインタをメインディスプレイの画面の最上部に移動して、フルスクリーン表示のツールバーを

表示します。

2 ツールバーで調整ツールを選択します。

選択したツールにHUDがある場合は、 HUD が表示されます。調整ツールおよびその HUDの使
用について詳しくは、365ページの第 15章「イメージを調整する」を参照してください。

イメージを操作する際、
「インスペクタHUD」を
フルスクリーン表示で使
用して、「プロジェクト」

パネル、「メタデータ」
パネル、または「調整」

パネルを開きます。

ツールバーの「トリミング」
ツールを選択すると、「トリミ

ングHUD」が表示されます。

「トリミング」ツール
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フルスクリーン表示でのメタデータの表示を変更する
ビューアおよびブラウザ用に選択したメタデータ表示設定は、フルスクリーン表示とそのフィ

ルムストリップで表示されるイメージにも適用されます。フルスクリーンイメージのメタデー

タの表示はビューアの設定によって制御され、フィルムストリップに表示されるサムネールの

メタデータの表示はブラウザの設定によって制御されます。メタデータの表示の設定について

詳しくは、269ページの第 11章「メタデータを操作する」を参照してください。

フルスクリーン表示ではメニューは表示されませんが、ブラウザとビューアでメタデータの表示

を変更するために使用するキーボードショートカットを使って、メタデータの表示を変更するこ

とができます。

フルスクリーン表示でメタデータを表示するかどうかを切り替えるには：
m


Yキーを押します。

フルスクリーン表示でイメージのメタデータセットを切り替えるには：
m


Shift＋Y キーを押します。

フィルムストリップでメタデータを隠す／表示するには：
m


Uキーを押します。

フィルムストリップのメタデータセットを切り替えるには：
m


Shift＋U キーを押します。
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フルスクリーン表示でキーボードショートカットを使用する
以下に、フルスクリーン表示で使用できる便利なキーボードショートカットを示します。

その他のキーボードショートカットについては、「Aperture」のメニューまたは「Apertureキー
ボードショートカット」書類を参照するか、「Aperture」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と
選択して、コマンドエディタを開いてください。

キーボードショートカット 機能

次のイメージへ移動する

前のイメージへ移動する

フィルムストリップの左方向に移動する

左方向または右方向への移動を停止する

フィルムストリップの右方向に移動する

「インスペクタHUD」を表示する

「キーワードHUD」を表示する

「赤目HUD」を表示する

「レタッチHUD」を表示する

「リフトとスタンプHUD」を表示する

「トリミングHUD」を表示する

J

K

L

H 

shift H

E 

X

O 

C 
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コマンドにすばやくアクセスする
フルスクリーン表示では、ショートカットメニューを使ってコマンドにアクセスすることも

できます。

ショートカットメニューを表示するには：
m フルスクリーン表示の画面のうち、フィルムストリップとツールバー以外の場所にポインタを置

いてから、Controlキーを押したままクリックします。

参考：ショートカットメニューのコマンドを利用すると作業をすばやく行うことができますが、
すべてのコマンドをショートカットメニューで実行できるわけではありません。




8
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8 イメージをスタックに分類する／
ピックを作成する

写真を撮影するときに関連する写真を何枚か撮影して、その中から使
用するイメージを1枚だけ選択することがよくあります。「Aperture」
を使えば、一連のイメージの中から最も優れたイメージを選択する作
業を、簡単な手順で行うことができます。

この章では、関連するイメージをスタックと呼ばれるセットにまとめて、イメージの確認、操作、
および最終的なピックを簡単に行う方法について説明します。

この章の内容：

Â イメージのスタックの概要（219ページ）

Â スタックを作成する（221ページ）

Â スタックを操作する（225ページ）

Â スタックを操作するためのキーボードショートカット（231ページ）

イメージのスタックの概要
フォトグラファーは、新郎と新婦のキスの場面や2 人の要人が握手する瞬間などの一瞬の出来事
を撮影するときに、使えるイメージを撮影できる確率を上げるために、ブラケット撮影と連写の

両方を使って多数の写真を撮ることがあります。撮影後は、それらのイメージを確認し、最も優

れたイメージを選びます。

関連する多数の写真を確認して選別する作業は、時間と手間がかかる傾向があります。この作業

を効率的に行うために、関連する写真をスタックに整理できます。スタックとは、使用するイメー

ジを1 つだけ選択するために撮影された、類似したイメージまたは関連するイメージの集まりの
ことです。カメラまたはメモリカードから「Aperture」にこのような写真を読み込むと、自動的
にスタックに分類されます。イメージを選択して手動でスタックを作成することもできます。
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スタックは、ブラウザ内ではイメージのグループとして表示されます。スタックを代表するイ

メージ（ピック）は、一番左に選択されて表示されます。スタックに含まれる任意のイメージを
ピックとして選択できます。選択したイメージは、スタックの一番左に移動します。スタック内

でのイメージの順序は並べ替えることができます。たとえば、ピックの代わりのイメージを選択

して、ピックの隣に配置することができます。スタックのピックイメージの左上には「スタック」

ボタンが表示され、このボタンからスタックに含まれるイメージの数が分かります。

スタックを作成してピックを選択した後は、ピックイメージ上にある「スタック」ボタンをク

リックして、スタックを閉じることができます。スタックを閉じると、ブラウザにはスタックの

ピックイメージだけが表示されます。「スタック」ボタンをもう一度クリックすると、スタック

が展開されます。

スタックを閉じることで、最終的な写真編集に使うイメージを選択するときに、並べ替えの対象

となるイメージの数をすばやく減らすことができます。

スタックを作成した後に、必要に応じてスタックを整理したり変更したりできます。スタックに

イメージを追加したり、不要なイメージを取り除いたりできます。また、必要に応じてスタック

を複数のスタックに分割することもできます。

「スタック」ボタンには、

スタックに含まれるイメー
ジの数が表示されます。

3つのイメージが含まれる
スタックが展開されて
（開いて）います。

スタックを閉じると、

ピックイメージだけが
表示されます。
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スタックを作成する
イメージを「Aperture」に読み込むときに、スタックが自動的に作成されるように指定できます。
たとえば、スポーツイベントなどで一連のイメージを短時間に連続して撮影した場合や、ライティ

ングや露出による違いを考慮してイメージをブラケット撮影した場合には、それらのイメージを

まとめて表示できると便利です。「Aperture」では、写真を撮影したときにカメラによって記録さ
れたメタデータに基づいて、これらのイメージをスタックに分類することができます。

Â 連写イメージ：短時間に連続して撮影した一連のイメージは、一続きのイメージとして1つの
スタックに分類されます。たとえば、スポーツフォトグラファーは、動作を捕えるために高速

で連写します。「Aperture」では、タイムラインメタデータ（一連の写真が撮影された日時と
撮影間隔）に基づいて、どのイメージがタイムライン上のどこに該当するかが判断され、ス

タックとして分類されます。

Â オートブラケット：通常は、露出設定を少しずつ変えて撮影された3枚の写真のことです。高
機能なデジタルカメラのほとんどには、オートブラケットを自動的に撮影するためのオプショ

ンが用意されています。「Aperture」では、ブラケット撮影された一連のイメージが検出され
ると、中間のイメージ、露出の多いイメージ、および露出の少ないイメージが1つのスタック
に分類されます。

短時間に連続して撮影

された一連のイメージ
の例です。
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スタックを自動的に作成する
イメージを読み込むときに、それらが自動的にスタックに分類されるように指定できます。

イメージを読み込むときに自動的にスタックに分類されるように設定するには： 
1 カメラまたはカードリーダーをコンピュータに接続します。

「読み込み」パネルと「読み込み」ダイアログが開いて、カメラまたはカードリーダーに入って

いるイメージが表示されます。

2 「自動スタック」スライダをドラッグして、1つのスタックに取り込む連続撮影の間隔を設定します。

スライダの設定に基づいて、ダイアログ内のイメージがスタックに分類されます。スタックを確

認して、間隔を調節した方がよいかどうかを判断します。

参考：「読み込み」ダイアログでイメージを手動で選択して、スタックへの分類やスタックからの
解除を行うこともできます。この場合は、ブラウザでイメージのスタック操作を行うときと同じ

コマンドおよび手順を使用します。

3 その他の読み込みオプションを必要に応じて指定してから、「すべて読み込み」をクリックします。

写真の読み込みについて詳しくは、109ページの第 4章「イメージを読み込む」を参照して
ください。

イメージの読み込みとスタックへの分類が完了した後、各スタックを調べて、自動スタックの分

類が適切であったかどうかを確認できます。

必要に応じて、すでに読み込まれたイメージを自動的にスタックに分類することもできます。

イメージをスタックに分類

するときは、このスライダ
をドラッグします。

スタックを開いたり
閉じたりするとき

は、これらのボタン
をクリックします。

すべてのスタックを解

除するときは、ここを
クリックします。

選択したイメージ

をスタックに分類
するときは、ここ
をクリックします。

スタックを分割するときは、

ここをクリックします。
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すでに読み込まれたイメージをスタックに分類するには：

1 「プロジェクト」インスペクタで、スタックに分類したいイメージが含まれるプロジェクトまた
はアルバムを選択します。

2 「スタック」＞「自動スタック」と選択します（またはコマンド＋Option＋Aキーを押します）。

3 イメージを自動スタックHUDのスライダをドラッグして、1つのスタックに取り込む連続撮影の
最大間隔を指定します。

スライダをドラッグすると、指定した間隔に基づいて、ブラウザ内のイメージがスタックに分類

されます。たとえば、関連する一連のイメージを15 秒間隔で撮影することが多い場合は、スラ
イダを15 秒に設定します。

4 スタックを確認して、間隔を調節した方がよいかどうかを判断します。

スタック内のイメージを比較する
写真編集を効率的に行うために、選択したスタックが自動的に開き、スタック内のイメージを

比較できる状態になるように、ビューアとブラウザを設定できます。スタックのピックは

「比較」イメージとして設定されます。このスタック表示機能は、フルスクリーン表示でも利用

できます。

スタックを自動的に開いてイメージを比較できるようにビューアを設定するには、以下のいずれ
かの操作を行います：

m 「表示」＞「メインビューア」＞「スタック」と選択します（またはOption＋Tキーを押します）。

m 「ビューアモード」ポップアップメニューから「スタック」を選択します。

∏ ヒント：ビューアが「スタック」モードのときは、上矢印キーと下矢印キーを使ってスタック
間を移動できます。

このスライダを動かして、

連続撮影の最大間隔を指定
します。
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スタックを手動で作成する
写真を読み込んだ後は、それらのイメージをすぐに確認して、明らかに技術的な問題または内容

の問題があるイメージについては削除するようにしてください。その作業が済んだら、残ったイ

メージにレートを設定する前に、それらをスタックに分類することをお勧めします。イメージを

手動でスタックに分類しておけば、写真を大まかに整理してその概要を把握しやすくなります。

この状態でレートを設定すれば、より細かく正確な作業を行うことができます。

スタックを手動で作成するには：
1 ブラウザで、スタックに分類したいイメージを選択します。

Shift キーを押したまま隣接するイメージをクリックするか、コマンドキーを押したまま隣接し
ていないイメージをクリックして、複数のイメージを選択できます。

∏ ヒント：一続きのイメージをすばやく選択するには、一方の端にあるイメージを選択し、Shift
キーを押したまま右矢印キーまたは左矢印キーを押して、ほかのイメージを選択していきます。

2 「スタック」＞「スタック」と選択します（またはコマンド＋Kキーを押します）。

選択したイメージがスタックに分類され、グレイの領域で結び付けられます。現在のピックイ

メージに「スタック」ボタンが表示されます。必要に応じて、ピックイメージを変更したり、ス

タック内のイメージを並べ替えることができます。

必要に応じて、選択したイメージをスタックから解除することもできます。

選択したイメージをスタックから解除するには：
m スタックの作成後に「編集」＞「取り消し」と選択するか、あるいはスタック内のイメージを選

択して「スタック」＞「スタック解除」と選択します（またはコマンド＋Shift＋Kキーを押します）。

現在のピックイメージ上
に「スタック」ボタンが

表示されます。

選択したイメージがスタック
に分類され、濃いグレイの枠

で囲まれます。
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スタックをすばやく効率的に作成するためのヒント
写真編集を効率的に行う秘訣は、イメージにレートを設定する前に、関連するイメージをすばや

くスタックに分類することです。ここでは、イメージ全体から複数の大まかなスタックをすばや

く作成するために、推奨する手順を紹介します。

複数のスタックをすばやく作成するには：
1 関連するイメージをドラッグして、選択しやすい行またはグループにまとめます。

スタックを作成するときは、イメージが隣接していると最も簡単に選択できます。

2 一連のイメージの端にあるイメージを選択します。

3



Shiftキーを押したまま右矢印キーまたは左矢印キーを押して、ほかのイメージをすばやく選択し
ていきます。隣接していないイメージを個別に選択するときは、コマンドキーを押したままイ

メージをクリックします。

4 コマンドキーを押したままKキーを押して、新しいスタックを作成します。

5



Shiftキーを押したままKキーを押して、スタックを閉じます。

∏ ヒント：ブラウザ上でスタック間をすばやく移動するには、Optionキーを押したままPageUp
キーまたはPageDownキーを押します。

スタックを操作する
スタックに対して次の操作ができます：

Â スタックを開く／閉じる

Â スタックのピックイメージを指定する

Â スタックのアルバムピックを指定する

Â スタック内のイメージを並べ替える

Â スタックにイメージを追加する／スタックからイメージを取り除く

Â スタックを分割する

Â スタックを新しい場所にドラッグする

Â リスト表示でスタックを操作する

Â フルスクリーン表示でスタックを操作する
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スタックを開く／閉じる
スタックは、好きなときに閉じて開き直すことができます。ブラウザの表示領域を解放するため

に、この操作を行うことをお勧めします。また、スタックを閉じることで、最終的な写真編集に

使うイメージを選択するときに、並べ替えの対象となるイメージの数をすばやく減らすことがで

きます。スタックを閉じると、ブラウザにはスタックのピックイメージだけが表示されます。

スタックを閉じるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 開いているスタックを選択して、「スタック」＞「スタックを閉じる」と選択します（または

Shift＋K キーを押します）。

m ピックイメージ上の「スタック」ボタンをクリックします。

すべてのスタックを閉じるには：
m 「スタック」＞「すべてのスタックを閉じる」と選択するか、Option＋コロン（:）キーを
押します。

スタックを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 閉じたスタックを選択して、「スタック」＞「スタックを開く」と選択します（またはShift ＋K
キーを押します）。

m 「スタック」ボタンをクリックします。

すべてのスタックを開くには：
m 「スタック」＞「すべてのスタックを開く」と選択するか、Option ＋コロン（:）キーを押します。

スタックのピックイメージを指定する
ピックイメージとは、スタックを代表するイメージのことです。最も気に入ったイメージをピッ

クとして設定します。選択しない場合でも、自動的に設定されます。ブラウザで手動でイメージ

を選択してスタックに分類するときには、一番左にあるイメージがピックになります。ピックは、

好きなときに変更できます。

特定のイメージをピックとして設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m スタック内のイメージを選択して、「スタック」＞「ピック」と選択するか、コマンド＋円（¥）
キーを押します。

m 該当のイメージをスタック内のピックの位置（一番左）にドラッグします。緑色のバーが表示さ

れたら、マウスボタンを放します。

スタックを閉じると、

ピックイメージだけが
表示されます。
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II
スタックのアルバムピックを指定する
複数のアルバムに同じスタックが含まれることがあります。アルバムの用途に応じて、各アルバ

ムで異なるピックイメージを使用したいことがあるかもしれません。たとえば、Web ページア
ルバム内のスタックでは、あるピックイメージを使用し、ブックアルバム内の同じスタックでは、

プリント用に別のピックイメージを使用したい場合などがあります。このような場合、スタック

内の特定のイメージを「アルバムピック」として指定できます。アルバムピックとは、特定のア

ルバム内でのそのスタックのピックのことです。各アルバムの同じスタックに対して、異なるア

ルバムピックを指定できます。

アルバムピックには、「アルバムピック」バッジが表示されます。

複数のアルバムに含まれるスタックのアルバムピックを選択するには：
m スタック内のイメージを選択して、「スタック」＞「アルバムピックを設定」と選択するか、コ

マンド＋Shift＋円（¥）キーを押します。

スタック内のイメージを並べ替える
スタックに含まれるイメージのうち、どのイメージをピックにするかをなかなか決められない

ことがあります。多くの場合、イメージが似ているために、複数のイメージがピックの候補に

なります。このような理由から、顧客にイメージを見せるときには、代わりのイメージを利用

できる状態にしておくことをお勧めします。

スタックの中でのイメージの順序を変更することで、ピックと候補を簡単に選択できます。イメー

ジを左方向に移動すると順位が上がり、右方向に移動すると順位が下がります。

スタック内でイメージの順位を上げるには、以下のいずれかの操作を行います：
m イメージを選択して「スタック」＞「順位を上げる」と選択するか、コマンド＋左ブラケット

（[）キーを押します。

m イメージを目的の場所までドラッグし、緑色のバーが表示されたら、マウスボタンを放します。

スタック内でイメージの順位を下げるには、以下のいずれかの操作を行います：
m イメージを選択して「スタック」＞「順位を下げる」と選択するか、コマンド＋右ブラケット

（]）キーを押します。

m イメージを目的の場所までドラッグし、緑色のバーが表示されたら、マウスボタンを放します。

「アルバムピック」バッジ
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スタックにイメージを追加する／スタックからイメージを取り除く
イメージは、いつでもスタックに追加したりスタックから取り除くことができます。イメージを

スタックにドラッグするかまたはスタックからドラッグする方法か、1つのスタックから別のス
タックにドラッグする方法を利用できます。

スタックにイメージを追加するには、以下のいずれかの操作を行います：
m スタック内のイメージおよびスタックに追加したいイメージを選択してから、「スタック」＞

「スタック」と選択します（またはコマンド＋Kキーを押します）。

m 展開されているスタックにイメージをドラッグします。

スタックからイメージを取り除くには、以下のいずれかの操作を行います：
m イメージを選択して、「スタック」＞「項目を抽出」と選択します（またはShift ＋Option ＋Kキー
を押します）。

m 展開されているスタックからイメージをドラッグします。

スタックを分割する
スタックを複数のスタックに分割して、イメージをより細かく整理することができます。すべて

のイメージは、そのままスタックに分類されていますが、新しいスタックに割り当てられます。

分割位置として選択したイメージは、新しいスタックのピックになります。

スタックを分割するには：
1 スタックが展開された状態で、新しいスタックの最初のイメージにしたいイメージを選択します。

2 「スタック」＞「スタックを分割」と選択します（またはOption＋Kキーを押します）。

選択したイメージが新しいスタックのピックになります。

新しいスタックの第一
イメージにしたい

イメージを選択します。

選択したイメージは、新しい

スタックのピックになり、
白い枠線で囲まれます。
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II
スタックをドラッグする
スタック全体を新しい場所にドラッグしたり、スタック内の特定のイメージを新しい場所にド

ラッグしたりできます。スタックが閉じているときは、スタックをドラッグするとスタック全体

が移動します。スタックが開いているときは、ブラウザ内のバージョンを個別に新しい場所にド

ラッグできます。また、イメージをスタックにドラッグすることもできます。ただし、スタック

内のイメージを別のプロジェクトにドラッグした場合は、スタック全体がその新しい場所に移動

します。

リスト表示でスタックを操作する
必要に応じて、リスト表示でスタックを作成および操作することもできます。グリッド表示で操

作する場合と同様に、イメージを選択してスタックに分類したり、ピックを選択したり、イメー

ジを追加または削除したり、スタックを分割したりできます。

リスト表示では、イメージ名の横にある三角形の情報表示ボタンによって、スタックであること

が分かります。

リスト表示でスタックを開いたり閉じたりするには：
m スタック名の横にある三角形の情報表示ボタンをクリックします。

リスト表示でスタック内のイメージを操作するときは、ドラッグする、キーボードショートカッ

トを押す、「スタック」メニューからコマンドを選択するといった方法を利用できます。
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フルスクリーン表示でスタックを操作する
フルスクリーン表示でフィルムストリップを使って、スタックを確認することもできます。ス

タックには「スタック」ボタンが表示されます。スタックを開いたり閉じたりして、スタックの

内容を確認したり、スタック内のイメージを比較したりできます。また、スタック内のイメージ

の順位を上げたり下げたりするためのキーボードショートカットを使って、スタック内のイメー

ジを並べ替えたり、スタックのピックイメージを変更したりできます。さらに、ツールバーのス

タックボタンやキーボードショートカットを使ってスタックを操作することもできます。

スタックがフィルムストリップに表示されているときは、ピックイメージにレートを設定した

り、スタックを開いてスタック内のイメージにレートを設定したりできます。

イメージをスタックに分類した後に、ピックまたはスタック内のイメージにレートを設定できま

す。イメージのレート設定について詳しくは、233ページの第 9章「イメージにレートを設定す
る」を参照してください。

開いているスタック



第8章    イメージをスタックに分類する／ピックを作成する 231





II
スタックを操作するためのキーボードショートカット
「Aperture」には、スタックを効率的に操作するために、以下のキーボードショートカットが用
意されています。

キーボードショートカット 機能

前のスタックへ移動する

次のスタックへ移動する

スタックを開く／閉じる

すべてのスタックを開く

すべてのスタックを閉じる

スタックを作成する

スタックを解除する

スタックを分割する

スタックのピックを設定する

スタック項目の順位を上げる

スタック項目の順位を下げる

項目を抽出する

page
upoption

page
downoption

shift K 

option :

option ;

K 

shift K

option K 

¥

[ 

] 

shift option K
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9 イメージにレートを設定する

イメージにレートを設定することで、操作の対象のイメージの数をす
ばやく簡単に絞り込むことができます。後で最も優れたイメージを選
択するときにも役立ちます。

この章では、イメージにレートをすばやく割り当てる方法、およびレートを使ってイメージを並

べ替えたり確認したりする方法について説明します。

この章の内容：

Â



Apertureのレートシステムの概要（234ページ）

Â イメージにレートを設定する（236ページ）

Â レートに基づいてイメージを並べ替える（238ページ）

Â イメージのレート設定をワークフローに組み込む（239ページ）

Â イメージを比較しながらレートを設定する（240ページ）

Â 特定のレートが設定されたイメージを表示するためのキーボードショートカット（242ページ）
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Apertureのレートシステムの概要
撮影が完了した後は、通常、イメージを確認し、作業対象のイメージを決定します。写真の数が

少なければ、採用／不採用の基準だけで判定できますが、同じような写真がたくさんある場合に

は、優れたイメージ、もう少しよく確認したいイメージ、および失敗したイメージや不採用のイ

メージを判定するための分かりやすい方法が必要になります。簡単で効率的なレートシステムを

利用することにより、選考プロセスですばやく焦点を絞り込むことができます。

レートは簡単に設定できますが、大きな効果を得ることができます。たとえば、500個のイメー
ジの中から作業に使わない100 個のイメージを簡単に識別できれば、これらのイメージを取り除
くことによって作業量が20パーセント減ることになります。レートを設定することによって作
業負荷が減り、時間を大幅に節約できます。

「Aperture」のレートシステムでは、「選択」から「不採用」までのレートをイメージに設定でき
ます。イメージの上に、一目で分かるイメージレートがオーバーレイとして表示されます。プラ

スのレートは星で表示されます。1 ～5個の星をレートとして設定できます。5 が最も高いレー
ト（「選択」）です。マイナスのレート（「不採用」）は、Xで表示されます。

星はプラスのレートを

示します。

5 個の星は、最も高い
レート（「選択」）を示し

ます。

Xは、マイナスのレート
（「不採用」）を示します。
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イメージにレートを設定するときは、イメージを選択し、コントロールバーのレートボタンをク

リックしてイメージにレートを割り当てるだけです。

キーボードショートカットを使って、レートの割り当てまたは変更をすばやく行うこともでき

ます。

イメージを確認してレートを設定するときには、すばやく効率的な操作で次々に設定していくこ

とができます。また、複数のイメージを選択して一度にレートを設定することもできます。イ

メージを確認してレートを設定する操作は、ビューア、ブラウザ、またはライトテーブルで行う

ことができ、フルスクリーン表示で行うこともできます。イメージにレートを設定した後に、レー

トに基づいてイメージを並べ替えることができます。

「クエリーHUD」を使って、特定のレートのイメージを隠したり表示したりすることができます。
たとえば、初期レートを適用した後に、レートが1つ星のイメージだけを表示するように「クエ
リーHUD」を設定できます。さらに、選択したイメージを詳しく調べてより細かく絞り込んだ
り、それらのイメージを調整したりできます。「Aperture」は、「不採用」のレートのイメージを
隠すようにあらかじめ設定されているので、「不採用」のイメージを表示する場合は、「クエリー
HUD」の設定を変更する必要があります。

不採用

レートを下げる

選択

レートを上げる

このチェックボックスが

選択されていることを
確認してから、ポップ

アップメニューからオプ
ションを選択します。

スライダを目的のレートに

設定します。
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イメージにレートを設定する
「Aperture」には、イメージに設定できる7つのレートのセットが用意されています。
Â


5つ星（「選択」）

Â


4つ星

Â


3つ星

Â


2つ星

Â


1つ星

Â レート未設定（中間）
Â 不採用

「不採用」のイメージには、白いXのオーバーレイが表示されます。プラスのレートのイメージ
には、白い星のオーバーレイが表示されます。イメージ上にオーバーレイが表示されていない場

合には、そのイメージには、中間のレートが設定されているか、レートが設定されていません。
1つのイメージだけにレートを設定する方法と、一度に複数のイメージにレートを適用する方法
があります。

1つのイメージにレートを設定する
レートボタンを使って、選択したイメージにすばやくレートを設定できます。

1つのイメージにレートを設定するには：
1 イメージを選択します。

2 コントロールバーを表示するには、「ウインドウ」＞「コントロールバーを表示」と選択します

（またはD キーを押します）。

3 コントロールバーのレートボタンをクリックして、レートを割り当てます。

Â イメージに最も高いレートを割り当てるには：「選択」ボタンをクリックします。

Â「不採用」のレートを割り当てるには：「不採用」ボタンをクリックします。

Â イメージレートを上げる（下げる）には：「レートを上げる」（「レートを下げる」）ボタンを
クリックします。

参考：イメージが選択されている間は、そのレートを変更できます。

4 次のイメージを選択するには、右矢印キーまたは左矢印キーを押すか、あるいはコントロール

バーの「前のイメージへ」または「次のイメージへ」ボタンをクリックします。

不採用

レートを下げる

選択

レートを上げる
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イメージにレートを設定するためのキーボードショートカット
すばやく効率的にレートを設定するには、矢印キーを使ってイメージを選択し、以下のキーボー

ドショートカットを使ってレートを適用します。

一度に複数のイメージにレートを適用することもできます。

複数のイメージに一度に同じレートを適用するには：
1 レートを設定するイメージを選択します。

詳しくは、153ページの「イメージ上をすばやく移動して選択する」を参照してください。

2 レートボタンをクリックするか、レートのキーボードショートカットを押します。

キーボードショートカット 機能

レートを上げる

レートを下げる

「不採用」のレートを適用する

1つ星のレートを適用する

2つ星のレートを適用する

3つ星のレートを適用する

4つ星のレートを適用する

5つ星のレートを適用する

+

-

9

1

2

3

4

5

割り当てたレートが、選択
したすべてのイメージに

表示されます。
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レートに基づいてイメージを並べ替える
イメージにレートを設定した後に、特定のレートに基づいてイメージを並べ替えることができま

す。たとえば、初期レートを適用した後に、「選択」レート（星が5 個）のイメージだけを表示
できます。さらに、選択したイメージを詳しく調べてより細かく絞り込んだり、それらのイメー

ジに調整を適用したりできます。

レートに基づいてイメージファイルは並べ替えても、ファイルは削除されません。一時的に表示

から取り除かれるだけです。

レートに基づいてイメージを並べ替えるには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「クエリーHUD」を表示します：

Â「編集」＞「検索」と選択します（またはコマンド＋Fキーを押します）。
Â ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします。

2 「レート」チェックボックスを選択します。

3 「レート」ポップアップメニューからオプションを選択します。

4 「レート」スライダをドラッグして、レートを指定します。

ブラウザがすぐに更新され、指定したレート条件に一致するイメージだけが表示されます。

すべてのイメージを再表示するには：
m 「クエリーHUD」で「レート」チェックボックスの選択を解除します（またはControl ＋6キーを
押します）。

レート未設定またはそれ以上のイメージをすべて表示するには：
m


Control＋アットマーク（@）キーを押します。

「不採用」のイメージのみを表示するには：
m


Control＋8 キーを押します。

ブラウザの「クエリーHUD」
ボタン

このチェックボックスが
選択されていることを

確認してから、ポップ
アップメニューから

オプションを選択します。

スライダを目的のレートに

設定します。
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イメージのレート設定をワークフローに組み込む
イメージのレート設定をワークフローに組み込むことによって、大量のイメージをより優れたイ

メージだけに絞り込むことができます。特にイメージ数が少ない場合などは、選考プロセスを
1段階で終えることもできます。イメージ数が多い場合には、レート設定と選別を何段階かに分
けて行う必要があります。

イメージのレート設定を複数の段階に分けて行うことで、写真編集プロセスを慎重に進めること

ができます。一定の規則でイメージにレートを設定し、特定のレート以下のイメージを非表示に

していくことによって、最終的に最も優れたイメージを作業対象にできます。

複数の段階に分けてイメージにレートを設定するための推奨ワークフローを次に示します。

複数の段階に分けてイメージにレートを設定するには：
1 最初の段階では、明らかに使用できないすべてのイメージに「不採用」のレートを割り当てます。

「クエリーHUD」が、レート未設定またはそれ以上のイメージを表示する設定（デフォルト設定）
になっている場合は、「不採用」のイメージがただちに非表示になります。

2 次の段階のレート設定では、1つ星以上に値するすべてのイメージに、プラスのレートを割り当
てます。レートが定まらないイメージはレート未設定のままにします。

3 レート未設定のイメージをすべて隠すには、「クエリーHUD」を表示し、検索条件として1つ星
以上のレートを指定します。

1つ星以上のレートのイメージだけがブラウザに表示されます。

4 次の段階のレート設定では、1つ星よりも良いすべてのイメージに、2つ星以上のレートを割り当
てます。

5 「クエリーHUD」で検索条件を変更して、レートが2つ星以上のイメージだけを表示します。

6 次の段階のレート設定では、該当するイメージに3つ星以上のレートを割り当てます。

7 「クエリーHUD」で検索条件を変更して、レートが3つ星以上のイメージだけを表示します。

8 次の段階のレート設定では、該当するイメージに4つ星以上のレートを割り当てます。

9 「クエリーHUD」で検索条件を変更して、レートが4つ星以上のイメージだけを表示します。
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10 次の段階のレート設定では、最も優れたイメージに5つ星（「選択」）のレートを割り当てます。

11 「クエリーHUD」で、5つ星のレートを指定します。

「選択」のレートのイメージだけがブラウザに表示されます。

イメージを比較しながらレートを設定する
レートの決定が難しい場合には、選択したイメージとそれと近い候補イメージとを比較しながら

レートを設定することができます。構図が似ているいくつかのイメージの中から1つのイメージ
を選択するときには、この方法が特に有効です。

たとえば、一連の顔写真の中から最も良いイメージを選択する作業は難しいものです。短い間隔

で撮影された顔写真ですら、被写体の表情が微妙に異っていることがあります。イメージを並べ

て比較しながらレートを設定することで、似たようなイメージの中から1つのイメージを選ぶ作
業がより簡単になります。

イメージを比較しながらレートを設定するには：
1 ブラウザとビューアが表示されていることを確認します。

2 ブラウザで、最も良いと思われるイメージを選択します。

3 このイメージを「比較」イメージとして設定するには、「表示」＞「メインビューア」＞「比較」

と選択します（またはOption+Oキーを押します）。

比較イメージが、ビューアとブラウザに緑の枠線で囲まれて表示されます。次に選択するイメー

ジは、比較イメージのすぐ右側に白い枠線で囲まれて表示されます。別のイメージを比較イメー

ジと比較したい場合は、そのイメージを選択します。選択した候補イメージは、ビューア内で比

較イメージの右側に表示されます。

比較イメージには緑の枠線
が表示されます。

候補イメージには白い

枠線が表示されます。
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2 台目のディスプレイを使用していて、各イメージを別々のディスプレイに表示したい場合は、
「表示」＞「セカンダリビューア」＞「スパン」と選択します（またはOption＋Sキーを押します）。

4 以下のいずれかの操作を行って、比較イメージにレートを設定します：

Â「選択」のレートを割り当てるには：Option＋円（¥）キーを押します。
Â 比較イメージのレートを上げるには：Option＋プラス記号（+）キーを押します。
Â 比較イメージのレートを下げるには：Option＋マイナス記号（–）キーを押します。
比較イメージの上に、レートがオーバーレイとして表示されます。 

5 以下のいずれかの操作を行って、候補イメージにレートを設定します：

Â「選択」のレートを割り当てるには：円（¥）キーを押します。
Â イメージのレートを上げるには：プラス記号（+）キーを押します。
Â イメージのレートを下げるには：マイナス記号（–）キーを押します。
Â「不採用」のレートを割り当てるには：9 キーを押します。
候補イメージの上に、レートがオーバーレイとして表示されます。 

6 左矢印キーまたは右矢印キーを押すか、コントロールバーの「前のイメージへ」または「次のイ

メージへ」ボタンをクリックして、次の候補イメージに移動します。

新しく選択したイメージの方が良いと判断した場合、またはそのイメージに最も高いレートが設

定されている場合は、Returnキーを押すか「編集」＞「比較項目に設定」と選択することで、そ
のイメージを比較イメージに設定できます。さらに、別の候補イメージを確認してこのイメージ

と比較することで、このイメージが最も良いイメージであることを確定できます。

∏ ヒント：すばやく比較機能を切にするには、コマンド＋Return キーを押します。

新しい候補イメージが、

ブラウザに白い枠線で
囲まれて表示されます。
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特定のレートが設定されたイメージを表示するためのキーボード
ショートカット
特定のレベル以上のレートが設定されたイメージをすばやく表示するには、以下のキーボード

ショートカットを使用します。

キーボードショートカット 機能

レート設定されていないか、またはそれ以上のイメージを表示する

レートが1つ星以上のイメージを表示する

レートが2つ星以上のイメージを表示する

レートが3つ星以上のイメージを表示する

レートが4つ星以上のイメージを表示する

レートが5つ星（「選択」）のイメージを表示する

すべてを表示する

レートが設定されていないイメージのみを表示する

不採用のみを表示する

control @

control @1control

2control

3control

4control

5control

6control

7control

8control
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10 イメージにキーワードを適用する

イメージにキーワードを追加すると、イメージを整理しやすくなる
上、特定のイメージを簡単に見つけられるようになります。

この章では、イメージの定義と整理を簡単に行えるようにするために、キーワードをイメージに

追加してそれらのキーワードを使用する方法について説明します。

この章の内容：

Â キーワードの概要（244ページ）

Â イメージに適用されているキーワードを表示する（246ページ）

Â「キーワードHUD」を使用してキーワードを適用する（250ページ）

Â キーワードコントロールとキーワードプリセットを使用してキーワードを適用する

（257ページ）

Â「リフトとスタンプHUD」を使用してキーワードを適用する（262ページ）

Â「メタデータ」インスペクタを使用してキーワードを適用する（266ページ）

Â ライトテーブルのイメージにキーワードを適用する（267ページ）

Â イメージからキーワードを取り除く（267ページ）

Â キーワードリストを読み込む／書き出す（268ページ）
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キーワードの概要
キーワードは、イメージバージョンに割り当てられる説明的な語句で、メタデータとして保存さ

れます。たとえば、家族の肖像写真には、ポートレート、家族、父、母、娘、夫、妻、公園、顧
客の選択、購入済みなどのキーワードを含めることができます。

イメージに適用したキーワードは、ビューアおよびブラウザで表示できます。また、選択したイ

メージのキーワードを「メタデータ」インスペクタで表示することもできます。

「クエリーHUD」を使用すれば、キーワードに基づいてイメージをすばやく見つけることができ
ます。また、スマートアルバムを使用して、特定のキーワードが適用されたイメージを自動的に

集めることもできます。たとえば、「購入済み」という名前のスマートアルバムをライブラリレ

ベルに作成すれば、購入済みのキーワードが適用されたすべてのイメージを自動的に集めるアル
バムとなります。顧客がこれまでに購入したイメージをすぐに確認したいときは、その「購入済

み」スマートアルバムを開くだけで確認できます。

後で利用するときのことを考えて、イメージにキーワードを適用しておくこともできます。たと

えば、Web用というキーワードが適用されたイメージを集めるために、そのようなスマートWeb
ページアルバムを作成するとします。イメージを確認しながら、Web サイトに公開してもよい
と思われるイメージには、Web 用のキーワードを適用していきます。これで、Web 用のキー
ワードが適用されたすべてのイメージが、そのスマートWeb ページアルバムに集められます。
後になって、あるイメージをWebサイトで公開しないことにした場合は、いつでもキーワード
を取り除くことができます。キーワードを取り除くとすぐに、そのイメージはスマートWebペー
ジアルバムから取り除かれます。

イメージに割り当てられている
キーワード
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イメージをイメージライブラリに売る場合は、イメージに割り当てられたキーワードをIPTCデー
タとして書き出すことができます。書き出したキーワードは、それぞれ IPTC 互換のキーワード
フィールドとしてイメージファイルに埋め込まれます。イメージに適用するキーワードが多いほ

ど、見込み顧客がそのイメージを目にする可能性が高くなります。詳しくは、487ページの
第 17章「イメージを書き出す」を参照してください。

重要：キーワードをIPTCデータとして書き出す場合は、キーワードの長さが半角64文字を超え
ないようにしてください。それより長いキーワードは、ほかのIPTCエディタまたはオペレーティ
ングシステムで適切に表示されないことがあります。

キーワードは以下の方法で適用できます：

Â「キーワードHUD」を使用する

Â コントロールバーのキーワードコントロールとキーワードプリセットを使用する

Â「リフトとスタンプHUD」で「リフト」ツールと「スタンプ」ツールを使用する

キーワードコントロール

ツールストリップの「リフト」ツール

ツールストリップの

「スタンプ」ツール
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Â「メタデータ」インスペクタを使用する

イメージに適用されているキーワードを表示する
イメージバージョンに適用されているキーワードは、以下の領域に表示できます：

Â ブラウザまたはビューアでイメージ上またはイメージの下に表示されるオーバーレイ

Â「メタデータ」インスペクタ

Â ブラウザの「キーワード」列（ブラウザがリスト表示のとき）

ビューアおよびブラウザでキーワードを表示する
ブラウザやビューアで、イメージのキーワードを表示できます。キーワードは、イメージの下部

またはイメージの下に表示されるオーバーレイに表示されます。

ここにキーワードを

追加します。
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オーバーレイを使ってキーワードを表示するには：

1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メタデータ」＞「カスタマイズ」と選択します（またはコマンド＋Jキーを押します）。
Â「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデー
タ」をクリックします。

「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルが表示されます。

2 「ビューア」でキーワードを表示する場合は、「ビューア」チェックボックスを選択します。

3 「設定1」ポップアップメニューから「見出しとキーワード」を選択します。

4 「配置」ポップアップメニューから、イメージに関する情報を表示したい場所を指定します。

5 「ブラウザ」でキーワードを表示する場合は、「ブラウザ」チェックボックスを選択します。

6 「設定1」ポップアップメニューから「見出しとキーワード」を選択します。

7 「配置」ポップアップメニューから、イメージに関する情報を表示したい場所を指定します。

これで、イメージに割り当てられたキーワードを表示するように「Aperture」が設定されまし
た。オーバーレイの表示／非表示は、必要に応じて簡単に切り替えることができます。

「ビューア」チェック

ボックスが選択されて
いることを確認します。

情報を表示したい場所を

このポップアップメニュー
から選択します。

このポップアップメニューから
「見出しとキーワード」を選択
します。
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ビューアまたはブラウザでオーバーレイの表示／非表示を切り替えるには、以下のいずれかの
操作を行います：

m ビューアでオーバーレイの表示／非表示を切り替えるには：「表示」＞「メタデータ」＞
「ビューア」と選択します（またはY キーを押します）。

m ブラウザでオーバーレイの表示／非表示を切り替えるには：「表示」＞「メタデータ」＞「ブラ
ウザ」と選択します（またはUキーを押します）。

「メタデータ」インスペクタを使って特定のイメージのキーワードを表示する
「メタデータ」インスペクタおよび「インスペクタHUD」の「メタデータ」パネルには、選択し
たイメージに関連付けられているメタデータが表示されます。「メタデータ」インスペクタまた

は「インスペクタHUD」の「メタデータ」パネルを表示してからイメージを選択すると、その
イメージに割り当てられているキーワード（IPTC キーワードなど）を確認できます。

「メタデータ」インスペクタを使って特定のイメージのキーワードを表示するには：
1 必要に応じて、以下のいずれかの操作を行って「メタデータ」インスペクタを表示します：

Â「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択して（またはIキーを押して）、「メタデータ」
タブをクリックします。

Â ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックして、「メタデータ」タブをクリックします。

2 「メタデータ表示」ポップアップメニューから、キーワードが含まれるメタデータ表示（「一般」、
「見出しとキーワード」など）を選択します。 

3 ブラウザで、キーワードを表示するイメージを選択します。

選択したイメージに割り当てられているキーワードが、「メタデータ」インスペクタの「キーワー

ド」フィールドに表示されます。

指定した領域に見出しと
キーワードが表示されます。
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「インスペクタHUD」の「メタデータ」パネルを使って特定のイメージのキーワードを表示する
には：

1 必要に応じて、「ウインドウ」＞「インスペクタHUDを表示」と選択し（またはHキーを押し）、
「メタデータ」ボタンをクリックして、「インスペクタHUD」の「メタデータ」パネルを表示します。

2 「メタデータ表示」ポップアップメニューから、キーワードが含まれるメタデータ表示（「一般」、
「見出しとキーワード」など）を選択します。 

3 キーワードを表示するイメージを選択します。

選択したイメージに割り当てられているキーワードが、「インスペクタ HUD」の「メタデータ」
パネルの「キーワード」フィールドに表示されます。

「メタデータ表示」ポップ
アップメニューから、メタ

データ表示を選択します。
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ブラウザのリスト表示でキーワードを表示する
ブラウザをリスト表示に設定しているときは、イメージに割り当てられているキーワードが含ま

れる列を表示できます。

ブラウザの「キーワード」列にキーワードを表示するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メタデータ」＞「カスタマイズ」と選択します（またはコマンド＋Jキーを押します）。
Â「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデー
タ」をクリックします。

「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルが表示されます。

2 「リスト表示の欄」セクションで、必要に応じて「設定1」ボタンを選択し、「設定1」ポップアッ
プメニューから「見出しとキーワード」を選択します。

3 ブラウザをリスト表示に設定するには、「リスト表示」ボタンをクリックします（またはControl＋
Tキーを押します）。

ブラウザがグリッド表示からリスト表示に切り替わります。「キーワード」列に、各イメージの

キーワードが表示されます。

4 イメージに割り当てられているすべてのキーワードを表示したい場合は、「キーワード」列のヘッ

ダをドラッグしてサイズを変更します。

「キーワードHUD」を使用してキーワードを適用する
「キーワードHUD」では、さまざまな方法でイメージにキーワードを適用できます。「キーワード
HUD」には定義済みキーワードのライブラリが用意されていて、それらをブラウズしたり検索す
ることができます。また、独自のキーワードを追加したり、キーワードを取り除いたりすること

もできます。「キーワードHUD」は、追加したキーワードで自動的にアップデートされます。た
とえば、「メタデータ」インスペクタに新しいキーワードを入力すると、そのキーワードは「キー

ワードHUD」にも表示されます。たとえば、スペルや大文字と小文字を変更してキーワードを変
更すると、そのキーワードが割り当てられているすべてのイメージでそのキーワードがアップ

デートされます。

キーワードグループ

キーワードリスト
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「キーワードHUD」は、ブラウザのグリッド表示とリスト表示、ライトテーブル、およびフルス
クリーン表示で使用できます。また、ブック・レイアウト・エディタでブックアルバムを操作し

ているとき、およびWeb ページエディタでWebページアルバムやWeb ジャーナルアルバムを
操作しているときにも、「キーワードHUD」を使用できます。

「キーワードHUD」のコントロール
「キーワードHUD」には、次のコントロールがあります：

Â「閉じる」ボタン：「キーワードHUD」を閉じるときに、このボタンをクリックします。

Â 検索フィールド：テキストを入力すると、そのテキストに一致するキーワードが検索されま
す。フィールドの内容を消去するときは、「リセット」ボタン（X のボタン）をクリックします。

Â キーワードグループ：関連するキーワードの集まりです。いくつかのキーワードは「Aperture」
にあらかじめ定義されていますが、新しいグループを作成してそこにキーワードを追加するこ

ともできます。ほかのキーワードグループに含めることもできます。

Â 三角形の情報表示ボタン：キーワードグループに含まれるすべてのキーワードを表示するとき
は、そのグループの横にある三角形の情報表示ボタンをクリックします。

Â「ロック」ボタン：「キーワードHUD」が変更されないようにするときに、「ロック」ボタンを
クリックします。

Â「キーワードを追加」ボタン：「キーワードHUD」のキーワードライブラリにキーワードを追
加するときに、このボタンをクリックします。

Â「下位キーワードを追加」ボタン：キーワードグループにキーワードを追加する場合など、下
位キーワードを追加するときに、このボタンをクリックします。

Â「キーワードを取り除く」ボタン：選択した1つ以上のキーワードを取り除くときに、このボタ
ンをクリックします。

Â キーワードリスト： 「キーワードHUD」のキーワードライブラリに含まれるすべてのキーワー
ドが表示されます。

三角形の情報表示ボタン

「閉じる」ボタン

検索フィールド

キーワードグループ

「ロック」ボタン

「下位キーワードを追加」ボタン

キーワードリスト

「キーワードを取り除く」
ボタン

「キーワードを追加」ボタン
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「キーワードHUD」を使用してキーワードを適用する
「キーワードHUD」を使用すると、1つ以上のイメージにキーワードを簡単に適用できます。
ビューアまたはブラウザ内のいずれかのイメージまたは選択した複数のイメージに、キーワード

をドラッグするだけです。複数のイメージを選択しているときは、選択したすべてのイメージに

一度にキーワードを割り当てることができます。

「キーワードHUD」を使って1 つのキーワードを割り当てるには：
1 「キーワードHUD」を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「キーワードHUDを表示」と選択します（またはShift＋Hキーを押します）。
Â ツールバーの「キーワードHUD」ボタンをクリックします。
「キーワードHUD」が表示されます。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â ブラウザがグリッド表示の場合：「キーワードHUD」から、ビューアまたはブラウザ内のいず
れかのイメージまたは選択した複数のイメージに、キーワードまたはキーワードグループを

ドラッグします。

Â ブラウザがリスト表示の場合：「キーワードHUD」のキーワードをブラウザのリスト内の特定
のイメージにドラッグします。そのイメージの「キーワード」列にキーワードが表示されます。

参考：メタデータオプションの設定によっては、「キーワード」列が表示されていないことも
あります。詳しくは、250ページの「ブラウザのリスト表示でキーワードを表示する」を参
照してください。

Â「Aperture」がフルスクリーン表示に設定されている場合：「キーワードHUD」のキーワードま
たはキーワードグループを特定のイメージまたは選択した複数のイメージにドラッグします。

キーワードが、ドラッグ先の1 つまたは複数のイメージに適用されます。イメージに適用されて
いるキーワードを表示するには、246ページの「イメージに適用されているキーワードを表示す
る」を参照してください。

「キーワードHUD」から
キーワードをドラッグ

して...

...このイメージにドロップ
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「キーワードHUD」を使って複数のキーワードを適用するには：

1 「キーワードHUD」を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「キーワードHUDを表示」と選択します（またはShift＋Hキーを押します）。
Â ツールバーの「キーワードHUD」ボタンをクリックします。
「キーワードHUD」が表示されます。

2 適用したいキーワードを選択するには、以下のいずかの操作を行います：

Â



Shift キーを押したまま上矢印キーまたは下矢印キーを押して、いくつかのキーワードを選択
します。

Â


Shiftキーを押したまま、隣接しているキーワードをクリックします。

Â コマンドキーを押したまま、隣接していないキーワードをクリックします。

選択したキーワードがキーワードリストで強調表示されます。

3 「キーワードHUD」のキーワードを、ブラウザ、ビューア、またはフルスクリーン表示内の特定
のイメージまたは選択した複数のイメージにドラッグします。

キーワードが、ドラッグ先の1つまたは複数のイメージに割り当てられます。

キーワードをブラウズする／検索する
「キーワードHUD」で、特定のキーワードをブラウズまたは検索できます。

「キーワードHUD」を使ってキーワードを検索するには：
1 「キーワードHUD」を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「キーワードHUDを表示」と選択します（またはShift＋Hキーを押します）。
Â ツールバーの「キーワードHUD」ボタンをクリックします。
「キーワードHUD」が表示されます。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â 上方向または下方向にスクロールしてキーワードを確認してから、三角形の情報表示ボタンを

クリックしてキーワードグループに含まれるキーワードを展開します。

キーワードグループの横に
ある三角形の情報表示ボタ

ンをクリックすると、キー
ワードグループに含まれる

すべてのキーワードが表示
されます。





254 PartII写真編集



Â「キーワードHUD」の検索フィールドに、探しているキーワードを入力します。

キーワードリストがアップデートされて、入力したテキストと一致するキーワードがすべて表

示されます。

「キーワードHUD」にキーワードを追加する
「キーワードHUD」のキーワードライブラリに新しいキーワードを追加できます。

キーワードライブラリに新しいキーワードを追加するには： 
1 「キーワードHUD」を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「キーワードHUDを表示」と選択します（またはShift＋Hキーを押します）。
Â ツールバーの「キーワードHUD」ボタンをクリックします。
「キーワードHUD」が表示されます。

2 「キーワードを追加」ボタンをクリックします。

検索フィールドに
キーワードを入力します。

キーワードリストに、

名称未設定の新しい
キーワードが表示

されます。

新しいキーワードを追加
するときは、このボタンを

クリックします。
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3 新しいキーワードを入力して、Returnキーを押します。

キーワードグループにキーワードを追加するには：
1 「キーワードHUD」を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「キーワードHUDを表示」と選択します（またはShift＋Hキーを押します）。
Â ツールバーの「キーワードHUD」ボタンをクリックします。
「キーワードHUD」が表示されます。

2 キーワードを追加したいキーワードグループを選択します。 

3 「下位キーワードを追加」ボタンをクリックします。

4 新しいキーワードを入力して、Returnキーを押します。

選択したキーワードグループに新しいキーワードが表示され、キーワードグループの中でアル

ファベット順に並べ替えられます。

新しいキーワードグループを作成することもできます。たとえば、魚というキーワードをリスト
に追加した場合には、エンゼルフィッシュ、シイラ、マグロ、およびサメを魚キーワードの下に
追加して、イメージをより詳細に定義することができます。

新しいキーワードが
キーワードライブラリに

追加され、アルファベット
順に並べ替えられます。

キーワードグループに
キーワードを追加する

ときは、このボタンを
クリックします。

キーワードグループの
このリストに、名称未

設定の新しいキーワー
ドが表示されます。
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新しいキーワードグループを作成し、そこにキーワードを追加するには： 
1 「キーワードHUD」を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「キーワードHUDを表示」と選択します（またはShift＋Hキーを押します）。
Â ツールバーの「キーワードHUD」ボタンをクリックします。
「キーワードHUD」が表示されます。

2 「キーワードを追加」ボタンをクリックして、新しいキーワードグループの名前を入力します。

3 新しいキーワードグループの名前が選択されている状態で、「下位キーワードを追加」ボタンを

クリックし、キーワードを入力してから、Return キーを押します。

ここで追加したキーワードは、新しいグループの最初のキーワードになります。 

4 新しいグループにほかのキーワードを追加する場合は、「キーワードを追加」ボタンをクリック

し、キーワードを入力してから、Returnキーを押します。

「キーワードHUD」からキーワードを取り除く
「キーワードHUD」のキーワードライブラリにキーワードを追加した後に、特定のキーワードを
使わないことに決定したとします。そのような場合は、それらのキーワードを簡単な手順で取り

除くことができます。

キーワードライブラリから1つ以上のキーワードを取り除くには：
1 「キーワードHUD」で、取り除きたいキーワードを1つ以上選択します。

2 「キーワードを取り除く」ボタンをクリックします。

重要：キーワードライブラリからキーワードを取り除くと、そのキーワードがすでに割り当てら
れているイメージからそのキーワードが取り除かれます。

選択したキーワードが強調
表示されます。

キーワードを取り除くときは、

このボタンをクリックします。

選択したキーワードが
取り除かれます。

リスト内の次のキーワード
が自動的に選択されます。
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キーワードコントロールとキーワードプリセットを使用して
キーワードを適用する
キーワードを適用するときに、コントロールバーにあるキーワードコントロールを使用すること

もできます。新しいキーワードをイメージに適用する以外に、キーワードグループに含まれるプ

リセットキーワードを適用することもできます。

コントロールバーのキーボードコントロールについて
キーワードコントロールは、コントロールバーの右側にあり、通常はデフォルトで表示されます。

ただし、画面に十分な領域がない場合（たとえば、インスペクタを表示している場合など）には、

非表示になります。

コントロールバーにキーワードコントロールを表示するには：
1 「ウインドウ」＞「コントロールバーを表示」と選択します（またはDキーを押します）。

2 「ウインドウ」＞「キーワードコントロールを表示」と選択します（またはShift ＋Dキーを押し
ます）。

以下のキーワードコントロールが表示されます：

Â キーワードボタン：これらのボタンには、選択したキーワード・プリセット・グループ内のプ
リセットキーワードが表示されます。最初の8 個のキーワードが、キーボードのOptionキー
と数字キー（1～8）のキーボード・ショートカット・キーの組み合わせに割り当てられます。
選択したイメージにプリセットキーワードを追加するときは、キーボードのOption キーと数
字キー（テンキーではありません）を押すか、ボタンをクリックします。コントロールバーに

は、最大20個のキーワードボタンを表示できます。ボタンをクリックして適用されたキーワー
ドを取り除くときは、Shift ＋Option キーを押したままそのボタンに対応する数字キーを押
します。すべてのキーワードを取り除くには、Shift＋Option＋9キーを押します。

キーワードコントロール

キーワード・プリセット・

グループのポップアップ
メニュー

キーワードボタンに、1～8の
数字キーに割り当てられている
キーワードが表示されています

「キーワードを追加」フィールド
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Â「キーワードを追加」フィールド：選択したイメージに新しいキーワードを追加するときは、
このフィールドにキーワードを入力し、Return キーを押します。適用したキーワードを取り
除くときは、そのキーワードをもう一度入力し、Shiftキーを押したままReturnキーを押しま
す。「キーワードHUD」がロックされていると、「キーワードHUD」をロック解除してキー
ワードライブラリにキーワードを追加するか、イメージにキーワードを追加しないかの確認を

求められます。

Â キーワード・プリセット・グループのポップアップメニュー：表示したいキーワード・プリ
セット・グループを選択するときに、ここを使用します。グループ内の最初の8個のキーワー
ドが、Option キーと1 ～8の数字キーを組み合わせたキーボード・ショートカット・キーに
割り当てられます。

キーワードコントロールを使用してイメージにキーワードを適用する
イメージにプリセットキーワードを簡単に適用できます。

イメージにプリセットキーワードを適用するには：
1 キーワードを割り当てたいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「メタデータ」＞「キーワードを追加」と選択して、サブメニューから目的のキーワードを

選択します。

Â


Optionキーと1～8の数字キーを押して、最初の8個のキーワードのいずれかを割り当てます。

Â コントロールバーのキーワードボタンをクリックします。

キーワードライブラリに含まれていない新しいキーワードも簡単に適用できます。

キーワードコントロールを使って新しいキーワードを適用するには：
1 ブラウザで、1つの以上のイメージを選択します。

2 コントロールバーで、「キーワードを追加」フィールドに新しいキーワードを入力して、Return
キーを押します。

入力したキーワードが1つ以上のイメージに適用されます。

イメージに適用されているキーワードを表示するには、246ページの「イメージに適用されてい
るキーワードを表示する」を参照してください。

このフィールドにキーワードを
入力して、Returnキーを押します。

新しいキーワードを適用し
たいイメージを選択します。
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キーワード・プリセット・グループを選択する
「Aperture」には、関連のあるキーワードをまとめたグループが用意されており、これらを簡単
に選択して使用することができます。関連のあるキーワードのグループは、キーワード・プリ
セット・グループと呼ばれます。キーワード・プリセット・グループは、必要なときにいつでも
選択できます。また、よく使用するキーワードで構成される独自のキーワード・プリセット・グ

ループを作成することもできます。

キーワード・プリセット・グループを選択すると、コントロールバーのキーワードボタンにそれ

らのキーワードが割り当てられます。この方法を利用すれば、よく使用するキーワードをコント

ロールバーに簡単に設定できます。

キーワード・プリセット・グループを選択して、キーワードをイメージに適用するには：
1 ブラウザで、1つ以上のイメージを選択します。

2 キーワード・プリセット・グループのポップアップメニューからキーワード・プリセット・

グループを選択します。

コントロールバーのキーワードボタンが、選択したキーワード・プリセット・グループに応じて

アップデートされます。

3 キーワードボタンをクリックするか、キーボード上のOptionキーと数字キー（1～8）を押して、
選択したイメージにキーワードを適用します。

∏ ヒント：キーワード・プリセット・グループのポップアップメニューでカンマ（ ,）キーまたは
ピリオド（.）キーを押すことによって、キーワード・プリセット・グループをすばやく切り替
えることができます。

イメージに適用されているキーワードの表示方法については、246ページの「イメージに適用さ
れているキーワードを表示する」を参照してください。

使用したいキーワード・
プリセット・グループを

選択します。

キーワード・プリセット・

グループのポップアップ
メニューに、選択した

キーワード・プリセット・
グループが表示されています。

キーワードボタンの表示が、

選択したグループのキーワードに
置き換わります。
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キーワード・プリセット・グループを作成する
必要に応じて、新しいキーワード・プリセット・グループを作成できます。

キーワード・プリセット・グループを作成し、そこにキーワードを割り当てるには：
1 コントロールバーのキーワード・プリセット・グループのポップアップメニューから「ボタンを

編集」を選択します。



「ボタンセットの編集」ウインドウが表示されます。

左側の「名前」列に、既存のキーワード・プリセット・グループの一覧が表示されます。この列

でキーワード・プリセット・グループを選択すると、中央の「コンテンツ」列に、そのグループ

に含まれるキーワードが表示されます。「コンテンツ」列にキーワードを追加したり、そこから

キーワードを取り除いたりすることによって、キーワードを追加または削除します。「キーワー

ドライブラリ」列には、キーワードライブラリにある既存のキーワードの一覧が表示されます。

この一覧のキーワードを「コンテンツ」列にドラッグできます。また、「キーワードライブラリ」

列の下にあるコントロールを使って、キーワードライブラリにキーワードやキーワードグループ

を追加することもできます。

新しいキーワード・プリセット・

グループを追加するときは、
「ボタンを編集」を選択します。
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2 新しいキーワード・プリセット・グループを作成するには、「追加」（＋）ボタンをクリックします。

名称未設定のプリセットグループが「名前」列に追加されます。

3 新しいキーワード・プリセット・グループの名前を入力して、Return キーを押します。

4 「キーワードライブラリ」列のキーワードを「コンテンツ」列にドラッグします。

必要に応じて複数のキーワードを選択し、「コンテンツ」列に一度にドラッグできます。Shiftキー
を押したまま上矢印キーまたは下矢印キーを押して複数のキーワードを選択するか、Shift キー
を押したままクリックして隣接するキーワードを選択するか、またはコマンドキーを押したまま

クリックして隣接していないキーワードを選択します。

「キーワードを追加」ボタンをクリックして、「キーワードライブラリ」リストに新しいキーワー

ドを追加することもできます。その新しいキーワードを「コンテンツ」列にドラッグします。

名称未設定の新しいプリ
セットグループがこの

リストに表示されます。

キーワード・プリセット・

グループを追加するとき
は、「追加」ボタンを

クリックします。

「キーワードを追加」ボタン
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5 「コンテンツ」列でキーワードをドラッグして、好きな順番に並べ替えます。

最初の 8 個のキーワードが、キーボードのOption キーと数字キー（1 ～8）のキーボード・
ショートカット・キーの組み合わせに割り当てられます。列からキーワードを取り除くときは、

そのキーワードを選択して、Deleteキーを押すか、列の下にある「削除」（－）ボタンをクリッ
クします。

6 キーワードの並べ替えが終了したら、「OK」をクリックします。

新しいキーワード・プリセット・グループがキーワード・プリセット・グループのポップアップ

メニューに表示されます。

キーワード・プリセット・グループに含まれるキーワードが8 個より少ない場合、キーワード
が割り当てられていないキーは無効になります。

「リフトとスタンプHUD」を使用してキーワードを適用する
複数のイメージに同じキーワードを適用したい場合は、「リフト」ツールと「スタンプ」ツール

を使って、1つのイメージに含まれるすべてまたは一部のキーワードを別のイメージに簡単に適
用できます。「リフト」ツールと「スタンプ」ツールを使用すると、キーワードやその他のタイ

プのメタデータ（レートなど）を多数のイメージに効率的に適用できます。「リフト」ツールと

「スタンプ」ツールでは、イメージに加えられたトリミング、傾き補正、露出変更などの調整を

適用することもできます。「リフト」ツールと「スタンプ」ツールを使って調整を適用する方法

について詳しくは、335ページの「イメージのグループに調整を適用する」を参照してください。

「リフト」ツールと「スタンプ」ツールには、対応するHUDがあります。ブラウザ、ビューア、
またはライトテーブルで使用できるほか、フルスクリーン表示で使用することもできます。

イメージに適用されているすべてのキーワードをリフトして、別の1つ以上のイメージにスタン
プするには：

1 イメージをクリックします。

2 「リフト」ツールを選択します（またはOキーを押します）。

ツールストリップの「リフト」ツール

ツールストリップの
「スタンプ」ツール
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「リフトとスタンプHUD」が表示されます。

適用されている調整、レート、キーワードなど、イメージのすべてのメタデータが「リフトとス

タンプHUD」に表示されます。

3 「キーワード」以外のメタデータチェックボックスの選択を解除するか、またはHUDで項目を
選択し、Deleteキーを押して削除します。

4



HUD からキーワードを適用するには、キーワードを割り当てたいイメージをクリックしてから、
「スタンプ」ツールを選択します。

参考：Shiftキーを押したままクリックすると、複数のイメージにスタンプできます。

最初に選択したイメージのキーワードが、次に選択した1つ以上のイメージに適用されます。

キーワードをリフトし、選択した複数のイメージに一度に適用することもできます。

選択したイメージの
すべての情報がここに表示

されます。

「キーワード」チェック
ボックスだけが選択されて

いることを確認します。
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「リフトとスタンプHUD」を使って、選択した複数のイメージに一度にキーワードをスタンプ
するには：

1 イメージを選択します。

2 「リフト」ツールを選択します（またはOキーを押します）。

「リフトとスタンプHUD」が開き、適用されている調整、レート、キーワードなど、イメージの
すべてのメタデータが表示されます。

3 「リフトとスタンプHUD」で、メタデータのチェックボックスのうち、「キーワード」以外のチェッ
クボックスの選択を解除します。

4 キーワードを適用したいイメージを選択します。

5 「選択したイメージにスタンプ」ボタンをクリックします。

1つのイメージのすべてのキーワードをコピーして別のキーワードにペーストすることは、実際
にはあまりありません。このため、適用するキーワードを選択して別のイメージにスタンプする

方法も利用できます。

選択したキーワードだけを1つ以上のイメージにスタンプするには：
1 イメージを選択します。

2 「リフト」ツールを選択します（またはOキーを押します）。

「リフトとスタンプHUD」が表示されます。

3 「リフトとスタンプ HUD」で、イメージ情報のチェックボックスのうち、「キーワード」以外の
チェックボックスの選択を解除します。

4 「キーワード」の三角形の情報表示ボタンをクリックして、選択したイメージのキーワードを
表示します。

5 別のイメージにスタンプしたくないキーワードがある場合は、各キーワードをリストで選択し、
Deleteキーを押して取り除きます。

三角形の情報表示ボタンを

クリックすると、選択した
イメージに適用されている

すべてのキーワードが表示
されます。

スタンプしたくない

キーワードを選択して、
Deleteキーを押します。
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6 イメージを1つ以上選択してから、「スタンプ」ツールを選択してキーワードを適用します。

選択した1つ以上のイメージに、選択したキーワードだけが適用されます。

キーボードショートカットを使って、1つのイメージから別のイメージに、キーワードおよびそ
の他すべてのメタデータと調整をすばやくリフトしてスタンプできます。

イメージのメタデータをすばやくリフトしてスタンプするには：
1 イメージを選択してから、コマンドキーとShiftキーを押したままCキーを押して、イメージから
メタデータをリフトします。

2



1つ以上のイメージを選択してから、コマンドキーとShiftキーを押したままVキーを押して、選
択したイメージにメタデータをスタンプします。

あるRAWイメージの「RAW微調整」パラメータ値をリフトして別のイメージにスタンプするこ
ともできます。「RAW微調整」の調整は、リフトとスタンプ操作にデフォルトで組み込まれてい
ます。「RAW微調整」の調整をリフトしてスタンプしたくない場合は、「リフトとスタンプHUD」
でその選択を解除する必要があります。

リフトとスタンプ操作から「RAW微調整」の調整を除外するには：
1 コピーしたい調整、メタデータ、またはキーワードを含むRAWイメージをクリックします。

「リフトとスタンプHUD」が表示され、イメージに適用される「RAW微調整」パラメータ値、調
整、IPTCメタデータ、およびキーワードが示されます。

2 「リフト」ツールを選択します（またはOキーを押します）。

3 「RAW 微調整」チェックボックスの選択を解除して、イメージの間で「RAW微調整」パラメータ
値がコピーされないようにします。

4 イメージを1つ以上選択してから、「スタンプ」ツールを選択して調整、キーワード、およびメタ
データを適用します。

最初のイメージからコピーした調整とメタデータが、選択したイメージに適用されます。「RAW
微調整」パラメータ値は、選択したイメージに適用されません。「RAW 微調整」について詳し

くは、351ページの「「RAW 微調整」コントロールを使用する」を参照してください。

「 RAW微調整」
チェックボックスの
選択を解除します。
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「メタデータ」インスペクタを使用してキーワードを適用する
イメージを選択しているときに、「メタデータ」インスペクタを使ってそのイメージのキーワー

ドを表示し、必要に応じて新しいキーワードを追加できます。

「メタデータ」インスペクタを使ってキーワードを適用するには：
1 イメージを選択します。

2 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択して（またはI キーを押して）、「メタデータ」を
クリックします。

3 「メタデータ」インスペクタの下部にある「キーワード」ボタンをクリックします。

イメージのキーワードの一覧が表示されます。

4 キーワードを追加するには、「キーワードを追加」フィールドにキーワードを入力し、「追加」（＋）

ボタンをクリックします。

ここにキーワードを入力し、
「追加」ボタンをクリック

します。
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ライトテーブルのイメージにキーワードを適用する
ライトテーブルでは、選択したイメージを自由に並べ替えることができます。イメージをグルー

プにまとめてから、それらのグループにキーワードを一度に適用することもできます。たとえば、

結婚式の写真から精選した写真で構成されるライト・テーブル・アルバムを作成する場合に、写

真に写っている式次第に基づいてイメージをまとめることができます。グループにまとめたら、

準備、結婚式、写真撮影、披露宴など、適切なキーワードを適用していきます。

ライトテーブルのイメージグループにキーワードを適用するには： 
1 「プロジェクト」インスペクタでライト・テーブル・アルバムを選択します。

2 ツールバーの「キーワードHUD」ボタンをクリックします（またはShift＋Hキーを押します）。

3 ライトテーブルまたはブラウザで、キーワードを割り当てたいイメージグループを選択します。

4 「キーワードHUD」にある適切なキーワードを、選択したイメージにドラッグします。

選択したイメージにキーワードが一度に適用されます。

ライトテーブルの使いかたについて詳しくは、523ページの第 19章「ライトテーブルを使用す
る」を参照してください。

イメージからキーワードを取り除く
必要に応じて、イメージに適用したすべてのキーワードを取り除くことができます。

イメージからすべてのキーワードを取り除くには：
1 イメージを選択します。

2 「メタデータ」＞「キーワードを取り除く」＞「すべてのキーワードを取り除く」と選択します
（またはShift＋Option＋9 キーを押します）。

「メタデータ」インスペクタで特定のキーワードを取り除くことによって、イメージからキーワー

ドを取り除くこともできます。

「メタデータ」インスペクタを使って特定のキーワードを取り除くには：
1 「メタデータ」インスペクタが表示されていない場合は、ツールバーの「インスペクタ」ボタン
をクリックして、「メタデータ」をクリックします。

2 「メタデータ」インスペクタの下部にある「キーワード」ボタンをクリックして、イメージに割
り当てられているキーワードを表示します。

3 取り除きたいキーワードの横にある「削除」（－）ボタンをクリックします。

コントロールバーのキーワードコントロールを使って、選択したイメージからキーワードを個別
に取り除くこともできます。
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コントロールバーのキーワードコントロールを使って1つ以上のイメージからキーワードを個別
に取り除くには：

1


1つ以上のイメージを選択します。

2 コントロールバーで、「キーワードを追加」フィールドに取り除きたいキーワードを入力して、
Shiftキーを押したままReturnキーを押します。

選択したイメージからキーワードが取り除かれます。コントロールバーの使いかたについて詳し

くは、257ページの「キーワードコントロールとキーワードプリセットを使用してキーワードを
適用する」を参照してください。

キーワードリストを読み込む／書き出す
キーワードリストの読み込みと書き出しを行って、キーワードリストをほかのApertureユーザと
共有したり、ほかの Aperture システムに転送したりできます。また、特定のプロジェクト用の
キーワードリストを作成し、必要に応じて読み込むこともできます。キーワードリストを書き出

すと、単純なタブ区切りのテキストファイル（.txt）にすべてのキーワードが書き出されます。タ
ブ区切りのリストは、「キーワードHUD」での階層構造を反映した階層構造になります。

キーワードリストを書き出すには：
1 「キーワードHUD」で、「書き出す」ボタンをクリックします。

2 表示されるダイアログで、キーワードリストの名前を指定し、保存先を選択して、「保存」を

クリックします。

選択した場所に、キーワードリストがテキストファイル（.txt）として保存されます。

キーワードリストを書き出した後で、そのファイルを別のApertureシステムに転送して読み込
むことができます。また、「テキストエディット」など、ほかのアプリケーションを使って、キー

ワードリストを手動で作成または編集することもできます。リストは、タブ区切りのテキスト

ファイル構造になっていれば、「Aperture」に読み込むことができます。

キーワードリストを読み込むには：
1 「キーワードHUD」で、「読み込む」ボタンをクリックします。

2 表示されるダイアログで、キーワードリストのファイルを選択し、「開く」をクリックします。

「キーワードHUD」がアップデートされて、読み込んだキーワードリストに含まれる新しい
キーワードがすべて取り込まれます。
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11 メタデータを操作する

バージョン名、見出し、レート、キーワード、IPTC 情報など、さま
ざまな組み合わせのメタデータをイメージと一緒に表示できます。

この章では、「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルを使って、イメージのメタデータ

の表示を設定する方法について説明します。また、「メタデータ」インスペクタを使って、選択

したイメージのメタデータを表示および変更する方法と、独自のメタデータセットを作成して表

示する方法についても説明します。さらに、イメージに変更を加えたときにイメージ上に表示さ

れるアイコン（バッジと呼ばれます）についても説明します。

この章の内容：

Â メタデータ、メタデータ表示、およびメタデータプリセットの概要（270ページ）

Â イメージと一緒にメタデータを表示する（273ページ）

Â メタデータの表示／非表示を切り替える（277ページ）

Â「メタデータ」インスペクタおよび「インスペクタHUD」でメタデータを表示する／変更する
（278ページ）

Â 自動入力エディタを操作する（279ページ）

Â メタデータ表示を操作する（281ページ）

Â メタデータプリセットを操作する（284ページ）

Â メタデータを一括変更する（288ページ）

Â


IPTCメタデータの詳細情報（289ページ）

Â バッジオーバーレイについて理解する（290ページ）

Â イメージの日時を調整する（293ページ）
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メタデータ、メタデータ表示、およびメタデータプリセットの概要
ビューアとブラウザ、およびフルスクリーン表示では、イメージと一緒にさまざまな組み合わせ

のメタデータを表示できます。「Aperture」には、表示できる情報の組み合わせがそれぞれ異な
る、多数のメタデータ表示が用意されています。たとえば、基本メタデータ表示を選択した場合

は、イメージのバージョン名と見出しが表示されます。拡張メタデータ表示を選択した場合は、

イメージのレート、バッジ、絞りの設定、シャッター速度、露出補正、焦点距離、見出し、キー

ワード、バージョン名、ISO 感度レート、ファイルサイズ、およびマスターの場所を表示できま
す。また、独自のメタデータ表示を作成することもできます。

表示したいメタデータ表示は、「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルで選択します。

ビューア、ブラウザのグリッド表示とフィルムストリップ表示、およびブラウザのリスト表示用

に、それぞれ異なるメタデータ表示を選択できます。表示されているメタデータの種類が分かり

やすいように、メタデータと一緒にラベルを表示することもできます。

イメージの上にポインタを置いたときに、イメージツールチップと呼ばれるポップアップ・テキ
スト・ボックスにイメージに関する情報を表示できます。イメージツールチップの表示／非表示

は、「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルで切り替えることができます。ツールチッ

プには、イメージが管理されたイメージか参照イメージかを表示することもできます。イメージ

ツールチップに表示されるメタデータの組み合わせを指定するために、メタデータ表示を選択す

ることができます。

選択したイメージのメタデータは、「メタデータ」インスペクタおよび「インスペクタHUD」の
「メタデータ」パネルで確認できます。

ブラウザのメタデータ

表示設定

ビューアのメタデータ
表示設定

イメージツールチップの設定

フルスクリーン表示のメタデータの表示について
ビューアのメタデータ表示に関する選択は、フルスクリーン表示でイメージと一緒に表示される

メタデータにも反映されます。ブラウザのグリッド表示のメタデータ表示に関する選択は、フル

スクリーン表示のフィルムストリップでイメージサムネールと一緒に表示されるメタデータに反

映されます。
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「メタデータ」インスペクタを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

m 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択して（またはI キーを押して）、「メタデータ」タ
ブをクリックします。

m ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックして、「メタデータ」タブをクリックします。

「メタデータ」インスペクタに表示されるメタデータの組み合わせは、「メタデータ表示」ポップ

アップメニューからメタデータ表示を選択することによって変更できます。編集可能なメタデー

タ項目を変更することもできます。インスペクタの下部にあるボタンをクリックすると、そのボ

タンの種類のメタデータが表示されます。

「メタデータ」ポップアップ
メニューを使って、メタデー

タ表示を編集したり並べ替え
たりします。

イメージのメタデータの一部を

表示するには、該当するボタン
をクリックします。

「メタデータ」
インスペクタ

「メタデータ表示」
ポップアップメニュー

から、メタデータ表示
を選択します。
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「インスペクタHUD」の「メタデータ」パネルを表示するには：
m 「ウインドウ」＞「インスペクタHUDを表示」と選択して（またはHキーを押して）、「メタデー
タ」をクリックします。

イメージに適用したい実際のメタデータをメタデータ表示のフィールドに追加し、メタデータプ

リセットとして保存することもできます。こうすると、「一括変更」ダイアログを使ってイメージ

を読み込んだり変更したりするときに、そのメタデータプリセットを使用してメタデータの組み

合わせをイメージに適用できます。たとえば、サービスの1 つで常に必要なメタデータの特定の
組み合わせがある場合、そのサービス専用のメタデータプリセットを作成できます。こうすると、

そのサービス用のイメージを読み込んだり、そのサービスに送信するイメージを準備したりする

ときはいつでも、作成したプリセットを使って必要なメタデータを適用することができます。

「メタデータ」インスペクタの「メタデータアクション」ポップアップメニューを使用して、独

自のメタデータ表示とメタデータプリセットを作成して管理することができます。
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イメージと一緒にメタデータを表示する
ビューアやブラウザでイメージと一緒に表示するメタデータ、およびイメージツールチップに表

示するメタデータを指定するときは、「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルを使用し

ます。ビューアとブラウザについては、表示するメタデータ表示のほかに、代わりに表示するメ

タデータ表示を選択できます。これらの表示は、キーボードショートカットを押すだけで簡単に

切り替えることができます。

また、「配置」ポップアップメニューを使って、情報をイメージ上に表示するかイメージの下に

表示するかを選択することもできます。

メタデータ表示の中には、ビューア、ブラウザのグリッド表示、リスト表示、またはイメージ

ツールチップで情報を表示するために、特に設計されているものもあります。次の表は、選択で

きるメタデータ表示と各表示で表示される情報の一覧です。

ビューアでメタデータを

表示するには、この
チェックボックスを

選択します。

ブラウザでメタデータを
表示するには、この

チェックボックスを
選択します。

イメージツールチップを

表示するには、この
チェックボックスを

選択します。

メタデータ表示の名前 表示される情報

すべてのIPTC すべてのIPTCフィールド

一般 レート、バッジ、見出し、バージョン名、イメージの日付、絞り、シャッ

ター速度、露出補正、ISO 感度レート、焦点距離（35mm）、焦点距離、ピ
クセルサイズ、ファイル名、ファイルサイズ、クレジット、コピーライト情

報、オブジェクト名、カメラ機種、プロジェクト（マスターの場所）、キー
ワード

名前のみ バージョン名

見出しのみ 見出し

名前とレート バージョン名、レート、バッジ

名前と見出し バージョン名、見出し

レート レート、バッジ

見出しとキーワード バージョン名、見出し、キーワード

見出しとクレジット バージョン名、著者、クレジット、見出し、コピーライト情報

ファイル情報 バージョン名、ファイル名、ファイルサイズ、ピクセルサイズ、カラーモ

デル、イメージの日付、バッジ
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写真の情報–EXIF バージョン名、イメージの日付、カメラ機種、ピクセルサイズ、絞り、シャッ

ター速度、露出補正、焦点距離（35mm）、焦点距離、ISO感度レート

EXIF-拡張 バージョン名、イメージの日付、カメラメーカー、カメラ機種、ピクセル

サイズ、絞り、シャッター速度、露出補正、焦点距離（35mm）、焦点距離、
ISO感度レート、アスペクト比、方向、階調、色空間、露出モード、フラッ
シュ、シリアル番号、レンズ最小（mm）、最大レンズ絞り、レンズ最大
（mm）、カラーモデル、プロファイル名、バッジ

IPTC-基本 バージョン名、見出し、キーワード、クレジット、コピーライト情報、
オブジェクト名

IPTC-拡張 バージョン名、見出し、クレジット、コピーライト情報、オブジェクト名、
都市、県／州、国名、特別指示、署名、カテゴリ、作成日、大見出し、ソー

ス、キーワード

グリッド表示-基本 バッジ、レート

グリッド表示-拡張 バッジ、レート、バージョン名

ビューア-基本 バッジ、レート

ビューア-拡張 レート、バッジ、絞り、シャッター速度、露出補正、焦点距離（35mm）、
焦点距離、見出し、キーワード、バージョン名、イメージの日付、ISO感度
レート、ファイルサイズ、マスターの場所

リスト-基本 バージョン名、バッジ、レート、イメージの日付、絞り、シャッター速度、

露出補正、ISO感度レート、焦点距離（35mm）、焦点距離、ピクセルサイ
ズ、方向、アスペクト比、ファイル名、ファイルサイズ、カメラ機種、読

み込みセッション、プロジェクト（マスターの場所）

リスト-拡張 バージョン名、バッジ、レート、イメージの日付、見出し、キーワード、

クレジット、コピーライト情報、オブジェクト名、ファイル名、ファイルサ
イズ、カメラ機種、読み込みセッション、プロジェクト（マスターの場所）、
絞り、シャッター速度、露出補正、ISO 感度レート、焦点距離（35mm）、
焦点距離、ピクセルサイズ

ツールチップ バージョン名、ファイル名、イメージの日付、見出し、キーワード、絞り、

シャッター速度、露出補正、焦点距離、ISO感度レート、焦点距離（35mm）、
焦点距離、ピクセルサイズ、カメラメーカー、カメラ機種、レート

メタデータ表示の名前 表示される情報
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ビューアでメタデータをどのように表示するかを設定するには：

1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メタデータ」＞「カスタマイズ」と選択します（またはコマンド＋Jキーを押します）。
Â「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデー
タ」をクリックします。

2 「ビューア」チェックボックスを選択します。

3 「ビューア」領域の「設定1」ポップアップメニューから、目的のメタデータ表示を選択します。
「設定2」ポップアップメニューから、候補のメタデータ表示を選択します。

4 「配置」ポップアップメニューから、メタデータをイメージから見てどの位置に表示するかを
選択します。

5 メタデータ項目と一緒にラベルを表示する場合は、「ラベルを表示」チェックボックスを選択し

ます。

6 「設定1」または「設定2」ボタンをクリックして、使用したいセットを指定します。

7 「環境設定」ウインドウを閉じます。

ビューアでメタデータを
表示するには、この

チェックボックスを
選択します。
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ブラウザのグリッド表示でメタデータをどのように表示するかを設定するには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メタデータ」＞「カスタマイズ」と選択します（またはコマンド＋Jキーを押します）。
Â「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデー
タ」をクリックします。

2 「ブラウザ」チェックボックスを選択します。

3 「ブラウザ」領域の「設定1」ポップアップメニューから、目的のメタデータ表示を選択します。
「設定2」ポップアップメニューから、候補のメタデータ表示を選択します。

4 「配置」ポップアップメニューから、メタデータをイメージから見てどの位置に表示するかを
選択します。

5 メタデータ項目と一緒にラベルを表示する場合は、「ラベルを表示」チェックボックスを選択

します。

6 「設定1」または「設定2」ボタンをクリックして、使用したいセットを指定します。

7 「環境設定」ウインドウを閉じます。

ブラウザのリスト表示用のメタデータ表示を選択すると、そのメタデータ表示によって、表示さ

れる列数が決まります。メタデータ表示に含まれる各メタデータ項目が、リスト表示の列になり

ます。

ブラウザのリスト表示でメタデータをどのように表示するかを設定するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メタデータ」＞「カスタマイズ」と選択します（またはコマンド＋Jキーを押します）。
Â「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「メタデータ」をクリックします。

2 「ブラウザ」チェックボックスを選択します。

3 「リスト表示の欄」領域の「設定1」ポップアップメニューから、目的のメタデータ表示を選択し
ます。「設定2」ポップアップメニューから、候補のメタデータ表示を選択します。

4 「設定1」または「設定2」ボタンをクリックして、使用したいセットを指定します。

5 「環境設定」ウインドウを閉じます。

イメージツールチップでメタデータをどのように表示するかを設定するには、以下のいずれかの
操作を行います：

m 「表示」＞「メタデータ」＞「イメージツールチップ」と選択します（またはTキーを押します）。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデータ」
をクリックします。それから「イメージツールチップ」チェックボックスを選択して、「設定」

ポップアップメニューから目的のメタデータ表示を選択します。
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メタデータの表示／非表示を切り替える
メタデータ表示を選択した後で、メタデータの表示／非表示を切り替えたり、メタデータ表示を

切り替えたりできます。

ビューアでメタデータを表示するかどうかを切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「メタデータ」＞「ビューア」と選択します（またはYキーを押します）。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデータ」
をクリックし、それから「ビューア」チェックボックスを選択または選択解除します。

ビューアのメタデータ表示を切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「メタデータ」＞「ビューア設定を変更」と選択します（またはShift＋Yキーを押します）。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデータ」
をクリックし、それから「ビューア」領域の「設定1」または「設定2」ボタンを選択します。

ブラウザのグリッド表示でメタデータを表示するかどうかを切り替えるには、以下のいずれかの
操作を行います：

m 「表示」＞「メタデータ」＞「ブラウザ」と選択します（またはUキーを押します）。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデータ」
をクリックし、それから「ブラウザ」チェックボックスを選択または選択解除します。

ブラウザのメタデータ表示を切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「メタデータオーバーレイ」＞「ブラウザ設定を変更」と選択します（またはShift ＋

Uキーを押します）。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデータ」
をクリックし、それから「グリッド表示」または「リスト表示の欄」領域の「設定 1」または
「設定2」ボタンを選択します。

イメージツールチップを表示するかどうかを切り替えるには、以下のいずれかの操作を
行います：

m 「表示」＞「メタデータ」＞「イメージツールチップ」と選択します（またはTキーを押します）。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデータ」
をクリックし、それから「イメージツールチップ」チェックボックスを選択または選択解除します。
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「メタデータ」インスペクタおよび「インスペクタHUD」で
メタデータを表示する／変更する
選択したイメージのメタデータは、「メタデータ」インスペクタおよび「インスペクタHUD」の
「メタデータ」パネルで表示または変更できます。選択したイメージのメタデータは、テキスト

フィールドに表示されます。「メタデータ」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「メタ
データ」パネルに表示されるメタデータのカテゴリは、「メタデータ表示」ポップアップメニュー

からメタデータ表示を選択することによって変更できます。インスペクタの下部にあるボタンを

クリックすれば、キーワード、EXIF 情報、IPTC 情報、指定したその他さまざまなメタデータ、
およびバックアップ作成先情報も表示できます（「メタデータ」インスペクタのみ）。

イメージのメタデータの一部を
表示するには、該当するボタン

をクリックします（「メタデー
タ」インスペクタのみ）。

「メタデータ表示」

ポップアップメニュー
から、メタデータ表示

を選択します。
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「メタデータ」インスペクタと「インスペクタHUD」でメタデータを表示および変更するには：

1 イメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「メタデータ」インスペクタを表示するには：ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリッ
クして（またはI キーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

Â「インスペクタ HUD」の「メタデータ」パネルを表示するには：「ウインドウ」＞「インスペ
クタHUDを表示」と選択して（またはHキーを押して）、「メタデータ」をクリックします。

3 「メタデータ表示」ポップアップメニューから、メタデータ表示を選択します。

4 テキストフィールドが編集可能な場合に、そのメタデータを変更するには、そのテキストフィー

ルドをクリックして選択してから、必要なテキストを入力します。

自動入力エディタを操作する
「メタデータ」インスペクタのフィールドにメタデータを入力していくと、以前に入力したエン

トリーが「Aperture」によって確認され、一致するものがあれば入力が自動的に補完されます。
たとえば、前に風景というキーワードを使用し、再度風景の最初の文字を入力すると、自動的に
風景がフィールドに入力されます。自動入力エディタを使用して、自動的に入力されるメタデー
タのリストを設定および変更できます。フィールドには最大 20 のエントリーを入力できます。
エントリーの入力時にスペルミスをした場合でも、自動入力エディタを使ってミスを訂正するこ

とで、常に正しいスペルが表示されるようにできます。

「メタデータ表示」ポップ
アップメニューから、メタ

データ表示を選択します。
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自動入力エディタの自動入力エントリーを設定するには：
1 「メタデータ」＞「自動入力リストを編集」と選択します。

2 リストを編集するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â エントリーを追加するには：変更したいメタデータタイプを選択し、「追加」（＋）ボタンをク
リックして、目的のテキストを入力します。

Â エントリーを変更するには：操作したいメタデータタイプの三角形の情報表示ボタンをクリッ
クしてエントリーを表示し、変更したいエントリーをダブルクリックします。新しいテキスト

を入力します。

Â エントリーを削除するには：操作したいメタデータタイプの三角形の情報表示ボタンをクリッ
クしてエントリーを表示します。削除したいエントリーを選択して、「削除」（－）ボタンをク

リックします。

3 「保存」をクリックします。
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メタデータ表示を操作する
イメージと一緒に表示されるメタデータの組み合わせを独自に作成できます。これは、メタデー
タ表示と呼ばれます。「Aperture」に付属のメタデータ表示は変更できます。

「メタデータ」インスペクタを使って、次の操作ができます：

Â 新しいメタデータ表示を作成する

Â 既存のメタデータ表示を変更する

Â ポップアップメニュー内のメタデータ表示の順序を並べ替える

Â メタデータ表示の名前を変更する

Â メタデータ表示を複製する

Â メタデータ表示を削除する

メタデータを表示に記録してメタデータプリセットとして保存することにより、メタデータの組

み合わせをイメージに適用することもできます。メタデータプリセットの作成と使用について詳

しくは、284ページの「メタデータプリセットを操作する」を参照してください。

新しいメタデータ表示を作成する
異なる組み合わせのメタデータを表示するために、新しいメタデータ表示を作成できます。

「Aperture」に用意されているメタデータカテゴリに加えて、新しい種類のメタデータをメタデー
タ表示に追加することもできます。

新しいメタデータ表示を作成するには：
1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 メタデータアクションのポップアップメニューから「新規表示」を選択します。

3 表示されるダイアログで、新しいメタデータ表示の名前を入力して、「OK」をクリックします。

「メタデータ」インスペクタに空の領域が表示され、そこにメタデータのカテゴリを追加できます。
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4 メタデータ表示にメタデータカテゴリを追加するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â メタデータ表示にキーワードフィールドを追加するには：「キーワード」ボタンをクリックし、
「概要に含む」チェックボックスを選択します。

Â メタデータ表示に EXIF フィールドを追加するには：「EXIF」ボタンをクリックし、目的のEXIF
フィールドのチェックボックスを選択します。

Â メタデータ表示に IPTC フィールドを追加するには：「IPTC」ボタンをクリックし、目的のIPTC
フィールドのチェックボックスを選択します。

Â メタデータ表示にその他のフィールドを追加するには：「その他」ボタンをクリックし、目的
のフィールドのチェックボックスを選択します。また、「新規カスタムメタデータ」フィール

ドと「メタデータの値」フィールドにテキストを入力してから、「追加」（＋）ボタンをクリッ

クすることで、新しいメタデータフィールドを作成することもできます。新しいメタデータ

フィールドがリストに表示されたら、そのチェックボックスを選択してメタデータ表示に追加

できます。

参考：作成した新しいメタデータフィールドは、特定のメタデータ表示には関連付けられてい
ません。新しいメタデータフィールドを作成したメタデータ表示を削除しても、そのフィール

ドは「Aperture」から削除されません。

Â イメージのバックアップがボールトに作成されたときの保存先と日時に関する情報をメタ
データ表示に追加するには：「アーカイブ」ボタンをクリックし、「概要に含む」チェックボッ
クスを選択します。

メタデータカテゴリの横にある「削除」（－）ボタンをクリックすることによって、メタデータ

カテゴリを取り除くことができます。

既存のメタデータ表示を変更する
メタデータ表示に表示されるメタデータの組み合わせを変更できます。メタデータカテゴリを追

加または削除するか、新しいカテゴリを作成することができます。

メタデータ表示を変更するには：
1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 「メタデータ」ポップアップメニューから、変更したいメタデータ表示を選択します。

3 メタデータアクションのポップアップメニューから、変更したい表示の「編集」コマンドを選択

します。

これで、このメタデータ表示で表示されるメタデータフィールドを変更できます。
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4 メタデータ表示に表示されるメタデータのカテゴリを追加または削除するには、以下のいずれか

の操作を行います：

Â キーワードフィールドを追加または削除するには：「キーワード」ボタンをクリックし、「概要
に含む」チェックボックスを選択または選択解除します。

Â EXIF フィールドを追加または削除するには：「EXIF」ボタンをクリックし、追加または削除し
たいEXIF フィールドのチェックボックスを選択または選択解除します。

Â IPTC フィールドを追加または削除するには：「IPTC」ボタンをクリックし、追加または削除し
たいIPTCフィールドのチェックボックスを選択または選択解除します。

Â その他のフィールドを追加または削除するには：「その他」ボタンをクリックし、追加または
削除したいフィールドのチェックボックスを選択または選択解除します。また、「新規カスタ

ムメタデータ」フィールドと「メタデータの値」フィールドにテキストを入力してから、「追

加」（＋）ボタンをクリックすることで、新しいメタデータフィールドを作成することもでき

ます。新しいメタデータフィールドが「名前」リストに表示されたら、そのチェックボックス

を選択してメタデータ表示に追加できます。

Â イメージのバックアップがボールトに作成されたときの保存先と日時に関する情報を追加また
は削除するには：「アーカイブ」ボタンをクリックし、「概要に含む」チェックボックスを選択
または選択解除します。

メタデータ表示を管理する
「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルおよび「メタデータ」インスペクタで、ポップ

アップメニューに表示されるメタデータ表示のリストに変更を加えることができます。

メタデータ表示のリストを並べ替えるには：
1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 メタデータアクションのポップアップメニューから「表示を管理」を選択します。

3 メタデータ表示の順序を並べ替えるには、「メタデータ表示」リストでメタデータ表示を新しい

場所にドラッグします。

このダイアログで、メタデータ表示の名前変更、追加、または削除もできます。
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メタデータ表示の名前を変更するには：
m メタデータ表示の名前をダブルクリックして、表示されるフィールドに新しい名前を入力します。

重複するメタデータ表示を追加するには：
m メタデータ表示を選択し、「追加」（＋）ボタンをクリックします。

メタデータ表示を削除するには：
m メタデータ表示を選択し、「削除」（－）ボタンをクリックします。

メタデータプリセットを操作する
独自の組み合わせのメタデータプリセットを作成して、イメージに適用することができます。プ

リセットを作成するには、適用したいメタデータのタイプを表示するメタデータ表示をまず選択

します。必要に応じて、独自の表示を作成することもできます。次に、適用したいメタデータを

表示のメタデータフィールドに追加し、その情報をメタデータプリセットとして保存します。こ

れにより、イメージを読み込んだり、イメージを一括変更したり、「メタデータ」インスペクタ

でイメージのメタデータを変更したりするときに、このメタデータプリセットを選択できるよう

になります。「Aperture」には、プリセットを簡単に管理する方法も用意されています。

メタデータプリセットを作成する
異なる組み合わせのメタデータを適用するために、新しいメタデータプリセットを作成できます。

新しいメタデータプリセットを作成するには：
1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 「メタデータ表示」ポップアップメニューから、プリセットに使用したいメタデータ表示を選択
します。

3 イメージに適用したいメタデータをメタデータフィールドに入力します。 

4 メタデータアクションのポップアップメニューから「プリセットとして保存」を選択します。

5 表示されるダイアログで、新しいメタデータプリセットの名前を入力して、「OK」をクリックし
ます。

新しいメタデータプリセットが、メタデータアクションのポップアップメニューの「プリセット

に追加」コマンドおよび「プリセットと置き換え」コマンドの下に表示されます。
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既存のメタデータプリセットを変更するには：

1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 「メタデータ表示」ポップアップメニューから、プリセットに使用したいメタデータ表示を選択
します。

3 メタデータアクションのポップアップメニューから「プリセットと置き換え」を選択して、変更

したいプリセットを選択します。

4 「メタデータ」インスペクタのメタデータフィールドに目的の変更を入力します。 

5 メタデータアクションのポップアップメニューから「プリセットとして保存」を選択します。

6 メタデータプリセットに新しい名前を付けて、「OK」をクリックします。

必要に応じて、前のメタデータプリセットを削除するか、メタデータアクションのポップアップ

メニューから「プリセットを管理」を選択してプリセットの名前を変更することができます。

メタデータプリセットを使用してメタデータの組み合わせを適用する
「読み込み」ダイアログを使ってイメージを読み込むとき、および「一括変更」コマンドを使用

するときに、メタデータプリセットを使ってメタデータを適用することができます。また、「メ

タデータ」インスペクタを使って、選択したイメージにメタデータプリセットを適用することも

できます。

イメージの読み込み時にメタデータプリセットを適用するには：
1 「ファイル」＞「読み込む」＞「イメージ」と選択するか、ツールバーの「読み込む」ボタンを
クリックして、「読み込み」パネルを表示します。

2 必要に応じて、読み込みたいイメージを選択します。

3 「次のメタデータを追加」ポップアップメニューから、使用したいメタデータプリセットを選択し
ます。

4 プリセットのメタデータをイメージに追加し、現在関連付けられているメタデータをすべて維持

するときは、「追加」を選択します。プリセットのメタデータをイメージに追加し、関連付けら

れているその他のメタデータをすべて取り除くときは、「置き換え」を選択します。

5 その他の読み込みオプションを必要に応じて選択して、「イメージを読み込む」ボタンをクリッ

クします。
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「一括変更」ダイアログでイメージを変更するときにメタデータプリセットを適用するには：
1 変更したいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「メタデータ」＞「一括変更」と選択します。

Â ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックして（またはIキーを押して）「メタデータ」
インスペクタを表示し、「メタデータ」タブをクリックして、「メタデータアクション」ポップ

アップメニューから「一括変更」を選択します。

3 「次のメタデータを追加」ポップアップメニューから、目的のメタデータプリセットを選択します。

4 プリセットのメタデータをイメージに追加し、現在関連付けられているメタデータをすべて維持

するときは、「追加」を選択します。プリセットのメタデータをイメージに追加し、関連付けら

れているその他のメタデータをすべて取り除くときは、「置き換え」を選択します。

5 その他のオプションを必要に応じて選択し、「OK」をクリックします。

「メタデータ」インスペクタでイメージを変更するときにメタデータプリセットを適用するには：
1 変更したいイメージを選択します。

2 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックし
て（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

3 「次のメタデータを追加」ポップアップメニューから、目的のメタデータプリセットを選択します。

4 以下のいずれかの操作を行います：

Â 現在関連付けられているメタデータを残したまま、イメージにメタデータを追加するには：「メ
タデータアクション」ポップアップメニューから「プリセットに追加」を選択して、目的のメ

タデータプリセットを選択します。

Â 現在適用されているメタデータを取り除いて、イメージにメタデータを追加するには：「メタ
データアクション」ポップアップメニューから「プリセットと置き換え」を選択して、目的の

プリセットを選択します。

メタデータプリセットを管理する
ポップアップメニューに表示されるメタデータプリセットのリストに変更を加えることが

できます。

メタデータプリセットのリストを並べ替えるには：
1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 メタデータアクションのポップアップメニューから「プリセットを管理」を選択します。
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3 メタデータプリセットの順序を並べ替えるには、「メタデータプリセット」リストでメタデータ

プリセットを新しい場所にドラッグします。

このダイアログで、メタデータプリセットの名前変更と削除もできます。

メタデータプリセットの名前を変更するには：
m メタデータプリセットの名前をダブルクリックして、表示されるフィールドに新しい名前を入力

します。

メタデータプリセットを削除するには：
m メタデータプリセットを選択して、Deleteキーを押します。

ほかのApertureユーザと一緒に作業するときは、メタデータプリセットを共有して、メタデータ
をすべてのイメージに一貫して適用することができます。メタデータプリセットを書き出して、

必要に応じてほかのユーザにプリセットを使用したり読み込んだりしてもらうことができます。

メタデータプリセットを書き出すには：
1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 メタデータアクションのポップアップメニューから「プリセットを管理」を選択します。

3 書き出したいメタデータプリセットを選択して、「書き出す」をクリックします。

4 メタデータプリセットの情報を保存したい場所を選択して、「保存」をクリックします。

メタデータプリセットを読み込むには：
1 「メタデータ」インスペクタを表示するには、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリック
して（またはIキーを押して）、「メタデータ」タブをクリックします。

2 メタデータアクションのポップアップメニューから「プリセットを管理」を選択します。

3 「読み込む」をクリックします。

4 読み込みたいメタデータ・プリセット・ファイルを選択して、「開く」をクリックします。
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メタデータを一括変更する
複数のイメージを選択し、そのすべてのイメージに対してメタデータの変更を一度に適用するこ

とができます。たとえば、複数のイメージに一連の同じキーワードを追加する必要がある場合や、

バージョン名のフォーマットを変更する必要がある場合は、それらのイメージを選択し、「一括

変更」ダイアログを使って変更を行うことができます。

複数のイメージに関連付けられているメタデータを変更するには： 
1 変更したいイメージを選択します。

2 「メタデータ」＞「一括変更」と選択します（またはコマンド＋Shift＋Bキーを押します）。

3 「一括変更」ダイアログで、「次のメタデータを追加」ポップアップメニューからメタデータプリ
セットを選択して、適用するメタデータのプリセットテンプレートを選択します。

「追加」ボタンを選択すると、選択したイメージにすでに適用されているメタデータにメタデー

タを追加することができます。「置き換え」ボタンを選択すると、メタデータを追加して、すで

に割り当てられているメタデータを置き換えることができます。

4 適用したいメタデータをメタデータフィールドに入力します。

5 変更したいその他のメタデータオプションを指定して、「OK」をクリックします。
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IPTCメタデータの詳細情報
キーワードをIPTCメタデータとして書き出す場合は、各キーワードエントリーの長さが半角64
文字を超えないようにしてください。半角 64 文字を超えるキーワードエントリーは、ほかの
IPTCエディタまたはオペレーティングシステムで適切に表示されないことがあります。

IPTCフィールドの一般的な文字列制限の例を次にいくつか示します。

IPTCフィールドと文字列制限 説明と例

見出し

半角2000文字

自然言語の見出しとして表示される、被写体と関連情報についての長い説明。

例：アルバラード市長は今シーズン最初のサッカー試合で観衆に演説を
行った。

キーワード

半角64文字
個々の単語または句によって被写体を説明する語句のリスト。

例：政治家,市長,フットボール,サッカー,ニュース,試合,チーム,サンノゼ

クレジット

半角32文字
撮影者の名前や代理店名。

例：MatthewBirdsell/MercuryNews

コピーライト

半角128文字
コピーライトの日付、撮影者の名前、代理店名、および権利。

例：©2003MatthewBirdsell/MercuryNews.Allrightsreserved.

オブジェクト名

半角64文字
イメージの目録を作成する代理店または組織が使用する一意の識別子。

例：mt52642j

作成日

半角16文字
イメージが作成された日付。

例：03/05/16

都市

半角32文字
イメージの撮影が行われた都市。

例：サンノゼ

県／州

半角32文字
イメージの撮影が行われた県または州。

例：カリフォルニア

国

半角64文字
イメージの撮影が行われた国。

例：米国

特別指示

半角256文字
適用される制限、権利、または禁輸情報。

例：雑誌への掲載、インターネットへの公開、第三者への転売禁止

著者

半角64文字
イメージの署名テキスト。

例：©MatthewBirdsell/MercuryNews

カテゴリ

半角3 文字
適用されるANPAカテゴリコード。
例：I（International）

大見出し

半角256文字
イメージと一緒に公開される表題。

例：サンノゼでアルバラード市長が新たなサッカーシーズンの幕開けを
行った。

ソース

半角32文字

イメージの提供元。

例：MercuryNews
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バッジオーバーレイについて理解する
調整、キーワード、またはその他の変更をイメージに適用すると、そのイメージの表面にバッジ

オーバーレイが表示されます。バッジは、ビューア、ブラウザ、ライトテーブル、ブックページ、
Webページ、およびフルスクリーン表示のイメージ上に表示できます。

このイメージにはキーワード

が適用されています。
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「Aperture」に表示されるバッジオーバーレイ
次の表に、「Aperture」のイメージに表示されるバッジを示します。

イメージと一緒にバッジオーバーレイを表示する
バッジが表示されるかどうかは、表示するメタデータ表示によって決まります。バッジオーバー

レイが含まれるメタデータ表示を選択するかどうかによって、バッジの表示／非表示を制御でき

ます。また、メタデータ表示の表示／非表示を切り替えることによって、バッジオーバーレイの

表示／非表示を制御することもできます。

重要：バッジオーバーレイは、Aperture アプリケーション上でのみ表示されます。「Aperture」
から書き出したイメージまたはプリントしたイメージには表示されません。

バッジ 定義

イメージに1 つ以上の調整が適用されています。

イメージに1 つ以上のキーワードが適用されています。

このイメージはスタックに含まれています。数字は、スタックに含まれているイメージ

数を示します。

このイメージは外部エディタで編集されています。このため、このファイルが外部エディ

タに書き出されたときに作成されたマスターによって表示されています。

このイメージはアルバムのピックイメージ（そのアルバム、Web ページアルバム、Web
ジャーナルアルバム、ライト・テーブル・アルバム、またはブックアルバムの識別イ
メージ）です。

イメージの解像度が低いため、イメージのプリント品質に影響する可能性があります。
このバッジは、ブックページおよびWeb ページに配置したイメージに表示されます。

数字は、このイメージが特定のブック、Web ジャーナル、またはライトテーブルの配
置で使用されている回数を示します。

イメージは参照イメージです。

参照イメージのマスターがオフラインになっています。

参照イメージのマスターが見つかりません。

または
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ビューアのイメージにバッジオーバーレイを表示するには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メタデータ」＞「カスタマイズ」と選択します（またはコマンド＋Jキーを押します）。
Â「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「メタデータ」をクリックします。

2 「ビューア」チェックボックスを選択します。

3 「ビューア」の「設定1」ポップアップメニューから、バッジオーバーレイが含まれるメタデータ
表示を選択します。たとえば、「一般」、「レート」、「ビューア-基本」、「ビューア-拡張」など
があります。

4 「環境設定」ウインドウを閉じます。

これで、ビューアにバッジが表示されます。

メタデータの表示／非表示を切り替えることによって、ビューアでのバッジオーバーレイの表

示／非表示を切り替えることができます。詳しくは、277ページの「メタデータの表示／非表
示を切り替える」を参照してください。

ブラウザのグリッド表示のイメージにバッジオーバーレイを表示するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「メタデータ」＞「カスタマイズ」と選択します（またはコマンド＋Jキーを押します）。
Â「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「メタデータ」をクリックします。

2 「ブラウザ」チェックボックスを選択します。

3 「ブラウザ」の「設定1」ポップアップメニューから、バッジオーバーレイが含まれるメタデータ
表示を選択します。たとえば、「一般」、「レート」、「グリッド表示-基本」、「グリッド表示-拡
張」などがあります。

4 「環境設定」ウインドウを閉じます。

これで、ブラウザのグリッド表示にバッジオーバーレイが表示されます。

メタデータの表示／非表示を切り替えることによって、ブラウザでのバッジオーバーレイの表

示／非表示を切り替えることができます。詳しくは、277ページの「メタデータの表示／非表
示を切り替える」を参照してください。



第11章    メタデータを操作する 293





II
ライトテーブルのイメージにバッジオーバーレイを表示するには、以下のいずれかの操作を行い
ます：

m 「表示」＞「メタデータ」＞「ライトテーブル」と選択します（またはShift＋Gキーを押します）。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択し、「メタデータ」をクリックして、「ライトテーブル」領域
で「バッジとレートを表示」チェックボックスを選択します。

これで、ライトテーブルにバッジとメタデータが表示されます。

ライトテーブルでバッジオーバーレイを非表示にするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「メタデータ」＞「ライトテーブル」と選択します（チェックマークを解除します）。

またはGキーを押します。

m 「Aperture」＞「環境設定」と選択し、「メタデータ」をクリックして、「ライトテーブル」領域
で「バッジとレートを表示」チェックボックスの選択を解除します。

これで、ライトテーブルでバッジオーバーレイが非表示になります。

イメージの日時を調整する
イメージの作成日時はいつでも調整できます。イメージのバージョンの日時だけを調整すること

も、イメージのバージョンとマスターの日時を調整することもできます。

1つ以上のイメージの作成日時を変更するには：
1


1つの以上のイメージを選択します。

2 「メタデータ」＞「日時を調整」と選択します。

3 「調整後」フィールドに、新しい日時を追加します。

4 マスターの作成日時も変更したい場合は、「マスターファイルも変更」チェックボックスを選択

します。

5 「調整」ボタンをクリックします。

バージョンの作成日時が変更されます。「マスターファイルも変更」チェックボックスを選択

した場合は、日時の調整がマスターにも適用されます。
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12 イメージを検索して表示する

「Aperture」では、さまざまな場所にあるイメージを簡単に検索して
収集することができます。複雑な検索を実行したり、検索結果を保存
することもできます。

この章では、「クエリーHUD」を使って、さまざまな条件に基づいてイメージを検索する方法に
ついて説明します。条件には、イメージ名、被写体、キーワード、フォトグラファー、見出しま

たはテキスト、日付、場所、EXIF 情報、IPTC情報、適用されている調整などを指定できます。

この章の内容：

Â 検索の概要（296ページ）

Â「クエリーHUD」のコントロール（300ページ）

Â ライブラリ全体を検索する（301ページ）

Â イメージの名前、見出し、またはその他のテキストに基づいて検索する（302ページ）

Â キーワードに基づいて検索する（303ページ）

Â 日付に基づいて検索する（305ページ）

Â レートに基づいて検索する（307ページ）

Â


IPTC情報に基づいて検索する（308ページ）

Â


EXIF情報に基づいて検索する（309ページ）

Â 調整に基づいて検索する（310ページ）

Â 読み込みセッションに基づいて検索する（311ページ）

Â ファイルの状況に基づいて検索する（312ページ）

Â その他のメタデータに基づいて検索する（312ページ）

Â 条件を組み合わせて検索する（313ページ）

Â 検索結果を保存する（315ページ）
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検索の概要
ブラウザの検索フィールドのポップアップメニューを使って、特定のレートのイメージをすばや

く表示したり、検索方法を変更したりできます。

レートに基づいてイメージを検索したいときは、ポップアップメニューからレートを選択できま

す。完全テキスト検索または限定テキスト検索のどちらを実行するかも選択できます。ポップ

アップメニューから「完全テキスト検索」を選択した場合は、イメージに関連付けられているす

べてのメタデータを対象に、検索フィールドに入力したテキストが検索されます。「限定テキス

ト検索」を選択した場合は、入力したテキストが検索されますが、イメージに関連付けられてい

る EXIF、IPTC、バッジ、またはカスタムメタデータは検索対象外になります。ただし、限定テ
キスト検索では、キーワード、アスペクト比、ファイル名、レート、バージョン名、方向、ピク

セルサイズ、加工されたピクセルのサイズ、マスターの場所、および読み込みグループは検索対

象になります。限定テキスト検索を選択すると、検索速度が向上します。完全テキスト検索また

は限定テキスト検索の環境設定は、「環境設定」ウインドウの「アピアランス」パネルにある「検

索範囲」ポップアップメニューを使って設定できます。

検索フィールドで検索範囲を設定するには：
m 検索フィールドのポップアップメニューから、実行したい検索の種類を選択します。

ライブラリまたは選択したプロジェクト内の特定のイメージを表示するときは、「クエリーHUD」
を使用することもできます。

検索フィールドの
ポップアップメニュー

「クエリーHUD」を
表示するときは、

ここをクリックします。
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「クエリーHUD」は、検索条件を指定するためのオプションが並んだ使いやすいウインドウです。
たとえば、「クエリーHUD」で「アトリ」というテキストを入力すると、メタデータにそのテキ
ストが含まれるファイルが検索されます。選択したプロジェクト内を検索するために「クエリー
HUD」を表示するときは、ブラウザの検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタン（虫
眼鏡のアイコンの付いたボタン）をクリックします。

「クエリーHUD」では、すべてのプロジェクト内でイメージを検索したり、特定のプロジェクト、
アルバム、またはフォルダ内の特定のイメージを表示したり、検索条件に基づいてイメージを自

動的に収集するスマートアルバムを作成したりできます。

検索場所を指定するときは、ライブラリを選択するか、目的のイメージが含まれるプロジェクト

またはアルバムを選択します。Apertureポートフォリオ全体でイメージを検索するときは、「ラ
イブラリ」を選択し、ライブラリ名の右にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします。「ク
エリーHUD」で検索条件を入力すると、すべてのプロジェクトからの検索結果が表示されます。

ここで、

検索条件を
指定します。

ライブラリ全体を検索する
ために「クエリーHUD」を

表示するときは、
ここをクリックします。

ライブラリ全体を検索する

ときは、「ライブラリ」を
選択します。
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検索を実行するときには、多くの場合、プロジェクトに含まれる特定のイメージを表示すること

が目的になっています。プロジェクトを選択して「クエリーHUD」を使用すれば、特定のイメー
ジを表示して残りのイメージを非表示にする操作を簡単に行うことができます。たとえば、特定

の被写体、ポーズ、レート、または場所のイメージだけを抽出して表示することができます。検

索を実行しても、プロジェクトの内容は変わりません。ブラウザに表示されるイメージが一時的

に変わるだけです。「クエリーHUD」に指定した検索条件を取り消すと、すべてのイメージがブ
ラウザに再度表示されます。「クエリーHUD」は、レート未設定またはそれ以上のイメージを表
示して、「不採用」のレートのイメージは隠すようにあらかじめ設定されています。「不採用」の

レートのイメージを表示したい場合は、「クエリーHUD」の条件を変更できます。

検索条件によってのみ内容が決まる、スマートアルバムと呼ばれる特殊なアルバムを作成するこ
ともできます。たとえば、ライブラリ全体からポートレートイメージをすべて検索して表示する

スマートアルバムなどを作成できます。スマートアルバムを作成するときは、「クエリーHUD」
を使って、スマートアルバムで表示するイメージの条件を定義します。スマートアルバムの作成

と使いかたについて詳しくは、317ページの第 13章「スマートアルバムを使ってイメージを分
類する」を参照してください。

イメージに関連付けられたさまざまな種類の情報に基づいて、イメージを検索できます。

「Aperture」にイメージを読み込むときに、EXIFメタデータ（イメージの日付、フォトグラファー、
カメラに関する技術データ、ファイル名など）を含む特定の情報が各イメージに自動的に割り当

てられます。また、キーワード、概要、見出し、IPTC フィールドで使用される情報など、独自
のメタデータをイメージに割り当てて、そのメタデータを検索条件にしてイメージを見つけるこ

ともできます。さらに、適用されている調整のタイプや、RAW マスターをデコードするために

使用されたRAW デコーディングプロセスのバージョンに基づいて、イメージを検索することも
できます。

検索したいプロジェクトを

選択します。

必要な検索条件を

指定します。

「クエリーHUD」を表示す
るときは、ここをクリック
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単純な検索条件または複雑な検索条件を指定できます。たとえば、次の図は、「クエリーHUD」
を使って指定できる検索条件の一部を示します。

特定の種類の検索条件に基づいて検索を行うときは、目的の検索オプションのチェックボックス

を選択してから、検索条件を指定します。たとえば、特定の日に撮影されたイメージを検索する

ときは、「カレンダー」チェックボックスを選択して、特定の日付または日付の範囲を選択します。

指定した日に撮影されたイメージがブラウザに表示されるので、そこでイメージを確認して操作

できます。

「クエリーHUD」に検索条件オプションを追加して、複合検索を作成することもできます。

「クエリーHUD」を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「編集」＞「検索」と選択します（またはコマンド＋Fキーを押します）。

m ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタン（虫眼鏡のアイコンの付いた
ボタン）をクリックします。

検索条件を指定します。

検索の基準となる項目の

チェックボックスを
選択します。

「カレンダー」チェック

ボックスを選択します。

検索の基準となる日付を
選択します。
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「クエリーHUD」のコントロール
「クエリーHUD」には、次のコントロールがあります：

Â「閉じる」ボタン：「クエリーHUD」を閉じるときに、このボタンをクリックします。

Â「次の」ポップアップメニュー：選択したチェックボックスの条件のすべてに一致するものを
検索するか、またはいずれかに一致するものを検索するかを選択します。

Â「一致する」ポップアップメニュー：選択したチェックボックスのすべてまたはいずれかの検
索条件に一致するものを検索するか、または一致しないものを検索するかを選択します。

Â 検索フィールド：検索するテキストを入力します。検索フィールドの内容を消去するときは、
検索フィールドの「リセット」ボタン（Xのボタン）をクリックします。

Â「フィルタを追加」ポップアップメニュー：追加の検索条件（日付、EXIF 情報、IPTC 情報、
テキスト、レート、またはその他のメタデータ）を選択します。

Â 検索条件：検索したい条件カテゴリ（レート、キーワード、日付など）のチェックボックスを
選択して、条件を指定します。

Â「新規スマートアルバム」：検索条件に基づいて新規のスマートアルバムを作成するときに、こ
のボタンをクリックします。詳しくは、317ページの第 13章「スマートアルバムを使ってイ
メージを分類する」を参照してください。

Â「現在のイメージでアルバムを新規作成」：現在の検索条件に一致するイメージを含む新規のア
ルバムを作成するときに、このボタンをクリックします。

Â「クエリーHUD アクション」ポップアップメニュー：現在の検索条件に一致するイメージを
含む新規のライトテーブル、ブック、Web ページ、スマートWeb ページ、Web ジャーナ
ル、またはMobileMeアルバムを作成します。

Â「スタックピックのみ含む」：スタック内のスタックピック以外のイメージは検索対象に含めな
いときに、このチェックボックスを選択します。検索は、スタックのピックだけに対して実行

されます。各スタック内のその他のイメージは無視されます。

「閉じる」ボタン
「フィルタを追加」ポップアップメニュー

「一致する」ポップ
アップメニュー

検索条件

「新規スマートアルバム」
ボタン

「現在のイメージでアルバムを
新規作成」ボタン

「クエリーHUD アクション」
ポップアップメニュー

「リセット」ボタン

「スタックピックのみ含む」
チェックボックス

「次の」ポップアップ

メニュー 検索フィールド
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ライブラリ全体を検索する
複数の異なるプロジェクトに含まれるイメージを検索できます。たとえば、特定の年または月に

撮影されたすべての写真を見つけることができます。ライブラリ全体を検索するときは、ライブ

ラリ名の横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします。

ライブラリ全体でイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで「ライブラリ」を選択します。

2 ライブラリ名の横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします。

3 「クエリーHUD」が表示されたら、必要な検索条件を入力または選択します。

検索結果がブラウザに表示されます。

∏ ヒント：ブラウザの検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックして、ライ
ブラリ検索の結果を絞り込むことができます。ブラウザの「クエリーHUD」が表示され、検索
条件を指定すると、ブラウザにその検索結果が表示されます。

「クエリーHUD」でさまざまな検索を実行するための検索条件の指定については、検索条件の指
定に関する以下の各セクションを参照してください。

ライブラリ全体を検索する
ときは、ライブラリ名の横

にある「クエリー HUD」
ボタンをクリックします。
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イメージの名前、見出し、またはその他のテキストに基づいて検索
する
イメージに関連付けたテキストを使用して、イメージを検索できます。たとえば、イメージの見

出しまたはキーワードに含まれるテキスト、あるいはその他のテキストに基づいて、イメージを

検索できます。複数のテキストに基づいて検索することもできます。

テキストに基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行って、「クエリーHUD」を表示します：

Â「編集」＞「検索」と選択します（またはコマンド＋Fキーを押します）。
Â ブラウザの検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします。

3 「クエリーHUD」の検索フィールドに、検索したいテキストを入力します。

複数のテキスト項目をカンマで区切って入力できます。それらのテキスト項目すべてに一致する

イメージが検索されます。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザに表示されます。検索結果を保存するには、315ペー
ジの「検索結果を保存する」を参照してください。

複数のテキストに基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします
（またはFキーを押します）。

3 「クエリーHUD」の「フィルタを追加」ポップアップメニューの「テキスト」を何回か選択して、
必要な数のテキストフィールドを追加します。

検索したいテキストをこの

フィールドに入力します。

「フィルタを追加」ポップアップ
メニューから「テキスト」を選択

します。



第12章    イメージを検索して表示する 303





II



4 「テキスト」チェックボックスをすべて選択し、目的のイメージを検索するためのテキストを各
フィールドに入力します。

5 いずれかのテキストに一致するイメージを検索するときは、「一致する」ポップアップメニューか

ら「いずれか」を選択します。すべてのテキストに一致するイメージを検索するときは、「すべて」

を選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザにただちに表示されます。検索結果を保存するには、
315ページの「検索結果を保存する」を参照してください。

キーワードに基づいて検索する
イメージに割り当てたキーワードに基づいて、イメージを検索して表示することができます。1
つ以上のキーワードを選択して検索できます。また、どのキーワードが設定されていれば検索条

件に一致するイメージと見なされるかを指定することもできます。たとえば、キーワードとして

シルエットと風景の両方が割り当てられているイメージを検索するのか、あるいはシルエットま
たは風景のいずれかが割り当てられているイメージを検索するのかを選択できます。さらに、特
定のキーワードが適用されていないイメージを検索することもできます。

キーワードに基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします
（またはFキーを押します）。

「テキスト」チェック
ボックスを選択し、

追加した各テキスト
フィールドにテキスト

を入力します。
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3 「クエリーHUD」で、「キーワード」チェックボックスを選択します。

参考：選択したプロジェクトまたはアルバムに含まれるイメージにキーワードがまったく適用さ
れていない場合には、「キーワード」チェックボックスがグレイで表示されます。 

4 「キーワード」ポップアップメニューからオプションを選択します：

Â 選択したキーワードが適用されているイメージを表示するには：「適用されている」を選択し
ます。

Â 選択したキーワードが適用されていないイメージを表示するには：「適用されていない」を選
択します。

Â 選択したキーワードのいずれかが適用されているイメージを表示するには：「次のいずれかを
含む」を選択します。

Â 選択したキーワードすべてが適用されているイメージだけを表示するには：「次のすべてを含
む」を選択します。

Â 選択したキーワードだけが適用されているイメージを表示するには：「次だけを含む」を選択
します。

Â 選択したキーワードのいずれも適用されていないイメージを表示するには：「次のいずれも含
まない」を選択します。

Â 選択したキーワードすべてが適用されていないイメージを表示するには：「次のすべては含ま
ない」を選択します。

5 検索したいキーワードの横にあるチェックボックスを選択します。 

6 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

「IPTC」検索オプションを使ってIPTCキーワードを検索することもできます。これらのオプショ
ンを使うと、特定のIPTC フィールドの検索をさまざまな方法で指定できます。たとえば、キー
ワードが割り当てられていないイメージを検索することができます。詳しくは、308ページの
「IPTC情報に基づいて検索する」を参照してください。

「キーワード」チェック
ボックスを選択します。 「キーワード」ポップアップ

メニューからオプションを

選択します。

検索したい各キーワードの

横にあるチェックボックス
を選択します。
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検索条件に一致するイメージが、ブラウザにただちに表示されます。検索結果を保存するには、
315ページの「検索結果を保存する」を参照してください。

日付に基づいて検索する
撮影された日付に基づいて、イメージを検索して表示することができます。たとえば、2005年5
月16日から2005年5月20までの旅行中に撮影されたすべてのイメージを見つけることができ
ます。日付に基づいてイメージを検索するときには、「カレンダー」検索オプションを使用しま

す。カレンダーでは、EXIFデータに登録されている情報に基づいて、新しい写真の撮影日が太字
で表示されます。カレンダーに含まれる日付を1日以上選択すると、それらの日付に撮影された
イメージを検索できます。日付の範囲を指定することもできます。さらに、特定の日付範囲以外

に撮影されたイメージを検索することもできます。

日付に基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします
（またはFキーを押します）。

3 「クエリーHUD」で、「カレンダー」チェックボックスを選択します。

4 「カレンダー」ポップアップメニューからオプションを選択します：

Â 選択した日付に撮影されたイメージを表示するには：「次である」を選択します。

Â 選択した日付に撮影されていないイメージを表示するには：「次でない」を選択します。

5 検索の基準となる日付を1 日以上選択します。

連続する日付を範囲として選択するときは、Shift キーを押したままクリックします。連続して
いない複数の日付を選択するときは、コマンドキーを押したままクリックします。

6 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザにただちに表示されます。検索結果を保存するには、
315ページの「検索結果を保存する」を参照してください。

JPEGまたはTIFFファイルなど、カメラやカードリーダー以外のソースから読み込んだイメージ
には、EXIF 情報が関連付けられていないことがあります。ただし、そのようなファイルの場合で
も、通常は作成日が割り当てられています。「日付」検索オプションを利用すれば、この作成日

を使ってイメージを検索できます。

「カレンダー」チェック

ボックスを選択します。

検索の基準となる日付を
選択します。
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作成日に基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします（または
F キーを押します）。

3 「クエリーHUD」の「フィルタを追加」ポップアップメニューから「日付」を選択します。

4 「日付」チェックボックスを選択して、「日付」ポップアップメニューから日付オプションを選択
します。

5 中央のポップアップメニューから、検索を絞り込むためのオプションを選択します。

6 検索の基準となる日付を入力します。



必要に応じて、複数の「日付」オプションを追加して、取り込み年、取り込み月、取り込み日な

どを指定できます。

7 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザにただちに表示されます。検索結果を保存するには、
315ページの「検索結果を保存する」を参照してください。

「日付」チェックボックス
を選択します。

「日付」ポップアップメニューから

日付オプションを選択します。

ここに日付を入力します。

このポップアップメニュー
から、検索を絞り込む方法

を選択します。
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レートに基づいて検索する
「クエリーHUD」を使って、特定のレートが設定されているすべてのイメージを表示できます。
たとえば、プロジェクトに含まれるすべてのイメージのうち、レートが5つ星に設定されている
イメージだけを検索できます。特定のレートが設定されているイメージ、それ以下のレートが設

定されているイメージ、またはそれ以上のレートが設定されているイメージを表示できます。

「Aperture」は、「不採用」のレートのイメージを隠して、レート未設定またはそれ以上のイメー
ジだけを表示するようにあらかじめ設定されています。

「フィルタを追加」ポップアップメニューからレートの検索条件を追加することによって、複数

のレート条件を使って検索することもできます。たとえば、レートが3 つ星または4 つ星のイ
メージだけを見つける検索条件を作成できます。

レートに基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします（または
F キーを押します）。

3 「クエリーHUD」で、「レート」チェックボックスを選択します。

4 「レート」ポップアップメニューから、指定したレートが設定されているイメージを検索するか、
それ以上のレートが設定されているイメージを検索するか、またはそれ以下のレートが設定され

ているイメージを検索するかを選択します。

5 スライダをドラッグして、レートのレベルを指定します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザに表示されます。検索結果を保存するには、315ペー
ジの「検索結果を保存する」を参照してください。

キーボードショートカットを使って、特定のレートのイメージをすばやく表示することもできま

す。詳しくは、242ページの「特定のレートが設定されたイメージを表示するためのキーボード
ショートカット」を参照してください。

「レート」チェックボックス

を選択します。

このスライダを使って、目的の
レートを指定します。

「レート」ポップアップ
メニューからオプション

を選択します。
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IPTC情報に基づいて検索する
拡張された検索絞り込み条件を使ってイメージに割り当てた IPTC 情報を使用して、イメージを
検索して表示することができるようになりました。たとえば、IPTC キーワードが割り当てられ
ているイメージを見つけることができます。IPTC 情報に基づいてイメージを検索するときは、
「IPTC」検索オプションを使用します。たとえば、IPTC の「キーワード」フィールドと「空であ
る」検索絞り込み条件を指定することによって、キーワードが適用されていないイメージを検索

できます。

IPTC情報に基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします
（またはFキーを押します）。

3 「クエリーHUD」で、「フィルタを追加」ポップアップメニューから「IPTC」を選択します。

4 「IPTC」チェックボックスを選択して、「IPTC」ポップアップメニューから検索対象のIPTCフィー
ルドを選択します。

5 中央のポップアップメニューから、検索を絞り込むためのオプションを選択します。

Â IPTC フィールドに部分一致として含まれる文字を指定するには：「次を含む」を選択します。

Â IPTCフィールドに部分一致として含まれない文字を指定するには：「空でなく、次を含まない」
を選択します。

Â IPTC フィールドに完全一致として含まれる文字を指定するには：「次である」を選択します。

Â IPTC フィールドに完全一致として含まれない文字を指定するには：「空でなく、次でない」を
選択します。

Â IPTC フィールドの先頭に一致する文字を指定するには：「次で始まる」を選択します。

Â IPTC フィールドの末尾に一致する文字を指定するには：「次で終わる」を選択します。

ここで検索条件を
指定します。

検索の基準となるIPTC フィールドを
選択します。

「 IPTC」チェックボックス
を選択します。

このポップアップメニュー

から、検索を絞り込む方法
を選択します。

ここにIPTC値を
入力します。
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Â IPTC フィールドにエントリーが含まれないことを指定するには：「空である」を選択します。

Â IPTC フィールドが空でなく、何らかのエントリーが含まれていることを指定するには：
「空でない」を選択します。

6 「IPTC」テキストフィールドに、検索の基準となるIPTC値を入力します。

7 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザにただちに表示されます。検索結果を保存するには、
315ページの「検索結果を保存する」を参照してください。

EXIF情報に基づいて検索する
カメラによってイメージに記録されたEXIF 情報を使用して、イメージを検索して表示すること
ができます。たとえば、特定のカメラまたは特定の露出で撮影されたイメージを見つけることが

できます。EXIF情報に基づいてイメージを検索するときは、「EXIF」検索オプションを使用します。

EXIF情報に基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします
（またはFキーを押します）。

3 「クエリーHUD」で、「フィルタを追加」ポップアップメニューから「EXIF」を選択します。

4 「EXIF」チェックボックスを選択して、「EXIF」ポップアップメニューから検索対象のEXIFフィー
ルドを選択します。

5 中央のポップアップメニューから、検索を絞り込むためのオプションを選択します。

6 「EXIF」テキストフィールドに、検索の基準となるEXIF値を入力します。

7 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザにただちに表示されます。検索結果を保存するには、
315ページの「検索結果を保存する」を参照してください。

検索の基準となるEXIF
フィールドを選択します。

「 EXIF」チェックボックス
を選択します。

このポップアップメニューから、

検索を絞り込む方法を選択します。

ここにEXIF値を入力します。
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調整に基づいて検索する
イメージに適用されている調整のタイプに基づいて、イメージを検索して見つけることができま

す。特定の調整に基づいてイメージを検索するときは、「調整」検索オプションを使用します。ま

た、特定のタイプの調整が適用されていないイメージを検索することもできます。

調整のタイプに基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします（または
F キーを押します）。

3 「クエリーHUD」の「フィルタを追加」ポップアップメニューから「調整」を選択し、「調整」
チェックボックスを選択します。

4 「調整」ポップアップメニューからオプションを選択します：

Â 何らかの調整が適用されているイメージを表示するには：「適用されている」を選択します。

Â 調整がまったく適用されていないイメージを表示するには：「適用されていない」を選択します。

Â 特定の調整が適用されているイメージを表示するには：「次を含む」を選択して、右側のポッ
プアップメニューから調整を選択します。

Â 特定の調整が適用されていないイメージを表示するには：「空でなく、次を含まない」を選択
して、右側のポップアップメニューから調整を選択します。

5 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザに表示されます。検索結果を保存するには、315ペー
ジの「検索結果を保存する」を参照してください。

このポップアップメニュー
から、検索を絞り込む方法

を選択します。

「調整」チェックボックス
を選択します。

検索の基準となる調整を
選択します。
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読み込みセッションに基づいて検索する
特定の時間または日付に読み込んだイメージを検索できます。「Aperture」では、読み込みセッ
ションが監視され、同じ時期に読み込まれたイメージが識別されます。読み込みセッションに基

づいてイメージを検索するときは、「読み込みセッション」検索オプションを使用します。また、

特定の読み込みセッションまたは読み込みセッションの範囲に読み込まれなかったイメージを

検索することもできます。

読み込みセッションに基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします
（またはFキーを押します）。

3 「クエリーHUD」で、「読み込みセッション」チェックボックスを選択し、検索したい読み込み
グループのチェックボックスを選択します。

4 「読み込みセッション」ポップアップメニューからオプションを選択します：

Â 選択した読み込みセッションで読み込まれたイメージを表示するには：「次である」を選択し
ます。

Â 選択した読み込みセッションで読み込まれなかったイメージを表示するには：「次でない」を
選択します。

5 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザに表示されます。検索結果を保存するには、315ペー
ジの「検索結果を保存する」を参照してください。

「読み込みセッション」
チェックボックスを

選択します。

読み込みグループを選択します。

選択した読み込みセッション
に含まれるイメージを検索す

るときは「次である」、含まれ
ないイメージを検索するとき

は「次でない」を選択します。
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ファイルの状況に基づいて検索する
管理されたイメージか参照イメージか、およびオンラインのイメージかオフラインのイメージか

に基づいて、イメージを検索することもできます。

ファイルの状況に基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします（またはF キー
を押します）。

3 「クエリーHUD」の「フィルタを追加」ポップアップメニューから「ファイルの状況」を選択し、
「ファイルの状況」チェックボックスを選択します。

4 クエリーに含めないチェックボックスの選択を解除し、「ファイルの状況」ポップアップメニュー

から検索条件を選択します。

5 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザに表示されます。検索結果を保存するには、315ペー
ジの「検索結果を保存する」を参照してください。

その他のメタデータに基づいて検索する
次の種類のメタデータを使ってイメージを検索することもできます：

Â アスペクト比

Â カメラの時間帯

Â ファイル名

Â ファイルサイズ

Â マスターのピクセルサイズ

Â 方向

Â ピクチャの時間帯

Â ピクセルサイズ

Â プロジェクト

Â バージョン名

「ファイルの状況」
チェックボックスを

選択します。

検索したいファイルの状況を

選択します。
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IPTC 情報またはEXIF 情報以外のメタデータに基づいてイメージを検索するときは、「その他の
メタデータ」検索オプションを使用します。

メタデータに基づいてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします（または F
キーを押します）。

3 「クエリーHUD」で、「フィルタを追加」ポップアップメニューから「その他のメタデータ」を
選択します。

4 「その他」チェックボックスを選択し、検索するメタデータのタイプを選択して、検索条件を指
定します。

5 「一致する」ポップアップメニューで、「いずれかの」が選択されていない場合は選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザに表示されます。検索結果を保存するには、315ペー
ジの「検索結果を保存する」を参照してください。

条件を組み合わせて検索する
「クエリーHUD」では、検索条件を組み合わせることができます。たとえば、特定のキーワード
が割り当てられていて、しかも特定の日付に撮影されたイメージを検索できます。複合検索を作

成するときは、「フィルタを追加」ポップアップメニューを使って、複数の検索オプションを追

加します。

検索条件を組み合わせてイメージを検索するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、検索対象のプロジェクトまたはアルバムを選択します。

2 ブラウザで、検索フィールドの横にある「クエリーHUD」ボタンをクリックします
（またはFキーを押します）。

3 「クエリーHUD」の「フィルタを追加」ポップアップメニューから、追加したい検索オプション
を選択します。

「その他」チェックボックス

を選択します。

検索したいメタデータの種類を

選択します。

このポップアップメニュー

から、検索を絞り込む方法
を選択します。

ここにメタデータの値を
入力します。
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4 使用したい検索条件の横にあるチェックボックスを選択してから、その検索条件を指定します。

5 以下のいずれかの操作を行います：

Â 指定した条件またはキーワードのいずれかにイメージが一致するように指定するには：「一致
する」ポップアップメニューから「いずれか」を選択します。

Â 指定した条件およびキーワードのすべてにイメージが一致するように指定するには：「一致す
る」ポップアップメニューで「すべて」を選択します。

Â 指定した条件およびキーワードのすべてのイメージが一致しないように指定するには：「一致
する」ポップアップメニューから「次のいずれも含まない」を選択します。

Â 指定した条件およびキーワードのいずれかにイメージが一致しないように指定するには：「一
致する」ポップアップメニューから「次のすべては含まない」を選択します。

検索条件に一致するイメージが、ブラウザにただちに表示されます。検索結果を保存するには、

次のセクション、「検索結果を保存する」を参照してください。

検索条件を指定します。
検索の基準となる項目の

チェックボックスを

選択します。

検索オプションを追加するときは、
このポップアップメニューから

検索オプションを選択します。
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検索結果を保存する
「クエリーHUD」を使って検索を実行するときに、その結果をいくつかの方法で保存できます。
検索条件に一致するイメージが収められた新規のスマートアルバムを作成できます。また、新し

いアルバム、ライト・テーブル・アルバム、ブックアルバム、MobileMeアルバム、またはWeb
ジャーナルアルバムに、検索結果を保存することもできます。

検索条件に対応するスマートアルバムを作成するには：
1 「クエリーHUD」を使って、指定した条件に基づいてイメージを検索します。

2 「クエリーHUD」で、「新規スマートアルバム」をクリックします

「プロジェクト」インスペクタに、名称未設定の新しいスマートアルバムが表示されます。

3 スマートアルバムの名前を入力して、Returnキーを押します。

検索条件に一致するイメージをプロジェクトまたはライブラリに追加すると、それらは自動的に

スマートアルバムに追加されます。

詳しくは、317ページの第 13章「スマートアルバムを使ってイメージを分類する」を参照して
ください。

検索結果をアルバムに保存するには：
1 「クエリーHUD」を使って、指定した条件に基づいてイメージを検索します。

2 「クエリーHUD」で、以下のいずれかの操作を行います：

Â 新しいアルバムを作成するには：「現在のイメージでアルバムを新規作成」ボタンをクリック
し、アルバムの名前を入力してから、Returnキーを押します。

Â 新しいライト・テーブル・アルバム、ブックアルバム、Webページアルバム、スマートWeb
ページアルバム、Web ジャーナルアルバム、または MobileMeアルバムを作成するには：「ク
エリーHUD アクション」ポップアップメニューから適切なオプションを選択し、アルバムの
名前を入力してから、Returnキーを押します。

検索条件に一致するすべてのイメージが、作成した新しいアルバムに保存されます。

「クエリーHUD アクション」
ポップアップメニュー







13



 317

13 スマートアルバムを使ってイメージを
分類する

特定の種類のイメージを一時的または恒久的に分類する必要がある
ときは、スマートアルバムを使ってイメージを収集できます。

この章では、「Aperture」のスマートアルバム機能を使用する手順について説明します。
「Aperture」では、スマートアルバムを作成して目的のイメージを特定する検索条件を指定すれ
ば、自動的にイメージが検索されて新しいアルバムに表示されます。検索条件に一致するイメー

ジを後で追加すると、自動的にそれらがスマートアルバムに追加されます。

この章の内容：

Â スマートアルバムの概要（318ページ）

Â 新しいスマートアルバムにイメージを収集する（320ページ）

Â スマートアルバム内を検索する（321ページ）

Â スマートアルバムの内容を変更する（322ページ）

Â スマートアルバムのイメージを別のプロジェクトまたはアルバムに転送する（323ページ）

Â スマートアルバムを削除する（324ページ）
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スマートアルバムの概要
通常のプロジェクトではイメージを読み込みますが、スマートアルバムの内容はスマートアルバ

ムの「クエリーHUD」に指定する条件によって制御されます。スマートアルバムの検索条件を
変更すると、スマートアルバムの内容が変更されます。

「Aperture」では、いくつかのスマートアルバムがあらかじめライブラリに設定されています。た
とえば、選択したイメージをすべて収集するスマートアルバム、先週撮影したイメージをすべて

収集するスマートアルバム、先月撮影したイメージをすべて収集するスマートアルバムなどがあ

ります。ライブラリの三角形の情報表示ボタンをクリックすると、作成済みのスマートアルバム

のリストが表示されます。スマートアルバムを選択すると、その内容がブラウザに表示されます。

自分だけのスマートアルバムを作成することもできます。たとえば、特定のスポーツイベントで

撮影した最も良いイメージが含まれるスマートアルバムを作成したいとします。そのスポーツイ

ベントの写真が含まれるプロジェクトを選択し、スマートアルバムを作成してから、「クエリー
HUD」を表示してレートが「選択」（星が5 個）のイメージを検索します。そのレートが設定さ
れているすべてのイメージが、すぐにスマートアルバムに反映されます。

イメージを検索する場所（ライブラリ全体または特定のプロジェクトやフォルダ）を選択するこ

ともできます。スマートアルバムの検索範囲はアルバムの作成時に決まり、後で変更することは

できません。たとえば、ライブラリを選択してスマートアルバムを作成した場合は、そのライブ

ラリ全体が検索されます。プロジェクトを選択した場合は、そのプロジェクトが検索されます。

フォルダを選択した場合は、そのフォルダ内のプロジェクトが検索されます。

三角形の情報表示ボタン

ライブラリのスマート

アルバムにはこのアイ
コンが表示されます。
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II
特定のキーワード方式を指定することにより指定した種類のイメージで自動的にアップデート

されるスマートアルバムを作成できます。

たとえば、次のようなスマートアルバムを作成できます：

Â 顔写真、特定のモデルのイメージ、スポーツシーンなど、特定のポーズや被写体のイメージを

収集するスマートアルバム

Â 購入日付、支払金、未払金など、業務情報に基づいてイメージを収集するスマートアルバム

Â


Web上に配布するイメージ、ストックフォト業者に提供するイメージなど、特定の目的に合う
イメージを収集するスマートアルバム

Â 仕事のプレゼンテーションや紹介に使用するポスターイメージ集を作成するために、コレク

ションからイメージを精選するスマートアルバム

Â プロジェクトの「選択」イメージを自動的に収集するスマートアルバム

その年のプロジェクトが進行していくにつれて、検索条件に一致するイメージによってスマート

アルバムが自動的にアップデートされていきます。

スマートアルバムを使って、写真をさまざまな面から調べることもできます。たとえば、イメー

ジに対する技術的な影響を調べるときに、カメラの機種、露出、レンズの種類などの技術デー

タに基づいて一時的なイメージコレクションを作成できます。

スマートアルバムを使って、調整を実行したイメージを管理することもできます。スマートアル

バムの「クエリーHUD」を使って、調整を適用したイメージ、または「ビネット」などの特定
の調整を適用したイメージを収集するかどうかを指定することができます。

スマートアルバムの作成、イメージの確認、およびスマートアルバムの削除までの操作は短時間

で行うことができます。また、イメージコレクションを長期間保管し、継続的に追加していくた

めのスマートアルバムを作成することもできます。定期的な管理を必要とするイメージのために

長い時間をかけて確認する作業から解放されたいときにも、スマートアルバムは手軽な手段とな

ります。
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新しいスマートアルバムにイメージを収集する
スマートアルバムに収集できるイメージは、「クエリーHUD」を使って検索できる情報に基づい
て決まります。たとえば、特定のキーワードに基づいてイメージを収集するスマートアルバムや、

キーワード、レート、日付、またはその他のメタデータの組み合わせに基づいてイメージを収集

するスマートアルバムを作成できます。スマートアルバムの検索条件は、いつでも「クエリー
HUD」で調整できます。

1つのプロジェクトだけを検索するスマートアルバムを作成するには：
1 「プロジェクト」インスペクタでプロジェクトを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規スマート」＞「アルバム」と選択します（またはコマンドキーとShiftキー
を押しながらL キーを押します）。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから「スマート

アルバム」を選択します。

Â ツールバーの「新規」ポップアップメニューから「スマートアルバム」を選択します。

名称未設定の新しいスマートアルバムがプロジェクトに表示され、その右側に「クエリーHUD」
が表示されます。

3 適切な名前を入力してスマートアルバムの名前を変更します。

4 「クエリーHUD」で、必要な検索条件を指定します。

「クエリーHUD」の使用方法および検索条件の指定方法について詳しくは、295ページの第 12章
「イメージを検索して表示する」を参照してください。

5 「クエリーHUD」の「閉じる」ボタンをクリックします。

「クエリーHUD」ボタン
スマートアルバムの新しい

名前を入力します。

スマートアルバムに追加

したいイメージの検索条
件を指定します。

「閉じる」ボタン
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II
ライブラリ全体を検索するスマートアルバムを作成するには：

1 「プロジェクト」インスペクタで「ライブラリ」を選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規スマート」＞「アルバム」と選択します（またはコマンドキーとShiftキー
を押しながらL キーを押します）。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから「新規スマー

トアルバム」を選択します。

Â ツールバーの「新規」ポップアップメニューから「スマートアルバム」を選択します。

「プロジェクト」インスペクタに、名称未設定の新しいスマートアルバムが表示されます。

3 適切な名前を入力してスマートアルバムの名前を変更します。

4 「クエリーHUD」で、必要な検索条件を指定します。

「クエリーHUD」の使用方法および検索条件の指定方法について詳しくは、295ページの第 12章
「イメージを検索して表示する」を参照してください。

5 「クエリーHUD」の「閉じる」ボタンをクリックします。

指定した検索条件に一致するイメージが検索され、それらがブラウザに表示されます。検索され

たイメージは、プロジェクトまたはアルバムに含まれるイメージを操作する場合と同じ方法で操

作できます。

スマートアルバム内を検索する
スマートアルバムを作成した後に、スマートアルバムの内容から特定のイメージを検索できます。

ブラウザの「クエリー
HUD」を表示し、検索
条件を指定します。

検索したいスマート
アルバムを選択します。
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スマートアルバムの内容を検索するには：
1 ブラウザの「クエリーHUD」ボタンをクリックして、「クエリーHUD」を表示します。

2 「クエリーHUD」が表示されたら、スマートアルバム内の特定のイメージを表示するために、
追加の検索条件を指定します。

スマートアルバムの内容全体を再度表示するときは、「クエリーHUD」内の検索条件を削除します。

スマートアルバムの内容を変更する
スマートアルバムの内容を変更するには、スマートアルバムの検索条件を変更します。個々のイ

メージを手動で選択して削除することもできますが、この場合、元のプロジェクトのどこに存在

していても、バージョンとマスターの両方が取り除かれます。同様に、イメージをスマートアル

バムにドラッグして追加することもできません。

特定のイメージをスマートアルバムから取り除くときは、検索条件を絞り込むことでイメージを

除外します。新しい検索を実行すると、スマートアルバムの内容が変わります。スマートアルバ

ムからイメージを取り除くときに、スマートアルバムの検索条件に一致しなくなるようにイメー

ジを変更することもできます。たとえば、5 つ星のレートのイメージを収集するスマートアルバ
ムの場合、あるイメージのレートを4つ星に変更すると、そのイメージはスマートアルバムから
取り除かれます。

検索条件を変更してスマートアルバムの内容を変更するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、スマートアルバムの右にある「クエリーHUD」ボタンを
クリックし、「クエリーHUD」を表示します。

2 特定のイメージを除外または追加するために、「クエリーHUD」で検索条件を変更するか、その
イメージのキーワードまたはレートを変更します。

3 「クエリーHUD」の「閉じる」ボタンをクリックします。
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II
スマートアルバムのイメージを別のプロジェクトまたはアルバムに
転送する
スマートアルバムのイメージは、MobileMe アルバム、Web ページアルバム、ブックアルバム
などの別のプロジェクトまたはアルバムに転送できます。イメージを転送するには、スマートア

ルバム内のイメージを選択して別のプロジェクトまたはアルバムにドラッグまたはコピーしま

す。

スマートアルバムのイメージを別のプロジェクトまたはアルバムに転送するには：
1 それらのイメージを保管するプロジェクトまたはアルバムを選択するか、新しいプロジェクトま

たはアルバムを作成します。

2 スマートアルバムを選択してから、転送したいイメージを選択します。

3 転送先のプロジェクトまたはアルバムにそれらのイメージをドラッグします。

スマートアルバムのイメージを選択して、それらを保管するための新しいアルバムを作成するこ

ともできます。

スマートアルバムのイメージを新しいアルバムに転送するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、転送したいイメージが含まれるスマートアルバムを選択します。

2 ブラウザで「クエリーHUD」ボタンをクリックし、「クエリーHUD」で適切なフィルタ条件を
選択します。

3 「現在のイメージでアルバムを新規作成」ボタンをクリックしてアルバムを作成するか、「クエ
リーHUD」の右下隅にある「クエリーHUD アクション」ポップアップメニューから目的のアル
バムの種類を選択します。

フィルタ条件を使用して選択したイメージを含む、新しいアルバムが作成されます。

「現在のイメージでアルバムを新規作成」

ボタンをクリックするか、「クエリー
HUD アクション」ポップアップメニュー
からアルバムの種類を選択します。
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スマートアルバムを削除する
スマートアルバムはいつでも削除できます。このとき、ライブラリから収集されたイメージは削

除されません。また、スマートアルバムのイメージを別のアルバムに転送している場合には、ス

マートアルバムを削除しても転送先のアルバムのイメージは削除されません。

スマートアルバムを削除するには：
1 「プロジェクト」インスペクタでスマートアルバムを選択します。

2 「ファイル」＞「スマートアルバムを削除」と選択します（またはコマンドキーを押しながら
Deleteキーを押します）。




III



PartIII:イメージの調整

このセクションでは、イメージへの調整の適用、調整プリセットの
操作、カラーメーターの使用、「RAW微調整」コントロールの使用に
ついて説明します。

第 14章 イメージ調整の概要

第 15章 イメージを調整する
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14 イメージ調整の概要

「Aperture」の提供する調整コントロールを使用すると、イメージ
の外観を改善できます。イメージを調整するときには、「調整」イン
スペクタのコントロールまたは「インスペクタHUD」の「調整」パ
ネルを利用できます。

この章では、赤目修正や、露出、レベル、およびホワイトバランスの調整など、イメージ調整の

基本について説明します。

この章の内容：

Â「Aperture」の調整の概要（328ページ）

Â 調整コントロールを使用する（332ページ）

Â ビューアで調整ツールを操作する（333ページ）

Â フルスクリーン表示で調整を行う（334ページ）

Â イメージのグループに調整を適用する（335ページ）

Â 調整プリセットを操作する（337ページ）

Â「調整を取り除く」コマンド（342ページ）

Â 修飾キーを使用してカラークリップを識別する（342ページ）

Â カラーメーターを使用する（346ページ）

Â 外部エディタを使用する（350ページ）

Â「RAW 微調整」コントロールを使用する（351ページ）

Â ヒストグラムの読み取り方法を理解する（360ページ）
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「Aperture」の調整の概要
調整コントロールは、「調整」インスペクタおよび「インスペクタHUD」の「調整」パネルにあ
ります。どちらのツールでも同じコントロールを利用できます。「インスペクタ」パネルは、画

面の左側に表示されます。「インスペクタHUD」は、画面上の好きな場所に置くことができるフ
ローティング版のインスペクタで、画面上のワークスペースを使用するときの柔軟性が最も高く

なります。

「Aperture」では、以下の調整をイメージに適用できます。

調整 機能

赤目修正 イメージの被写体の赤目を軽減します。「赤目」ツールと共に使用します。

スポットとパッチ 特にセンサーダストに起因するイメージの不具合を修正するために使用し
ます。「スポットとパッチ」ツールと共に使用します。

レタッチ 「修復」または「クローン」ブラシのいずれかを使って、肌のシミなど、あら
ゆるタイプのイメージの不具合をレタッチするために使用するツールです。

傾き補正 イメージの水平方向を補正します。「傾き補正」ツールと共に使用します。

ビネット除去 撮影時にイメージに適用されたビネットを補正します。

トリミング イメージをトリミングします。「トリミング」ツールと共に使用します。

反転 イメージを横方向および縦方向に反転させます。

露出 露出、復旧、ブラックポイント、および明るさを調整します。

補正 コントラスト、精細度、彩度、バイブランスや、黒、グレイ、白の色合い

を調整します。

レベル イメージの色調の範囲を個別に調整します。

ハイライトとシャドウ イメージのシャドウとハイライトの露出を個別に調整します。

ホワイトバランス 色温度と色合いを調整することによって、イメージのホワイトバランスを

設定します。

カラー 色ごとの色相、彩度、および輝度や、色範囲を調整します。

モノクロミキサー カラーイメージをグレイスケールに変換するときの、ソースの赤、緑、お
よび青のカラーチャンネルを個別に制御します。

モノクロ化 イメージの彩度を下げ、選択した色合いをミッドトーンに適用します。

セピア調 カラーイメージをセピアに変更します。カラーイメージの彩度を目的のセ

ピア色レベルに減らすことができます。

ノイズ除去 イメージのデジタルノイズを軽減します。

シャープ イメージをシャープにします。

エッジシャープ 複数回のシャープ調整を使って、輝度に基づいてイメージをシャープに

します。

ビネット ビネット効果をイメージに適用します。
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III
調整コントロールを表示する
調整コントロールを含む「インスペクタ」パネルの表示／非表示は、メニューコマンド、キーボー

ドショートカット、またはツールバーの右側にあるボタンを使って切り替えることができます。

「調整」インスペクタを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択して（またはIキーを押して）、「調整」タブを
クリックします。

m ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックして、「調整」タブをクリックします。

「インスペクタ」ボタン

使用できる調整（調整用の

コントロールを表示するに
は、三角形の情報表示ボタ

ンをクリックします。）

ヒストグラム（赤、緑、緑
のチャンネルを表示するよ

うに設定されています）

調整アクションのポップアップメニュー

調整を追加するポップアップメニュー

調整のコントロールの表示／非表示

を切り替えるときは、調整の上部を
ダブルクリックします。
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各調整には、パラメータと呼ばれる、一連の値を指定可能な個別のプロパティが含まれます。調
整用のパラメータおよびパラメータ値の変更に使用するコントロールを表示するには、調整の三

角形の情報表示ボタンをクリックするか、調整の上部をダブルクリックします。調整コントロー

ルを使用してパラメータ値を変更する方法について詳しくは、332ページの「調整コントロール
を使用する」を参照してください。

「インスペクタHUD」の表示／非表示は、メニューコマンド、またはフルスクリーン表示のツー
ルバーにあるボタンを使って切り替えることができます。

「インスペクタHUD」の「調整」パネルを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ウインドウ」＞「インスペクタHUDを表示」と選択して（またはHキーを押して）、「調整」
ボタンをクリックします。

m フルスクリーン表示のツールバーにある「インスペクタ HUD」ボタンをクリックして、「調整」
ボタンをクリックします。

フルスクリーン表示について詳しくは、334ページの「フルスクリーン表示で調整を行う」を参
照してください。

使用できる調整

ヒストグラム（赤、緑、緑

のチャンネルを表示するよ
うに設定されています）

調整アクションのポップアップ

メニュー

調整を追加するポップアップ

メニュー

「調整」ボタン
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III
調整のヒストグラム表示を選択する
「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルを表示すると、選択したイ
メージの輝度またはカラーチャンネルのヒストグラムが表示されます。ヒストグラムには、イ

メージの明るさ値のグラフ（ブラックポイントからホワイトポイントまで）が表示されます。ヒ

ストグラムを調整することで、輝度を表示したり、赤、緑、青（RGB）のチャンネルをまとめて
表示したり、または赤、緑、青のチャンネルを個別に表示することができます。

ヒストグラム表示を選択するには：
m 調整アクションのポップアップメニューの「ヒストグラムオプション」セクションから、表示オ

プションを選択します。

参考：ビューアおよびフルスクリーン表示では、ヒストグラムの表示はリアルタイムにアップ
デートされます。ブック・レイアウト・エディタ、Web ページエディタ、およびライトテーブ
ルでは、やや遅れてアップデートされます。ヒストグラムを解釈する方法について詳しくは、
360ページの「ヒストグラムの読み取り方法を理解する」を参照してください。

追加の調整コントロールを表示する
「調整」インスペクタまたは「インスペクタ HUD」の「調整」パネルをはじめて表示したとき
は、「ホワイトバランス」、「露出」、「レベル」、「ハイライトとシャドウ」、および「カラー」調

整だけを使用できます。

調整を追加するには：
m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの上部にある「調整を追加
する」ポップアップメニューから、調整の種類を選択します。

「調整」インスペクタと「インスペクタHUD」の「調整」パネルの両方を表示している場合は、
強調表示された新しい調整が両方のツールに表示されます。

調整を追加するポップアップ
メニュー
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調整コントロールを使用する
ビューアまたはフルスクリーン表示でイメージを選択および表示する場合は、常に「調整」イン

スペクタおよび「インスペクタHUD」の「調整」パネルを使ってイメージを調整できます。ま
た、ブック・レイアウト・エディタ、Web ページエディタ、およびライトテーブルでもイメー
ジを調整できます。

参考：ブック・レイアウト・エディタ、Web ページエディタ、およびライトテーブルでは、
「トリミング」、「傾き補正」、「スポットとパッチ」、「レタッチ」ツール、および調整コントロー

ルは使用できません。ただし、簡単にビューアに切り替えて、変更を加えることができます。

ブック・レイアウト・エディタ、Web ページエディタ、またはライトテーブルからビューアに
切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：

m ブラウザの上部にある「ビューアを表示」ボタンをクリックします。

調整が完了したら、「ビューアを表示」ボタンを再度クリックして前の表示に戻ります。

m システムで複数のディスプレイを使用している場合は、ビューアのツールストリップまたはフル

スクリーン表示のツールバーの「ビューアモード」ポップアップメニューから「候補」を選択し

てから、2台目のディスプレイで調整を行います。

「ビューアを表示」ボタンおよび「ビューアモード」ポップアップメニューについて詳しくは、
193ページの「複数のディスプレイにイメージを表示する」を参照してください。

スライダを使用する
値を変更するためのスライダコントロールには、スライダおよび値スライダの2 種類がありま
す。スライダコントロールで設定できる値の範囲は、パラメータによって異なります。

Â スライダ：スライダを左または右にドラッグして、値を設定します。

Â 値スライダ：値をダブルクリックして値フィールドに特定の数値を入力するか、左矢印または
右矢印をクリックするか、あるいは値フィールド内をドラッグする方法で、値を設定します。

通常、値フィールドでは、通常のスライダをドラッグして設定する値よりも大きい値を入力で

きます。値スライダを使うときに修飾キーを一緒に使うことで、値を調整するときの増減度を

小さい増減または大きい増減に変更できます。

「ビューアを表示」ボタン

このスライダをドラッグ

して、「露出」パラメータ
の値を変更します。

この値スライダを使って、

「明るさ」パラメータの値
を変更します。



第14章    イメージ調整の概要 333





III
小さい増減で値を変えるには：

m


Option キーを押したまま値フィールドをドラッグします。

大きい増減で値を変えるには：
m


Shiftキーを押したまま値フィールド内をドラッグします。

パラメータ値をリセットする
調整用のすべてのパラメータをデフォルト値にリセットすることができます。

調整のパラメータ値すべてをリセットするには：
m 調整名の右にある「リセット」ボタンをクリックします。

調整の入／切を切り替える
調整の入／切を切り替えるには、チェックボックスを使用します。イメージにそれまで適用して

きた調整の効果を確認するには、調整の入／切を切り替える方法をお勧めします。

ビューアで調整ツールを操作する
ビューアの下にあるツールストリップには、ビューアとブラウザでイメージを操作するための

ツールがあります。これらの調整ツールの多くは、調整コントロールと共に使用します。個々の

調整ツールについては、365ページの第 15章「イメージを調整する」を参照してください。

「リセット」ボタン

チェックボックスを選択ま
たは選択解除して、調整の

入／切を切り替えます。

選択 赤目

反時計回り スポットとパッチ

時計回り レタッチ

リフト

スタンプ トリミング

傾き補正
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フルスクリーン表示で調整を行う
フルスクリーン表示では、黒い背景にイメージを表示し、少数のインターフェイス要素だけを表

示して、画面上でカラー調整を行うために最適な作業環境を提供します。できる限り高い品質の

調整を行うために、フルスクリーン表示で調整を行うことを強くお勧めします。フルスクリーン

表示について詳しくは、207ページの第 7章「イメージをフルスクリーン表示にする」を参照し
てください。

フルスクリーン表示に切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「フルスクリーン」と選択します（またはFキーを押します）。

m コントロールバーの「フルスクリーン」ボタンをクリックします。

「Aperture」のメインウインドウに切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m ツールバーの「フルスクリーンを終了」ボタンをクリックします（またはF キーかEscキーを押し
ます）。

フルスクリーン表示のときにも、イメージを調整するために必要なすべてのツールを利用できます。

フルスクリーン表示のときに「インスペクタHUD」を表示するには：
m


Hキーを押します。

フルスクリーン表示のときにツールを利用するには：
m ポインタを画面の上部に移動すると、フルスクリーン表示のツールバーが表示されるので、そこ

でツールを選択します。

デフォルトでは、フルスクリーン表示のツールバーは、ポインタを画面の上部に移動したときに

だけ表示されます。ツールバーが画面に常に表示されるように設定することもできます。

フルスクリーン表示のツールバーを画面に常に表示するには：
m フルスクリーン表示で画面の上部にポインタを移動して、ツールバーの「常にツールバーを表示」

ボタンをクリックします。

フルスクリーン表示
の画面最上部に表示

されるツールバー

「常にツールバーを表示」
ボタン
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イメージのグループに調整を適用する
1つまたは複数の調整を一連のイメージに適用するには、最初に1つのイメージに調整を適用し、
次に最初のイメージから調整をリフトしてほかのイメージにスタンプします。これを行うには、

「リフト」ツールと「スタンプ」ツール、および「リフトとスタンプHUD」を使用します。

あるイメージから調整をリフトして複数のイメージにスタンプするには： 

1 コピーしたい調整を含むイメージを選択します。

2 ツールストリップの「リフト」ツールを選択します（またはOキーを押します）。

「リフトとスタンプHUD」が表示され、イメージに適用される調整、IPTC メタデータ、および
キーワードが示されます。

コピーしたい調整を含む

イメージを選択します。
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3 「IPTC」および「キーワード」チェックボックスの選択を解除して、選択したイメージからIPTC
メタデータおよびキーワードがコピーされないようにします。

4 必要に応じて、「リフトとスタンプHUD」内で「調整」の三角形の情報表示ボタンをクリックし、
不要な調整を選択してからDeleteキーを押して、不要な調整をすべて削除します。

5 ツールストリップで「選択」ツールを選択し（またはAキーを押し）、以下のいずれかの操作を行
います：

Â 調整を適用したいイメージの周囲を矩形を描くようにドラッグして、イメージを選択します。

Â 隣接している複数のイメージを選択する場合はShiftキーを押しながらクリックする方法で、隣
接していない複数のイメージを選択する場合はコマンドキーを押しながらクリックする方法

で、調整を適用したいイメージを選択します。

参考：調整は、閉じたスタック内のイメージには適用されません。スタック内のイメージに調
整をスタンプする場合は、「スタック」＞「スタックを開く」と選択して（またはShift ＋K
キーを押して）最初にスタックを開く必要があります。

チェックボックスの選択を

解除して、選択したイメー
ジから項目がコピーされな

いようにします。

調整を選択し、Deleteキー
を押してそれを削除します。
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6 以下のいずれかの操作を行います：

Â ツールストリップの「スタンプ」ツールを選択します。

Â「リフトとスタンプHUD」の「選択したイメージにスタンプ」ボタンをクリックします。

最初のイメージからコピーされた調整が、選択したイメージに適用されます。「リフトとスタン

プHUD」の使いかたについて詳しくは、262ページの「「リフトとスタンプHUD」を使用して
キーワードを適用する」を参照してください。

調整プリセットを操作する
同じ調整パラメータ設定をよく使う場合は、それらの設定を調整プリセットとして保存できます。

新しい調整プリセットを作成したり、調整プリセットの名前を変更したり、調整プリセットを並

べ替えたり、不要になった調整プリセットを削除することができます。調整プリセットを削除し

ても、すでにイメージに適用した調整には影響しません。プリセットは調整ごとに作成すること

ができ、各調整のプリセットアクションのポップアップメニューから利用できます。（調整プリ

セットは「Aperture」にあらかじめ用意されているものではなく、「プリセットアクション」ポッ
プアップメニューはそれらを作成したときにはじめて表示されます。）

「選択したイメージにスタンプ」
ボタンをクリックして、選択し

たイメージに調整を適用します。

プリセットアクションの
ポップアップメニュー
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調整プリセットを作成する
調整プリセットを作成するために必要な操作は、プリセットアクションのポップアップメニュー

を使って調整パラメータ設定を保存し、名前を入力するだけです。

調整プリセットを作成するには：
1 保存したい調整パラメータ設定が適用されているイメージを選択します。 

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、調整の「プリセット
アクション」ポップアップメニューから「プリセットとして保存」を選択します。

参考：プリセットアクションのポップアップメニューは調整ごとに存在します。たとえば、ホワ
イトバランスのパラメータ設定をプリセットとして保存したい場合は、「ホワイトバランス」調

整のプリセットアクションのポップアップメニューを使用します。 

3 「調整プリセット」ダイアログで、新しい調整プリセットの名前を入力してから、「OK」をクリック
します。

調整パラメータ設定が調整プリセットとして保存されます。保存した調整プリセットは、その調整

のプリセットアクションのポップアップメニューから利用できるようになります。

プリセットアクションの
ポップアップメニューから

「プリセットとして保存」
を選択します。

ここにプリセットの名前を
入力します。

「概要」列にパラメータ

設定が表示されます。
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調整プリセットを適用する
イメージに調整プリセットを適用するために必要な操作は、イメージを選択し、プリセットアク

ションのポップアップメニューから調整プリセットを選ぶだけです。調整プリセットをイメージ

に適用すると、調整プリセットに保存した設定を反映するために調整コントロールとパラメータ

値がアップデートされます。必要に応じて、イメージ調整処理で調整プリセットを適用してみて

から、適用後のイメージの調整を修正することもできます。

調整プリセットをイメージに適用するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、調整の「プリセット
アクション」ポップアップメニューからイメージに適用したいプリセットを選択します。

調整プリセットがイメージに適用され、プリセットアクションのポップアップメニューでそのプ

リセットの横にチェックマークが表示されます。

プリセットアクションの
ポップアップメニューか

ら調整プリセットを選択
します。
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調整プリセットの名前を変更する
調整プリセットの名前はいつでも変更できます。

調整プリセットの名前を変更するには：
1 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、調整の「プリセットア
クション」ポップアップメニューから「プリセットを管理」を選択します。

2 「調整プリセット」ダイアログで、変更したい調整プリセットの名前をダブルクリックします。

調整プリセットの名前が強調表示されます。

3 新しい名前を入力して、Returnキーを押します。

調整プリセットの名前が変更されます。

4 名前を変更したいすべてのプリセットについて手順2と3 を繰り返し、最後に「OK」をクリック
します。

スペルの誤りを修正したい

ときなどに、調整プリセッ
トの名前を変更できます。

調整プリセットの名前を
変更するときは、その名前

をダブルクリックします。
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調整プリセットを整理する
作成した調整プリセットは、「調整プリセット」ダイアログと「プリセットアクション」ポップ

アップメニューのプリセットリストの一番下に追加されます。調整プリセットが増えてリストが

長くなると、その中から特定のプリセットを見つけにくくなることがあります。その場合は、「調

整プリセット」ダイアログでプリセットの順序を並べ替えることができます。

調整プリセットを並べ替えるには：
1 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、調整の「プリセット
アクション」ポップアップメニューから「プリセットを管理」を選択します。

2 「調整プリセット」ダイアログで、調整プリセットを新しい位置にドラッグします。

調整プリセットが配置された場所に黒いバーが表示されます。

3 調整プリセットリストの整理が完了するまで手順2を繰り返して、最後に「OK」をクリックします。

「調整プリセット」ダイアログの調整プリセットの順序を反映するために、プリセットアクショ

ンのポップアップメニューのプリセットリストがアップデートされます。

調整プリセットを並べ替える
ことができます。たとえば、

色合い値などのパラメータ設
定が似ているプリセットを並

べて表示します。

プリセットを新しい位置
にドラッグします。配置

された場所に黒いバーが
表示されます。
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調整プリセットを削除する
調整プリセットはいつでも削除できます。削除するプリセットを使ってすでに適用した調整には

影響しません。

調整プリセットを削除するには：
1 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、調整の「プリセットア
クション」ポップアップメニューから「プリセットを管理」を選択します。

2 表示されるダイアログで削除したい調整プリセットを選択してから、Delete キーを押します。

調整プリセットが削除されます。

3 削除したいすべてのプリセットについて手順2を繰り返し、最後に「OK」をクリックします。

「調整を取り除く」コマンド
「Aperture」では、イメージの選択項目からすべての調整を取り除くことができます。

参考：「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの、「調整アクショ
ン」ポップアップメニューにある「調整を取り除く」コマンドは、1つのイメージだけの調整を
取り除きます。

イメージの選択項目からすべての調整を取り除くには：
1 イメージのグループを選択します。

2 「イメージ」＞「調整を取り除く」と選択します。

イメージの選択項目に適用されているすべての調整が取り除かれます。

修飾キーを使用してカラークリップを識別する
「Aperture」では、「露出」または「レベル」調整でコントロールを使用するときに、修飾キーを
使用するとチャンネルクリップからの反応が即座に得られます。コマンドキーを押しながらスラ

イダをドラッグすると、カラーのオーバーレイがイメージに表示され、カラーチャンネルのいず

れか、すべて、またはその組み合わせがクリッピングされたことが示されます。



第14章    イメージ調整の概要 343





III
カラー・チャンネル・クリップを識別する
調整を実行するときは、1つ以上のカラーチャンネルをクリッピングするとイメージの重要な詳
細が失われるかどうかが分かっていると便利です。

カラー・チャンネル・クリップを識別するには：
m コマンドキーを押しながら、以下のスライダをドラッグします：

Â 露出スライダ（「露出」コントロール）：ハイライトクリップを表示します。

Â 復旧スライダ（「露出」コントロール）：ハイライトクリップを表示します。

Â ブラックポイントのスライダ（「露出」コントロール）：シャドウクリップを表示します。

Â 黒レベルのスライダ（「レベル」コントロール）：ハイライトクリップを表示します。

Â 白レベルのスライダ（「レベル」コントロール）：ハイライトクリップを表示します。

上の調整のいずれかを行った結果として1つ以上のカラーチャンネルがクリッピングされる場合
には、クリッピングが実行されたイメージの領域上にカラーのオーバーレイが表示されます。コ

マンドキーを放すと、カラーのオーバーレイが消えます。

オーバーレイの色は、クリッピングされたカラーチャンネルを示します。詳しくは、次のセク

ション、「カラー・チャンネル・クリップのオーバーレイの色について理解する」を参照してく

ださい。

参考：カラー・チャンネル・クリップのオーバーレイは、「ホットエリアとコールドエリアをハ
イライト」コマンドが入になっているかどうかに関係なく表示されます。「ホットエリアとコー

ルドエリアをハイライト」コマンドについて詳しくは、190ページの「イメージのホットエリア
とコールドエリアを表示する」を参照してください。
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カラー・チャンネル・クリップのオーバーレイの色について理解する
カラー・チャンネル・クリップのオーバーレイの色は、クリッピングされたカラーチャンネルま

たはカラーチャンネルの組み合わせを示します。また、「Aperture」には、クリップを示すカラー
またはモノクロのオーバーレイを選択するオプションが用意されています。

カラー・チャンネル・クリップのオーバーレイの色を設定するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「アピアランス」
をクリックします。

2 「クリップオーバーレイ」ポップアップ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：

Â 色の濃淡でクリップオーバーレイを表示するには、「カラー」を選択します。

Â 黒、グレイスケール、および白でクリップオーバーレイを表示するには、「モノクロ」を選択
します。

カラーのオーバーレイに関する説明
次の表は、カラーのオーバーレイと、調整スライダの設定によってクリッピングされた対応する

カラーチャンネルの一覧です。

調整 カラークリップ情報

露出スライダ
（「露出」調整コントロール）

赤：赤のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

緑：緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

青：青のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黄：赤と緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

ピンク：赤と青のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

シアン：青と緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

白：3つすべてのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黒：どのカラーチャンネルのハイライトクリップも示しません。

復旧スライダ
（「露出」調整コントロール）

赤：赤のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

緑：緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

青：青のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黄：赤と緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

ピンク：赤と青のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

シアン：青と緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

白：3つすべてのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黒：どのカラーチャンネルのハイライトクリップも示しません。

ブラックポイントのスライダ
（「露出」調整コントロール）

赤：赤のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

緑：緑のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

青：青のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

黄：赤と緑のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

ピンク：赤と青のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

シアン：青と緑のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

白：どのカラーチャンネルのシャドウクリップも示しません。

黒：3つすべてのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。
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黒レベルのスライダ
（「レベル」調整コントロール）

赤：赤のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

緑：緑のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

青：青のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

黄：赤と緑のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

ピンク：赤と青のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

シアン：青と緑のカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

白：どのカラーチャンネルのシャドウクリップも示しません。

黒：3つすべてのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

白レベルのスライダ
（「レベル」調整コントロール）

赤：赤のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

緑：緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

青：青のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黄：赤と緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

ピンク：赤と青のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

シアン：青と緑のカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

白：3つすべてのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黒：どのカラーチャンネルのハイライトクリップも示しません。

調整 カラークリップ情報
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モノクロのオーバーレイに関する説明
次の表は、モノクロのオーバーレイと、調整スライダの設定によってクリッピングされた対応す

るカラーチャンネルの一覧です。

カラーメーターを使用する
「Aperture」には、イメージのカラー値をサンプリングし、RGB、Lab、CMYK、HSL、または
HSB値として表示するために使用する内蔵のカラーメーターが用意されています。ポインタをイ
メージまたはサムネールの上に置くと、カラー値が「調整」インスペクタまたは「インスペクタ
HUD」の「調整」パネルに表示されます。より正確なピクセルの選択のためにルーペを使用し、
ルーペの拡大領域内に表示されるカラー値を参照することもできます。ポインタをイメージから

離すと、ISO設定、F値、シャッター速度、焦点距離など、イメージに関する基本的なEXIFデー
タの値がカラー値の代わりに表示されます。

調整 カラークリップ情報

露出スライダ
（「露出」調整コントロール）

白：すべてのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

66%グレイ：2つのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。
33%グレイ：1つのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黒：どのカラーチャンネルのハイライトクリップも示しません。

復旧スライダ
（「露出」調整コントロール）

白：すべてのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

66%グレイ：2つのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。
33%グレイ：1つのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黒：どのカラーチャンネルのハイライトクリップも示しません。

ブラックポイントのスライダ
（「露出」調整コントロール）

白：どのカラーチャンネルのシャドウクリップも示しません。

66%グレイ：1つのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。
33%グレイ：2つのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

黒：3つすべてのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

黒レベルのスライダ
（「レベル」調整コントロール）

白：どのカラーチャンネルのシャドウクリップも示しません。

66%グレイ：1つのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。
33%グレイ：2つのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

黒：3つすべてのカラーチャンネルのシャドウクリップを示します。

白レベルのスライダ
（「レベル」調整コントロール）

白：すべてのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

66%グレイ：2つのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。
33%グレイ：1つのカラーチャンネルのハイライトクリップを示します。

黒：どのカラーチャンネルのハイライトクリップも示しません。
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カラー値をサンプリングする
カラーメーターでは、ポインタまたはルーペのターゲット領域の下にイメージのピクセルのカ

ラー値が表示されます。

ポインタを使用してイメージのカラー値をサンプリングするには：
m カラー値をサンプリングしたいイメージの領域の上にポインタを置き、「調整」インスペクタまた

は「インスペクタHUD」の「調整」パネルの一番上に表示される値を確認します。

ルーペを使用してイメージのカラー値をサンプリングするには：
1 ツールバーの「ルーペ」ボタンをクリックするか、アットマーク（@）キーを押します。

2 「表示」＞「ルーペにカラー値を表示」と選択するか、 Shift ＋Option ＋アットマーク（@）キー
を押します。

3 カラー値をサンプリングしたいイメージの領域の上にルーペのターゲット領域を置くと、ルーペ

の拡大領域に値が表示されます。

カラーメーター
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カラー値オプションを選択する
「Aperture」では、RGB、Lab、CMYK、HSB、またはHSL カラー値を表示するようにカラー
メーターを設定できます。

カラーメーターのカラー値オプションを選択するには：
m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、「調整アクション」ポッ
プアップメニューからカラー値オプションを選択します。

カラー値オプションを

ここで選択します。
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カラー値のサンプリングサイズを選択する
カラー値の決定に使用されるサンプリングサイズ（ピクセル領域）を設定することもできます。

カラーメーターのカラー値のサンプリングサイズを選択するには：
m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、「調整アクション」ポッ
プアップメニューから適切なカラー値のサンプリングサイズを選択します。

カラー値のサンプリング
サイズをここで選択します。
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外部エディタを使用する
イメージを合成するなど、より高度なイメージ操作を行う必要がある場合は、「Aperture」で外部
エディタの使用を設定できます。最初に、「Aperture」で使用するアプリケーション、および
16ビット・ファイル・フォーマット（TIFFまたはPSD）を指定する必要があります。これは、1回
だけ実行する必要があります。次に、イメージを選択してメニューコマンドを選択し、外部エディ

タに指定したアプリケーションでイメージを開きます。

「Aperture」に外部エディタを設定するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「書き出す」を
クリックします。

2 「外部イメージエディタ」フィールドの下の「選択」ボタンをクリックし、「アプリケーションを
選択」ダイアログでアプリケーションを探して、「選択」をクリックします。

「外部イメージエディタ」フィールドに、アプリケーションの名前が表示されます。

3 「外部エディタのファイルフォーマット」ポップアップメニューから、適切な16 ビット・ファイ
ル・フォーマット（TIFFまたはPSD）を選択します。

これは、外部エディタでファイルを開くときに、「Aperture」が使用するファイルフォーマット
です。

「Aperture」で外部エディタを使用するには：
1 ブラウザでイメージを選択します。

2 「イメージ」＞「外部エディタまたはプラグインで編集」＞「＜アプリケーション名＞」と選択
します（または、コマンド＋Shift＋Oキーを押します）。

新規マスター（元のファイルは変更されません）が作成され、選択されたファイルフォーマット

に変換してから、選択された外部エディタでイメージファイルが開かれます。このイメージファ

イルは、元のマスターと共にスタックに分類され、新しいマスターとして監視されます。

3 外部アプリケーションでイメージの修正が完了したら、イメージファイルを保存します。

保存したイメージファイルは、「Aperture」で自動的にアップデートされます。
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「RAW微調整」コントロールを使用する
「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「RAW 微調整」領域に

ある調整コントロールを使用して、MacOS でRAW ファイルをデコードする方法を変更するこ
とができます。MacOS では、「Aperture」が対応している各デジタルカメラに合わせて RAW
ファイルフォーマットの特性を決めます。通常は、この補正データにより、RAW イメージファ

イルは該当するカメラに合わせて最適にデコードされます。ただし、特定の種類のイメージでは、
MacOSでRAWイメージファイルをデコードする方法を調整する必要があります。

「RAW 微調整」コントロールには、以下のパラメータが含まれています：
Â「ブースト」：「ブースト」および「色相ブースト」スライダと値スライダを使用して、イメージ
のコントラストを制御します。

Â「シャープ」：「シャープ」および「エッジ」スライダと値スライダを使用して、RAWデコーディ
ング処理でイメージに適用したいシャープの度合いを微調整します。

Â「モアレ」：「モアレ」および「半径」スライダと値スライダを使用して、高コントラストのエッ
ジのカラーフリンジを補正したり、れんがの壁や杭の柵など、直線のパターンによってモアレ

パターン効果が発生する被写体で、イメージ内に見られるモアレパターン効果を補正します。

Â「自動ノイズ補正」：ノイズの除去やスタックしたピクセルの除去など、自動的にイメージに適
用される追加の調整を入にするときは、このチェックボックスを選択します。

参考：「調整」インスペクタおよび「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「RAW微調整」
領域にある一部のコントロールは、それらの設定がこのカメラ機種で使用できない場合、淡色

で表示されます。

これらのコントロールを使用すると、RAW デコーディング設定をイメージごとに微調整するこ

とができます。「Aperture」では、カスタマイズした RAW デコーディング設定を常に特定のカ

メラで使用するプリセットまたはデフォルト設定として保存して、新しく読み込むイメージに簡

単に適用することもできます。独自の「RAW 微調整」設定を特定のカメラのデフォルトとして

保存する方法について詳しくは、358ページの「カメラデフォルトを設定する」を参照してくだ
さい。

「RAWデコードバージョン」
ポップアップメニュー





352 PartIIIイメージの調整



「ブースト」コントロールを使用する
MacOSでは、各デジタルカメラのRAWファイルフォーマットの特性を決めて、最適なコントラ
スト設定を判別します。「ブースト」コントロールを使うと、RAW ファイルをデコードするとき

にコントラストの強さを設定することができます。「色相ブースト」コントロールは、「ブースト」

コントロールを使ってコントラストを強くするときにイメージの色相を維持するために使用しま

す。「色相ブースト」パラメータを1.00に設定し、「ブースト」パラメータを1.00 に設定すると、
プライマリカラーとセカンダリカラーの色相は純粋なカラー値で固定され、イメージ内のすべて

の色相がシフトします。花が咲き乱れる庭のイメージなど、彩度の高いプライマリカラーとセカ

ンダリカラーで構成されるイメージの場合は、色相を純粋な値にシフトすると、望ましい視覚効

果が得られます。ただし、肌の色調を含むイメージの場合、これは視覚的に望ましいことではあ

りません。色相をシフトすると、ほとんどの場合肌が黄色く表示されます。「色相ブースト」パラ

メータを0.00に設定すると、イメージのカラーコントラストが強くなる一方、イメージの元の色
相はそのままになります。

「ブースト」パラメータを調整するには：
1


Aperture2.0以降を使って読み込まれた、またはAperture2.0以降に移行されたRAWイメージを
選択します。

バージョンは、「RAWデコードバージョン」ポップアップメニューに示されます。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで次のいずれかの操作を実
行して、「ブースト」パラメータを調整します。

Â デフォルトでは、「ブースト」スライダは1.00に設定されています。RAWデコーディング処理
でイメージに適用されるコントラストの量を減らすときは「ブースト」スライダを左にドラッ

グし、増やすときは「ブースト」スライダを右にドラッグします。

Â「ブースト」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、コントラストを5 パーセント単
位で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「ブースト」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.00のときは、コントラスト調整はRAWデコーディング処理でイメージに適用されませ
ん。0.00 より大きい値のときに、イメージに適用されるコントラスト調整が増加します。値
が 1.00 のときは、特定のカメラ機種に対してアップルが推奨するコントラスト調整が完全に
適用されます。

「ブースト」スライダおよび値スライダを

使って、RAWデコーディング処理で適用
するコントラストの量を調整します。
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3 以下のいずれかの操作を行って、「色相ブースト」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「色相ブースト」スライダは1.00に設定されています。色相の精度を保持す
るときは「色相ブースト」スライダを左にドラッグし、RAW デコーディング処理で色相をシ

フトさせるときは「色相ブースト」スライダを右にドラッグします。

Â「色相ブースト」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、色相の精度を5パーセント
単位で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「ブースト」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.00 のときは、「ブースト」調整に関して、RAW デコーディング処理時にイメージの元
の色相が保持されます。0.00 より大きい値のときに、イメージに適用される色相調整が増加
します。値が1.00 のときは、特定のカメラ機種に対してアップルが推奨する色相調整が完全
に適用されます。

「シャープ」コントロールを使用する
RAWデコーディング処理時にシャープを入にするには、「調整」インスペクタまたは「インスペ
クタHUD」の「調整」パネルにある「シャープ」チェックボックスを選択します。

参考：「RAW微調整」調整を使用してイメージまたはイメージのグループにシャープを適用する
ときの効果は、非常にわずかです。シャープの効果をさらに得るには、「エッジシャープ」調整

を使用します。「エッジシャープ」調整について詳しくは、459ページの「「エッジシャープ」コ
ントロールを使用する」を参照してください。

「色相ブースト」スライダおよび値スライダ
を使って、RAW デコーディング処理時の色
相の忠実度を保護します。
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RAWデコーディング処理で適用されるシャープを調整するには：
1


Aperture2.0以降を使って読み込まれた、またはAperture2.0以降に移行されたRAWイメージを
選択します。

バージョンは、「RAWデコードバージョン」ポップアップメニューに示されます。

2 以下のいずれかの操作を行って、シャープ効果の強さを調整します：

Â「シャープ」スライダおよび値スライダのデフォルト値は、RAWイメージファイルの作成に使
用するカメラで決まります。RAW デコーディング処理で適用されるシャープ効果の強さを上

げるときは「シャープ」スライダを右にドラッグし、下げるときは「シャープ」スライダを左

にドラッグします。

Â「シャープ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、シャープ効果の強さを5パーセ
ント単位で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「シャープ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.00のときは、シャープ効果はRAWデコーディング処理でイメージに適用されません。
0.00 より大きい値のときに、イメージに適用されるシャープ効果が大きくなります。

3 以下のいずれかの操作を行って、シャープ効果をエッジに適用する方法を調整します：

Â「エッジ」スライダおよび値スライダのデフォルト値は、RAW イメージファイルの作成に使用
するカメラで決まります。RAW デコーディング処理で「ハード」エッジ（大幅な色の変更を

行う領域）に適用されるシャープ効果の強さを上げるときは「エッジ」スライダを右にドラッ

グし、制限するときは「シャープ」スライダを左にドラッグします。

Â「エッジ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、ハードエッジに適用するシャー

プ効果の強さを5パーセント単位で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。
Â「エッジ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。
0.00 より大きい値のときに、ハードエッジに適用されるシャープ効果が大きくなります。

「シャープ」スライダおよび値スライダを使って、
RAW デコーディング処理で適用するシャープ効果
の強さを調整します。

「エッジ」スライダおよび値スライダを使って、
RAW デコーディング処理でシャープ効果をエッ
ジに適用する方法を調整します。
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III
「モアレ」コントロールを使用する
デジタルイメージでは、撮像素子によって生成されるノイズのために、エッジや線の周りに色の

アーティファクトが現れることがよくあります。被写体に直線のパターンがあるイメージでは、

モアレパターンが現れてその被写体の外観にしわが寄ったり虹色になったりすることがよくあ

ります。また、ベイヤーパターンを使用する撮像素子を持つカメラでは、モノクロのイメージに

ノイズが現れることがよくあります。「モアレ」調整コントロールは、これらのパターンを識別

してアーチファクトを修正します。

多くのデジタルカメラのアンチエイリアスフィルタは十分でないため、「モアレ」および「半径」

パラメータは特に、カラーコントラストの強いエッジに起因するイメージのエイリアスを修正す

るために使用されます。アンチエイリアスフィルタが十分でないと、処理中にエッジが曲がった

り、色が偏ったりする傾向があります。MacOS では、RAWデコーディング処理時に、RAWファ
イル内の高周波数の情報をスキャンし、ブレンドカラーを探して、そのブレンドカラーをシーン

に元から存在したエッジカラーに置き換えます。「モアレ」パラメータは、調整を適用する信号

の量を調整します。「半径」パラメータは、調整を適用するピクセル領域（視覚的なしきい値）を

調整します。

参考：前のバージョンの「Aperture」にあった「クロマブラー」コントロールは、「モアレ」コ
ントロールに代わりました。詳しくは、359ページの「Aperture1.1の「クロマブラー」コント
ロールを使用する」を参照してください。
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「モアレ」および「半径」パラメータを調整するには：
1


Aperture2.0以降を使って読み込まれた、またはAperture2.0以降に移行されたRAWイメージを
選択します。

バージョンは、「RAWデコードバージョン」ポップアップメニューに示されます。

2 以下のいずれかの操作を行って、「モアレ」調整を適用する信号の量を調整します：

Â「モアレ」スライダおよび値スライダのデフォルト値は、0.10です。RAWデコーディング処理
で「モアレ」調整を適用する信号の量を増やすときは「モアレ」スライダを右にドラッグし、

減らすときは「モアレ」スライダを左にドラッグします。

Â「モアレ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、強さを10パーセント単位で調整
します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「モアレ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.10 ～10.00 の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.10のときは、RAWデコーディング処理で適用されるモアレ補正の量は最少になります。
0.10 より大きい値のときに、RAW デコーディング処理で適用されるモアレ補正が増加します。

3 以下のいずれかの操作を行って、「モアレ」調整を適用するピクセル領域（視覚的なしきい値）を

調整します：

Â「半径」スライダおよび値スライダのデフォルト値は、4.00 ピクセルです。RAWデコーディン
グ処理で「モアレ」調整を適用する領域を増やすときは「半径」スライダを右にドラッグし、

減らすときは「半径」スライダを左にドラッグします。

Â「モアレ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、半径を10パーセント単位で調整
します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「半径」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.10 ～10.00 の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.10のときは、RAWデコーディング処理で「モアレ」補正を適用する領域は最も制限さ
れます。0.10 より大きい値のときに、RAW デコーディング処理で「モアレ」補正を適用する
領域が増加します。

「モアレ」スライダおよび値スライダを使って、 
RAWデコーディング処理で「モアレ」調整を
適用する信号の量を調整します。

「半径」スライダおよび値スライダを使って、 
RAWデコーディング処理時の「モアレ」調整の
視覚的なしきい値を調整します。
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自動ノイズ補正調整を入にする
撮像素子では、特定の設定（一般に、ISO設定を高くして露出を長くした設定）でノイズのある
イメージが生成されます。MacOS では、各カメラのノイズ特性を分析し、その特性を利用して
シャープなどのパラメータを制御します。自動調整を入にするには、「自動ノイズ補正」チェッ

クボックスを選択します。

自動ノイズ補正調整を入にするには：
1


Aperture2.0以降を使って読み込まれた、またはAperture2.0以降に移行されたRAWイメージを
選択します。

バージョンは、「RAWデコードバージョン」ポップアップメニューに示されます。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「RAW 微調整」領域で、
「自動ノイズ補正」チェックボックスを選択します。

自動ノイズ補正調整が適用されます。

DNGファイルを操作する
「Aperture」では、MacOS でDNGフォーマットのRAW イメージをデコードする方法を調整す
ることができます。「Aperture」が対応しているデジタルカメラの場合は、そのカメラ用の補正
データを使用して、RAW ファイルフォーマット自体からデコードする場合と同じ方法で RAW
ファイルをデコードします。対応していないカメラのDNGファイルの場合、「Aperture」では、
DNG ファイルに保存されているカメラ情報を使用してイメージをデコードします。

DNGファイルの「RAW微調整」パラメータを調整するには：
1


Aperture2.0以降にデコードされたDNGファイルを選択します。

バージョンは、「RAWデコードバージョン」ポップアップメニューに示されます。

2 「Aperture」が対応しているカメラの場合は、「RAWデコードバージョン」ポップアップメニュー
に「2.0」と表示されます。「Aperture」が対応していないカメラの場合は、「RAWデコードバー
ジョン」ポップアップメニューに「2.0DNG」と表示されます。

3 イメージの必要に応じて「RAW微調整」パラメータを調整します。

自動ノイズ調整を入にするには、
このチェックボックスを選択します。
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カメラデフォルトを設定する
「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「RAW微調整」領域にあ
るコントロールを使ってRAW デコーディング設定を変更すると、それらの設定をカメラ機種の
デフォルトパラメータ値として保存することができます。「Aperture」に読み込むこのカメラ機
種のRAWイメージファイルはすべて、保存したこの設定を使用してデコードされます。

カメラデフォルトを設定するには：
1 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「RAW 微調整」領域で、
「プリセットアクション」ポップアップメニューから「カメラデフォルトとして保存」を選択し

ます。

「調整プリセット」ダイアログが表示されます。

2 プリセットの名前を入力して、「OK」をクリックします。

「プリセットアクション」ポップアップメニューで、プリセットの名前の横にチェックマークが

表示されます。

保存したカメラデフォルトの設定は、いつでも消去できます。

カメラデフォルトの設定を消去するには：
m カメラのプリセットを削除します。調整プリセットの削除について詳しくは、342ページの「調
整プリセットを削除する」を参照してください。

アップルが推奨するRAWデコーディング設定を使用するように「RAW微調整」コントロールを
設定することもできます。

アップルが推奨するカメラデフォルト設定を使用するには：
m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「RAW 微調整」領域で、
「プリセットアクション」ポップアップメニューから「Apple-カメラデフォルト」を選択します。

「プリセットアクション」ポップアップメニューで、「Apple-カメラデフォルト」の横にチェッ
クマークが表示されます。

「カメラ」フィールドに

カメラ機種が表示されます。
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Aperture1.1の「クロマブラー」コントロールを使用する
前のバージョンの「Aperture」では、「RAW微調整」コントロールに、撮像素子によって生成さ
れるノイズのためにデジタルイメージに現れる色のアーチファクトを補正する「クロマブラー」

調整がありました。Aperture2では、「クロマブラー」コントロールは「モアレ」コントロール
に代わりました。

「クロマブラー」調整コントロールでは、ISO 感度を高くして撮影したイメージによく現れる色
のアーチファクトを補正するために、色を少し不鮮明にします。MacOSでは、各デジタルカメ
ラのRAW ファイルフォーマットの特性を決めて、適切なクロマブラー値を判別します。「調整」
インスペクタまたは「インスペクタ HUD」の「調整」パネルにある「クロマブラー」チェック
ボックスを選択すると、このデフォルトのクロマブラー調整が切になり、独自のクロマブラー値

を設定できます。

「クロマブラー」パラメータを調整するには：
1


Aperture1.1を使って読み込まれた、またはAperture1.1に移行されたRAWイメージを選択します。

バージョンは、「RAWデコードバージョン」ポップアップメニューに示されます。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、「クロマブラー」チェッ
クボックスを選択します。

3 以下のいずれかの操作を行って、クロマブラー効果を適用する領域を調整します：

Â「半径」スライダおよび値スライダのデフォルト値は、RAWイメージファイルの作成に使用す
るカメラで決まります。RAW デコーディング処理でクロマブラー効果を適用する領域の半径

を大きくするときは「半径」スライダを右にドラッグし、減らすときは「半径」スライダを左

にドラッグします。

Â「半径」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、半径を10分の1ピクセル単位で調整
します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「半径」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.10 ～10.00 の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.10のときは、RAWデコーディング処理で適用されるクロマブラーの量は最少になりま
す。0.10 より大きい値のときに、RAW デコーディング処理で適用されるクロマブラー効果が
増加します。

クロマブラーの RAW デコーディング
設定を変更するには、「クロマブラー」

チェックボックスを選択します。

「半径」スライダおよび値スライダを使って、 RAW
デコーディング処理でクロマブラー効果を適用する

領域を調整します。
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ヒストグラムの読み取り方法を理解する
ヒストグラムは、イメージ内の相対的な明るさ（純粋な黒から純粋な白まで）を示すグラフです。

グラフの領域でイメージ内のすべてのピクセルを表します。ヒストグラムでは、左から右に、イ

メージ内の濃いピクセル（シャドウ）、グレイのピクセル（ミッドトーン）、明るいピクセル（ハ

イライト）の範囲を示します。ヒストグラムグラフの形状は、被写体と露出の色調に基づいて決

定されます。

露出を評価する
ヒストグラムは、露出を評価するための優れたツールです。たとえば、ヒストグラムの暗い側に

ピークが集まっている場合は、通常、イメージが主に暗めのピクセルで構成されていて、露出ア

ンダーであることを示します。

ピ
ク
セ
ル
（
増
加
）

シャドウ ハイライトミッドトーン

明るさ（増加）
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ヒストグラムの中央部分にピークが集まっている場合は、通常、露出の均等がとれていることを

示します。これは、ピクセルの大部分がヒストグラムのミッドトーン内に集中しているためです。

これらのピクセルは、暗すぎることも明るすぎることもありません。

一方、ヒストグラムの明るい側にピークが集まっている場合は、通常、イメージが露出オーバー

であることを示します。これは、イメージのピクセルの大部分が明るすぎるためです。

色調とコントラストの評価
ヒストグラムグラフは、イメージの露出を評価するための優れたツールですが、ヒストグラムから

読み取れるのは露出情報だけではありません。ヒストグラムの形状は、被写体の色調の影響も受け

ます。ヒストグラムを評価する際は、イメージの被写体を考慮に入れる必要があります。たとえ

ば、夜に撮影したイメージでは、ピーク値の大半が自然にヒストグラムの暗い側に集まります。
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同様に、雪や海からの反射光のように被写体のイメージが明るい場合は、ピークの大半がヒスト

グラムの明るい側に集まります。

ヒストグラムは、イメージのコントラストも示します。たとえば、次に示す日没を背景にしたハ

ンモックの男性のシルエットには、ミッドトーンがほとんど含まれず、極端に明るい色調と暗い

色調の値が比較的均等に含まれています。この場合、ヒストグラムは暗い側と明るい側の両方に

ピークのある形状になります。

同様に、ヒストグラムでは、イメージのコントラスト不足を表すこともできます。たとえば、霧

の中にかかる虹のイメージでは、コントラストが不足しています。光に指向性がないと、イメー

ジにはハイライトもシャドウもありません。この場合、ピークはヒストグラムの中央に集中し、

暗い側や明るい側には存在しません。
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ヒストグラムを使ってイメージを修正する
ヒストグラムを使用すると、十分なシャドウ、ミッドトーン、およびハイライト情報がイメージ

に存在するかどうかを評価することもできます。「Aperture」には、「調整」インスペクタと「イ
ンスペクタHUD」の「調整」パネル内に2 つのヒストグラムがあります。調整コントロール上
部のヒストグラムは、イメージの現在の状態を示します。「レベル」調整コントロールに含まれ

る「レベル」ヒストグラムを使用すると、表示されたヒストグラムを見ながらイメージの明るさ

値を調整できます。「レベル」コントロールを使用すると、シャドウ、暗いクオータートーン、

ミッドトーン、明るいクオータートーン、およびハイライト値を、イメージのほかの領域に影響

を及ぼすことなく、それぞれ独自に調整できます。レベル調整の実行について詳しくは、429ペー
ジの「「レベル」コントロールを使用する」を参照してください。

画面上での調整について
人間の目は、色を主観的に知覚します。人間の脳は、知覚した色を可能な限り自然に見えるよう

に補正するという非常に高度な機能を備えているため、目を使ってイメージ内の色に客観的な変

更を加えるのは簡単なことではありません。このため、カラー調整の実行に最適な作業環境を用

意することが不可欠です。この作業環境では、視覚を混乱させる可能性のある余分な色は排除し

ます。

良好な作業環境を作成する
イメージのカラー調整を開始する前に、以下の点に注意を払うことが大切です。

Â ディスプレイの解像度を最大に設定します。これにより、イメージが最適に表示されます。

Â 適切なカラーマネージメントを使用していることを確認します。具体的には、ディスプレイ

とプリンタが正しく補正されており、そのプロファイルが最新であることを確認します。
Aperture システムの補正およびプロファイル作成について詳しくは、635ページの付録 B
「Apertureシステムの色を補正する」を参照してください。

Â 照明のために画面の色を誤って知覚してしまうことがないよう、作業中の部屋では周辺光を

抑え、ディスプレイが最も明るいレベルに設定されていることを確認します。

Â 可能であれば、詳細なイメージ調整を行う部屋の壁は中間色のグレイにします。明るい色彩

のものをできるだけ部屋に置かないようにして、画面の色が部屋の中にあるものから影響を

受けないようにします。
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15 イメージを調整する

完成されたイメージに仕上げるときは、調整コントロールを使用しま
す。使用する調整コントロールの種類は、変更しようとするイメージ
の特性によって異なります。

この章では、調整コントロールを使用してイメージを仕上げる方法について詳しく説明します。

この章の内容：

Â 自動調整を利用する（366ページ）

Â「赤目修正」コントロールを使用する（373ページ）

Â「レタッチ」および「スポットとパッチ」コントロールを使用する（381ページ）

Â「ビネット除去」コントロールを使用する（398ページ）

Â「傾き補正」コントロールを使用する（399ページ）

Â「トリミング」コントロールを使用する（402ページ）

Â「ホワイトバランス」コントロールを使用する（408ページ）

Â「露出」コントロールを使用する（412ページ）

Â「補正」コントロールを使用する（417ページ）

Â「レベル」コントロールを使用する（429ページ）

Â「ハイライトとシャドウ」コントロールを使用する（435ページ）

Â「カラー」コントロールを使用する（445ページ）

Â「モノクロミキサー」コントロールを使用する（452ページ）

Â「モノクロ化」コントロールを使用する（455ページ）

Â「セピア調」コントロールを使用する（456ページ）

Â「ノイズ除去」コントロールを使用する（457ページ）

Â「シャープ」および「エッジシャープ」コントロールを使用する（458ページ）

Â「ビネット」コントロールを使用する（463ページ）
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自動調整を利用する
「Aperture」には、一連の自動調整コントロールが用意されています。これらのコントロールを
使ってイメージを分析し、その分析に基づいてイメージに調整を適用します。手動調整コント

ロールを使ってイメージを詳細に調整する前に、イメージにあらかじめ簡単な修正を加えておく

ことをお勧めします。

以下の自動調整を適用できます。

Â「自動露出」ボタン：選択したRAWイメージの露出を自動的に調整するときは、このボタンを
クリックします。

Â「自動レベル - 結合」ボタン：3つのカラーチャンネルの輝度値に基づいて、選択したイメージ
のレベルを自動的に調整するときは、このボタンをクリックします。

Â「自動レベル - 分離」ボタン：選択したイメージのレベルをカラーチャンネルごとに自動的に
調整するときは、このボタンをクリックします。

自動露出 自動レベル分離

自動レベル結合
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III
「自動露出」ボタンを使用する
RAW イメージの露出をすばやく調整したいときは、「自動露出」ボタンを使用できます。

「Aperture」がイメージに自動的に設定した露出は、「露出」コントロールを使用していつでも詳
細に調整できます。イメージの露出を手動で調整する方法について詳しくは、 412ページの「「露
出」コントロールを使用する」を参照してください。

参考：自動露出調整を使用できるのは、「Aperture」が対応しているRAW イメージだけです。
JPEGやTIFFなど、ほかのファイルタイプの露出を調整したい場合は、412ページの「「露出」コ
ントロールを使用する」を参照してください。対応している RAW ファイルタイプについては、

アップルのWeb サイト、http://www.apple.com/jp/aperture/rawを参照してください。

「自動露出」調整前 「自動露出」調整後

http://www.apple.com/jp/aperture/raw
http://www.apple.com/aperture/raw
http://www.apple.com/aperture/raw
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RAWイメージの露出を自動的に補正するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、「自動露出」ボタンをク
リックします。

イメージの露出が自動的に調整されます。イメージの露出設定を詳細に調整する必要がある場合

は、412ページの「「露出」コントロールを使用する」を参照してください。

イメージの露出は、いつでも元の状態にリセットできます。

イメージの露出をリセットするには：
m 「編集」＞「自動露出の取り消し」と選択します（またはコマンド＋Zキーを押します）。

イメージの露出を自動的に設定

するときは、「自動露出」ボタン
をクリックします。
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III
「自動レベル-結合」ボタンを使用する
イメージのレベルをすべての輝度値（赤、緑、および青チャンネル）に基づいてすばやく調整し

たいときは、「自動レベル-結合」ボタンを使用します。すべての輝度を基にして、赤、緑、お
よび青チャンネルがそれぞれ同じ量だけ調整されます。イメージの色かぶりを変更せずにイメー

ジのコントラストを補正したいときは、「自動レベル-結合」ボタンを使用します。

すべての輝度に基づいてイメージのレベルを自動的に調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、「自動レベル-結合」
ボタンをクリックします。

イメージのレベルが自動的に調整されます。レベル調整を詳細に調整する方法については、
429ページの「「レベル」コントロールを使用する」を参照してください。

「自動レベル-結合」調整前 「自動レベル-結合」調整後

3つのカラーチャンネルの輝度
に基づいて、イメージのレベ
ルを自動的に設定するときは、

「自動レベル-結合」ボタンを
クリックします。

輝度ヒストグラムが
グレイのグラフとし

て表示されます。
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「自動レベル-分離」ボタンを使用する
赤、緑、および青チャンネルの個別の評価に基づいてイメージのレベルを自動的に調整する場合

は、「自動レベル-分離」ボタンを使用します。赤、緑、および青チャンネルは、各チャンネル
の評価に基づいて調整されます。イメージのコンストラストだけでなく色かぶりも補正する場合

は、「自動レベル-分離」ボタンを使用します。

各カラーチャンネルの評価に基づいてレベルを自動的に調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルで、「自動レベル-分離」
ボタンをクリックします。

イメージのレベルは、カラーチャンネルごとに自動的に調整されます。レベル調整を詳細に調整

する方法については、429ページの「「レベル」コントロールを使用する」を参照してください。

「自動レベル-分離」調整前 「自動レベル-分離」調整後

各カラーチャンネルの輝度値
の評価に基づいて、イメージ

のレベルを自動的に設定する
ときは、「自動レベル-分離」
ボタンをクリックします。
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III
「自動レベル」オプションを設定する
「Aperture」には、「自動レベル」調整のブラック・クリップ・ポイントとホワイト・クリップ・
ポイントのパラメータを設定するためのオプションが用意されています。ブラック・クリップ・

ポイントとホワイト・クリップ・ポイントをデフォルト値の0%から変更すると、イメージの色
調範囲が拡張します。イメージがプリントされるときにシャドウとハイライトの詳細を保持する

ときなどに、イメージの色調範囲を拡張します。

参考：ブラック・クリップ・ポイントとホワイト・クリップ・ポイントの最終的な値を設定する
前に、プリンタの出力特性を決定するためのプリントテストが何回か必要になることがあります。

ブラック・クリップ・ポイントを調整するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「一般」をクリックします。

Â デフォルトでは、「自動ブラッククリップ調整」スライダはスライダコントロールの左側に設

定されています。スライダを右方向にドラッグして、「自動レベル」調整の許容値を大きくし

ていきます。イメージの色が分析済みのブラックポイントを超えたら、スライダを左方向に戻

して許容値を小さくします。

Â デフォルトでは、「自動ブラッククリップ調整」値スライダは0%に設定されています。値スラ
イダの数値をダブルクリックしてから、0%～10%の値を入力して、Return キーを押します。

Â 値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの色が分析済みのブラックポイン

トを超えるように、「自動レベル」調整の許容値を変更します。または、値フィールド内をド

ラッグします。

左矢印をクリックすると許容値が小さくなり、右矢印をクリックすると許容値が大きくなり

ます。

2 ブラック・クリップ・ポイントを調整したら、「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」
の「調整」パネルで「自動レベル-結合」または「自動レベル-分離」ボタンをクリックして、
イメージの効果を確認します。

ブラックを越える色を評価

するときは、「自動ブラッ
ククリップ調整」スライダ

および値スライダを使って
「自動レベル」調整に許容

値を増やします。
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ホワイト・クリップ・ポイントを調整するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「一般」をクリックします。

Â デフォルトでは、「自動ホワイトクリップ調整」スライダはスライダコントロールの左側に設

定されています。スライダを右方向にドラッグして、「自動レベル」調整の許容値を大きくし

ていきます。イメージの色が分析済みのホワイトポイントを超えたら、スライダを左方向に戻

して許容値を小さくします。

Â デフォルトでは、「自動ホワイトクリップ調整」値スライダは0%に設定されています。値スラ
イダの数値をダブルクリックしてから、0%～10%の値を入力して、Return キーを押します。

Â 値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの色が分析済みのホワイトポイン

トを超えるように、「自動レベル」調整の許容値を変更します。または、値フィールド内をド

ラッグします。

左矢印をクリックすると許容値が小さくなり、右矢印をクリックすると許容値が大きくなり

ます。

2 ホワイト・クリップ・ポイントを調整したら、「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」
の「調整」パネルで「自動レベル-結合」または「自動レベル-分離」ボタンをクリックして、
イメージの効果を確認します。

「自動レベル」調整をリセットする
イメージのレベルは、いつでもリセットして元の値に戻すことができます。

イメージのレベルをリセットするには：
m 「編集」＞「自動調整の取り消し」と選択します（またはコマンド＋Zキーを押します）。

ホワイトを越える色を評価

するときは、「自動ホワイ
トクリップ調整」スライダ

および値スライダを使って
「自動レベル」調整に許容

値を増やします。
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III
「赤目修正」コントロールを使用する
イメージの被写体の目に見られる赤目効果を軽減するには、「赤目」ツールと「赤目修正」調整

コントロールを使用します。「赤目」ツールを使ってイメージの被写体の赤目をターゲットに設

定すれば、「赤目修正」コントロールを使ってターゲットオーバーレイの半径と感度を調整でき

ます。ターゲットオーバーレイ領域に含まれる赤いピクセルの彩度が小さくなることで、赤目効

果が軽減されます。

「赤目」ツールを使って赤目を軽減する
「赤目」ツールを使用すると、イメージの被写体の赤目をターゲットに設定するだけで、簡単に

赤目を軽減できます。

「赤目」ツールを使って赤目を取り除くには： 
1 イメージを選択します。

2 イメージのサイズを調整したときに詳細がぼやけることがないように、イメージはフルサイズ

（100パーセント）で表示することをお勧めします。イメージをフルサイズで表示するには、ツー
ルストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをクリック

します（またはZ キーを押します）。

3 ツールストリップまたはフルスクリーンのツールバーの「赤目」ツールを選択します（またはE
キーを押します）。

ポインタがターゲットに変わって、「赤目HUD」が表示されます。

「赤目」調整前 「赤目」調整後
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4 イメージ内の赤目をクリックし、その上に「赤目」ターゲットオーバーレイを置きます。

「赤目」ターゲットオーバーレイを赤目の上に置くと、「赤目」ターゲットオーバーレイ内の赤い

ピクセルの彩度が小さくなります。

5 手順4 を繰り返して、イメージに含まれる赤目をすべて修正します。

「赤目」ターゲットオーバーレイのサイズを調整する
イメージの赤目は、「赤目」ターゲットオーバーレイ領域内の赤いピクセルの彩度を小さくする方

法で修正します。「赤目」ターゲットオーバーレイは、対応する目のサイズに合わせることをお勧

めします。こうすることにより、被写体の目の周囲にある皮膚や、スカーフや帽子などの衣服に

含まれる赤いピクセルが、赤目調整の影響を受けるのを防ぐことができます。また、接写イメー

ジの場合には、対象の目を完全に覆うために「赤目」ターゲットオーバーレイのサイズを大きく

しなければならないことがあります。「赤目」ターゲットオーバーレイのサイズは、イメージ上に

置く前でも置いた後でも調整できます。
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III
「赤目」ツールのターゲットのサイズを変更するには、次のいずれかの操作を行います：

m 「赤目HUD」の「半径」スライダをドラッグします。

m スクロールホイール付きのマウスの場合は、スクロールホイールを回転させます。

「赤目」ツールのターゲットのサイズが変更されます。

イメージ上にすでに置いている「赤目」ターゲットオーバーレイのサイズを変更することも

できます。

既存の「赤目」ターゲットオーバーレイのサイズを変更するには： 
1 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンを

クリックして、イメージをフルサイズ（100%）で表示します（またはZキーを押します）。

2 「赤目」ターゲットオーバーレイをクリックして選択します。

手のアイコンが表示され、「赤目」ターゲットオーバーレイを選択できる状態になります。

「赤目」ツールを使って

イメージ上に置いた「赤目」
ターゲットオーバーレイの

サイズを調整するときは、
「赤目HUD」の「半径」
スライダをドラッグします。

「赤目」ツールが
手のアイコンに

変わり、「赤目」
ターゲットオー

バーレイを選択
できる状態である

ことを示します。
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3 必要に応じて、「インスペクタ」ボタンをクリックして（またはI キーを押して）インスペクタパ
ネルを表示するか、Hキーを押して「インスペクタHUD」を表示します。

4 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「赤目修正」領域で、次
のいずれかの操作を実行して「半径」パラメータを調整します：

Â「半径」スライダをドラッグします。

Â「半径」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、「赤目」ターゲットオーバーレイの

サイズを1目盛ずつ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。
Â「半径」値スライダの数値をダブルクリックしてから、3.00～400.00 の値を入力します。

パラメータ値が大きくなるにつれて、「赤目」ターゲットオーバーレイのサイズが大きくなります。

「半径」スライダをドラッグ
して、選択した「赤目」

ターゲットオーバーレイの
サイズを調整します。
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III
「赤目」ターゲットオーバーレイの感度を調整する
写真で赤目を選択すると、ターゲットオーバーレイの円の中で、彩度の調整の対象となる領域が

自動的に選択されます。このとき、選択される領域が少し大きすぎたり小さすぎたりすることが

あります。たとえば、まぶたの皮膚の数ピクセルが含まれていたり、瞳孔の数ピクセルが選択さ
れていなかったりします。このような問題が発生する場合は、「感度」パラメータを調整すること

で、彩度の調整の対象となる領域を変更できます。たとえば、「感度」スライダを左に 1 目盛ド
ラッグすると、「赤目」ターゲットオーバーレイの対象となる領域のサイズが1ピクセル小さくな
ります。「感度」スライダを右に1目盛ドラッグすると、1ピクセル大きくなります。

「感度」調整前（まぶたの彩度が低い） 「感度」調整後
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「赤目」ターゲットオーバーレイの感度を調整するには：
1 「赤目」ターゲットオーバーレイをクリックして選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「赤目修正」領域で、次
のいずれかの操作を実行して「感度」パラメータを調整します：

Â「感度」スライダをドラッグします。

Â「感度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、「赤目」ターゲットオーバーレイの

感度を1ピクセルずつ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。
Â「感度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、–10.00～10.00の値を入力して、Return
キーを押します。

パラメータ値が大きくなるにつれて、「赤目」ターゲットオーバーレイ内で彩度の調整の対象と

なる領域が大きくなります。

修正したイメージを「赤目」ターゲットオーバーレイなしで表示する
イメージの赤目を修正した後で、「赤目」ターゲットオーバーレイを切にした状態で修正済みの

イメージを表示できます。

「赤目」ターゲットオーバーレイを切にした状態で修正済みのイメージを表示するには：
m ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「選択」ツールを選択します（また

はAキーを押します）。

「赤目」ターゲットオーバーレイは消えますが、赤目調整の効果は残ります。

参考：オーバーレイを切にしたままでも対象の赤目を調整することができます。調整した場合は、
変更を反映するためにイメージがアップデートされます。

「感度」スライダおよび値

スライダを使って、「赤目」
ターゲットオーバーレイ上

で彩度が低い領域を詳細に
調整します。
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III
「赤目」ターゲットオーバーレイを再度入にするには：

m ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「赤目」ツールを選択します（また

はEキーを押します）。

「赤目」ターゲットオーバーレイが再度表示されます。

「赤目」ターゲットオーバーレイを移動する
配置した「赤目」ターゲットオーバーレイは、いつでも動かすことができます。

「赤目」ターゲットオーバーレイを移動するには：
1 「赤目」ツールが選択されていることを確認してから、移動したい「赤目」ターゲットオーバー
レイ上に「赤目」ツールのターゲットを置いて、手のアイコンになるまで待ちます。

ここでの手のアイコンは、新しいターゲットオーバーレイを置くためのものではなく、そのター

ゲットオーバーレイをドラッグできる状態であることを示しています。

2 「赤目」ターゲットオーバーレイを被写体の目の上の適切な位置にドラッグします。

「赤目」ターゲット
オーバーレイを

イメージの赤目に
ドラッグします。
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「赤目」ターゲットオーバーレイを削除する
「赤目」ターゲットオーバーレイはいつでも削除できます。

「赤目」ターゲットオーバーレイを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m イメージ上で「赤目」ターゲットオーバーレイを選択してから、「調整」インスペクタまたは「イ

ンスペクタHUD」の「調整」パネルの「赤目修正」領域で「削除」ボタンをクリックします。

m コマンドキーを押しながら「赤目」ターゲットオーバーレイをクリックします。

「赤目」ターゲットオーバーレイが消えます。

「削除」ボタンをクリックして、
「赤目」ターゲットオーバーレイ

を削除します。

コマンドキーを押しながら
「赤目」ターゲットオーバー

レイをクリックして、オー
バーレイを削除します。
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「レタッチ」および「スポットとパッチ」コントロールを使用
する
「Aperture」には、イメージをレタッチするためのコントロールとして、「スポットとパッチ」と
「レタッチ」の2つが用意されています。

「レタッチ」コントロールを使用する
「レタッチ」ツールおよびブラシを使って、センサーダスト、イメージアーティファクト、およ

び環境条件によって生じたその他のイメージの問題を修正できます。また、純粋に美的観点から、

イメージの1 要素をコピーして別の領域にペーストすることもできます。「Aperture」では、2
つの方法でイメージをレタッチできます。使用する方法は、問題のある領域に含まれる明確な

エッジを維持したままソース領域からテクスチャをコピーしたいか、または単純に特定の領域の

ピクセルを別の領域にコピーしたいかによって決まります。

修復したい領域で問題のある個所の近くに明確なエッジがある場合は、「修復」の方法を使用しま

す。また、問題のある領域の基本的な色や明暗は維持したまま、イメージの特定の領域（ソース）

から高周波のテクスチャをコピーして問題の領域にブラシで塗りたいときにも、修復の方法を使

用します。

もう1 つの方法である「クローン」は、単純に特定の領域のピクセルを別の領域にペーストした
いときに使用します。クローンは、たとえば鳥など、イメージの1要素をそのままコピーして別
の領域にペーストしたいときに便利です。

どちらのレタッチツールを使うべきか？
ほとんどの場合、「レタッチ」のコントロールを使ってイメージを適切に修復できます。「ス

ポットとパッチ」のコントロールは、以前のバージョンの「Aperture」で調整されたイメージ
との整合性を保つために「Aperture2」に含まれています。多くの場合、「スポットとパッチ」
で行った修復内容を取り除き、「レタッチ」ツールの「修復」または「クローン」を使って修

復し直すことによって、イメージ修復の品質を向上させることができます。「レタッチ」ツー

ルについて詳しくは、次の「「レタッチ」コントロールを使用する」を参照してください。

「スポットとパッチ」ツールを使う方がよい場合もあります。たとえば、イメージ内の曲線の

エッジ上またはそのすぐ近くに生じたアーティファクトは、「アングル」コントロールを使っ

た方がきれいに取り除けることがあります。「スポットとパッチ」の調整コントロールについ

て詳しくは、386ページの「「スポットとパッチ」コントロールを使用する」を参照してくだ
さい。
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イメージを修復する
問題の個所の周囲にコントラストの高い要素（エッジなど）が含まれる場合、または問題のある

領域の色や明暗は維持したままソース領域からテクスチャをコピーする必要がある場合は、

「修復」ブラシを使用します。

「修復」ブラシを使ってイメージをレタッチするには：
1 イメージを選択します。

2 イメージのサイズを調整したときに詳細がぼやけることがないように、イメージはフルサイズ

（100パーセント）で表示することをお勧めします。イメージをフルサイズで表示するには、ツー
ルストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをクリック

します（またはZ キーを押します）。

3 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「レタッチ」ツールを選択します

（またはX キーを押します）。

ポインタがターゲットに変わって、「レタッチHUD」が表示されます。

「修復」調整前 「修復」調整後
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4 「レタッチHUD」で、以下の操作を行います：

Â「修復」ボタンをクリックします。

Â「半径」スライダをドラッグするか「半径」値スライダに値を入力して、ブラシの半径を設定

します。

Â「柔らかさ」スライダをドラッグするか「柔らかさ」値スライダに値を入力して、ブラシの柔

らかさを設定します。

Â「不透明度」スライダをドラッグするか「不透明度」値スライダに値を入力して、ブラシの不

透明度を設定します。

5 イメージの別の領域からピクセルをコピーする必要がある場合は、「自動的にソースを選択」

チェックボックスの選択を解除し、Option キーを押したままソース領域をクリックしてブラシ
でなぞります。

6 問題の個所を含む領域をブラシでなぞります。

7 問題がなくなるまで、手順6を繰り返します。

問題の個所の上を「修復」

ブラシでなぞります。
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イメージをクローンする
イメージの中で類似した視覚要素が含まれる領域からピクセルをコピーし、問題のある領域に

ペーストしたい場合は、「クローン」ブラシを使用します。ピクセルは、ブラシでなぞった個所

の周辺とブレンドされることはありません。

「クローン」ブラシを使ってイメージをレタッチするには：
1 イメージを選択します。

2 イメージのサイズを調整したときに詳細がぼやけることがないように、イメージはフルサイズ

（100パーセント）で表示することをお勧めします。イメージをフルサイズで表示するには、ツー
ルストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをクリック

します（またはZ キーを押します）。

3 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「レタッチ」ツールを選択します

（またはX キーを押します）。

ポインタがターゲットに変わって、「レタッチHUD」が表示されます。

「クローン」調整前 「クローン」調整後



第15章    イメージを調整する 385





III



4 「レタッチHUD」で、以下の操作を行います：

Â「クローン」ボタンを選択します。

Â「半径」スライダをドラッグするか「半径」値スライダに値を入力して、ブラシの半径を設定

します。

Â「柔らかさ」スライダをドラッグするか「柔らかさ」値スライダに値を入力して、ブラシの柔

らかさを設定します。

Â「不透明度」スライダをドラッグするか「不透明度」値スライダに値を入力して、ブラシの不

透明度を設定します。

5



Optionキーを押したままソース領域（ピクセルのコピー元領域）をクリックしてブラシでなぞ
ります。

6 問題の個所を含む領域をブラシでなぞります。

7 問題がなくなるまで、手順6を繰り返します。

「レタッチ」ブラシのストロークを削除する
「レタッチ」ブラシのストロークはいつでも削除できます。ブラシのストロークに含まれるピク

セルは順番にサンプリングされるので、ブラシのストロークは逆順でのみ削除できます。

ブラシのストロークを削除するには：
1 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「レタッチ」領域にある
「削除」ボタンをクリックします。

2 取り除きたいブラシのストロークが削除されるまで、手順1を繰り返します。

問題の個所の上を

「クローン」ブラシで
なぞります。

ブラシのストロークを取り除くときは、

「削除」ボタンをクリックします。
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「スポットとパッチ」コントロールを使用する
以前のバージョンの「Aperture」で適用した「スポットとパッチ」のパラメータ設定を変更する
必要がある場合は、「スポットとパッチ」ツールおよび調整コントロールを使用します。

イメージをスポットする
問題の個所の周囲の領域が連続して（単色など）、テクスチャに明確な違いがない場合には、ス

ポット方式を使って周囲のピクセルに一体化することで問題を目立たなくすることができます。

問題を解決するには、イメージ上で問題の個所の上に「スポットとパッチ」ターゲットオーバー

レイを置いてから、ターゲットオーバーレイのサイズを問題の個所とほぼ同じ大きさになるよう

に調整します。ターゲットオーバーレイをできるだけ小さくすることで、最終的なイメージで視

覚的な問題が発生する可能性が最小限に抑えられます。さらに、「Aperture」に用意されている
パラメータコントロールを使用すれば、修正した領域ができるだけ自然に見えるように、複製さ

れたピクセルの柔らかさ、不透明度、および詳細量を調整することができます。

「スポットとパッチ」調整前
（スポット）

「スポットとパッチ」調整後
（スポット）
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イメージをスポットするには：

1 イメージを選択します。

2 イメージのサイズを調整したときに詳細がぼやけることがないように、イメージはフルサイズ

（100パーセント）で表示することをお勧めします。イメージをフルサイズで表示するには、ツー
ルストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをクリック

します（またはZ キーを押します）。

3 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「スポットとパッチ」ツールを選択

します。

ポインタがターゲットに変わり、スポットとパッチHUDが表示されます。

4 問題のある領域をクリックし、その上に「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを置きます。

黄色の「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイが問題の個所を覆うことで、問題の個所が

見えなくなります。

参考：ターゲットオーバーレイのサイズおよびその他のパラメータは、いつでも調整できます。
詳しくは、391ページの「「スポットとパッチ」コントロールを使用する」を参照してください。

5 手順4 を繰り返して、イメージの問題をすべて取り除きます。

問題のある領域をクリック

して、その上に「スポット
とパッチ」ターゲットオー

バーレイを置きます。
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イメージをパッチする
問題のある領域を修正するために、イメージの別の領域からピクセルを複製する必要があるとき

は、「パッチ」方式を使用します。パッチはスポットに似ていますが、追加の手順がいくつか必要

になります。最初に「スポットとパッチ」オーバーレイ（黄色）を問題の個所の上に置いてから、

ソース・ターゲット・オーバーレイ（白）を複製したい領域の上に置きます。「スポットとパッ

チ」ターゲットオーバーレイ内のピクセルは、ソース・ターゲット・オーバーレイからコピーし

たピクセルに置き換わります。さらに、「Aperture」に用意されているパラメータコントロールを
使用すれば、パッチした領域ができるだけ自然に見えるように、ターゲットオーバーレイのサイ

ズ、および複製されたピクセルの柔らかさ、不透明度、詳細量を調整することができます。

イメージの問題の個所をパッチするには：
1 イメージを選択します。

2 イメージのサイズを調整したときに詳細がぼやけることがないように、イメージはフルサイズ

（100パーセント）で表示することをお勧めします。イメージをフルサイズで表示するには、ツー
ルストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをクリック

します（またはZ キーを押します）。

3 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「スポットとパッチ」ツールを選択

します。

ポインタがターゲットに変わり、スポットとパッチHUDが表示されます。

「スポットとパッチ」調整前（パッチ） 「スポットとパッチ」調整後（パッチ）
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4 問題のある領域をクリックし、その上に「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを置きます。

黄色のターゲットオーバーレイによって問題の個所が覆われ、問題の個所がその周囲のピクセル

によって置き換わります。この黄色のターゲットオーバーレイが、宛先ターゲットオーバーレイ

になります。

5 以下のいずれかの操作を行います：

Â「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「スポットとパッチ」
領域にある「パッチ」チェックボックスを選択してから、複製元の領域（ソース領域）に白の

ソース・ターゲット・オーバーレイをドラッグします。

Â



Option キーを押したまま、複製したい領域をクリックします。

白のソース・ターゲット・オーバーレイが表示され、ソース領域の上に配置されます。

ソース・ターゲット・オーバーレイに含まれるピクセルがコピーされて、宛先ターゲットオー

バーレイに含まれるピクセルを置き換えます。問題の個所がパッチされます。

参考：ターゲットオーバーレイのサイズおよびその他のパラメータは、いつでも調整できます。
詳しくは、391ページの「「スポットとパッチ」コントロールを使用する」を参照してください。

6 手順4 と5を繰り返して、イメージの問題をすべて取り除きます。

問題のある領域をクリック
して、その上に「スポット

とパッチ」ターゲットオー
バーレイを置きます。

Optionキーを押したまま
複製したい領域をクリック

して、その上にソース・
ターゲット・オーバーレイ

を置きます。
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宛先ターゲットオーバーレイに複製されたピクセルのアングルを調整できます。アングルを調整

すると、宛先領域に複製されたピクセルが回転します。この方法は、複製する領域に含まれる視

覚要素（パターンや線など）のアングルが宛先領域に含まれる要素のアングルと異なる場合に、

特に利用できます。アングル調整を使って、宛先ターゲットオーバーレイに含まれるピクセルの

アングルを一致させることができます。

宛先ターゲットオーバーレイに複製されたピクセルのアングルを調整するには： 
m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「スポットとパッチ」領
域で、次のいずれかの操作を実行して「アングル」パラメータを調整します：

Â「アングル」スライダを左にドラッグして複製されたピクセルを反時計回りに回転するか、

「アングル」スライダを右にドラッグして、複製されたピクセルを時計回りに回転します。

Â「アングル」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグ

します。

Â「アングル」値スライダの数値をダブルクリックしてから、–180.00～180.00 の値を入力して、
Return キーを押します。

負の値では複製されたピクセルが反時計回りに回転し、正の値では複製されたピクセルが時計回

りに回転します。

複製されたピクセルの
アングルを調整できます。

「アングル」スライダおよび値スライダを
使って、宛先ターゲットオーバーレイに

含まれるピクセルのアングルを調整します。
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「スポットとパッチ」コントロールを使用する
「スポットとパッチ」ツールを使ってイメージをスポットまたはパッチするときに、ターゲット

オーバーレイに含まれるピクセルの外観を「スポットとパッチ」調整コントロールを使って変更

できます。また、「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイのサイズも調整できます。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイのサイズを調整する
「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイのサイズは、イメージの上に置く前および置いた後

に変更できます。ターゲットオーバーレイのサイズは、問題の個所の周囲の領域にできるだけぴっ

たり合うように調整することをお勧めします。ぴったり合わせることで、視覚的な問題が発生す

る可能性が最も小さくなります。

「スポットとパッチ」ツールのターゲットのサイズを変更するには、次のいずれかの操作を
行います：

m スポットとパッチHUDの「半径」スライダをドラッグします。

m 「半径」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグします。

m 「半径」値スライダの数値をダブルクリックしてから、3.00～400.0の値を入力して、Returnキー
を押します。

m スクロールホイール付きのマウスの場合は、スクロールホイールを回転します。

「スポットとパッチ」ツールのターゲットのサイズが変化します。

イメージ上にすでに置いてある「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイのサイズを変更す

ることもできます。

「スポットとパッチ」ツール
を使ってイメージ上に

置いた「スポットとパッチ」
ターゲットオーバーレイの

サイズを調整するときは、
スポットとパッチ HUDの
「半径」スライダをドラッグします。
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既存の「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイのサイズを変更するには： 
1 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをク

リックして、イメージをフルサイズ（100%）で表示します（またはZキーを押します）。

2 「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイをクリックして選択します。

手のアイコンが表示されます。このアイコンは、新しいターゲットオーバーレイを置くためのも

のではなく、「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを選択できる状態であることを示し

ています。

3 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「スポットとパッチ」領
域で、次のいずれかの操作を実行して「半径」パラメータを調整します：

Â「半径」スライダをドラッグします。

Â「半径」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、「スポットとパッチ」ターゲット

オーバーレイの半径を1ピクセルずつ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。
Â「半径」値スライダの数値をダブルクリックしてから、3.00 ～400.00の値を入力して、Return
キーを押します。

パラメータ値が大きくなるにつれて、「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイのサイズが

大きくなります。

手のアイコンが表示されて、

「スポットとパッチ」ターゲット
オーバーレイを選択できる状態

であることが示されます。

「半径」スライダおよび値スライダを
使って、すでに配置されている

「スポットとパッチ」ターゲット
オーバーレイのサイズを調整します。
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III
「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイ内の柔らかさを調整する
「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイ内で複製されたピクセルの「柔らかさ」を変更す

ることもできます。柔らかさは、ターゲットオーバーレイ内の領域が周囲のイメージ領域とどの

程度調和するかを示します。「柔らかさ」パラメータは、「スポットとパッチ」ターゲットオー

バーレイの中心のピクセルと周囲のピクセルの調和を制御するパラメータです。「柔らかさ」パ

ラメータ値が大きくなるほど、中心に近い場所でピクセルの調和が発生します。パラメータ値が

小さくなるほど、ピクセルの調和が発生する量が少なくなり、「エッジが硬く」なります。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイ内のピクセルの柔らかさを調整するには：
m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「スポットとパッチ」領
域で、次のいずれかの操作を実行して「柔らかさ」パラメータを調整します：

Â「柔らかさ」スライダをドラッグします。

Â「柔らかさ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグ

します。

Â「柔らかさ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0%～100%の値を入力して、Return
キーを押します。

値が小さいと「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイ内のピクセルの柔らかさが減少し、

値が大きいと柔らかさが増加します。

複製されたピクセルの

柔らかさを調整できます。

「柔らかさ」スライダおよび値

スライダを使って、「スポット
とパッチ」ターゲットオーバー

レイの端と周囲のイメージ領域
を滑らかに調和させます。
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「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイ内の不透明度を調整する
複製されたピクセルと周囲のピクセルがより滑らかに調和するように「スポットとパッチ」ター

ゲットオーバーレイを変更するための別の方法として、ターゲットオーバーレイのピクセルの不

透明度を調整する方法があります。「不透明度」パラメータ値が大きくなるほど、複製された

ピクセルが元のピクセルを覆うときの不透明度が高くなります。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイ内に複製されたピクセルの不透明度を調整する
には：

m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「スポットとパッチ」
領域で、次のいずれかの操作を実行して「不透明度」パラメータを調整します：

Â「不透明度」スライダをドラッグします。

Â「不透明度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグ

します。

Â「不透明度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～ 100.00 の値を入力して、
Return キーを押します。

値が小さいと「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイ内の複製されたピクセルの不透明度

が減少し、値が大きいと不透明度が増加します。

複製されたピクセルの不透明度
を調整できます。

「不透明度」スライダおよび値
スライダを使って、ターゲット

オーバーレイに複製されたピク
セルの不透明度を調整します。
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III
「スポットとパッチ」オーバーレイ内の詳細を調整する
「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイでは、柔らかさと不透明度以外に、複製されたピク

セルに保存されるテクスチャやグレインなどの詳細量も調整できます。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイに複製されたピクセルの詳細量を調整するには：
m 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「スポットとパッチ」
領域で、次のいずれかの操作を実行して「詳細」パラメータを調整します：

Â「詳細」スライダをドラッグします。

Â「詳細」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグします。

Â「詳細」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0% ～100% の値を入力して、Return
キーを押します。

値が小さいと複製されたピクセルに保存されるテクスチャやグレインの詳細量が減少し、値が大

きいと詳細量が増加します。

複製されたピクセルの
詳細量を調整できます。

「詳細」スライダおよび
値スライダを使って、

ターゲットオーバーレイ
に複製されたピクセルの

詳細量を調整します。
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「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを使わずにイメージを表示する
イメージの問題を調整した後に、「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを切にした状態

で修正後のイメージを表示できます。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを切にした状態で修正後のイメージを表示するには：
m ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「選択」ツールを選択します

（またはAキーを押します）。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイは消えますが、「スポットとパッチ」ターゲット

オーバーレイの効果は残ります。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを再度入にするには：
m ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「スポットとパッチ」ツールを選択

します。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイが再度表示されます。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを移動する
「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイは、配置した後にいつでも移動できます。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを移動するには：
1 「スポットとパッチ」ツールが選択されていることを確認してから、移動したい「スポットとパッ
チ」ターゲットオーバーレイ上に「スポットとパッチ」ツールのターゲットを置いて、手のアイ

コンになるまで待ちます。

ここでの手のアイコンは、新しいターゲットオーバーレイを置くためのものではなく、そのター

ゲットオーバーレイをドラッグできる状態であることを示しています。

2 「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイをイメージ上の適切な位置にドラッグします。

「スポットとパッチ」ツール

が手のアイコンに変わり、
ターゲットオーバーレイを

移動できる状態であること
が示されます。
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III
「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを削除する
「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイは、いつでも削除できます。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを削除するには：
m イメージ上で「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイを選択してから、「調整」インスペクタ

または「インスペクタ HUD」の「調整」パネルの「スポットとパッチ」領域にある「削除」ボ
タンをクリックします。

m コマンドキーを押しながら「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイをクリックします。

「スポットとパッチ」ターゲットオーバーレイが消えます。

「削除」ボタンをクリック

して、「スポットとパッチ」
ターゲットオーバーレイを

削除します。

コマンドキーを押しながら

「スポットとパッチ」
ターゲットオーバーレイを

クリックして、オーバー
レイを削除します。
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「ビネット除去」コントロールを使用する
撮影時にイメージに生じたビネットを修正するときは、「ビネット除去」コントロールを使用し

ます。ビネットとは、イメージの中心から外に向かってだんだんと暗くなることを指します。通
常は、レンズの設計が不適切であったり、フィルタ、レンズフード、または広角ズームレンズを

何層も重ねたりすると、ビネットが発生します。ビネットは一般的にイメージの端で起きますが、

「Aperture」ではそれらの部分の明るさを上げることによってイメージを修正します。

参考：「Aperture」では、同じイメージにビネット除去調整とトリミング調整を適用すると、レ
ンズのアーティファクトを修正するために、トリミングの前にビネット除去調整が適用されま

す。トリミングの前にビネット除去調整を適用することにより、トリミングされたイメージに歪

みが生じるのを避けることができます。

イメージからビネットを取り除くには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「ビネット除去」領域で、
次のいずれかの操作を実行して「適応量」パラメータを調整します：

Â イメージの端に適用される明るさの量を減らすときは「適応量」スライダを左にドラッグし、

増やすときは右にドラッグします。

Â「適応量」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの端に適用される明る

さを変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとイメージの端に適用される明るさの量が減り、右矢印をクリックする

と増えます。

Â「適応量」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.0～1.0の値を入力して、Returnキー
を押します。

「ビネット除去」調整前 「ビネット除去」調整後

「適応量」スライダおよび値スライダを
使って、イメージの端に適用する明るさ

の量を調整します。
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III



3 ビネット除去調整の適用対象となる、イメージの端からの距離（ピクセル単位）を調整するには、

以下のいずれかの操作を行います：

Â ビネット除去調整の適用対象となる、イメージの端から中心へのピクセル数を増やすときは、

「サイズ」スライダを右にドラッグします。ビネット除去の対象をイメージの端に制限すると

きは、スライダを左にドラッグします。

Â「サイズ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグ

します。

左矢印をクリックするとビネット除去調整がイメージの端に制限され、右矢印をクリックする

とビネット除去調整の対象がイメージの中心に向かって広がります。

Â「サイズ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.0～2.00の値を入力して、Return
キーを押します。

イメージからビネットが取り除かれます。

イメージにビネットを適用することもできます。詳しくは、463ページの「「ビネット」コント
ロールを使用する」を参照してください。

「傾き補正」コントロールを使用する
写真を撮影するときの環境条件のために、実際のまたは仮想の水平線に合わせてイメージの構図を

作るのが難しいことがよくあります。「Aperture」では、イメージの水平線が上端および下端と平
行になるように、イメージの傾きを補正できます。

「サイズ」スライダおよび値スライダを
使って、ビネット除去調整を適用する

領域のサイズを調整します。

「傾き補正」調整前 「傾き補正」調整後
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イメージの傾きを補正する方法には、2通りあります。「傾き補正」ツールまたは「傾き補正」調整
コントロールを使用できます。ただし、「傾き補正」ツールを使ってイメージをすばやく大まか

に補正してから、「傾き補正」コントロールを使って細かく補正する方がより効率的です。

「傾き補正」ツールを使ってイメージを回転する
「傾き補正」ツールを使用してイメージを回転して傾きを補正するために必要な操作は、ツールを

選択してイメージ上でドラッグするだけです。イメージを回転するとイメージが拡大されるよう

に見えますが、実際にはイメージの各辺で端が空白で表示されないように、矩形の境界に合わせ

てイメージがトリミングされている、ということを理解しておいてください。

「傾き補正」ツールを使ってイメージの傾きを補正するには：
1 イメージを選択します。

2 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「傾き補正」ツールを選択します

（またはGキーを押します）。

「選択」ツールが「傾き補正」ツールに変わります。

3 「傾き補正」ツールを選択してイメージ内でドラッグし、時計回りまたは反時計回りに回転します。

イメージを回転すると、水平線に正確に合わせることができるように黄色のグリッドオーバーレ

イが表示され、イメージの端にすき間ができないようにイメージがトリミングされます。

参考：イメージの傾きを補正するときは、イメージ全体がビューアに表示されるように、ズーム
を切にすることをお勧めします。イメージが実際のサイズまで拡大したら、ツールストリップま

たはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをクリックして（またはZ
キーを押して）、ズームを切にできます。

イメージ上をドラッグして
イメージを回転します。
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III
「傾き補正」コントロールを使ってイメージを回転する
「傾き補正」調整コントロールを使ってイメージの傾きを補正することもできます。これらのコ

ントロールを使用すれば、より正確に補正することができます。

「傾き補正」コントロールを使ってイメージの傾きを補正するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「傾き補正」コントロー
ルが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「傾き補正」を選択します。

3 次のいずれかの方法で「回転」パラメータの値を変更します。

Â「回転」スライダをドラッグします。

Â「回転」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグします。

Â「回転」値スライダの数値をダブルクリックしてから、–20 ～20 の値を入力して、Returnキー
を押します。

値を小さくするとイメージが時計回りに回転し、値を大きくするとイメージが反時計回りに回転

します。

イメージを回転すると、水平線に正確に合わせることができるように黄色のグリッドオーバーレ

イが表示され、イメージの端にすき間ができないようにイメージがトリミングされます。

参考：イメージの傾きを補正するときは、イメージ全体がビューアに表示されるように、ズーム
を切にすることをお勧めします。イメージが実際のサイズまで拡大したら、ツールストリップま

たはフルスクリーン表示のツールバーの「ビューアをズーム」ボタンをクリックして（またはZ
キーを押して）、ズームを切にできます。

「回転」スライダおよび
値スライダを使って、イメージ

の傾きを補正します。
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「トリミング」コントロールを使用する
イメージの端をトリミングして構図を改善したり、イメージのアスペクト比を変更したいとき

は、「トリミング」ツールと「トリミング」調整コントロールを使用します。たとえば、イメージ

のアスペクト比を4ｘ6から3ｘ5 に変更できます。

イメージのトリミングには、「トリミング」ツールを使ってイメージを手動でトリミングする方
法と、「トリミング」調整コントロールを使用する方法の 2 種類があります。選択する方法は、
必要な精度レベルに応じて決定します。「トリミング」ツールは、手動ですばやくトリミングす
るときに使用します。このツールを使用するときには「トリミングHUD」が表示され、そのコ
ントロールを使ってトリミングのアスペクト比を設定します。トリミング後のイメージの大きさ
を正確に指定したいときは、「トリミング」コントロールの方がより正確に指定できます。

「トリミング」調整前

「トリミング」調整後
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III
「トリミング」ツールを使ってイメージをトリミングする
イメージをトリミングするときは、「トリミング」ツールを使用するのが最も簡単です。必要な操

作は、「トリミング」ツールを選択してイメージ上で矩形をドラッグし、不要な領域を除外するだ

けです。「トリミング HUD」が表示され、そのコントロールを使ってイメージのアスペクト比を
設定できます。

「トリミング」ツールを使ってイメージをトリミングするには：
1 イメージを選択します。

2 ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーの「トリミング」ツールを選択します

（またはCキーを押します）。

「選択」ツールが「トリミング」ツールに変わり、「トリミングHUD」が表示されます。

3 「トリミング」ツールを選択した状態でイメージ上で矩形をドラッグして、不要な領域を除外
します。

「トリミング」オーバーレイとサイズ変更ハンドルがイメージ上に表示され、トリミングされる

端は淡色になります。マウスボタンを放すと、イメージがトリミングされます。トリミングされ

たイメージを「トリミング」オーバーレイを使わずに表示する方法については、406ページの
「トリミングされたイメージを「トリミング」オーバーレイを使わずに表示する」を参照してく

ださい。

「トリミング」ツールを使って、

イメージ上をドラッグします。
トリミングした領域の上には、

暗いオーバーレイが配置されます。
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「トリミング」オーバーレイをイメージに追加した後に、そのサイズと形状をいつでも変更でき

ます。

「トリミング」オーバーレイのサイズと形状を変更するには：
m 「トリミング」オーバーレイのサイズ変更ハンドルをドラッグして、トリミングのサイズを変更

します。

イメージ上で「トリミング」オーバーレイを動かして、トリミングの配置を調整できます。

トリミングの配置を調整するには：
m 「トリミング」オーバーレイを適切な位置までドラッグします。

「トリミングHUD」を使って、「トリミング」オーバーレイを特定のアスペクト比に設定すること
もできます。

サイズ変更ハンドルをドラッグして、
「トリミング」オーバーレイのサイズ

を変更します。

「トリミング」オーバーレイを

ドラッグして、オーバーレイの
位置を調整します。
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III
「トリミング」オーバーレイのアスペクト比を設定するには：

1 「トリミングHUD」の「マスターのアスペクト比」ポップアップメニューからアスペクト比を選
択します。

選択したアスペクト比に合わせて、「トリミング」オーバーレイがアップデートされます。「トリ

ミングHUD」の「トリミングツールの縦横比を変更」チェックボックスが自動的に選択されます。

2 必要に応じて、アスペクト比の切り替えボタンをクリックして「トリミング」オーバーレイの方向

を横方向または縦方向に切り替えます。

「幅」と「高さ」フィールドの値が入れ替わり、「トリミング」オーバーレイがアップデートされ

て新しい方向で表示されます。（「幅」フィールドに「高さ」フィールドよりも小さい数値を入力

すると、縦方向に設定されます。「幅」フィールドに「高さ」フィールドよりも大きい数値を入

力すると、横方向に設定されます。）

「マスターのアスペクト比」ポップアップメ

ニューから、トリミングの標準アスペクト比
を選択します。

アスペクト比の切り替えボタンを

クリックして、縦方向と横方向を
切り替えます。
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トリミングされたイメージを「トリミング」オーバーレイを使わず
に表示する
「トリミング」ツールを選択すると、イメージ全体が表示され、トリミングされる端は淡色になり

ます。トリミングされる端を表示せずに、トリミング後のイメージを表示することもできます。

トリミングされる端を表示せずにトリミング後のイメージを表示するには：
m ツールストリップまたはフルスクリーン表示のツールバーで、「選択」ツールなどの別のツール

を選択します（またはAキーを押します）。

トリミングされる端をビューアに再度表示する場合は、「トリミング」ツールを選択します

（またはCキーを押します）。

「トリミング」コントロールを使ってイメージをトリミングする
より正確にトリミングする必要があるときは、「トリミング」調整コントロールを使用します。た

とえば、顧客の要求に正確に合わせるために、標準のアスペクト比とは異なるサイズにイメージ

をトリミングしたい場合は、「トリミング」コントロールを使用します。

「Aperture」では、「トリミング」オーバーレイをイメージに配置するために、簡単な座標系が使
用されています。必要な操作は、トリミングの左下隅の位置を指定するために、x座標とy座標
を設定するだけです。x 座標は、トリミングの左下隅を水平方向に移動します。y 座標は、トリ
ミングの左下隅を垂直方向に移動します。次に、トリミングに含まれる領域を決定するために、

幅と高さを設定します。

「トリミング」コントロールを使ってトリミングのサイズを設定するには：
1 イメージを選択します。

2 必要に応じて、「トリミング」コントロールを使ってトリミングをイメージ上に大まかに配置

します。

3 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「トリミング」コントロー
ルが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「トリミング」を選択します。
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4 「調整」インスペクタまたは「インスペクタ HUD」の「調整」パネルの「トリミング」領域で
「X」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、数値をダブルクリックして新しい数値
を入力して、トリミングの左下隅の水平位置を設定します。

「X」値はピクセル単位で、値が大きくなるほどトリミングが右に移動します。

5 「Y」値スライダを使って、トリミングの左下隅の垂直位置を指定します。

「Y」値はピクセル単位で、値が大きくなるほどトリミングが上に移動します。

6 「幅」値スライダを使って、トリミングの幅を指定します。

幅はピクセル単位で、左下隅を起点として左から右方向に大きくなります。

7 「高さ」値スライダを使って、トリミングの高さを指定します。

高さはピクセル単位で、左下隅を起点として下から上方向に大きくなります。

「X」および「Y」値スライダを使って、
トリミングを行うイメージ上で、トリ
ミングの左下隅の位置を制御します。

「幅」および「高さ」値スライダを

使って、トリミングに含まれる領域
のサイズを調整します。
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「ホワイトバランス」コントロールを使用する
イメージの色温度と色合いを変更するときは、「ホワイトバランス」調整コントロールを使用し

ます。純粋のホワイトと想定されるピクセルがイメージに含まれている場合は、「ホワイトバラ

ンス」スポイトツールを使って色温度と色合いを自動的に調整したり、色温度と色合いを手動で

調整することができます。ほとんどの場合、自動的に調整することで、イメージの色かぶりが取

り除かれます。「ホワイトバランス」スポイトツールでイメージの色かぶりを完全に取り除くこ

とができない場合でも、「色温度」および「色合い」調整コントロールを使ってイメージを詳細

に調整できます。

「Aperture」ではイメージのホワイトバランスをかなり正確に設定できますが、意図した暖色ま
たは寒色系の色調でイメージを表示するために、これらの2つの方法を組み合わせて使用しなけ
ればならない場合もあります。

「ホワイトバランス」調整前 「ホワイトバランス」調整後
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「ホワイトバランス」スポイトツールを使ってイメージのホワイト
バランスを調整する
純粋なホワイトと想定されるピクセルがイメージに含まれる場合は、「ホワイトバランス」スポイ

トツールを使ってイメージの色温度と色合いを自動的に設定できます。「ホワイトバランス」スポ

イトツールを使って、中間的なグレイのピクセルが含まれる個所をイメージから選択するだけで、

イメージのホワイトバランスがすぐに自動的に調整されます。

「ホワイトバランス」スポイトツールを使って色温度と色合いを調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「ホワイトバランス」領
域で、「ホワイトバランス」スポイトツールを選択します。

ポインタがルーペに変わり、ターゲット領域が拡大して表示されます。デフォルトでは、ルーペ

のイメージ拡大率は100 パーセント（フルサイズ）に設定されています。必要に応じて、コマン
ドキーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押して、ルーペの拡大率を上げることが
できます。ルーペについて詳しくは、185ページの「ルーペを使用してイメージを表示する」を
参照してください。

3 ルーペのターゲット領域をイメージの中間的なグレイのピクセルの上に置いてから、クリック

します。

イメージのホワイトバランスが調整されます。ホワイトバランスが調整されると、イメージの色

調が寒色系または暖色系に移行します。

「ホワイトバランス」
スポイトツールを

クリックして、
ルーペを有効にします。
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重要：ルーペのターゲット領域に含まれるデジタルノイズは、できる限り少なくなるようにして
ください。デジタルノイズがあると、ホワイトバランスの計算が正しく行われず、それまで存在

していなかった色かぶりが発生する可能性があります。不適切なピクセルが含まれることを防ぐ

ための手軽な方法は、コマンドキーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押してルー
ペの拡大率を上げることです。

「色温度」コントロールを使ってイメージの色温度を調整する
「色温度」パラメータコントロールを使って、イメージの色温度を手動で調整することもできま

す。色温度は、イメージが撮影されたときの照明の色を説明するために使われる用語です。ただ
し、色の発熱量のことではなく、照明のカラー値のことです。照明の色温度は、ケルビン（K）
と呼ばれる単位で測定されます。イメージの色温度を調整すると、イメージに含まれる色がどの

ように解釈されるかが、照明に割り当てられた温度に基づいて変わります。色ができるだけ自然

に見えるようにするために、イメージの色温度を調整します。

イメージの色温度を手動で調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「ホワイトバランス」領域で、
次のいずれかの操作を実行して「色温度」パラメータを調整します：

Â イメージの色調を寒色系にするときは「色温度」スライダを左にドラッグし、色調を暖色系に

するときは右にドラッグします。

Â「色温度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの明るさを10K単位で
変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとイメージの色温度が下がり、右矢印をクリックすると色温度が上がり

ます。

Â「色温度」値スライダ内の数値をダブルクリックしてから、2000K～50,000Kの値を入力して、
Return キーを押します。

パラメータ値を変更すると、イメージの色温度がアップデートされます。

「色温度」スライダおよび値

スライダを使って、イメージ
の色温度を調整します。
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「色合い」コントロールを使ってイメージの色合いを調整する
「色合い」パラメータコントロールを使って、イメージの色合いを手動で調整することもできま

す。ホワイトバランスをさらに詳細に調整するために、ホワイトバランスで調整されない緑また

はマゼンタの色合いを中和する必要があるときは、「色合い」パラメータコントロールを使用し

ます。

イメージの色合いを手動で調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「ホワイトバランス」領域で、
次のいずれかの操作を実行して「色合い」パラメータを調整します：

Â イメージに緑の色合いを追加するときは「色合い」スライダを左にドラッグし、マゼンタの色

合いを追加するときは右にドラッグします。

Â「色合い」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの色合いを1単位ずつ変
更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックすると緑の色合いがイメージに追加され、右矢印をクリックするとマゼンタ

の色合いが追加されます。

Â「色合い」値スライダ内の数値をダブルクリックしてから、–150～150 の値を入力し、Return
キーを押します。

パラメータ値を変更すると、イメージの色合いがアップデートされます。

「色合い」スライダおよび値スライダ

を使って、イメージの色合いを調整
します。
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「露出」コントロールを使用する
露出、復旧、ブラックポイント、および明るさの値を設定するときは、「露出」調整コントロー

ルを使用します。

イメージの露出を補正する
イメージが露出オーバーまたは露出アンダーの場合は、「露出」パラメータを調整してイメージ

を補正できます。緯度の量（視覚的に受け入れられる F 値の範囲）は、ファイルタイプおよび
イメージのビット深度により異なります。RAW ファイルの緯度は、通常はJPEG ファイルより
もわずかに広くなります。

参考：緯度の量は、カメラ、ビット深度、ファイルフォーマット、および撮影時に適用された圧
縮量により変化します。最適なイメージを撮影するには、±1.5以内の露出で撮影するようにして
ください。

「露出」調整前 「露出」調整後
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イメージの露出を補正するには：

1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「露出」領域で、次のい
ずれかの操作を実行して「露出」パラメータを調整します：

Â「露出」スライダをドラッグします。

Â「露出」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの露出（F値）を0.1単位
で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「露出」値スライダの数値をダブルクリックしてから、–9.99～9.99の値を入力して、Return
キーを押します。

負の値では露出が弱くなり（イメージが暗くなり）、正の値では露出が強くなり（イメージが明

るくなり）ます。パラメータ値を変更すると、イメージの露出がアップデートされます。

イメージのハイライト詳細を復旧させる
多くのイメージ、特にRAWイメージファイルには、デフォルトでは表示されない追加のハイラ
イト詳細が含まれます。「Aperture」では、「復旧」パラメータコントロールを使って、この追加
領域にアクセスできます。デジタル・イメージ・センサーはカメラの機種によって異なるので、

どのようなハイライト詳細領域があるかはさまざまです。場合によっては、イメージ内でハイラ

イトが最も強すぎた領域で、白飛びして失われてしまったように見えた大切な詳細を復旧できる

ことがあります。

参考：RAWデコードバージョンが1.0と1.1の場合、「復旧」スライダは使用できません。「復旧」
スライダを使用するには、イメージをAperture2.0以降に移行する必要があります。詳しくは、
351ページの「「RAW 微調整」コントロールを使用する」を参照してください。

「露出」スライダおよび値スライダ

を使って、イメージの露出を補正
します。
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イメージのハイライト詳細を復旧させるには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「露出」領域で、次の
いずれかの操作を実行して「復旧」パラメータを調整します：

Â「復旧」スライダをドラッグします。

Â「復旧」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージで復旧したいハイライト

詳細の量を5パーセント単位で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。
Â「復旧」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00～1.50の値を入力して、Returnキー
を押します。

値を上げるほど、より多くのハイライト情報が利用可能になり、より多くのハイライト詳細が復

旧されます。

パラメータ値を変更すると、イメージのハイライトがアップデートされます。

イメージの黒を設定する
シャドウの詳細およびシャドウ内の視覚要素の重要性は、イメージによって異なります。また、カ

メラによって、シャドウ感度もさまざまです。公園の木陰で撮影された人の顔などのイメージで

は、シャドウが最も重要な視覚要素になります。一方、イメージの主要な被写体にとって、シャド

ウ詳細がまったく重要でないこともあります。たとえば、イメージのシャドウ領域によってゴミが

ぼんやりとしか見えないのに、はっきりと見えることによってせっかくの写真が台無しになってし

まう場合もあります。「Aperture」では、「ブラックポイント」パラメータコントロールを使って、
イメージのシャドウ詳細のしきい値を上げたり、必要に応じて黒をつぶしたりできます。

参考：RAW デコードバージョンが1.0と1.1 の場合、「ブラックポイント」スライダは使用でき
ません。「ブラックポイント」スライダを使用するには、イメージをAperture2.0以降に移行す
る必要があります。詳しくは、351ページの「「RAW微調整」コントロールを使用する」を参照
してください。

「復旧」スライダおよび
値スライダを使って、

ハイライト詳細を復旧させます。
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イメージのブラックポイントを設定するには：

1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「露出」領域で、次の
いずれかの操作を実行して「ブラックポイント」パラメータを調整します：

Â「ブラックポイント」スライダをドラッグします。

Â「ブラックポイント」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージのシャドウ

を5パーセント単位で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。
Â「ブラックポイント」値スライダ内の数値をダブルクリックしてから、–5.00～50.00 の値を入
力し、Return キーを押します。

値を下げると、純粋な黒を現在のブラックポイントより低い位置に移動することにより、シャド

ウ領域の詳細の量を増やすことができます。値を上げると、純粋な黒を現在のブラックポイント

より高い位置に移動することにより、イメージのシャドウ領域の詳細の量が減り、黒を効果的に

つぶすことができます。

パラメータ値を変更すると、イメージのブラックポイントがアップデートされます。

「ブラックポイント」スライダと
値スライダを使って、イメージ

の純粋な黒を設定します。
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イメージの明るさを調整する
イメージの明るさを調整したいときは、「明るさ」パラメータを調整できます。明るさを調整す

るときには、イメージに含まれるミッドトーンピクセルの明るさ値が一番大きく変化します。イ

メージの明るさを一時的に変更して、その調整がシャドウ、ミッドトーン、およびハイライトに

どのように影響するかを確認できます。イメージの色調範囲をより正確に制御したい場合は、「レ

ベル」調整コントロールを使用することを検討してください。レベルの調整について詳しくは、
429ページの「「レベル」コントロールを使用する」を参照してください。

イメージの明るさを調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「露出」領域で、次のい
ずれかの操作を実行して「明るさ」パラメータを調整します：

Â「明るさ」スライダをドラッグします。

Â「明るさ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの明るさを5パーセント
単位で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「明るさ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、–2.00～2.00の値を入力し、Return
キーを押します。

0.0 未満の値では、イメージの明るさが減少します。0.0 を超える値では、イメージの明るさが
増加します。パラメータ値を変更すると、イメージの明るさがアップデートされます。

「明るさ」調整前 「明るさ」調整後

「明るさ」スライダおよび値スライダ
を使って、イメージの明るさを調整

します。
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「補正」コントロールを使用する
コントラスト、精細度、彩度、バイブランス、および黒、グレイ、白の色合いの値を設定するときは、

「補正」調整コントロールを使用します。

イメージのコントラストを調整する
イメージの暗い領域と明るい領域の相違を調整したい場合は、「コントラスト」パラメータを変

更できます。ミッドトーンの色調が少ないイメージはコントラストが強いと見なされ、ミッド

トーンの色調が多いイメージはコントラストが弱いと見なされます。ミッドトーンが多すぎる場

合、ほとんどのイメージは単調に見えます。イメージのコントラストを強くすると、イメージに

深みを加えることができます。ただし、コントラストを強くすることでミッドトーンの細やかさ

が失われる場合には、コントラストを弱くすることをお勧めします。

「コントラスト」調整前 「コントラスト」調整後
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イメージのコントラストを調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」領域で、次の
いずれかの操作を実行して「コントラスト」パラメータを調整します：

Â「コントラスト」スライダをドラッグします。

Â「コントラスト」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージのコントラスト

を5パーセント単位で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「コントラスト」値スライダの数値をダブルクリックしてから、–1.00 ～1.00 の値を入力し、
Return キーを押します。

0.0 未満の値では、イメージのコントラストが弱くなります。0.0 を超える値では、イメージの
コントラストが強くなります。パラメータ値を変更すると、イメージのコントラストがアップ

デートされます。

参考：コントラストの強いイメージに細やかさを取り入れたい場合は、「ハイライトとシャドウ」
コントロールを使用することをお勧めします。詳しくは、435ページの「「ハイライトとシャド
ウ」コントロールを使用する」を参照してください。

「コントラスト」スライダおよび

値スライダを使って、イメージの
明るい色と暗い色の間のコントラ

ストを変更します。
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III
イメージの精細度を調整する
コントラストをあまり上げずに、イメージに透明度と精細度を少し加えたいときは、「精細度」パ

ラメータコントロールを使用します。「精細度」パラメータは、局部的なコントラストを加えた

いとき（イメージ全体のコントラストに影響を与えることなく、イメージ内でコントラスト調整

によって改善したい領域だけにコントラストを加えたいとき）や、ぼやけを解消したいときに便

利です。

イメージの精細度を調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」領域で、次の
いずれかの操作を実行して「精細度」パラメータを調整します：

Â「精細度」スライダをドラッグします。

Â「精細度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの精細度を5パーセント
単位で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「精細度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.0～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。

0.0 を超える値では、イメージの精細度が上がります。パラメータ値を変更すると、イメージの
精細度がアップデートされます。

「精細度」調整前 「精細度」調整後

「精細度」スライダおよび値スライダ
を使って、局部的なコントラストを

イメージに追加します。
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イメージの彩度を調整する
イメージの色彩を派手にしたり、イメージの彩度を弱くして色彩を控えめにするときは、「彩度」

パラメータの値を変更できます。

イメージの彩度を変更するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」領域で、次のい
ずれかの操作を実行して「彩度」パラメータを調整します：

Â「彩度」スライダをドラッグします。

Â「彩度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの彩度を10パーセント
単位で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「彩度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00～4.00の値を入力して、Returnキー
を押します。

1.00未満の値ではイメージの彩度が下がり、1.00を超える値では彩度が上がります。値0.00では、
イメージからすべての色が取り除かれてグレイスケールになります。値4.00 では、彩度が400
パーセント増加します。

パラメータ値を変更すると、イメージの彩度がアップデートされます。

「彩度」調整前 「彩度」調整後

「彩度」スライダおよび値スライダを
使って、イメージの色の彩度を調整

します。
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III

イメージのバイブランスを調整する
すべての色の彩度を上げるのではなく、イメージを少しだけはっきりさせたいときは、「バイブ

ランス」パラメータコントロールを使用します。「バイブランス」パラメータでは、イメージに

彩度が非線形的に適用されます。すでに彩度が十分な色は変更されず、それ以外のすべての色の

彩度が上がります。また、「バイブランス」パラメータでは、肌色が識別され、それらは変更さ

れません。これにより、ポートレートを撮影したときに、イメージの中で肌色以外の彩度を下げ

ることができます。

彩度を上げるときは控えめに
イメージの彩度を上げるほど色が純粋に見えるので、自然の色よりも彩度を上げたイメージが

好まれる傾向があります。ただし、イメージの彩度を上げすぎてしまうこともよくあります。色

を純粋にしていく過程で、色のわずかな違いがもたらす細やかさが失われて、詳細感が少ない

イメージになってしまうことも少なくありません。視覚的な要素が必要以上に失われないよう

にするため、彩度を上げるときには、イメージの詳細に気を配るようにしてください。

「バイブランス」調整前 「バイブランス」調整後
（肌色以外の彩度が低減されます）
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イメージのバイブランスを調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」領域で、次の
いずれかの操作を実行して「バイブランス」パラメータを調整します：

Â「バイブランス」スライダをドラッグします。

Â「バイブランス」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの彩度を5パーセ
ント単位で変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「バイブランス」値スライダの数値をダブルクリックしてから、–1.00 ～1.00 の値を入力し、
Return キーを押します。

0.0 未満の値ではイメージの彩度が下がり、0.0 を超える値では彩度が十分でない色の彩度が上
がります。値–1.00 では、肌色以外のすべての色がイメージから取り除かれてグレイスケールに
なります。

イメージの黒、グレイ、および白の値の色合いを設定する
イメージのシャドウ、ミッドトーン、およびハイライトから色かぶりを個別に取り除くときは、

「黒の色合い」、「グレイの色合い」、および「白の色合い」カラーホイールを使用します。通常の

照明と自然光以外の照明が混在している環境で撮影すると、よく色かぶりが発生します。つまり、

いくつかの種類の光源が持つ色の違いにより、イメージの特定の色調範囲で、見た目の色と写っ

た色の間に差異が生まれることがあります。たとえば屋内で撮影するときに、部屋の白熱（タン

グステン）光が原因で、イメージの白色が黄色の色かぶりを起こすことがよくあります。「白の色

合い」スポイトツールを使用してハイライトした部分の白の値に青を追加することで、黄色の色

かぶりを起こしている白を補正して正常な白に戻すことができます。

イメージの特定の領域の色合い値を調整するために、2 つの方法が用意されています。「黒の色
合い」、「グレイの色合い」、および「白の色合い」スポイトツールを使って色合いを正常な色の

値に自動的に調整する方法と、「黒の色合い」、「グレイの色合い」、および「白の色合い」カラー

ホイールを使って色合いの値を手動で調整する方法です。選択する方法は、必要な精度レベルに

応じて決定します。スポイトツールは、それぞれの色調範囲の色かぶりを識別して、色の値を正

常な色に正確に戻すためのツールです。ただし、被写体によっては、特定の色調範囲の色かぶり

を完全に取り除きたくないこともあります。そのような場合には、「黒の色合い」、「グレイの色

合い」、および「白の色合い」カラーホイールを使って、シャドウ、ミッドトーン、およびハイ

ライトの色合いの値を手動で調整できます。

「バイブランス」スライダおよび
値スライダを使って、適切な彩度

をイメージに追加します。
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III
スポイトツールを使って、イメージのシャドウ、ミッドトーン、およびハイラ
イトの色合いを設定する
イメージの特定のシャドウ、ミッドトーン、およびハイライトを選択して、その色合いを自動的

に補正するときは、「黒の色合い」、「グレイの色合い」、および「白の色合い」スポイトツールを

使用します。「ホワイトバランス」コントロールでは、イメージのすべての色調値の色合いが均

一に調整されるのに対して、「黒の色合い」、「グレイの色合い」、および「白の色合い」スポイト

ツールでは、選択したシャドウ、ミッドトーン、またはハイライトだけに色かぶりの中和を適用

することができます。場合によっては、「黒の色合い」、「グレイの色合い」、および「白の色合

い」スポイトツールと「ホワイトバランス」コントロールを組み合わせて使用することで、最初

に特定の色調範囲の色合いを中和してから、イメージの残りの部分からその色合いを取り除くよ

うな高度な操作を行うこともできます。ホワイトバランスの調整について詳しくは、408ページ
の「「ホワイトバランス」コントロールを使用する」を参照してください。

「黒の色合い」スポイトツールを使ってシャドウの色合いを補正する
「黒の色合い」スポイトツールを使って、イメージのシャドウから色かぶりを取り除きます。

「黒の色合い」調整前 「黒の色合い」調整後
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イメージのシャドウの色合いを設定するには：
1 イメージを選択します。

2 必要に応じて、「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」
領域にある「色合い」三角形の情報表示ボタンをクリックして「色合い」カラーホイールを表

示し、「黒の色合い」スポイトツールを選択します。

ポインタがルーペに変わり、ターゲット領域が拡大して表示されます。デフォルトでは、ルーペ

のイメージ拡大率は100 パーセント（フルサイズ）に設定されています。必要に応じて、コマン
ドキーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押して、ルーペの拡大率を上げることが
できます。ルーペについて詳しくは、185ページの「ルーペを使用してイメージを表示する」を
参照してください。

3 ルーペのターゲット領域をイメージの最も暗いピクセルの上に置いてから、クリックします。

イメージの黒の値の色合い（色相と彩度）が、シャドウから色かぶりを取り除くように設定

されます。

重要：ルーペのターゲット領域に明るいピクセルがないことを確認してください。ターゲット領
域に明るいピクセルがあると黒の色合いの計算が正確に行われず、イメージが意図したように表

示されないことがあります。明るいピクセルが誤って含まれることを防ぐための手軽な方法は、

コマンドキーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押してルーペの拡大率を上げる
ことです。

「黒の色合い」スポイトツールを

選択して、ルーペを有効にします。

三角形の情報表示

ボタンをクリック
して、「色合い」

カラーホイールを
表示します。
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III
「グレイの色合い」スポイトツールを使ってミッドトーンの色合いを補正する
イメージのミッドトーンから色かぶりを取り除くときは、「グレイの色合い」スポイトツールを使

用します。

イメージのミッドトーン値の色合いを設定するには：
1 イメージを選択します。

2 必要に応じて、「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」
領域にある「色合い」三角形の情報表示ボタンをクリックして「色合い」カラーホイールを表

示し、「グレイの色合い」スポイトツールを選択します。

ポインタがルーペに変わり、ターゲット領域が拡大して表示されます。デフォルトでは、ルーペ

のイメージ拡大率は100 パーセント（フルサイズ）に設定されています。必要に応じて、コマン
ドキーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押して、ルーペの拡大率を上げることが
できます。ルーペについて詳しくは、185ページの「ルーペを使用してイメージを表示する」を
参照してください。

「グレイの色合い」調整前 「グレイの色合い」調整後

「グレイの色合い」スポイトツールを

選択して、ルーペを有効にします。

三角形の情報表示
ボタンをクリック

して、「色合い」
カラーホイールを

表示します。
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3 ルーペのターゲット領域をミディアムグレイにできるだけ近い中間階調色の上に置いてから、

クリックします。

イメージのグレイの値の色合い（色相と彩度）が、ミッドトーンから色かぶりを取り除くように

設定されます。

「白の色合い」スポイトツールを使ってハイライトの色合いを補正する
「白の色合い」スポイトツールを使って、イメージのハイライトから色かぶりを取り除きます。

「白の色合い」調整前 「白の色合い」調整後
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III
イメージのハイライト値の色合いを設定するには：

1 イメージを選択します。

2 必要に応じて、「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」
領域にある「色合い」三角形の情報表示ボタンをクリックして「色合い」カラーホイールを表

示し、「白の色合い」スポイトツールを選択します。

ポインタがルーペに変わり、ターゲット領域が拡大して表示されます。デフォルトでは、ルーペ

のイメージ拡大率は100 パーセント（フルサイズ）に設定されています。必要に応じて、コマン
ドキーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押して、ルーペの拡大率を上げることが
できます。ルーペについて詳しくは、185ページの「ルーペを使用してイメージを表示する」を
参照してください。

3 ルーペのターゲット領域をイメージの最も明るい（白い）ピクセルの上に置いてから、クリッ

クします。

イメージの白の値の色合い（色相と彩度）が、ハイライトから色かぶりを取り除くように設定さ

れます。

重要：ルーペのターゲット領域に暗いピクセルがないことを確認してください。ターゲット領域
に暗いピクセルがあると白の色合いの計算が正確に行われず、イメージが意図したように表示さ

れないことがあります。暗いピクセルが誤って含まれることを防ぐための手軽な方法は、コマン

ドキーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押してルーペの拡大率を上げることです。

三角形の情報表示

ボタンをクリック
して、「色合い」

カラーホイールを
表示します。

「白の色合い」スポイトツール

を選択して、ルーペを有効に
します。
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イメージのシャドウ、ミッドトーン、およびハイライトの色合いを手動で設定
する
「黒の色合い」、「グレイの色合い」、および「白の色合い」カラーホイールを使って、イメージの

シャドウ、ミッドトーン、およびハイライト値の色合いを手動で調整することもできます。

イメージのシャドウ、ミッドトーン、およびハイライト値の色合いを手動で調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「補正」領域で、以下の操作
を行います：

Â カラーホイールの「ブラック」ポイントをドラッグして、シャドウの色合いを調整します。

Â カラーホイールの「グレイ」ポイントをドラッグして、ミッドトーンの色合いを調整します。

Â カラーホイールの「ホワイト」ポイントをドラッグして、ハイライトの色合いを調整します。

色調範囲の色かぶりを取り除くために、カラーホイールのポイントを反対の色の方向にドラッグ

します。たとえば、青の色かぶりを取り除くには、カラーホイールのポイントを色かぶりが中和

されるまで黄色の方向にドラッグします。

色合いのカラーホイールをリセットする
色合いのカラーホイールは、「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネル
の「露出」領域に含まれるほかのパラメータに影響を与えずに、個別にリセットすることができ

ます。

色合いのカラーホイールをリセットするには：
m カラーホイールをダブルクリックします。

「ブラック」、「グレイ」、および

「ホワイト」ポイント（白い円）を
ドラッグして、イメージの色合い

を個別に調整します。

カラーホイールをダブル
クリックすると、カラー

ホイールがデフォルト値
にリセットされます。
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III
「レベル」コントロールを使用する
イメージのシャドウ、ミッドトーン、およびハイライトの色調値を手動で設定したいときは、「レ

ベル」調整コントロールを使用します。デフォルトでは、0 は純粋なブラックとして、1 は純粋
なホワイトとして設定されています。ホワイトポイント値とブラックポイント値を制約すると、

ピクセルの色調範囲がブラックとホワイトの間で均等に再配分されます。輝度値を再配分する

と、イメージの色調範囲とコントラストが増加します。ただし、ブラックまたはホワイトの色調

値を制約しすぎると、調整前に純粋なブラックまたはホワイトに近かった色調値が純粋なブラッ

クまたは純粋なホワイトに変わり、イメージの詳細が失われます。

シャドウ、ミッドトーン、およびハイライト全体に対してイメージの色調値を調整する以外に、

赤、緑、および青チャンネルのレベルを個別に調整することで、イメージを補正することもでき

ます。「Aperture」には、カラーチャンネルのレベルを個別に調整してイメージの色調を制御す
る機能が用意されています。

イメージの輝度レベルを調整する
イメージの色調全体を調整したいときは、輝度を示すヒストグラムに基づいて「レベル」調整コ

ントロールを使用します。ヒストグラムが輝度を表示するように設定されているときは、各ピク

セルの3 つのカラーチャンネルの明るさ値を累積した値が表示されます。色かぶりに関係なくイ
メージの色調値を調整したいときは、ヒストグラムの輝度表示を使用します。

「レベル」調整前 「レベル」調整後
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輝度に基づいてイメージのレベルを調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルを表示します。

3 デフォルトでは、「レベル」ヒストグラムは切になっています。入にするには、「レベル」チェック

ボックスを選択します。

「レベル」ヒストグラムが表示されます。

4 「チャンネル」ポップアップメニューから「ルミナンス」を選択します。

5 以下のいずれかの操作を行います：

Â 黒レベルと白レベルのスライダをヒストグラムグラフの外側までドラッグして、イメージの

ブラックポイントとホワイトポイントを新しい値に制約します。

Â「ブラック（B）」および「ホワイト（W）」フィールドの数値を選択してから、0～1.00の値を
入力します。デフォルトでは、ブラックポイントは0.00に、ホワイトポイントは1.00に設定
されています。

イメージのシャドウとハイライトの色調値がアップデートされて、ブラック値とハイライト値が

より限定され、コントラストが全体的に強くなります。

白レベルのスライダ黒レベルのスライダ

黒レベルと白レベルのスライダを
ヒストグラムグラフの外側まで

ドラッグします。
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III
ミッドトーンの明るさ値を調整したいけれども、ブラックポイントおよびホワイトポイントで明

るくなる効果を制限する必要がある場合は、グレイレベルのスライダを使用することもできま

す。シャドウの明るいほうの領域とハイライトの暗いほうの領域が影響を受けますが、暗いブ

ラックと明るいホワイトに近付くにつれてその効果は弱くなります。

イメージのミッドトーンレベルを調整するには、次のいずれかの操作を行います：
m グレイレベルのスライダをドラッグして、イメージのミッドトーンの明るさ値を補正します。

m デフォルトでは、グレイポイントは0.50に設定されています。「グレイ（G）」フィールドの数値を
選択してから、0.02～0.98の値を入力して、イメージのミッドトーンの明るさ値を補正します。

「グレイレベル」調整前 「グレイレベル」調整後

グレイレベルのスライダ
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「四分割トーンレベル」コントロールを表示する
ミッドトーンとハイライトの色調値だけでなく、ミッドトーンとシャドウの間の色調値を制御す

る必要があるときは、四分割トーンコントロールを使用します。たとえば、ブラックポイントと

ホワイトポイントの設定に関係なく、ミッドトーン値にコントラストを追加する必要がある場合

は、四分割トーンレベルスライダを使用します。黒レベルのスライダおよび白レベルのスライダ

と異なり、四分割トーンレベルスライダの間に依存関係はなく、対応するピクセル色調範囲（シャ

ドウからミッドトーンの間またはミッドトーンからハイライトの間）だけに適用されます。

四分割トーンコントロールを表示するには：
m 四分割トーンコントロールのボタンをクリックします。

明るさレベルのスライダを使ってイメージの明るさを調整する
「レベル」調整コントロールを使って、イメージの明るさを調整することもできます。イメージ

の明るさを調整するときは、黒レベル、グレイレベル、および白レベルのスライダの新しい明る

さ値に基づいて、イメージの色調が変更されます。

明るさレベルのスライダを使ってイメージの明るさを均一に調整する
イメージの明るさを均一に調整するときは、「レベル」ヒストグラムの上部にある明るさレベル

のスライダのうち、中央のスライダを使用します。

イメージの明るさを均一に調整するには：
m イメージ全体の明るさが適切に補正されるまで、明るさレベルのスライダをドラッグします。

四分割トーンコントロールのボタンを
クリックして、四分割トーンレベル

スライダを表示します。

明るさレベルのスライダをドラッグして、
イメージの明るさを均一に調整します。
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III
シャドウの明るさレベルスライダとハイライトの明るさレベルスライダを
使ってイメージの明るさを個別に調整する
シャドウの明るさレベルスライダとハイライトの明るさレベルスライダを使って、イメージの

シャドウとハイライトの明るさを個別に調整できます。

イメージのシャドウとハイライトの明るさを個別に調整するには：
m イメージのシャドウとハイライトの明るさ値が適切に補正されるまで、シャドウの明るさレベル

スライダとハイライトの明るさレベルスライダをドラッグします。

レベルを使用して色を補正する
イメージのカラー補正を詳細に行うときは、イメージのカラーチャンネルのレベルを個別に調整

します。カラーチャンネルのレベルを個別に調整することで、イメージの色かぶりを取り除くこ

とができます。イメージの色を調整するときは、RGBスペクトルの中で調整していることを理解
しておいてください。つまり、青を増やすと黄が減り、緑を増やすとマゼンタが減ります。

イメージの特定のカラーチャンネルのレベルを調整するには：
1 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「レベル」領域で、「チャ
ンネル」ポップアップメニューからカラーチャンネルを選択します。

2 黒レベル、グレイレベル、および白レベルのスライダをドラッグして（または対応するフィール

ドに値を入力して）、必要な効果を作成します。

各カラーチャンネルのレベル固有の調整について詳しくは、次のセクションを参照してください。

シャドウの明るさレベル（左）および
ハイライトの明るさレベルスライダを

ドラッグして、イメージの明るさを
個別に調整します。

「チャンネル」ポップ
アップメニューから
カラーチャンネルを

選択します。





434 PartIIIイメージの調整



赤カラーチャンネルのレベルを調整する
イメージの赤およびシアンの色かぶりを取り除きたいときは、赤カラーチャンネルのレベルを

調整します。

緑カラーチャンネルのレベルを調整する
イメージの緑およびマゼンタの色かぶりを取り除きたいときは、緑カラーチャンネルのレベルを

調整します。

赤の調整 効果

黒レベルのスライダを右に移動する シャドウにシアンが追加され、赤が取り除かれます。

グレイレベルのスライダを左に移動する ミッドトーンに赤が追加され、シアンが取り除かれます。

グレイレベルのスライダを右に移動する ミッドトーンにシアンが追加され、赤が取り除かれます。

白レベルのスライダを左に移動する ハイライトに赤が追加され、シアンが取り除かれます。

「赤レベル」調整前 「赤レベル」調整後
（グレイレベルのスライダを右に移動）

緑の調整 効果

黒レベルのスライダを右に移動する シャドウにマゼンタが追加され、緑が取り除かれます。

グレイレベルのスライダを左に移動する ミッドトーンに緑が追加され、マゼンタが取り除かれます。

グレイレベルのスライダを右に移動する ミッドトーンにマゼンタが追加され、緑が取り除かれます。

白レベルのスライダを左に移動する ハイライトに緑が追加され、マゼンタが取り除かれます。

「緑レベル」調整前 「緑レベル」調整後
（グレイレベルのスライダを右に移動）
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III
青カラーチャンネルのレベルを調整する
イメージの青および黄色の色かぶりを取り除きたいときは、青カラーチャンネルのレベルを調整

します。

「ハイライトとシャドウ」コントロールを使用する
複雑な照明環境で撮影したイメージの露出を補正するときは、「ハイライトとシャドウ」調整コン

トロールを使用します。たとえば、暗い方の領域（シャドウ）を除いてシルエットの露出が適切

であるイメージについて、シャドウの露出を補正するときに、「ハイライトとシャドウ」コント

ロールを使用できます。また、イメージの明るすぎる領域の詳細を補正するときにも、「ハイライト

とシャドウ」コントロールを使用できます。この機能は、雲や雪などのシャドウ領域の露出は適

切なイメージを調整するときに、特に役立ちます。ほかの色調領域の詳細の品質を低下させずに、

イメージのハイライト、ミッドトーン、またはシャドウの露出を最適化したいときには、

「ハイライトとシャドウ」コントロールを使用することをお勧めします。

青の調整 効果

黒レベルのスライダを右に移動する シャドウに黄色が追加され、青が取り除かれます。

グレイレベルのスライダを左に移動する ミッドトーンに青が追加され、黄色が取り除かれます。

グレイレベルのスライダを右に移動する ミッドトーンに黄色が追加され、青が取り除かれます。

白レベルのスライダを左に移動する ハイライトに青が追加され、黄色が取り除かれます。

「青レベル」調整前 「青レベル」調整後
（白レベルおよびグレイレベルのスライダを左に移動）
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イメージのハイライト領域の明るさ値を調整する
イメージのミッドトーンとシャドウに影響を及ぼさずに、ハイライト領域の明るさ値だけを調整

したいときは、「ハイライト」パラメータを調整できます。人間の目は、雪などのハイライト領

域よりもシャドウ領域の方が細部まで感知できますが、「ハイライト」パラメータコントロール

を使用してハイライト領域で補正できる視覚情報の方が、通常はかなり多くなります。また、イ

メージの背景の露出は適切であるのに、前景の露出がやや多いときにも、「ハイライト」コント

ロールを使用できます。このような場合は、「ハイライト」コントロールを使って、露出の多い

前景を露出が適切な背景に合わせます。

「ハイライト」調整前 「ハイライト」調整後
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III
イメージのハイライトを調整するには：

1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「ハイライトとシャドウ」
領域で、次のいずれかの操作を実行して「ハイライト」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「ハイライト」スライダはスライダコントロールの左側に設定されています。

イメージのハイライト領域を暗くするときは、スライダを右にドラッグします。ハイライトを

暗くする効果を弱めるときは、スライダを左にドラッグします。

Â「ハイライト」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージのハイライトを1 単
位ずつ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックすると、ハイライトを暗くする効果が弱くなり、明るくなります。右矢印を

クリックすると、ハイライトを暗くする効果が強くなり、暗くなります。

Â デフォルトでは、「ハイライト」値スライダは0.0 に設定されています。値スライダの数値をダ
ブルクリックしてから、0.0～100.0の値を入力して、Returnキーを押します。

パラメータ値を変更すると、イメージのハイライト領域だけがアップデートされます。

イメージのシャドウ領域の明るさ値を調整する
イメージのシャドウ領域が露出アンダーのときは、シャドウ領域を調整する必要があります。た

とえば、戸口で撮影したイメージでは、背景の露出は適切ですが、前景はやや露出アンダーにな

ります。シャドウを調整すると、シャドウ領域のピクセルだけが明るくなり、通常はブラックま

たは濃いグレイで暗くなっている部分の詳細が見えるようになります。

「ハイライト」スライダおよび値スライダを

使って、イメージのハイライトの明るさ値を
調整します。

「シャドウ」調整前 「シャドウ」調整後
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イメージのシャドウを調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「ハイライトとシャドウ」
領域で、次のいずれかの操作を実行して「シャドウ」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「シャドウ」スライダはスライダコントロールの左側に設定されています。

イメージのシャドウ領域を明るくするときは、スライダを右にドラッグします。シャドウを明

るくする効果を弱めるときは、スライダを左にドラッグします。

Â「シャドウ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージのシャドウを1単位ず
つ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックすると、シャドウを明るくする効果が弱くなり、暗くなります。右矢印を

クリックすると、シャドウを明るくする効果が強くなり、明るくなります。

Â デフォルトでは、「シャドウ」値スライダは0.0に設定されています。値スライダの数値をダブル
クリックしてから、0.0 ～100.0の値を入力して、Return キーを押します。

パラメータ値を変更すると、イメージのシャドウ領域だけがアップデートされます。

「ハイライトとシャドウ」の「詳細」設定を使用する
「ハイライトとシャドウ」では、次の詳細パラメータも調整できます：

Â「半径」：各ピクセルの色調を決定するために使用する領域を設定します。

Â「カラー補正」：シャドウまたはハイライトを調整するときに適用する彩度の量を設定します。

Â「高色調幅」：ハイライトで変更される色調の範囲を設定します。

Â「中コントラスト」：ミッドトーンのコントラストの量を設定します。

Â「低色調幅」：シャドウで変更される色調の範囲を設定します。

「シャドウ」スライダおよび値スライダを
使って、イメージのシャドウの明るさ値

を調整します。

三角形の情報表示ボタンを
クリックして、「ハイライト

とシャドウ」の詳細
コントロールを表示します。
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III
「ハイライトとシャドウ」コントロールの半径を調整する
各ピクセルの周囲の領域のうち、各ピクセルの色調を評価するために使用する領域を調整する

ときは、「半径」パラメータコントロールを使用します。半径の値が大きいほど、各ピクセルの

色調を決定するために使用される領域が大きくなります。「半径」コントロールは、「ハイライト

とシャドウ」コントロールの動作に大きく影響する可能性があります。各ピクセルの明るさを決

定するために使用されるピクセルの範囲は、「半径」コントロールによって調整されるためです。

「ハイライトとシャドウ」コントロールの半径を調整するには：
1 必要に応じて、「詳細」の三角形の情報表示ボタンをクリックして、「ハイライトとシャドウ」の

詳細コントロールを表示します。

2 以下のいずれかの操作を行って、「半径」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「半径」スライダはスライダコントロールの左側に設定されています。スラ

イダを右にドラッグすると、ピクセルのハイライトまたはシャドウの調整が必要かどうかを評

価するために使用される領域の半径が大きくなります。スライダを左にドラッグすると、その

半径が小さくなります。

Â「半径」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、半径をピクセル単位で調整します。

または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとピクセル領域の半径が小さくなり、右矢印をクリックすると半径が大

きくなります。

Â デフォルトでは、「半径」値スライダは200.00に設定されています。「半径」値スライダの数値
をダブルクリックしてから、1.0 ～1000.0 の値を入力して、Return キーを押します。

各ピクセルの色調は、この新しい「半径」設定を使って、周囲のピクセルに基づいて決定されます。

「半径」スライダおよび値スライダを

使って、ピクセルの色調を決定する
ために使用する領域を調整します。
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「ハイライトとシャドウ」コントロールのカラー補正を調整する
シャドウおよびハイライトを調整するときに適用する彩度の量を調整するときは、「カラー補正」

パラメータコントロールを使用します。しかし、シャドウの彩度の調整は、重要な作業です。

ハイライトおよびシャドウの調整時に適用する彩度を調整するには：
1 必要に応じて、「詳細」の三角形の情報表示ボタンをクリックして、「ハイライトとシャドウ」の

詳細コントロールを表示します。

2 以下のいずれかの操作を行って、「カラー補正」パラメータを調整します：

Â ハイライトおよびシャドウを調整するときに適用する彩度の量を増やすときは、「カラー補正」

スライダを右にドラッグします。彩度の量を減らすときは、スライダを左にドラッグします。

Â「カラー補正」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグ

します。

左矢印をクリックすると彩度が下がり、右矢印をクリックすると彩度が上がります。

Â デフォルトでは、「カラー補正」値スライダは0.0に設定されています。「カラー補正」値スライダ
の数値をダブルクリックしてから、–100.0～100.0の値を入力して、Returnキーを押します。

ハイライトとシャドウを調整するときにハイライトとシャドウに適用される彩度の量は、この新

しい「カラー補正」設定によって決まります。

「ハイライトとシャドウ」カラー補正調整前 「ハイライトとシャドウ」カラー補正調整後
（カラー補正の増加）

「カラー補正」スライダおよび値
スライダを使って、ハイライト
とシャドウを調整するときに

適用する彩度の量を調整します。
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III
「ハイライトとシャドウ」コントロールの「高色調幅」を調整する
「ハイライト」コントロールを使って調整されるハイライトの範囲を設定するときは、「高色調幅」

パラメータコントロールを使用します。「高色調幅」パラメータ値を大きくすると、ハイライト

色調値が調整される範囲がミッドトーン方向に広がります。ハイライトが調整される範囲をホワ

イトに近いハイライト値に制限したい場合は、「高色調幅」パラメータ値を小さくします。

「高色調幅」調整前 「高色調幅」調整後（高色調幅を増加）
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「ハイライトとシャドウ」コントロールの高色調幅を調整するには：
1 必要に応じて、「詳細」の三角形の情報表示ボタンをクリックして、「ハイライトとシャドウ」の

詳細コントロールを表示します。

2 以下のいずれかの操作を行って、「高色調幅」パラメータを調整します。

Â ハイライトが調整される色調範囲を広げるときは、「高色調幅」スライダを右にドラッグしま

す。色調範囲を狭くするときは、スライダを左にドラッグします。

Â「高色調幅」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、ハイライトが調整される色調

範囲を1単位ずつ調整します。または、値フィールド内をドラッグします。
左矢印をクリックすると色調範囲が狭くなり、右矢印をクリックすると色調範囲が広がります。

Â デフォルトでは、「高色調幅」値スライダは40.0に設定されています。「高色調幅」値スライダ
の数値をダブルクリックしてから、0.0～100.0の値を入力して、Returnキーを押します。

ハイライトを調整するときに考慮されるハイライト色調値の範囲は、この新しい「高色調幅」設

定を使って決定されます。この色調範囲は、純粋なホワイトから始まります。「高色調幅」パラ

メータ値を大きくすると色調範囲が広くなり、ミッドトーンに近い色調値が含まれるようになり

ます。

「高色調幅」スライダおよび値

スライダを使用して、ハイライト
調整が適用されるハイライト色調

値の範囲を調整します。
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III
「ハイライトとシャドウ」コントロールのミッドトーンコントラストを調整する
ミッドトーンのコントラストを調整するときは、「中コントラスト」パラメータコントロールを

使用します。

「ハイライトとシャドウ」コントロールのミッドトーンコントラストを調整するには：
1 必要に応じて、「詳細」の三角形の情報表示ボタンをクリックして、「ハイライトとシャドウ」の

詳細コントロールを表示します。

2 以下のいずれかの操作を行って、「中コントラスト」パラメータを調整します。

Â イメージのミッドトーンに適用するコントラストを強くするときは、「中コントラスト」スライ

ダを右にドラッグします。コントラストを弱くするときは、スライダを左にドラッグします。

Â「中コントラスト」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をド

ラッグします。

ミッドトーンのコントラストを弱くするときは左矢印をクリックし、強くするときは右矢印を

クリックします。

Â デフォルトでは、「中コントラスト」値スライダは0.0に設定されています。「中コントラスト」
値スライダの数値をダブルクリックしてから、–100.0～100.0の値を入力し、Returnキーを
押します。

パラメータ値を変更すると、ミッドトーンのコントラストがアップデートされます。

「ハイライトとシャドウ」コントロールの「低色調幅」を調整する
「シャドウ」コントロールを使って調整されるシャドウの範囲を設定するときは、「低色調幅」パ

ラメータコントロールを使用します。「低色調幅」パラメータ値を増やすと、シャドウ色調値が

調整される範囲がミッドトーン方向に広がります。シャドウが調整される範囲をブラックに近い

シャドウ値に制限したい場合は、「低色調幅」パラメータ値を小さくします。

「中コントラスト」スライダ

および値スライダを使って、
イメージのミッドトーン値の

コントラストを調整します。

「低色調幅」調整前 「低色調幅」調整後
（低色調幅を増加）
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「ハイライトとシャドウ」コントロールの低色調幅を調整するには：
1 必要に応じて、「詳細」の三角形の情報表示ボタンをクリックして、「ハイライトとシャドウ」の

詳細コントロールを表示します。

2 以下のいずれかの操作を行って、「低色調幅」パラメータを調整します。

Â シャドウが調整される色調範囲を広げるときは、「低色調幅」スライダを右にドラッグします。

色調範囲を狭くするときは、スライダを左にドラッグします。

Â「低色調幅」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、シャドウが調整される色調範

囲を1 単位ずつ調整します。または、値フィールド内をドラッグします。
左矢印をクリックすると色調範囲が狭くなり、右矢印をクリックすると色調範囲が広がります。

Â デフォルトでは、「低色調幅」スライダは40.0に設定されています。「低色調幅」値スライダの
数値をダブルクリックしてから、0.0～100.0の値を入力して、Returnキーを押します。

シャドウを調整するときに考慮されるシャドウ色調値の範囲は、この新しい「低色調幅」設定を

使って決定されます。この色調範囲は、純粋なブラックから始まります。「低色調幅」パラメータ

値を大きくすると色調範囲が広くなり、ミッドトーンに近い色調値が含まれるようになります。

「低色調幅」スライダおよび
値スライダを使用して、

シャドウ調整が適用される
シャドウ色調値の範囲を

調整します。
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III
「カラー」コントロールを使用する
イメージの赤、緑、青、シアン、マゼンタ、および黄色を個別に調整するときは、「調整」イン

スペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「カラー」コントロールを使用しま
す。各色について、「色相」、「彩度」、および「輝度」のコントロールがあります。「カラー」コ

ントロールに表示されない色の色相、彩度、および輝度を調整する必要がある場合は、「カラー」

スポイトツールを使って、イメージ内で調整が必要な色相を指定できます。

色相、彩度、および輝度のコントロールが色ごとに分かれているため、最初は複雑に見えるかも

しれませんが、これらの調整が特定の色だけに適用されるので、ほかの色に影響を与えずに目的

の色だけを訂正および調整することができます。また、「Aperture」には、「色相」、「彩度」、お
よび「輝度」の調整が影響する色の範囲（色分布とも呼ばれます）を設定するために、「範囲」
コントロールが用意されています。カラー調整を詳細に制御するときは、「範囲」コントロール

を使用します。

「カラー」調整前 「カラー」調整後
（青の色相と彩度を調整）
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色相、彩度、輝度について
色相（H）とは、実際の色自体のことです。色相は、カラーホイール上の角度として測定され
ます。「Aperture」の「色相」スライダを動かすと、カラーホイール上の最初の位置の色がス
ライダ上の新しい位置の色にマップし直されます。色相の調整は、異なるイメージ上の同じ被

写体の色に一致させるときによく行われます。特に、被写体をさまざまな照明条件で撮影した

ときには、イメージの色相を調整する方法が有効です。また、機種や製造元が異なるカメラの

場合にも、イメージの色相を調整する方法が有効です。色の記録方法やレンダリング方法が完

全に同じであることはほとんどないためです。「色相」コントロールを使って 2 台の異なるカ
メラで撮影した被写体の色を一致させれば、イメージを並べたときの違和感がなくなります。

彩度（S）とは、特定の色相の強度のことです。色相が高くなると、鮮明で純粋な色に見えま
す。色相が低くなると、グレイに近い淡白な色に見えます。色相が完全になくなると、グレイ

の濃淡になります。

輝度（L）とは、特定の色の明るさのことです。輝度を上げると、その色値が明るくなります。
輝度を最大にすると、純粋な白になります。反対に、輝度を下げると、その色値が暗くなります。

輝度を最小にすると、純粋な黒になります。

L

S H
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III
「カラー」コントロールを使ってイメージの色を調整する
イメージのカラー値を調整するときは、変更したい色に最も影響する色を最初に確認する必要が

あります。イメージの色は、RGBスペクトルの中で調整していることを理解しておいてください。
つまり、青を増やすと黄が減り、緑を増やすとマゼンタが減ります。特定の色の色相だけを調整

したいときは、カラーホイール上でその色の位置を確認することが重要になってきます。たとえ

ば、カラー値が青よりもシアンに近い場合には、青の「色相」値を変えずにシアンの「色相」値

を調整します。イメージによっては、求めているカラー値を実現するために、シアンと青の「色

相」値を調整します。イメージの色を仕上げる方法は1 つだけではありません。イメージの被写
体および全体的にどのような仕上がりにしたいかに基づいて、調整方法を決める必要があります。

イメージのカラー値を調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「カラー」領域で、調整
したい色に対応するカラーボタンをクリックして、「色相」、「彩度」、「輝度」、および「範囲」

コントロールを表示します。

黄

–180˚ 180˚

赤 シアン

シアンを 4˚アップし直し

青 マゼンタ 赤緑

0˚
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参考：「展開表示」ボタンをクリックして「カラー」領域を展開し、すべての色のコントロール
を一度に表示することもできます。

3 必要に応じて、以下のいずれかの操作を行って「色相」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「色相」スライダはスライダコントロールの中央に設定されています。

「色相」スライダを左または右にドラッグして、選択した色の色相を変更します。

Â「色相」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージ内の選択した色の色相を
1単位ずつ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックすると、色相が次のようにマップし直されます：

Â 赤の色相がマゼンタの方向に移動します。

Â 黄色の色相が赤の方向に移動します。

Â 緑の色相が黄色の方向に移動します。

Â シアンの色相が緑の方向に移動します。

Â 青の色相がシアンの方向に移動します。

Â マゼンタの色相が青の方向に移動します。

すべての色のコントロール
を一度に表示するときは、

「展開表示」ボタンを
クリックします。

「色相」スライダおよび値スライダを

使って、選択した色の色相をマップ
し直します。
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III
右矢印をクリックすると、色相が次のようにマップし直されます：

Â 赤の色相が黄色の方向に移動します。

Â 黄色の色相が緑の方向に移動します。

Â 緑の色相がシアンの方向に移動します。

Â シアンの色相が青の方向に移動します。

Â 青の色相がマゼンタの方向に移動します。

Â マゼンタの色相が赤の方向に移動します。

Â デフォルトでは、「色相」値スライダは0.0 に設定されています。値スライダの数値をダブルク
リックしてから、–180.0～180.0の値を入力し、Return キーを押します。

4 必要に応じて、以下のいずれかの操作を行って「彩度」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「彩度」スライダはスライダコントロールの中央に設定されています。選択

した色の彩度を下げるときはスライダを左にドラッグし、上げるときはスライダを右にドラッ

グします。

Â「彩度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージ内の選択した色の彩度を
1単位ずつ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â デフォルトでは、「彩度」値スライダは0.0 に設定されています。値スライダの数値をダブルク
リックしてから、–100.0～100.0の値を入力し、Return キーを押します。

5 必要に応じて、以下のいずれかの操作を行って「輝度」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「輝度」スライダはスライダコントロールの中央に設定されています。選択

した色の明度を下げるときはスライダを左にドラッグし、上げるときはスライダを右にドラッ

グします。

Â「輝度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージ内の選択した色の明度を
1単位ずつ変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â デフォルトでは、「輝度」値スライダは0.0に設定されています。値スライダの数値をダブル
クリックしてから、–100.0～100.0の値を入力し、Returnキーを押します。

「彩度」スライダおよび

値スライダを使って、
選択した色の色相の強度を

修正します。

「輝度」スライダおよび
値スライダを使って、

選択した色の色相の明度を
修正します。
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6 調整する色範囲を狭くまたは広く設定するときは、「範囲」パラメータを使用します。以下のい

ずれかの操作を行って、「範囲」パラメータを調整します：

Â デフォルトでは、「範囲」スライダはスライダコントロールの中央に設定されています。選択

した色の範囲を狭くするときはスライダを左にドラッグし、広くするときはスライダを右に

ドラッグします。

Â「範囲」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、選択した色の色範囲を1単位ずつ変
更します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â デフォルトでは、「範囲」値スライダは1.00に設定されています。値スライダの数値をダブル
クリックしてから、0.00～20.00の値を入力して、Returnキーを押します。

7 イメージの色の表示が希望通りになるまで、手順2～7を繰り返します。

「範囲」スライダおよび
値スライダを使って、

カラー調整を適用する
色範囲を調整します。

黄赤 シアン

1010

色相の範囲を最大 20まで調整できます。デフォルトの範囲は 1です。

青 マゼンタ 赤緑

1
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III
「カラー」スポイトツールを使ってカスタム色を調整する
より具体的な色相からカラー調整を開始したい場合は、「カラー」スポイトツールを使ってイメー

ジ内の色相を指定できます。

イメージのカスタムカラー値を調整するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「カラー」領域で、調整
したい色相に最も近い色相のカラーボタンをクリックして、「カラー」スポイトツールをクリッ

クします。

ポインタがルーペに変わり、ターゲット領域が拡大して表示されます。デフォルトでは、ルーペ

のイメージ拡大率は100パーセント（フルサイズ）に設定されています。必要に応じて、コマンド
キーとShiftキーを押しながらプラス記号（＋）キーを押して、ルーペの拡大率を上げることがで
きます。ルーペについて詳しくは、185ページの「ルーペを使用してイメージを表示する」を参照
してください。

3 ルーペのターゲット領域をイメージ内の調整したい色の上に置いてから、クリックします。

新しい色相が選択され、その色相のカラー調整を開始できるようになります。「カラー」調整に

ついて詳しくは、447ページの「「カラー」コントロールを使ってイメージの色を調整する」を
参照してください。

「カラー」スポイト
ツールをクリック

して、イメージ内
の調整したい色を

選択します。
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「モノクロミキサー」コントロールを使用する
カラーから白黒に変換するときに、彩度を下げるだけでなくより細かく制御したいときは、「モ

ノクロミキサー」調整コントロールを使用します。「モノクロミキサー」では、赤、緑、および

青チャンネルを個別に調整することで、イメージの色調間の関係およびコントラストを調整する

ことができます。モノクロ調整の効果は、カメラのレンズにカラーフィルタを取り付けて、白黒

フィルムを撮影することに似ています。実際、カラーフィルタを使った白黒フィルムの撮影をシ

ミュレートするために、「モノクロミキサー」にはいくつかのプリセットが用意されています。

「モノクロミキサー」プリセットを選択する
「Aperture」には、赤フィルタなどのカラーフィルタを通して白黒フィルムで撮影する効果をシ
ミュレートするために、いくつかのモノクロ・ミキサー・プリセットが用意されています。これら

のプリセットをそのまま使用することもできますが、プリセットを最初に適用してから混合色を詳

細に調整することもできます。

「モノクロミキサー」調整前 「モノクロミキサー」調整後
（黄フィルタプリセット）
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「モノクロミキサー」プリセットを使ってカラーイメージを白黒に変換するには：

1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「モノクロミキサー」コン
トロールが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「モノクロミキサー」

を選択します（またはControl＋Mキーを押します）。

3 「プリセット」ポップアップメニューから「モノクロミキサー」プリセットを選択します。

イメージがアップデートされて、選択したプリセットの効果が反映されます。

次の表で、「モノクロミキサー」のプリセットとその効果について説明します。

プリセット 効果

モノクロ イメージの彩度を下げます。

モノクロ+赤フィルタ 空などの青の領域を暗くし、白い雲などのハイライト領域の詳細が見分けら
れるようにします。風景に適しています。

モノクロ+オレンジフィルタ 黄フィルタおよび緑フィルタより空のコントラストを強くします。風景に
適しています。

モノクロ+黄フィルタ 自然な色調になるように補正し、コントラストを向上させます。混合色の
緑を増やして、肌の色調が失われないようにします。

モノクロ+緑フィルタ 赤をより暗く、緑をより明るくします。

モノクロ+青フィルタ 空の鮮明さを消して、赤と緑の詳細を残します。

モノクロ+カスタムフィルタ カスタム設定に基づいてイメージの彩度を下げます。





454 PartIIIイメージの調整



「モノクロミキサー」コントロールを使用する
「モノクロミキサー」のプリセットでは意図した効果が得られない場合や、イメージに合わせて

詳細に調整する必要があるときは、「モノクロミキサー」の「赤」、「緑」、および「青」パラメー

タコントロールを使用します。「モノクロミキサー」コントロールを使いこなすには、意図した

効果をイメージ上で実現できるまで、「赤」、「緑」、および「青」パラメータの値を何度も変えて

みることが重要になります。

参考：イメージのハイライトが明るくなりすぎないように、赤、緑、および青チャンネルの合計
を100パーセント以下に抑えながら調整することをお勧めします。

「モノクロミキサー」コントロールを使ってカラーイメージを白黒に変換するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「モノクロミキサー」コン
トロールが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「モノクロミキサー」

を選択します。

3 以下のいずれかの操作を行って、赤、緑、および青チャンネルの混合色を調整します。

Â 混合色でのパーセントを下げるときはカラースライダを左にドラッグし、パーセントを上げる

ときはカラースライダを右にドラッグします。

Â 値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、1単位ずつパーセントを変更します。また
は、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとパーセントが下がり、右矢印をクリックするとパーセントが上がり

ます。

Â 値スライダの数値をダブルクリックしてから、0%～100%の値を入力して、Returnキーを押し
ます。

白黒イメージの色調値とコントラスト値が設定されます。

「赤」、「緑」、および「青」
スライダおよび値スライダ

を使って、カラーチャンネル
の混合色を手動で調整します。
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「モノクロ化」コントロールを使用する
「モノクロ化」調整コントロールは、基本的にはカラーから白黒への変換を実行しながら、同時

にイメージのミッドトーンにはカラーの色合いを適用したいときに利用できます。

カラーイメージをカラーの色合いのある白黒に変換するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「モノクロ化」コントロール
が表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「モノクロ化」を選択します。

3 「カラー」ボックスをクリックして、「カラー」ウインドウからカラーを選択します。

選択したカラーが「カラー」ボックスに表示され、イメージのミッドトーンにその色合いが適用

されます。

4 デフォルトでは、カラー強度は最大値の 1.0に設定されています。以下のいずれかの操作を行って、
カラーの色合いの強度を調整します。

Â イメージのミッドトーンのカラー強度を下げるときは「強度」スライダを左にドラッグし、強度

を上げるときはスライダを右にドラッグします。

Â「強度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、強度を10パーセント単位で変更し
ます。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックすると強度が下がり、右矢印をクリックすると強度が上がります。

Â「強度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.0～1.0の値を入力して、Returnキー
を押します。

選択したカラーの色合いがミッドトーンに適用された状態で、イメージが白黒に変換されます。

「モノクロ化」調整前 「モノクロ化」調整後
（青の色合いを適用）

「強度」スライダおよび

値スライダを使って、
イメージに適用するカラーの

色合いの強度を調整します。

「カラー」ボックスを

クリックして、「カラー」
ウインドウからカラーを

選択します。
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「セピア調」コントロールを使用する
「セピア調」調整コントロールの動作は、セピアカラーがすでに選択されていることを除いて、

「モノクロ化」コントロールの動作と似ています。

セピア調をイメージに適用するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「セピア調」コントロール
が表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「セピア調」を選択します。

3 デフォルトでは、セピアカラーの強度は最大値の1.0 に設定されています。以下のいずれかの操作
を行って、セピアカラーの強度を調整します。

Â イメージのミッドトーンのセピアカラー強度を下げるときは、「強度」スライダを左にドラッグ

し、強度を上げるときはスライダを右にドラッグします。

Â「強度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、強度を10パーセント単位で変更し
ます。または、値スライダ内をドラッグします。

左矢印をクリックすると強度が下がり、右矢印をクリックすると強度が上がります。

Â「強度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.0～1.0の値を入力して、Returnキー
を押します。

セピアカラーの色合いがミッドトーンに適用された状態で、イメージが白黒に変換されます。

「セピア調」調整前 「セピア調」調整後

「強度」スライダおよび値スライダを
使って、イメージに適用するセピア

の色合いの強度を調整します。
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III
「ノイズ除去」コントロールを使用する
イメージのデジタルノイズを低減する必要があるときは、「ノイズ除去」調整コントロールを使

用します。デジタルノイズは、照明の少ない環境でISO設定を高くして撮影したときに、よく発
生します。イメージのノイズを低減するときにエッジがぼやけたり詳細が失われることがないよ

うに、多くの場合、イメージをシャープにする必要があります。イメージをシャープにする方法

について詳しくは、459ページの「「エッジシャープ」コントロールを使用する」を参照してく
ださい。

イメージのデジタルノイズを低減するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「ノイズ除去」コントロール
が表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「ノイズ除去」を選択します。

3 以下のいずれかの操作を行って、イメージのデジタルノイズを低減します：

Â デフォルトでは、「半径」スライダはスライダコントロールの左側に設定されています。イメー

ジのデジタルノイズを低減するときは「半径」スライダを右にドラッグし、ノイズ除去の効果

を下げるときはスライダを左にドラッグします。

「ノイズ除去」調整後「ノイズ除去」調整前

「エッジ詳細」スライダおよび値
スライダを使って、コントラスト

領域の詳細を保持します。

「半径」スライダおよび値
スライダを使って、

イメージのデジタルノイズ
を低減します。
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Â「半径」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、ノイズ除去を2パーセント単位で調
整します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとイメージの低減されるノイズが減り、右矢印をクリックすると低減さ

れるノイズが増えます。

Â「半径」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.10～4.00の値を入力して、Returnキー
を押します。

値が0.10 のときは、デジタルノイズ調整はイメージに適用されません。0.10 より大きい値の
ときに、イメージのデジタルノイズが低減します。

4 イメージの高コントラスト領域のエッジ詳細を保持するために、以下のいずれかの操作を行います：

Â イメージの高コントラスト領域をシャープにするときは、「エッジ詳細」スライダを右にドラッ

グします。シャープにする効果を弱めるときは、「エッジ詳細」スライダを左にドラッグします。

Â「エッジ詳細」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、エッジ詳細を2パーセント単
位で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとイメージがシャープになり、右矢印をクリックすると柔らかくなり

ます。

Â「エッジ詳細」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～ 6.00 の値を入力して、
Return キーを押します。

パラメータ値を変更すると、イメージがアップデートされて、エッジ詳細に適用されるシャープ

ネスの量が増えます。

「シャープ」および「エッジシャープ」コントロールを使用する
「Aperture」には、イメージの詳細をシャープにするために、「シャープ」および「エッジシャープ」
という2つのシャープ調整が用意されています。

どちらの「シャープ」ツールを使うべきか？
前のバージョンの「Aperture」ですでに「シャープ」調整コントロールを使ってシャープ調整
を適用している場合は、「シャープ」調整コントロールが残っているので、調整は変更されず

にそのままの状態で残ります。ただし、ほかのイメージのシャープネスを詳細に調整するとき

は、「エッジシャープ」調整コントロールを使用することをお勧めします。全体的にシャープ

調整の適用をより精密に制御できます。
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III
「エッジシャープ」コントロールを使用する
イメージの詳細をシャープにしたいときは、「エッジシャープ」コントロールを使用します。「エッ

ジシャープ」コントロールは、イメージの輝度値を調整することで、隣接している明るいピクセ

ルと暗いピクセルのコントラストを強め、「先鋭感」を作り出します。隣接している明るいピク

セルと暗いピクセルのコントラストを強くすると、キレのある鋭い感じのイメージになります。

撮像素子を使って撮影したイメージは、カメラのプロセッサによってデモザイクフィルタが適用

されるために、若干ピンボケ気味に見えることがよくあります。ノイズ除去調整を行うときにも、

「エッジシャープ」コントロールを使用します。ノイズ除去調整を行うと、その効果によってイ

メージがぼやけてしまうことがありますが、「エッジシャープ」コントロールを使うことでエッ

ジの詳細感と先鋭感を保つことができます。

重要：「エッジシャープ」コントロールは、ピントのずれたイメージを補正するために設計され
たツールではありません。カメラのデモザイクフィルタの効果を緩和したり、ノイズ除去調整を

適用するときにイメージの詳細を保持することを目的としています。「エッジシャープ」調整を

使用して、一部のプリント処理で先鋭感の弱くなったイメージを補正することもできます。

「エッジシャープ」調整前 「エッジシャープ」調整後
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「エッジシャープ」コントロールを使ってイメージをシャープにするには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「エッジシャープ」コン
トロールが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「エッジシャープ」を

選択します（またはControl＋Sキーを押します）。

3 以下のいずれかの操作を行って、イメージをシャープにします：

Â イメージに適用されるシャープネスの量を増やすときは「強度」スライダを右にドラッグし、

減らすときは「強度」スライダを左にドラッグします。

Â「強度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、シャープネスを2パーセント単位
で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。左矢印をクリックするとシャー

プ効果が弱くなり、右矢印をクリックするとシャープ効果が強くなります。

Â「強度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00～1.00の値を入力して、Returnキー
を押します。

値が0.00のときは、シャープ調整はイメージに適用されません。0.00 より大きい値のときに、
イメージに適用されるシャープ調整が増加します。

4 以下のいずれかの操作を行って、どのピクセルがエッジでどのピクセルがエッジでないかを決定

するためのしきい値を調整します：

Â シャープ効果を適用する領域を広げるときは「エッジ」スライダを右にドラッグし、狭くする

ときは「エッジ」スライダを左にドラッグします。

Â「エッジ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、シャープ効果を適用する領域の

しきい値を2 パーセント単位で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。
Â「エッジ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.00のときは、シャープ調整はイメージに適用されません。0.00 より大きい値のときに、
エッジと見なされるピクセル数が増加します。

参考：単調なイメージ領域（コントラストがほとんどまたはまったくない領域）にデジタルノ
イズが増え始めたら、「エッジ」パラメータ設定を下げます。

「強度」スライダおよび値スライダ
を使って、シャープ調整の強度を

調整します。

「エッジ」スライダおよび値スライダ
を使って、シャープ調整のしきい値を

調整します。
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5 「エッジシャープ」調整では、できるだけ正確に調整が行われるように、イメージのシャープ調整
が3回行われます。最初にシャープ調整の大部分が実行されてから2回のシャープ調整が行われ
ますが、同時に実行されているように見えます。これらの後続の調整は、減衰と呼ばれます。以
下のいずれかの操作を行って、後続のシャープ調整で適用されるシャープネスの量を調整します：

Â 最初のシャープネスに適用する後続のシャープ調整の割合を増やすときは「減衰」スライダを

右にドラッグし、減らすときはスライダを左にドラッグします。

Â「減衰」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、減衰の割合を2パーセント単位で調
整します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「減衰」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00～1.00の値を入力して、Returnキー
を押します。

この減衰の割合は、2回目と3回目のシャープ調整に均等に適用されます。たとえば、「減衰」
パラメータ値を0.69（69パーセント）に設定した場合、2回目のシャープ調整は最初のシャー
プ調整量の69 パーセントに適用され、3 回目のシャープ調整は2回目のシャープ調整量の69
パーセントに適用されます。つまり、3回目のシャープ調整は、最初のシャープ調整量の47.6
パーセントだけに適用されます。

「減衰」スライダおよび値スライダ
を使って、後続のシャープ調整の

強度を調整します。
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「エッジシャープ」のワークフローについて理解する
「Aperture」の「エッジシャープ」調整は、写真をシャープにするための本格的なツールです。
以下のワークフローに従って「エッジシャープ」調整コントロールを使用することで、プロレベ

ルの調整を簡単に実現できます。

イメージをシャープにするには：
1 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルの「エッジシャープ」領域で、
「強度」スライダを最大値に設定して、その効果を確認します。

2 イメージの中でどの部分がシャープになるかを確認できるように「エッジ」スライダを調整しま

す。可能であれば、イメージのノイズやテクスチャに影響を及ぼすことなくエッジがシャープに

なるように「エッジ」スライダを調整します。

3 最もシャープにしたいエッジのサイズが強調されるように「減衰」スライダを調整します。

4 シャープの効果が自然に見えるようになるまで「強度」パラメータを下げます。通常は、0.5以下
の値が適切になります。

「シャープ」コントロールを使用する
「シャープ」調整コントロールは、前のバージョンの「Aperture」でイメージに適用された「シャー
プ」調整コントロールパラメータを修正する必要があるときに使用します。

「シャープ」コントロールを使ってイメージをシャープにするには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「シャープ」コントロー
ルが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「シャープ」を選択します。

3 以下のいずれかの操作を行って、イメージをシャープにします：

Â デフォルトでは、「強度」スライダは0.50に設定されています。イメージのシャープ効果の強
度を上げるときは「強度」スライダを右にドラッグし、下げるときは「強度」スライダを左に

ドラッグします。

「半径」スライダおよび値スライダ
を使って、シャープ調整を適用する

領域を調整します。
「強度」スライダおよび

値スライダを使って、
シャープ調整の強度を

調整します。
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Â「強度」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、シャープネスを2パーセント単位
で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとシャープ効果が弱くなり、右矢印をクリックするとシャープ効果が強

くなります。

Â「強度」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00～2.00の値を入力して、Returnキー
を押します。

値が0.00のときは、シャープ調整はイメージに適用されません。0.00 より大きい値のときに、
イメージに適用されるシャープ調整が増加します。

4 シャープ調整を適用する領域（シャープネスを評価するための、各ピクセルからの距離、単位は

ピクセル）を調整するために、次のいずれかの操作を実行します。

Â デフォルトでは、「半径」スライダは1.00ピクセルに設定されています。シャープ効果を適用
する領域を広げるときは「半径」スライダを右にドラッグし、狭くするときは「半径」スライ

ダを左にドラッグします。

Â「半径」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、「半径」のピクセル距離を2パーセ
ント単位で調整します。または、値フィールド内をドラッグします。

Â「半径」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～200.00の値を入力して、Return
キーを押します。

値が0.00のときは、シャープ調整はイメージに適用されません。0.00 より大きい値のときに、
シャープ調整が適用される領域が広くなります。

パラメータ値を変更すると、イメージがアップデートされて、シャープ効果が表示されます。

「ビネット」コントロールを使用する
イメージにビネットを適用するときは、「ビネット」調整コントロールを使用します。ビネット
とは、イメージの中心から外に向かってだんだんと暗くなることを指します。ビネットは通常、

撮影後のイメージに芸術的な効果を与えるために適用します。「Aperture」には、「露出」と「ガ
ンマ」の2 種類のビネットが用意されています。「露出」ビネットは、レンズによって生じるビ
ネット効果をテストするときに使用します。「ガンマ」ビネットは、芸術的な効果を与えるため

に、ビネット内の指定した範囲のピクセルにガンマ調整を適用するときに使用します。「ガンマ」

ビネットでは、指定した範囲のピクセルが強調されるので、「露出」ビネットよりも明確にビネッ

ト効果が出ます。

参考：「Aperture」でトリミングしたイメージにビネットを追加することができます。この調整
は、イメージのトリミング後に適用されます。
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「露出」ビネットを適用する
レンズによって生じる一般的なビネット効果を適用したいときは、「露出」ビネットを使用します。

イメージに「露出」ビネットを適用するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「ビネット」コントロー
ルが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「ビネット」を選択します。

3 「タイプ」ポップアップメニューから「露出」を選択します。

4 以下のいずれかの操作を行って、イメージに適用するビネットの量を調整します：

Â イメージの端に適用される陰影の量を減らすときは「適応量」スライダを左にドラッグし、増

やすときは右にドラッグします。

Â「適応量」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの端に適用される陰影

の量を変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとイメージの端に適用される陰影の量が減り、右矢印をクリックすると

増えます。

Â「適応量」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。

「露出」ビネット調整前 「露出」ビネット調整後

「適応量」スライダおよび値スライダ
を使って、イメージの端から取り除く

明るさの量を調整します。
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III



5 ビネット調整の適用対象となる、イメージの端からの距離（ピクセル単位）を調整するには、以下

のいずれかの操作を行います：

Â ビネット調整の適用対象となる、イメージの端から中心へのピクセル数を増やすときは、「サ

イズ」スライダを右にドラッグします。ビネットの対象をイメージの端に制限するときは、ス

ライダを左にドラッグします。

Â「サイズ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグし

ます。

左矢印をクリックするとビネット調整がイメージの端に制限され、右矢印をクリックするとビ

ネット調整の対象がイメージの中心に向かって広がります。

Â「サイズ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.0～2.00の値を入力して、Return
キーを押します。

イメージに「露出」ビネットが適用されます。

「ガンマ」ビネットを適用する
「ガンマ」ビネット調整では、ビネットの影響を受けるピクセルの色を強調することによって、芸

術的な効果を出すことができます。

イメージに「ガンマ」ビネットを適用するには：
1 イメージを選択します。

2 「調整」インスペクタまたは「インスペクタHUD」の「調整」パネルに「ビネット」コントロー
ルが表示されない場合は、「調整を追加」ポップアップメニューから「ビネット」を選択します。

3 「タイプ」ポップアップメニューから「ガンマ」を選択します。

「サイズ」スライダおよび値スライダ
を使って、ビネット調整を適用する

領域のサイズを調整します。

「ガンマ」ビネット調整前 「ガンマ」ビネット調整後
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4 以下のいずれかの操作を行って、イメージに適用するビネットの量を調整します：

Â イメージの端に適用される陰影の量を減らすときは「適応量」スライダを左にドラッグし、

増やすときは右にドラッグします。

Â「適応量」値スライダの左矢印または右矢印をクリックして、イメージの端に適用される陰影

の量を変更します。または、値フィールド内をドラッグします。

左矢印をクリックするとイメージの端に適用される陰影の量が減り、右矢印をクリックすると

増えます。

Â「適応量」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.00 ～1.00の値を入力して、Return
キーを押します。

5 ビネット調整の適用対象となる、イメージの端からの距離（ピクセル単位）を調整するには、

以下のいずれかの操作を行います：

Â ビネット調整の適用対象となる、イメージの端から中心へのピクセル数を増やすときは、

「サイズ」スライダを右にドラッグします。ビネットの対象をイメージの端に制限するときは、

スライダを左にドラッグします。

Â「サイズ」値スライダの左矢印または右矢印をクリックするか、値フィールド内をドラッグし

ます。

左矢印をクリックするとビネット調整がイメージの端に制限され、右矢印をクリックするとビ

ネット調整の対象がイメージの中心に向かって広がります。

Â「サイズ」値スライダの数値をダブルクリックしてから、0.0～2.00の値を入力して、Return
キーを押します。

イメージに「ガンマ」ビネットが適用されます。

「ビネット除去」コントロールを使って、撮影時にイメージに生じたビネットを除去することも

できます。詳しくは、398ページの「「ビネット除去」コントロールを使用する」を参照してく
ださい。

「適応量」スライダおよび値スライダ
を使って、イメージの端から取り除く

明るさの量を調整します。

「サイズ」スライダおよび値スライダ
を使って、ビネット調整を適用する

領域のサイズを調整します。
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III
ビネットのタイプを切り替える
直前のビネットタイプを使って設定した「適応量」および「サイズ」パラメータの値を維持した

まま、イメージに適用するビネットのタイプを切り替えることができます。

ビネットのタイプを切り替えるには：
m 「タイプ」ポップアップメニューから、別のタイプのビネットを選択します。

イメージに別のタイプのビネットが適用されます。「適応量」および「サイズ」パラメータの設

定は変わりません。






IV



PartIV:配布とバックアップ

このセクションでは、イメージをプリントしたり、書き出したり、
確認してもらうために公開したりする方法について説明します。ま
た、バックアップシステムを設定して管理する方法についても説明
します。

第 16章 イメージをプリントする

第 17章 イメージを書き出す

第 18章 スライドショープレゼンテーションを作成する

第 19章 ライトテーブルを使用する

第 20章 Webページを作成する

第 21章 ブックを作成する

第 22章 イメージのバックアップを作成する
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16 イメージをプリントする

「Aperture」では、高解像度のイメージを簡単にプリントできます。
単一のイメージ、コンタクトシート、Web ページ、およびブックを
プリントできます。また、ライトテーブルで選択したイメージをプリ
ントすることもできます。

この章では、イメージをプリントするためのさまざまな方法について説明します。確認のために

顧客に簡単に送ることができるPDF ファイルの作成方法も含まれます。

この章の内容：

Â プリントの概要（472ページ）

Â プリントダイアログのコントロール（474ページ）

Â


1つのイメージをプリントする（477ページ）

Â 複数のイメージをプリントする（477ページ）

Â コンタクトシートをプリントする（478ページ）

Â ブックをプリントする（479ページ）

Â ライトテーブルの配置をプリントする（480ページ）

Â プリントプリセットを作成する／変更する（480ページ）

Â イメージを画面上でプルーフする（482ページ）

Â プリンタを補正する（483ページ）

Â プリンタのカラーマネージメントを切にする（484ページ）
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プリントの概要
「Aperture」では、高解像度の単一のイメージとして、または複数のイメージが含まれるコンタ
クトシートとして、写真をプリントできます。また、「Aperture」で作成したブックやライトテー
ブルの配置もプリントできます。「Aperture」には、標準の用紙サイズまたはカスタム用紙サイ
ズを使用する、特定のColorSyncプロファイルを割り当てるなど、さまざまなプリントオプショ
ンが用意されています。

イメージをプリントするための最も簡単な方法は、「Aperture」のプリントプリセットの1つを
使用することです。プリントプリセットは、プリント設定の集まりで、これを使用することに

よって、同じ設定変更を何度も行うことなくイメージを簡単にプリントできます。構成済みのプ

リセットでは十分でない場合は、独自のプリセットを作成できます。

たとえば、8 ×10インチの写真と11 ×14 インチの写真をよくプリントする場合は、各用紙サ
イズ用のプリントプリセットを作成できます。標準的なインクジェットプリンタとワイドフォー

マット・インクジェット・プリンタなど、複数のプリンタを使用している場合は、各プリンタ用

のプリントプリセットを作成することもできます。プリセットには、分かりやすい名前を付ける

ことができます。次回プリントするときは、目的の用紙サイズまたはプリンタの種類に対応する

プリントプリセットを選択するだけです。

既存のプリントプリセットの変更、新しいプリントプリセットの作成、および不要になったプリ

ントプリセットの削除ができます。プリントプリセットを変更するときに、既存のプリントプリ

セットを変更すると、元の設定が削除されることに注意してください。新しいプリセットを作成

する場合は、既存の設定は削除されません。

イメージをプリントする前に、オンスクリーンプルーフ機能を使って、イメージを画面上でプ

ルーフできます。オンスクリーンプルーフについて詳しくは、192ページの「オンスクリーンプ
ルーフ用にビューアを設定する」を参照してください。
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IV
プリントのヒント
プリント工程で役立つヒントをいくつか示します：

Â できる限り高い解像度のイメージを使用する：カメラから直接読み込んだイメージを操作す
ることをお勧めします。ただし、カメラまたはカードリーダーから直接読み込んだイメージ

自体が、解像度が低く低画質である場合もあります。そのため、使用しているカメラで設定

できる最も高い解像度で撮影することが重要です。イメージの取り込み時に適用した圧縮設

定の影響が、プリント時になって明らかになる場合もあります。設定できる場合は、RAW
ファイルで撮影することを検討してください。また、ビット深度はできる限り高く設定して

撮影してください。

読み込んだイメージが、別のアプリケーションで縮小または圧縮されていた場合、

「Aperture」でそのファイルの解像度を上げることはできません。つまり、「Aperture」で
は、圧縮処理の際に取り除かれたイメージ情報を元に戻すことはできません。可能であれば、

オリジナルのフル解像度のイメージファイルを読み込み、「リフト」ツールと「スタンプ」

ツールを使って、低解像度のファイルに行った調整を適用して、その高解像度のファイルを

プリントしてください。

Â 16ビットプリントに対応したプリンタを使用する：16ビットプリントに対応したプリンタ
を使用すると、最大幅のカラー領域を使ってプリントできます。16ビットプリンタではより
幅広い色を再現できるので、色のクリッピングが少なくなります。

Â Aperture システムのカラー補正を行う：コンピュータ画面上で見たイメージとプリントし
たイメージができるだけ一致するように、ディスプレイとプリンタを調整することが重要で

す。Apertureシステムのカラー補正について詳しくは、635ページの付録 B「Apertureシ
ステムの色を補正する」を参照してください。
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プリントダイアログのコントロール
高解像度の写真、コンタクトシート、最新の紀行写真ブック全体などをプリントするときは、

「プリント」ダイアログを使用します。

「プリント」ダイアログを開くには：
m ブラウザでイメージを選択してから、「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します

（またはコマンド＋Pキーを押します）。

「プリント」ダイアログは、いくつかの領域に分かれています。

「プリセット名」リスト
この列にはすべてのプリセットが表示されます。つまり、「Aperture」に用意されているプリセッ
ト以外に、新しく作成したプリセットも表示されます。

Â「単一イメージ」：三角形の情報表示ボタンをクリックすると、 1ページに1つのイメージをプリ
ントするための設定が表示されます。

Â「コンタクトシート」：三角形の情報表示ボタンをクリックすると、1ページまたは複数のペー
ジにイメージを連続してプリントするための設定が表示されます。

プリセットオプション
Â プリントプリセットアクションのポップアップメニュー：新しいプリントプリセットを追加す
るとき、およびプリセットをロックまたはロック解除するときに、このポップアップメニュー

を使用します。

Â「別名で保存」ボタン：プリセットのコピーを保存するときに、このボタンをクリックします。

Â「保存」ボタン：プリセットを現在の名前で保存するときに、このボタンをクリックします。

「印刷部数と印刷ページ」

領域

「プリンタの選択」領域

「レイアウトオプション」

領域

「境界線の設定」領域

「プリセット名」リスト プレビュー領域

プリセットオプション

「プリントプリセットアクション」

ポップアップメニュー
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IV
印刷部数と印刷ページ
Â「部数」フィールド：イメージの印刷部数を入力します。

Â「ページ」ボタンとフィールド：選択したイメージのすべてまたはその一部をプリントします。

プリンタの選択
Â「プリンタ」フィールド：イメージをプリントするプリンタが表示されます。

Â「プリンタ設定」ボタン：プリンタを選択してその設定を調整するときに、このボタンをクリッ
クします。プリンタと用紙を選択するためにICCプロファイルを使用する場合は、このボタン
をクリックし、ダイアログの上から3番目のポップアップメニューから「ColorManagement」
を選択してから、「NoColorAdjustment」を選択してシステムレベルのカラーマネージメン
トを切にします。これにより、プリンタと用紙に選択したICC プロファイルを使ってカラーマ
ネージメントが制御されるようになります。

Â「補正」ボタン：余白設定ページをプリントして余白の位置を確認するときに、このボタンを
クリックします。

Â「用紙サイズ」ポップアップメニュー：利用できる用紙サイズのリストから用紙サイズを選択
します。

Â「方向」ポップアップメニュー：「横方向」、「縦方向」、または「最適な方向」を選択します。
「最適な方向」では、イメージの方向が用紙に合わせて自動的に選択されます。1 つのイメー
ジをプリントするときには、通常はこのオプションをお勧めします。ただし、コンタクトシー

トの場合は、適切に動作しないことがあります。

Â「ColorSync プロファイル」ポップアップメニュー：プリント時に使用するプリンタプロファ
イルを選択します。

Â「ブラックポイント補正」チェックボックス：選択したColorSyncプロファイルに合わせて黒
と白の輝度の値を調整するときに、このチェックボックスを選択します。黒いイメージをコン

ピュータ画面に表示したときの彩度と黒いインクをプリントしたときの彩度が一致しない場

合には、このオプションを使って補正します。ブラックポイント補正を入にすると、シャドウ

が真っ黒に見えるのを防ぐことができます。

Â「ガンマ」値スライダ：プリントしたイメージの明るさをディスプレイの出力にできるだけ近
くなるように調整する場合は、ガンマ設定を指定します。ディスプレイの発光によって、ディ

スプレイ画面に表示されるイメージはプリントしたイメージよりも明るく見える傾向があり

ます。ガンマ値を上げることで、この違いを補正できます。一般的な設定範囲は、1.1 ～1.2 の
間です。

Â「シャープの度合」スライダおよび値スライダ：プリント時にイメージに適用するシャープの
度合を指定します。画面上ではプリントしたときよりもイメージがシャープに見えるので、多

くの場合、プリントしたイメージを画面上のイメージと一致させるためにシャープ調整が必要

になります。

Â「シャープの半径」スライダおよび値スライダ：シャープ調整を適用する領域（シャープネス
を評価するための、各ピクセルからの距離、単位はピクセル）を指定します。
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レイアウトオプション
Â「サイズ変更」ポップアップメニュー：単一イメージのプリセットを選択したときに、このポッ
プアップメニューを使って、選択した用紙サイズにイメージを合わせるか、特定のイメージサ

イズでプリントするか、またはカスタム・イメージ・サイズでプリントするかを選択できま

す。「イメージ全体を合わせる」では、トリミングを使わずに、用紙サイズに合わせてできる

だけ大きくプリントされるようにイメージのサイズが調整されます。「ページ全体を埋める」

では、イメージがページ全体にプリントされるように調整されます。必要に応じてトリミング

が使われます。「カスタム」では、イメージのサイズを指定できます。

Â「ページ数」ボタンと「列数と行数」ボタン：コンタクトシートのプリセットを選択したとき
に、これらのオプションのいずれかを選択して、プリントする全イメージが含まれるページ数

を指定するか、各ページでのイメージの行数と列数を指定します。

Â「メタデータ」ポップアップメニュー：コンタクトシートのプリセットを選択したときに、メ
タデータ表示を選択してイメージと一緒にプリントするメタデータを指定します。

Â「フォントサイズ」ポップアップメニュー：コンタクトシートのプリセットを選択したときに、
プリントするメタデータのフォントサイズを選択します。

Â「プリント解像度」：イメージをプリントしたい解像度をドット／インチ（dpi）単位で「DPI」
フィールドに入力します。また、「最高のDPIを使用」チェックボックスを選択して、選択した
プリンタでイメージに最も適したプリント解像度を「Aperture」で計算することもできます。

境界線の設定
Â「幅」スライダおよび値スライダ：イメージの周囲に白い境界線を表示するためにイメージの
サイズを小さくする場合は、スライダをドラッグするか、または値スライダに値を入力します。

Â「トリミングマークを表示」チェックボックス：裁ち切り線をプリントするときに、このチェッ
クボックスを選択します。

プレビュー領域
この領域には、選択した用紙サイズにイメージがどのようにプリントされるかが表示されます。

複数ページをプリントする場合は、「前のイメージへ」および「次のイメージへ」ボタンを使っ

てページを移動できます。

Â「ルーペを表示／隠す」ボタン：ルーペの表示／非表示を切り替えるときに、このボタンをク
リックします。

Â「PDFとして保存」ボタン：PDFを作成するときに、このボタンをクリックします。
Â「プレビュー」ボタン：プリント設定をPDFでプレビュー表示するときに、このボタンをクリッ
クします。

Â「キャンセル」ボタン：「プリント」ダイアログを閉じるときに、このボタンをクリックします。

Â「プリント」ボタン：プリントジョブをプリンタに送信するときに、このボタンをクリックし
ます。
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1つのイメージをプリントする
1枚の用紙に1つのイメージをプリントしたい場合は、単一イメージのプリセットを使用します。

1つのイメージをプリントするには：
1 ブラウザで、イメージを選択します。

2 「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋P キーを押します）。

3 「プリント」ダイアログの「プリセット名」リストで、単一イメージのプリセットを選択します。

4 「プリント」ダイアログのすべての設定が適切であることを確認してから、「プリント」をクリック
します。

複数のイメージをプリントする
複数のイメージを1 ページに1つずつ、一回の操作でプリントできます。

複数のイメージをプリントするには：
1 ブラウザで、プリントしたいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋P キーを押します）。

3 「プリント」ダイアログの「プリセット名」リストで、単一イメージのプリセットを選択します。

4 「プリント」ダイアログのすべての設定が適切であることを確認してから、「プリント」をクリック
します。

イメージが1 ページに1つずつプリントされます。

Apertureでプリンタが認識されない場合
「プリンタ設定」ボタンをクリックしたときに、「プリンタ」ポップアップメニューに目的のプリ

ンタが表示されない場合は、プリンタの製造元のWeb サイトにアクセスして、最新のドライバ
をダウンロードしてください。
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コンタクトシートをプリントする
イメージのコンタクトシートをプリントすることができます。このとき、レイアウトは

「Aperture」によってすべて自動的に決定されます。つまり、ページ数または列数を「レイアウト
オプション」で選択するだけで、イメージのサイズがその設定に応じて自動的に調整されます。

コンタクトシートをプリントするには：
1 ブラウザで、プリントしたいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋P キーを押します）。

3 「プリント」ダイアログで、次の設定を指定します：

Â「プリセット名」リストでコンタクトシートのプリセットを選択します。

Â「プリンタの選択」領域で、用紙サイズやColorSyncプロファイルなどの設定が適切であるこ
とを確認します。

Â「レイアウトオプション」領域で、コンタクトシートのレイアウトを決定するための基準とな

るページ数または列数と行数を指定します。

「レイアウトオプション」の設定に基づいて、イメージのサイズが自動的に調整されます。コ

ンタクトシート上のイメージのサイズは、イメージをプリントするページ数が多いかどうかに

よって決まります。選択するページ数が少ないほど、イメージが小さくなります。同様に、

ページの列数と行数を指定する場合には、選択する列数と行数が多いほど、イメージが小さく

なります。

Â プレビュー領域で、コンタクトシートのレイアウトを確認します。

Â 用紙の隅までプリントできないプリンタの場合は、「境界線の設定」領域で「トリミングマー

クを表示」チェックボックスを選択します。

4 「プリント」ダイアログのすべての設定が適切であることを確認してから、「プリント」をクリッ
クします。

コンタクトシートがプリントされます。
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ブックをプリントする
ブックを本格的なプリンタでプリントしたり、オンラインでプリント版を注文したり、ほかの人

にブックのコピーを配布したりする前に、そのブックをプリントして最終的なフォーマットと体

裁を確認することができます。

ブックをプリントするには：
1 「プロジェクト」インスペクタでブックアルバムを選択します。

ブック・レイアウト・エディタにブックが表示されます。

2 「ファイル」＞「ブックをプリント」と選択します（またはコマンド＋Option＋Pキーを押します）。

3 「プリント」ダイアログで、次の設定を指定します：

Â「プリセット名」リストでブックのプリセットを選択します。

参考：「ミニサイズブック」プリセットは、「ミニ」ブックサイズを使って作成したブックの場
合にのみ選択してください。このプリセットでは、ミニサイズブックに適した用紙サイズが選

択されます。「ミニサイズブック」プリセットを選択してフルサイズレイアウトのブックをプ

リントすると、イメージが切り取られたりプリントされないことがあります。

Â「プリンタの選択」領域で、用紙サイズやColorSyncプロファイルなどの設定が適切であるこ
とを確認します。

Â プレビュー領域で、ブックのレイアウトを確認します。

4 「プリント」をクリックします。

ブックがプリントされます。

ブックの PDF ファイルを作成することもできます。電子版を保存しておけば、そのファイルを
後で使ったり、ほかの人に送ることができます。

ブックのPDFファイルを作成するには：
1 「プロジェクト」インスペクタでブックアルバムを選択します。

2 「ファイル」＞「ブックをプリント」と選択します（またはコマンド＋Option＋Pキーを押します）。

3 「プリント」ダイアログで、「PDFとして保存」ボタンをクリックします。

4



PDFファイルの名前を入力し、ファイルの保存先を選択してから、「保存」をクリックします。
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ライトテーブルの配置をプリントする
ライトテーブルでのイメージの配置をプリントできます。

ライトテーブルの配置をプリントするには：
1 「プロジェクト」インスペクタでライトテーブルアルバムを選択します。

ブラウザの上にライトテーブルが表示されます。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â 選択したイメージをプリントするには：ライトテーブルで、プリントしたいイメージを選択し
ます。

Â ライトテーブルの配置全体をプリントするには：ライトテーブルで、背景をクリックしてすべ
てのイメージの選択を解除します。

3 「ファイル」＞「ライトテーブルをプリント」と選択します（またはコマンド＋Option＋Pキー
を押します）。

4 「プリント」ダイアログで、次の設定を指定します：

Â「プリセット名」リストでライトテーブルのプリセットを選択します。

Â「プリンタの選択」領域で、用紙サイズやColorSyncプロファイルなどの設定が適切であるこ
とを確認します。

5 「プリント」ダイアログのすべての設定が適切であることを確認してから、「プリント」をクリッ
クします。

ライトテーブルの配置がプリントされます。

プリントプリセットを作成する／変更する
選択したプリセットのプリント設定を確認した後で、特定の設定を変更したいことがあります。

その場合は、既存のプリントプリセットを変更するか、未定義の新しいプリントプリセットを作

成するか、または既存のプリントプリセットを複製してその複製を変更することができます。

新しいプリントプリセットを作成する
ほとんどの場合、既存のプリントプリセットを変更するよりも、新しいプリントプリセットを作

成する方が適しています。既存のプリントプリセットを基に、新しいプリントプリセットを簡単

に作成できます。新しいプリントプリセットを作成する場合は、既存のプリントプリセットの設

定が変更または削除されません。

新しいプリントプリセットを作成するには：
1 「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋P キーを押します）。

「プリント」ダイアログが表示されます。

2 ダイアログの左下にあるプリントプリセットアクションのポップアップメニューから、プリント

プリセットのカテゴリを選択します。

「プリセット名」リストに、新しいプリセットが表示されます。
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3 プリセットの新しい名前を入力します。

4 必要に応じてプリント設定を変更し、「OK」をクリックします。

これで、これらのプリント設定を使用したいときはいつでも、このプリセットを選択できます。

既存のプリントプリセットを変更する
既存のプリセットを一時的または永続的に変更できます。プリセットの設定を変更し、その設定

を保存しなかった場合は、プリントジョブが処理された後で、プリセットの設定が元に戻ります。

変更した設定を保存した場合は、その変更内容が維持されます。

既存のプリントプリセットを変更するには：
1 「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋P キーを押します）。

「プリント」ダイアログが表示されます。

2 プリントプリセットを選択し、必要に応じて設定を変更します。

既存のプリセットの設定を変更すると、「保存」ボタンが使用可能になります。

3 プリセットを保存する場合は、「保存」をクリックします。

プリントプリセットが新しい設定で保存されます。

プリントプリセットを複製する
特定のプリントプリセットで、プリンタの種類や用紙サイズなどの一部の設定だけを変更し、ほ

とんどの設定はそのまま使用することが多い場合は、新しいプリントプリセットを作成するより

も、必要なプリント設定ごとプリセットを複製する方が簡単です。たとえば、8 ×10 インチの
プリントと11 ×14 インチのプリントを同じプリンタでよく行う場合は、8 ×10 インチのプリ
ント用のプリセットを適切な設定で作成し、そのプリセットを設定ごと複製して、用紙サイズを

変更できます。その後、一方のプリセットを「8×10」、もう一方のプリセットを「11×14」な
どの名前にします。以降は、プリントしたいイメージサイズに応じたプリセットを選択して、「プ

リント」をクリックするだけです。

新しいプリントプリセットをコピーするには：
1 「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋P キーを押します）。

「プリント」ダイアログが表示されます。

2 複製するプリントプリセットを選択して、ダイアログの左下にあるプリントプリセットアクショ

ンのポップアップメニューから「複製」を選択します。

「プリセット名」リストに、現在選択しているプリントプリセットから複製された新しいプリセッ

トが表示されます。

3 プリセットの新しい名前を入力します。

4 必要に応じてプリント設定を変更します。

これで、これらのプリント設定を使用したいときはいつでも、このプリセットを選択できます。
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プリントプリセットをロックする
プリントプリセットを誤って変更してしまうのを防ぐために、プリセットをロックできます。

プリントプリセットをロックまたはロック解除するには：
m 「プリント」ダイアログで、プリセットを選択して、ダイアログの左下にあるプリントプリセット

アクションのポップアップメニューから「ロック」または「ロック解除」を選択します。

プリセットがロックされているときは、プリセット名の右側にカギのアイコンが表示されます。

プリントプリセットを削除する
不要になったプリントプリセットは削除できます。

プリントプリセットを削除するには：
m 「プリント」ダイアログで、プリセットを選択して、ダイアログの左下にあるプリントプリセット

アクションのポップアップメニューから「削除」を選択します。

「プリセット名」リストからプリセットが削除されます。

イメージを画面上でプルーフする
プリンタ、用紙の種類、およびカラープロファイルはすべて、イメージのプリント品質に影響し

ます。オンスクリーンプルーフ機能を使って、プリント前にイメージのカラーを画面上でプルー

フできます。

オンスクリーンプルーフ機能を使用するときは、最終的に使用する出力装置の特性に最も近いプ

ルーフ用プロファイルを選択してから、オンスクリーンプルーフをオンにします。

プルーフ用プロファイルを選択するには：
m 「表示」＞「プルーフ用プロファイル」と選択して、サブメニューから目的のプロファイルを選

択します。

オンスクリーンプルーフの入／切を切り替えるには：
m 「表示」＞「オンスクリーンプルーフ」と選択します（またはShift＋Option＋Pキーを押します）。

オンスクリーンプルーフが入のときは、「表示」メニューの「オンスクリーンプルーフ」オプション

の横にチェックマークが表示されます。

「Aperture」のオンスクリーンプルーフ機能の使いかたについて詳しくは、192ページの「オン
スクリーンプルーフ用にビューアを設定する」を参照してください。

ColorSync プロファイルおよびコンピュータのカラー補正について詳しくは、635ページの付
録 B「Apertureシステムの色を補正する」を参照してください。
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プリンタを補正する
「Aperture」の「プリント」ダイアログを使って、プリンタで余白設定ページをプリントし、余白
が正しく設定されているかどうかを確認できます。余白が正しく設定されていないためにイメー

ジが中心からずれてプリントされる場合は、「補正」ボタンを使って、ページ上でのイメージの

配置を調整できます。

余白設定ページをプリントするには：
1 プリンタがコンピュータに接続され、電源が入っていることを確認します。

2 「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋P キーを押します）。

「プリント」ダイアログが表示されます。

3 「プリンタの選択」領域で、「補正」ボタンをクリックします。

4 表示されるダイアログで、「余白設定ページをプリント」ボタンをクリックします。

プリンタから余白設定ページがプリントされます。ページの上下左右の余白を示す数字付きの矢

印がプリントされます。ページの上下左右にプリントされる数字付きの矢印が等間隔でない場合

は、イメージを中心に配置するためにプリンタを補正する必要があります。

プリンタを補正するには：
m 補正ダイアログで、「上」、「右」、「下」、および「左」の各余白フィールドに、イメージを中心に

配置するために必要な余白を入力します。正の数字を入力すると、イメージがページの中心方向

に移動します。

余白設定ページをプリント

するときは、「余白設定
ページをプリント」ボタン

をクリックします。

余白フィールド
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プリンタのカラーマネージメントを切にする
最適な状態でプリントするために、「Aperture」を使ってイメージをプリントするときは、プリ
ンタのカラーマネージメントを切にしてください。デフォルトでは、ほとんどのプリンタはイ

メージをプリンタの色空間に変換するように設定されています。「Aperture」は、この変換を内
部で実行するように設計されています。「プリント」ダイアログは、プリンタの製造元ごとに異

なります。そのため、プリンタのカラーマネージメントを切にする設定は、プリンタの製造元お

よび機種によって異なります。

参考：お使いのコンピュータに複数のプリンタを接続している場合は、プリンタごとにプリント
プリセットを作成してカラーマネージメントを切にする必要があります。

ここでは例として、EpsonR2400、Canoni9100、およびHPPhotosmart8700 シリーズのプリ
ンタのカラーマネージメントを切にする方法を紹介します。

EpsonR2400プリンタのカラーマネージメントを切にするには：
1 「Aperture」で、「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋Pキー
を押します）。

「プリント」ダイアログが表示されます。

2 「プリンタ設定」ボタンをクリックします。

3 表示されるダイアログで、上から3 番目のポップアップメニューから「ColorManagement」を
選択し、「Off(NoColorAdjustment)」を選択します。

4 ほかのプリンタ設定が適切であることを確認してから、「終了」をクリックします。
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Canoni9100 プリンタのカラーマネージメントを切にするには：
1 「Aperture」で、「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋Pキー
を押します）。

「プリント」ダイアログが表示されます。

2 「プリンタ設定」ボタンをクリックします。

3 表示されるダイアログで、上から3 番目のポップアップメニューから「ColorOptions」を選択
し、「ColorCorrection」ポップアップメニューから「None」を選択します。

4 ほかのプリンタ設定が適切であることを確認してから、「終了」をクリックします。
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HPPhotosmart8700シリーズのプリンタのカラーマネージメントを切にするには：
1 「Aperture」で、「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します（またはコマンド＋Pキー
を押します）。

「プリント」ダイアログが表示されます。

2 「プリンタ設定」ボタンをクリックします。

3 表示されるダイアログで、上から3番目のポップアップメニューから「PaperType/Quality」を
選択し、「Paper」ボタンをクリックしてから、「Color」ポップアップメニューの「Application
ManagedColor」を選択します。

4 ほかのプリンタ設定が適切であることを確認してから、「終了」をクリックします。
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17 イメージを書き出す

イメージの作業が終わったら、「Aperture」を使ってそれらのイメー
ジをファイルとして書き出すことができます。書き出したファイル
は、別のアプリケーションに書き出したり、プリントサービスや顧客
にメールで送ったり、Web上に公開したりできます。

この章では、JPEG、TIFF、PNG、PSD など、いくつかのファイルフォーマットでイメージを書
き出す方法について説明します。イメージを書き出すときに、イメージの名前を変更したり、サ

イズを変更したり、調整を行うことができ、さらにEXIF情報やIPTC情報などのメタデータを含
めることができます。ファイルを書き出すときに、 ColorSyncプロファイルやウォーターマーク
をファイルに適用することもできます。

この章の内容：

Â イメージの書き出しの概要（487ページ）

Â マスターのコピーを書き出す（489ページ）

Â イメージバージョンを書き出す（492ページ）

Â 書き出しプリセットを操作する（505ページ）

イメージの書き出しの概要
「Aperture」を使って、マスターのコピー、および作成したバージョンを書き出すことができま
す。バージョンを書き出すときには、JPEG、TIFF、PNG、またはPSDのファイルフォーマット
で書き出すことができます。

また、イメージを書き出すときに、ファイル名を変更したり、イメージのサイズを変更したり、イ

メージを調整することができ、さらにEXIF情報、IPTC情報、キーワードなどのメタデータを含め
ることができます。バージョンを書き出すときに、ColorSyncプロファイルやウォーターマークを
バージョンに適用することもできます。選択したイメージのメタデータのリストを個別にファイ

ルとして書き出すことができます。XMPサイドカーファイルに保存されたIPTCデータをマスター
と一緒に書き出せば、「AdobePhotoshop」などのほかのアプリケーションで使用することもで
きます。





488 PartIV配布とバックアップ



イメージを書き出して別のアプリケーション、プリントサービス、顧客、またはWeb サイト
に渡す前に、受け取り側が使用できるファイルの種類を把握しておく必要があります。また、

ファイルサイズの制限、必要なイメージの大きさ、命名規則など、その他の重要な情報につい

ても、受け取り側に確認する必要があります。ファイル転送を成功させるには、受け取り側が

ファイルを開けなくなる要因を予想して避けることが重要になります。

「Aperture」では、複数の書き出し操作を同時に実行できます。ただし、予期しない動作を防ぐ
ため、操作が完了するまでは書き出し中のイメージに変更を加えないようにすることが非常に重

要です。

最も簡単にイメージを書き出す方法は、「Aperture」の書き出しプリセットを使用する方法です。
プリセット（一連の書き出し設定）を使うと、簡単にイメージを書き出すことができます。

「Aperture」に適切なプリセットがない場合は、独自のプリセットを作成できます。たとえば、
まとまった写真をストックフォト業者や印刷業者に定期的に送っている場合には、送り先ごとの

書き出しプリセットを作成できます。プリセットに思い出しやすい名前を付けておくと、次回い

ずれかの業者にイメージを送る必要があるときに、正しい書き出しプリセットを簡単に選択でき

ます。

既存の書き出しプリセットを変更したり、使わなくなった書き出しプリセットを削除したりする

こともできます。

イメージを外部エディタに書き出す
「Aperture」では、イメージを別のアプリケーションに転送し、そこで変更を加えたイメージ
を「Aperture」に戻す操作を、簡単な手順で行うことができます。外部エディタとして使用す
るアプリケーションは、「環境設定」ウインドウの「書き出し」パネルで指定できます。たと

えば、「AdobePhotoshop」固有のツールを使ってイメージを編集する必要がある場合は、外
部エディタとして「Photoshop」を選択します。次に、イメージを選択して、「イメージ」＞
「外部エディタまたはプラグインで編集」＞「＜アプリケーション名＞」と選択します。
「Aperture」でイメージの新しいマスターおよびバージョンを作成し、それを「Adobe
Photoshop」で開きます。変更を行ってイメージを保存すると、変更後のバージョンが
「Aperture」に自動的に再表示されます。外部エディタを使用するときに、オリジナルマスター
は変更されません。詳しくは、350ページの「外部エディタを使用する」を参照してください。
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マスターのコピーを書き出す
マスターを書き出すときには、カメラやその他のソースから読み込んだファイルの複製が作成さ

れます。調整、ファイルの変更、その他の変更は、ファイルと一緒に書き出されません。

マスターのコピーを書き出すには：
1 ブラウザでイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「マスター」と選択します（またはコマンド＋Shift＋Sキーを押し
ます）。

3 書き出したファイルを保存したい場所に移動します。

4 以下のいずれかの操作を行います：

Â「サブフォルダのフォーマット」ポップアップメニューから「なし」を選択して、選択したフォ

ルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。

Â「Aperture」で、特定のフォルダ名を持つサブフォルダの階層を作成し、そこにファイルを保
存するには、「サブフォルダのフォーマット」ポップアップメニューからフォルダ名プリセッ

トを選択します。書き出したイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、 490ペー
ジの「「Finder」でマスターをフォルダに書き出す」を参照してください。

Â「サブフォルダのカスタム名」フィールドにフォルダのカスタム名を入力します。 

5 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、マスターの名前のフォーマットを選択します。

ファイル命名規則のフォーマットの選択と設定について詳しくは、 130ページの「独自の名前の
フォーマットを作成する」を参照してください。「Aperture」のダイアログには、選択した名前
のフォーマットの例が表示されます。

書き出すファイルの

場所を選択します。

ここでマスターの名前

フォーマットを選択します。

ファイルを書き出すときは、

このボタンをクリックします。
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6 デフォルトでは、マスターでIPTCメタデータの書き出しは実行されません。IPTCメタデータを保
持するマスターを書き出すには、以下のいずれかの操作を行います：

Â IPTC メタデータをマスターに書き出すには：「メタデータ」ポップアップメニューから「IPTC
を含める」を選択します。

Â イメージの IPTC メタデータを含むXMP サイドカーファイルを作成するには：「メタデータ」
ポップアップメニューから「IPTC4XMPサイドカーファイルを作成」を選択します。

7 書き出し処理が完了したら通知されるようにしたい場合は、「終了時に警告を表示」チェックボッ

クスを選択します。

8 ファイルを書き出す準備ができたら、「マスターの書き出し」をクリックします。

選択したイメージのマスターのコピーが、指定した場所に書き出されます。「終了時に警告を表

示」チェックボックスを選択すると、書き出されたマスターの数とファイルパスを示すダイアロ

グが表示されます。「Aperture」で、マスターの書き出し先を「Finder」から開きたい場合は、
「Finder に表示」ボタンをクリックします。そうでない場合は、「OK」をクリックしてダイアロ
グを閉じます。

「Finder」でマスターをフォルダに書き出す
マスターを書き出す場合は、「Aperture」を使って、選択したフォルダにファイルを個別に配置
するか、サブフォルダを作成してファイルを保存することができます。たとえば、書き出した

ファイルを日付で識別できるサブフォルダに配置できます。フォルダ名のフォーマットを作成し

ておけば、目的のフォルダ構造を選択するときにすばやくそれを選択できます。

フォルダ名のフォーマットを作成するには、「フォルダ命名規則のプリセット」ダイアログで目

的の名前の要素を選択します。以下の名前の要素を組み合わせたサブフォルダ名のフォーマット

を作成できます：

Â バージョン名

Â マスターファイル名

Â 通し番号（1/3、2/3、3/3など）
Â イメージの年

Â イメージの月

Â イメージの日

Â イメージの日付

Â イメージの時刻

Â インデックス番号（1、2、3など）

Â 独自の名前

Â カウンタ（001、002、003など）

Â フォルダ名

Â 現在の日付

Â 現在の時刻

Â 現在の年
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Â 現在の月

Â 現在の日

Â プロジェクト名

Â


/（スラッシュ）

名前の要素の組み合わせを指定して、独自のフォルダ名を作成できます。

フォルダ内にフォルダの階層を作成することもできます。たとえば、「日付」という名前のサブ

フォルダにイメージを配置するように「Aperture」に指定すれば、そのフォルダ内にイメージを
撮影した時刻で識別できるサブフォルダを作成できます。フォルダ名のフォーマットを作成する

には、目的の要素を「フォーマット」フィールドにドラッグして、サブフォルダを作成する要素

間でスラッシュ要素をドラッグします。

フォルダ名のフォーマットを作成するには：
1 「書き出し」ダイアログで、「サブフォルダのフォーマット」ポップアップメニューから「編集」
を選択します。

「フォルダ命名規則のプリセット」ダイアログが表示されます。

2 「追加」（＋）ボタンをクリックして、新しいフォルダ名のフォーマットを作成するか、変更したい
フォルダ名のフォーマットのプリセットを選択します。

3 目的の名前の要素を、「フォーマット」フィールドに好きな順番にドラッグします。

4 サブフォルダを作成したい要素間でスラッシュをドラッグします。 

5 必要に応じて、「カスタム名」フィールドにカスタム名を入力します。

6 「OK」をクリックします。

「サブフォルダのフォーマット」ポップアップメニューに、新しいフォルダ名のフォーマットが

表示されます。
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フォルダ名のフォーマットにカウンタを使うときは、開始番号と1 ～11 桁の桁数を指定するこ
とができ、番号はカウンタの位置に表示されます。カウンタ付きのフォルダ名のフォーマットを

使用するときは、必要に応じて、最初の開始番号をリセットするようにしてください。リセット

しないと、次回の書き出しのときに、書き出したイメージを含むフォルダの番号は前の書き出し

の最後の番号から始まります。

フォルダ名のフォーマットのカウンタの開始番号をリセットするには：
m 「フォルダ命名規則のプリセット」ダイアログで、「数値カウンタの開始値」フィールドに0（ゼロ）
を入力します。

イメージバージョンを書き出す
「Aperture」で作成したイメージバージョンを書き出すことができます。たとえば、特定の目的
に合わせてイメージを調整してから、それらを別のアプリケーションで使用するために書き出す

ことができます。イメージを書き出すときに、その名前を変更したり、書き出し時に少し調整し

たり、ウォーターマークを追加したり、メタデータと一緒に書き出すこともできます。また、メー

ルアプリケーションにイメージを書き出してほかの人に送信することも簡単にできます。

イメージバージョンを書き出すときに、フォーマット、サイズ、ファイル名など、書き出すファ

イルの設定を指定できます。

イメージのバージョンを書き出すには：
1 ブラウザでイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

書き出すファイルの場所を
選択します。

書き出すファイルの書き出し

プリセットを選択します。

書き出すファイルの名前

フォーマットを選択します。

ファイルを書き出すときは、

このボタンをクリックします。
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4 「書き出しプリセット」ポップアップメニューから、書き出しプリセットを選択します。

5 以下のいずれかの操作を行います：

Â「サブフォルダのフォーマット」ポップアップメニューから「なし」を選択して、選択したフォ

ルダにファイルを個別のファイルとして保存するように指定します。

Â「Aperture」で、特定のフォルダ名を持つサブフォルダの階層を作成し、そこにファイルを保
存するには、「サブフォルダのフォーマット」ポップアップメニューからフォルダ名プリセッ

トを選択します。書き出したイメージを保存するフォルダの作成について詳しくは、 490ペー
ジの「「Finder」でマスターをフォルダに書き出す」を参照してください。

6 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、ファイルの名前のフォーマットを選択します。

7 書き出し処理が完了したら通知されるようにしたい場合は、「終了時に警告を表示」チェックボッ

クスを選択します。

8 ファイルを書き出す準備ができたら、「バージョンの書き出し」をクリックします。

選択したイメージが、指定した場所に書き出されます。「終了時に警告を表示」チェックボック

スを選択すると、書き出されたバージョンの数とファイルパスを示すダイアログが表示されま

す。「Aperture」で、バージョンの書き出し先を「Finder」から開きたい場合は、「Finder に表
示」ボタンをクリックします。そうでない場合は、「OK」をクリックしてダイアログを閉じます。

参考：書き出し操作の進行状況を確認したい場合は、「ウインドウ」＞「アクティビティを表示」
と選択します。「アクティビティ」ウインドウに、各書き出し操作の進行状況が表示されます。こ

のウインドウを使って、書き出し操作の一時停止やキャンセルも行うことができます。

イメージを書き出すときの解像度を設定する
イメージを書き出すときの解像度をいくつかの方法で「書き出しのプリセット」ダイアログで設

定できます。dpi設定を指定する方法、オリジナルのパーセントを指定する方法、およびイメー
ジのサイズ（単位はインチ、センチメートル、またはピクセル）を指定する方法があります。最

初に「書き出しのプリセット」ダイアログで書き出しプリセットを選択してから、そのプリセッ

トで使用したい解像度を指定します。イメージを書き出すときに、必要な解像度が設定されてい

る書き出しプリセットを選択します。
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書き出すイメージのdpi設定を書き出しプリセットに指定するには： 
1 書き出したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

4 「書き出しプリセット」ポップアップメニューから、「編集」を選択します。

「書き出しのプリセット」ダイアログが表示されます。

5 書き出しプリセットを選択してから、適切なdpi設定を入力します。

6 必要に応じてその他の設定を指定してから、「OK」をクリックします。

7 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから名前フォーマットを選択して、「バージョンを
書き出す」をクリックします。

ここに、書き出したイメージの 
dpi 設定を入力します。
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サイズを指定してイメージを書き出すには：

1 書き出したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

4 「書き出しプリセット」ポップアップメニューから、「編集」を選択します。

「書き出しのプリセット」ダイアログが表示されます。

5 書き出しプリセットを選択します。

6 「サイズ調整」ポップアップメニューからオプションを選択し、「サイズ調整」ポップアップ
メニューの下に表示されるフィールドに値を入力して、イメージのサイズを指定します。

7 必要に応じてその他の設定を指定してから、「OK」をクリックします。

8 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから名前フォーマットを選択して、「バージョンを
書き出す」をクリックします。

「サイズ調整」オプション

を選択し、対応する値を
ここに入力します。
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イメージを書き出すときに名前を変更する
大きなイメージグループからいくつかのイメージを書き出すときに、書き出すファイルの名前が

連続する名前になっていないことがよくあります。分かりやすい名前になるように、イメージを

書き出すときに名前を変更することができます。

たとえば、イメージグループLA001 に含まれるLA031、LA441、LA686、およびLA894 イ
メージをLA1061 イメージグループに書き出したいとします。「インデックス付きのカスタム名」
名前フォーマットを使って、イメージの名前をLA1、LA2などに変更できます。

イメージを書き出すときに名前を変更するには：
1 書き出したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

4 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、名前フォーマットを選択します。

「カスタム名」フォーマットを選択した場合は、「カスタム名」フィールドにカスタム名を入力

します。

5 ファイルを書き出す準備ができたら、「バージョンの書き出し」をクリックします。

指定した名前フォーマットでファイルが書き出されます。

プリセットの中に適切な名前フォーマットがない場合は、新しい名前フォーマットを作成できます。

たとえば、カスタム名、インデックス番号、および日付を使用する名前フォーマットを作成でき

ます。

ここで名前フォーマットを
選択します。「カスタム名」

フォーマットを選択した場
合は、下のフィールドに名

前を入力します。
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新しい名前フォーマットを作成するには：

1 ブラウザでイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、「編集」を選択します。

「命名規則のプリセット」ダイアログが表示されます。

4 「名前」リストで、新しい名前フォーマットの基にする既存の名前フォーマットを選択してから、
「追加」（＋）ボタンをクリックします。

選択した名前フォーマットのコピーが作成されます。

5 新しい名前フォーマットの名前を変更します。

このリストで既存の名前

フォーマットを選択
します。

「追加」ボタンを

クリックします。
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6 名前要素を追加したり取り除いたりするときは、目的の場所に要素をドラッグします。必要に応

じて、関連するネーミング情報を表示されるフィールドに入力します。「フォーマット」フィー

ルドに直接文字列を入力することもできます。

名前要素を選択または選択解除すると、それに応じて「例」フィールドが自動的にアップデート

されます。

7 新しい名前フォーマットで問題がない場合は、「OK」をクリックします。

「名前のフォーマット」ポップアップメニューに、新しい名前フォーマットが表示されます。

Webサイトで使用するなど、特定の用途のためにイメージを書き出すときは、目的のアプリケー
ションやWebサイトで使用できるように、空白のないファイル名が必要になることがあります。
「Aperture」では、使用する名前フォーマットによってはファイル名に空白が追加されます。名
前フォーマットを変更することで、ファイル名から空白を簡単に取り除くことができます。

名前要素を「フォーマット」

フィールドにドラッグして
追加します。

名前要素がここに表示されます。
名前要素を選択し、Deleteキー
を押して削除します。

名前要素を変更すると、
名前フォーマットの例が

自動的にアップデート
されます。
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名前フォーマットを変更して空白を取り除くには：

1 「Aperture」＞「プリセット」＞「ファイルの命名規則」と選択します。

2 「命名規則のプリセット」ダイアログで、変更したいプリセット名前フォーマットを選択します。

3 「フォーマット」フィールドで、名前要素の間にある空白または文字を選択して削除します。

必要に応じて、名前要素の間に空白または文字を追加することもできます。

4 「OK」をクリックします。

名前要素の間の空白を
選択して削除します。

変更したい名前

フォーマットを
選択します。
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イメージを書き出すときに調整する
イメージを書き出すときに、ColorSync プロファイルを選択し、ガンマ調整を設定し、ブラック
ポイント補正を適用することによって、最終的な調整をイメージに適用することもできます。こ

れらの調整は書き出し時に適用するため、「Aperture」のイメージバージョンとマスターは変更さ
れません。書き出しプリセットを使用して適用するイメージ調整は、書き出すファイルだけに適

用されます。

イメージを書き出すときに調整する場合は、「書き出しのプリセット」ダイアログで新しい書き

出しプリセットを作成してから、「イメージの品質」、「ガンマ調整」、「ColorSync プロファイル」、
および「ブラックポイント補正」設定を必要に応じて調整します。

書き出し時に適用するガンマ調整は、すでにイメージバージョンに適用したガンマ調整の上に適

用されます。イメージを書き出す前に、すでにイメージに適用したガンマ調整と重複していない

ことを確認してください。

書き出すときに、適用したい調整が含まれるプリセットを選択してください。書き出しプリセット

の作成については、505ページの「書き出しプリセットを操作する」を参照してください。

イメージを書き出すときに調整するには：
1 書き出したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

4 「書き出しプリセット」ポップアップメニューから、「編集」を選択します。

「書き出しのプリセット」ダイアログが表示されます。

イメージを書き出すときに

調整するときは、これらの
オプションを使用します。
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5 書き出しプリセットを選択し、必要な調整オプションを指定します。

6 「OK」をクリックします。

7 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、名前フォーマットを選択します。

8 「バージョンを書き出す」をクリックします。

指定した調整と一緒にファイルが書き出されます。

書き出し時にウォーターマークを追加する
ウォーターマークは、視覚的なグラフィックオーバーレイとして、イメージに適用されます。多

くのフォトグラファーは、自分のイメージを他人が不正に使用することがないように、ウォー

ターマークを使ってイメージが著作権で保護されていることを明示します。

グラフィックスファイルを読み込んで、それをウォーターマークとしてイメージに追加すること

ができます。

書き出されるイメージにウォーターマークイメージを追加するには：
1 書き出したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 表示されるダイアログの「書き出しプリセット」ポップアップメニューから、「編集」を選択し

ます。

4 「書き出しのプリセット」ダイアログで、イメージを書き出すときに使用したい書き出しプリセッ
トを選択します。

5 「ウォーターマークを表示」チェックボックスを選択します。

6 「イメージを選択」ボタンをクリックします。

7 ウォーターマークとして使いたいイメージを選択してから、「選択」をクリックします。

8 「位置」ポップアップメニューから、イメージ上でウォーターマークを表示したい場所を選びます。

9 ウォーターマークの不透明度を調整するには、「不透明度」スライダを新しい位置にドラッグし

ます。

10 イメージの出力サイズに合わせてウォーターマークのサイズを調整するには、「ウォーターマー

クを縮小」チェックボックスを選択します。

11 ウォーターマークのプレビュー領域に表示されるウォーターマークで問題がない場合は、「OK」
をクリックします。

12 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

13 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、書き出すファイルの名前フォーマットを選択
します。

14 「バージョンを書き出す」をクリックします。

作成したウォーターマークと一緒にファイルが書き出されます。
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イメージにIPTCメタデータとキーワードを適用する
多くの出版物には、NewspaperAssociationofAmerica（米国新聞協会）が開発したANPA
（AmericanNewspaperPublishersAssociation）通信コードなど、一連の標準イメージキーワー
ドが使用されています。これらのキーワードは、JPEG、TIFF、およびPSD ファイルフォーマッ
トに書き出すイメージに適用できます。

イメージを書き出すときにメタデータを適用すると、そのイメージに関連付けられているすべて

のメタデータがその対象になります。書き出したくないメタデータがイメージバージョンに関連

付けられている場合は、書き出したいメタデータだけを含むイメージバージョンを作成してくだ

さい。

参考：PNGファイルフォーマットでは、メタデータを取り込むことはできません。

イメージを書き出すときにメタデータを取り込むには：
1 書き出したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

4 「書き出しプリセット」ポップアップメニューから、「編集」を選択します。

5 「書き出しのプリセット」ダイアログで、イメージを書き出すときに使用したい書き出しプリセッ
トを選択します。

6 「メタデータを含む」チェックボックスを選択します。

7 「OK」をクリックします。

8 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、書き出すファイルの名前フォーマットを
選択します。

9 「バージョンを書き出す」をクリックします。

書き出すイメージにメタデータが取り込まれます。

高品質のウォーターマークを作成するためのヒント
イメージに適用するための高品質のウォーターマークを作成するには、以下のガイドラインに

従ってください：

Â 背景が透明な.psd（Photoshop）ファイルとしてウォーターマークを保存します。

Â 複数のサイズのウォーターマークを作成して、書き出すイメージの出力サイズに最適なサイ

ズを選択できるようにします。

参考：ウォーターマークファイルが書き出したいイメージより大きい場合は、ウォーター
マークのサイズがイメージに合わせて自動的に調整されます。（ウォーターマークが大きく

なるように調整されることはありません。）

Â 作成したウォーターマークは書き出しプリセットと一緒に保存して、必要に応じて再利用で

きるようにします。
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メタデータを別個のファイルにリストとして書き出す
イメージを選択して、そのイメージに割り当てられているメタデータをタブ区切りのテキスト

ファイルに書き出すことができます。テキストファイルには、イメージに割り当てられている

バージョン名、レート、キーワード、およびその他のメタデータがリスト表示されます。

イメージのメタデータをテキストファイルに書き出すには： 
1 書き出したいメタデータのイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「メタデータ」と選択します。

3 ファイルを保存したい場所を選択してから、「メタデータを書き出す」をクリックします。

メタデータ情報は標準のUnicodeテキストファイルとして書き出されるので、テキストファイル
を使用するどのアプリケーションでも開いて使用できます。

プラグインを使って書き出す
一部のアプリケーションや写真サービスには、「Aperture」がアプリケーションやサービスに必
要なフォーマットと設定でファイルを自動的に書き出すことを可能にするプラグインが用意さ

れています。たとえば、ストック・フォト・サービスやプリントショップでは、イメージを特定

のサイズや特定のファイルフォーマットで転送したり、特定のタイプのメタデータと一緒に転送

する必要があることがあります。そのようなサービスでは、サービスに必要な特性で正確にファ

イルを書き出すように自動的に「Aperture」を設定する独自のプラグインを作成できます。

書き出しプラグインを使用するには、まずサービスまたはアプリケーションのベンダーからプラ

グインソフトウェアを入手してインストールする必要があります。「Aperture」用の他社製プラ
グインは、「/ライブラリ/ApplicationSupport/Aperture/Plug-ins/Export/」にあります。

他社製のプラグインを使ってイメージを書き出すには：
1 転送するイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」と選択してから、使用したいプラグインを選択します。

メールで使用するためにイメージを書き出す
メールは、圧縮されていないまたは大きなイメージファイルを配布するときには最適な方法では

ありませんが、イメージをすばやく簡単に配布する手段として利用することができます。

「Aperture」の 3 つの書き出しプリセット（「メール（小）」、「メール（中）」、および「メール
（オリジナルサイズ）」）を使って圧縮済みの JPEG ファイルを作成すれば、これらのファイルを
メールを使って簡単に送信できます。これらの書き出しプリセットの中に適切なプリセットがな

い場合は、独自のメール書き出しプリセットを作成できます。

「Aperture」では、イメージをメールアプリケーションに直接転送することもできます。特定の
メールアプリケーションを使用してイメージを送信するように指定するには、「環境設定」ウイ

ンドウの「書き出し」パネルで使用したいメールアプリケーションを選択します。イメージの準

備に使用するメール書き出しプリセットを指定することもできます。
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「Aperture」で使用するメールアプリケーションとメール書き出しプリセットを指定するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「書き出す」を
クリックします。

2 「環境設定」ウインドウの「書き出し」パネルで、「使用するメールアプリケーション」ポップ
アップメニューから目的のメールアプリケーションを選択します。 

3 メールで転送するイメージを準備するために使用する書き出しプリセットを指定するには、

「メール書き出しプリセット」ポップアップメニューから目的のプリセットを選択します。適切

なプリセットがない場合は、「メール書き出しプリセット」ポップアップメニューの右にある「編

集」ボタンをクリックして、新しい書き出しプリセットを作成します。

書き出しプリセットの作成について詳しくは、506ページの「書き出しプリセットを作成する」
を参照してください。

イメージをメールアプリケーションに直接送信するには：
1 送信したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「メール」と選択します（またはOption ＋E キーを押します）。

イメージがメールアプリケーションに直接書き出されます。

参考：イメージをメールで送信する前に、メールクライアントが対応している最大ファイルサイ
ズを確認してください。書き出した後のイメージがこの最大ファイルサイズを超える場合は、FTP
ソフトウェアまたは別のファイル共有技術を使用してイメージを配布することを検討してくだ

さい。

後でメールメッセージに添付するイメージを書き出すには： 
1 書き出したいイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択します（またはコマンド＋Shift ＋E キーを押
します）。

3 書き出したイメージを保存したい場所に移動します。

4 「書き出しプリセット」ポップアップメニューから、メール書き出しプリセットを選択します。

5 「名前のフォーマット」ポップアップメニューから、ファイルの名前のフォーマットを選択します。

6 ファイルを書き出す準備ができたら、「バージョンの書き出し」をクリックします。

これで、メールアプリケーションを開いて、書き出したファイルを添付できます。
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書き出しプリセットを操作する
書き出しプリセットとは、一連の書き出し設定として保存済みのプリセットのことで、イメージ

をすばやく簡単に書き出すために利用できます。「Aperture」には多くの書き出しプリセットが
用意されており、さらに独自のプリセットを作成することもできます。

「書き出しのプリセット」ダイアログのコントロール
書き出しプリセットを使用する前に、その設定を表示してプリセットの内容が正しいことを確認

することができます。「Aperture」に付属のプリセットだけでなく、独自に作成したプリセット
も表示できます。

書き出しプリセットの設定を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「Aperture」＞「プリセット」＞「イメージ書き出し」と選択します。

m イメージを選択した状態で、「ファイル」＞「書き出す」＞「バージョン」と選択し（またはコ

マンド＋Shift＋E キーを押し）、表示されるダイアログで「書き出しプリセット」ポップアップ
メニューから「編集」を選択します。

「書き出しのプリセット」ダイアログが表示され、利用可能なプリセットと構成可能な書き出し

設定の一覧が表示されます。

「書き出しのプリセット」ダイアログには、以下のコントロールが表示されます：

Â「イメージフォーマット」ポップアップメニュー：JPEG やTIFF など、書き出すファイルのイ
メージフォーマットを選択します。

Â「メタデータを含む」チェックボックス：書き出すファイルにEXIF およびIPTC メタデータを取
り込むときは、このチェックボックスを選択します。

Â「イメージの品質」スライダ：このスライダをドラッグして、ファイルの圧縮量を選択します。
スライダを「12」に設定すると、圧縮量が最小になり、イメージの品質は高くなります。スラ
イダを「0（ゼロ）」に設定すると、圧縮量が最大になり、イメージの品質は低くなります。

利用できるプリセット
の一覧がここに表示

されます。

ダイアログの右側には、

選択したプリセットの
設定が表示されます。
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Â「サイズ調整」ポップアップメニュー：イメージを元のサイズで書き出すか、そうでない場合
はイメージの大きさまたはイメージの元のサイズに対する割合を指定します。

Â「DPI」：イメージを再現するときの解像度を、dpi（ドット／インチ）単位で指定します。
Â「ガンマ調整」スライダ：ガンマは、イメージの明るさをどのように分布させるかを示します。
このスライダをドラッグすることで、書き出すイメージのガンマ値が一定になるように調整し

ます。

Â「ColorSync プロファイル」ポップアップメニュー：ColorSyncプロファイルを選択すると、ほ
かのシステムおよびプリントされたイメージ上で安定して色が再現されるようになります。

「Aperture」には多くのプロファイルが用意されています。さらに、補正中に保存したカスタ
ムプロファイルも、ポップアップメニューに表示されます。書き出すことを選択したイメージ

に ColorSync プロファイルをイメージに適用するには、ポップアップメニューからプロファ
イルを選択します。

Â「ブラックポイント補正」チェックボックス：選択したColorSyncプロファイルに合わせて白
黒の輝度値を調整するときは、このチェックボックスを選択します。ブラックポイント補正を

有効にすると、シャドウが真っ黒に見えるのを防ぐことができます。

Â「ウォーターマークを表示」チェックボックス：ウォーターマークをイメージに追加するとき
は、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択した後に、ウォーター

マークイメージとして適用するファイルを選択し、不透明度を指定した上で、ウォーターマー

クをイメージに配置します。

ウォーターマークの追加について詳しくは、501ページの「書き出し時にウォーターマークを
追加する」を参照してください。

書き出しプリセットを作成する
定義済みの書き出しプリセットの中に適切なプリセットがない場合は、書き出しプリセットを新

規に作成することができます。新しい書き出しプリセットを作成するときは、既存のプリセット

をコピーしてそれを変更するのが簡単です。
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新しい書き出しプリセットを作成するには：

1 「Aperture」＞「プリセット」＞「イメージ書き出し」と選択します。

「書き出しのプリセット」ダイアログが表示されます。

2 新しいプリセットの基にする書き出しプリセットを選択してから、「追加」（＋）ボタンをクリック
します。

新しいプリセットが「書き出しプリセット名」リストで強調表示されます。

3 プリセットの新しい名前を入力します。

4 必要に応じて書き出し設定を変更してから、「OK」をクリックします。

書き出しプリセットを変更する
既存のプリセットを必要に応じて変更できます。次回そのプリセットを使用して書き出すときは、

変更した設定が呼び出され、それに従ってイメージが書き出されます。

既存のプリセットを変更するには：
1 「Aperture」＞「プリセット」＞「イメージ書き出し」と選択します。

「書き出しのプリセット」ダイアログが表示されます。

2 目的のプリセットを選択し、必要に応じてその設定を変更してから、「OK」をクリックします。

新しいプリセットの

基にするプリセット
を選択します。

新しいプリセットを追加
するときは、「追加」ボタン

をクリックします。
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書き出しプリセットを削除する
不要になった書き出しプリセットを削除できます。

「書き出しのプリセット」ダイアログで書き出しプリセットを削除するには：
1 プリセットを選択してから、「削除」（－）ボタンをクリックします。

プリセットがプリセットリストから消えます。

2 「OK」をクリックします。

プリセットが完全に削除されます。

参考：「削除」ボタンをクリックしてから「キャンセル」をクリックした場合は、次回「書き出
しのプリセット」ダイアログを開いたときに、そのプリセットが再度表示されます。

選択したプリセットを削除するときは、

「削除」ボタンをクリックします。
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18 スライドショープレゼンテーションを
作成する

「Aperture」では、イメージのスライドショーを簡単に作成して再生
することができます。スライドショーを使って、顧客と一緒にイメー
ジを確認したり、最終的に選択した一連のイメージのプレゼンテー
ションをしたり、イメージに背景音楽を付けてプレゼンテーションを
行ったりすることができます。

この章では、スライドショーを作成して再生する方法について説明します。また、画面上でイ

メージをどのように表示するかを決めるために、スライドショーの設定を指定する方法について

も説明します。

この章の内容：

Â スライドショーの概要（510ページ）

Â スライドショーを作成する（512ページ）

Â スライドショーを制御する（513ページ）

Â スライドショーのイメージの順序を並べ替える（513ページ）

Â スライドショー・プリセット・ダイアログのコントロール（514ページ）

Â スライドショープリセットを作成する（516ページ）

Â スライドショープリセットを変更する（517ページ）

Â イメージが次々と追加されるグリッドを作成する（518ページ）

Â メインディスプレイのみでスライドショーを再生する（519ページ）

Â 音楽に合わせてイメージを表示する（520ページ）
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スライドショーの概要
「Aperture」では、イメージのプレゼンテーションをするためのスライドショーを簡単に作成で
きます。「プロジェクト」インスペクタでプロジェクトを選択するか、ブラウザで必要な数のイ

メージを選択するだけで、すぐにそれらのイメージをコンピュータ画面上でスライドショーとし

て表示できます。画面に一度に表示するイメージの数や、表示のタイミング、背景音楽などを設

定することもできます。スライドショーは、自動的に再生する以外に、キーボードショートカッ

トを使って制御することもできるので、顧客にイメージを1つずつ表示しながら確認してもらう
といったことも可能です。

スライドショーを作成するときは、表示したいプロジェクトを選択するか、または表示したいイ

メージを個別に選択してから、「ファイル」＞「スライドショー」と選択します。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されたら、スライドショープリセットを選択するこ

とでイメージの表示方法を指定できます。

スライドショープリセットは、スライドショーを再生するための、あらかじめ定義されている設

定の集まりです。たとえば、あるスライドショープリセットを選択することによって、特定の種

類のトランジションを入れて特定の表示間隔で一度に4つのイメージを表示するスライドショー
をすばやく設定できます。

「Aperture」では、いくつかのスライドショープリセットから選択できるようになっています：

Â「ディゾルブ」：各イメージを3秒間表示し、2秒間のクロスフェードを入れます。

Â「黒になるまでフェード」：各イメージを黒を背景に3秒間表示し、2秒間のクロスフェードを入
れます。

Â「手動」：右矢印キーまたは左矢印キーを使ってスライドショーの進行を手動で制御します。

Â「ゆっくりディゾルブ」：各イメージを5.1秒間表示し、5 秒間のクロスフェードを入れます。

Â「4-Up遅い」：一度に4つのイメージを連続して表示します。各イメージを3 秒間表示し、2 秒
間のクロスフェードで遷移します。1つ目のイメージが5 つ目のイメージに置き換わる、のよ
うに進行していきます。

Â「4-Up速い」：一度に4つのイメージを連続して表示します。各イメージを1秒間表示します。
1つ目のイメージが5つ目のイメージに置き換わる、のように進行していきます。

重要：最高品質でスライドショーを表示するには、高解像度のプレビューを作成するように
「Aperture」を設定してください。また、高解像度のプレビューを作成せずに、標準品質のイメー
ジでスライドショーを表示することもできます。高解像度のプレビューを作成する方法について

詳しくは、196ページの「プレビューイメージを操作する」を参照してください。
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独自のプリセットを作成することもできます。たとえば、プレゼンテーションを準備するときに、

プレゼンテーション用と質疑応答時用の2つのスライドショープリセットを新しく作成できます。
プレゼンテーション用のスライドショープリセットは、自分のペースでイメージを表示していけ

るように、一度に1つのイメージを表示し、手動で制御するように設定します。プレゼンテーショ
ンの質疑応答時に使用するもう一方のスライドショープリセットは、2 台のディスプレイを使っ
て、プレゼンテーションで見せたイメージをグリッド状に配置して表示するように設定します。

イメージが自動的に進行するようにしたり、背景音楽を付けることもできます。

スライドショープリセットを作成または変更するときは、「Aperture」＞「プリセット」＞「ス
ライドショー」と選択するか、または「スライドショーの再生」ダイアログの「スライドショー

プリセット」ポップアップメニューから「編集」を選択して、「スライドショープリセット」ダ

イアログを表示します。

このダイアログで、スライドショープリセットを選択するか、新しいプリセットを作成して、

必要な設定を指定できます。
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スライドショーを作成する
スライドショーは、必要なイメージを選択してスライドショープリセットを選択するだけで簡単

に設定できます。

スライドショーを作成して再生するには：
1 以下のいずれかの操作を行ってイメージを選択します：

Â「プロジェクト」インスペクタでプロジェクトまたはアルバムを選択します。

Â ブラウザでイメージまたはイメージスタックを選択します。 

2 「ファイル」＞「スライドショー」と選択します（またはShift＋Sキーを押します）。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されます。

3 「スライドショープリセット」ポップアップメニューからプリセットを選択します：

Â「ディゾルブ」：各イメージを3秒間表示し、2秒間のクロスフェードを入れます。

Â「黒になるまでフェード」：各イメージを黒を背景に3秒間表示し、2秒間のクロスフェードを
入れます。

Â「手動」：右矢印キーまたは左矢印キーを使ってスライドショーの進行を手動で制御します。

Â「ゆっくりディゾルブ」：各イメージを5.1秒間表示し、5 秒間のクロスフェードを入れます。

Â「4-Up遅い」：一度に4つのイメージを連続して表示します。各イメージを3秒間表示し、2秒間
のクロスフェードで遷移します。1つ目のイメージが5つ目のイメージに置き換わる、のよう
に進行していきます。

Â「4-Up速い」：一度に4つのイメージを連続して表示します。各イメージを1秒間表示します。
1つ目のイメージが5つ目のイメージに置き換わる、のように進行していきます。

4 スライドショー内のイメージの上にファイル状況のバッジを表示したい場合は、「ファイルの状

況のバッジを表示」チェックボックスを選択します。

5 「開始」をクリックします。

イメージをまったく選択しなかった場合、または1つだけ選択した場合には、現在のアルバムま
たはプロジェクトに含まれるすべてのイメージがスライドショーで表示されます。
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スライドショーを制御する
スライドショーの再生が開始された後は、キーボードショートカットを使ってスライドショーを

制御できます。

スライドショーを一時停止するには：
m スペースバーを押します。

スライドショーを再開するには：
m もう一度スペースバーを押します。

スライドショーを前に戻すには：
m 右矢印キーを押します。

スライドショーを次に進めるには：
m 左矢印キーを押します。

スライドショーを停止するには：
m


Escキーを押します。スライドショーの再生が止まり、「Aperture」のワークスペースの表示に戻
ります。

スライドショーのイメージの順序を並べ替える
スライドショーのイメージの順序を並べ替えることができます。

スライドショーのイメージの順序を並べ替えるには：
m スライドショーを作成する前に、ブラウザに表示されているイメージのサムネールの順序を、ス

ライドショーで表示したい順序に配置します。

編集が終了したら、前のセクション「スライドショーを制御する」の手順に従ってスライドショー

を再生できます。

スライドショーを保存する
スライドショーのイメージは、アルバムを作成し、その中にスライドショーのイメージバー

ジョンを配置することで保存できます。また、スライドショーなどの一意に識別できるキー
ワードをイメージに適用してから、それらのイメージを自動的に収集するスマートアルバムを

作成することもできます。
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スライドショー・プリセット・ダイアログのコントロール
「スライドショープリセット」ダイアログには、スライドショープリセットを作成し、既存のス

ライドショープリセットを変更するためのオプションがあります。このダイアログを使って、ス

ライドショーで一度にどのくらいのイメージを表示するか、それらのイメージをどのように配置

するか、各イメージの表示時間をどれくらいにするかを選択できます。また、スライドショーを
1台のディスプレイで再生するか2台のディスプレイで再生するかを設定したり、独自の背景色
や背景音楽を選択することもできます。

「スライドショープリセット」ダイアログを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「Aperture」＞「プリセット」＞「スライドショー」と選択します。

m 「ファイル」＞「スライドショー」と選択し（またはShift＋Sキーを押し）、「スライドショーの再
生」ダイアログの「スライドショープリセット」ポップアップメニューから「編集」を選択します。

「スライドショープリセット」ダイアログが表示されます。

「スライドショープリセット」ダイアログには、次のオプションがあります：

Â「プリセット」リスト：現在のスライドショープリセットのリストが表示されます。

Â「タイミング」ポップアップメニュー：スライドショーの長さを選択します。スライドショー
を音楽の長さに合わせて表示する、各イメージを一定時間表示する、イメージを手動で進行す

る、の中から選択します。

Â「継続時間」スライダ：各イメージの表示時間を指定します。各イメージの表示時間を長くする
ときはスライダを右にドラッグし、短くするときは左にドラッグします。
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Â「スライドショーの再生をリピート」チェックボックス：スライドショーをリピート（繰り返
し再生）するときに、このチェックボックスを選択します。このオプションを選択した場合

は、Escキーを押してスライドショーを手動で止める必要があります。
Â「品質」ボタン：イメージの品質（「最高品質」または「標準品質」）を指定するボタンを選択
します。「最高品質」を選択すると、フルサイズのイメージが表示されます。「標準品質」を選

択すると、表示速度が向上します。

Â「メインディスプレイのみでスライドショーを再生」チェックボックス：デュアルディスプレ
イシステムを使用しているときに、メインディスプレイのみでスライドショーを再生したい場

合は、このチェックボックスを選択します。

Â「行数」スライダ：イメージの行数を増やすときに、このスライダをドラッグします。

Â「列数」スライダ：イメージの列数を増やすときに、このスライダをドラッグします。

Â「背景」カラーボックス：スライドショーの背景色を変更する場合は、「背景」カラーボックス
をクリックして、「カラー」ウインドウから新しい背景色を選択します。

Â「パディング」スライダ：パディング（イメージの上の行と下の行の間隔）を調整します。間
隔を大きくするときはスライダを右にドラッグし、小さくするときは左にドラッグします。

Â「フェード時間」スライダ：イメージ間のフェード時間を調整します。フェード時間を長くす
るときはスライダを右にドラッグし、短くするときは左にドラッグします。

Â「クロスフェード」チェックボックス：イメージを切り替えるときに、最初のイメージをフェー
ドアウトし次のイメージをフェードインする場合は、このチェックボックスを選択します。

Â「スライドショー中に曲を再生」チェックボックス：曲またはiTunesプレイリストを背景音楽
としてスライドショーを再生するときに、このチェックボックスを選択します。

Â iTunes ライブラリ領域：iTunes 音楽ライブラリを表示します。ライブラリ内を移動してスラ
イドショーの背景音楽とする曲を選択するか、あるいは曲名、アーティスト、または曲の再生

時間を検索フィールドに入力して検索します。
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スライドショープリセットを作成する
新しいスライドショープリセットを作成するときは、既存のプリセットを複製してそれを変更す

るのが最も簡単です。最初に、既存のプリセットから新しいプリセットの基にするプリセットを

選択します。そのプリセットを複製し、複製の名前を変更した後に、新しいスライドショープリ

セットの設定を簡単にカスタマイズできます。

新しいスライドショープリセットを作成するには：
1 「Aperture」＞「プリセット」＞「スライドショー」と選択します。

「スライドショープリセット」ダイアログが表示されます。

2 「プリセット」リストで、新しいプリセットの基にするプリセットを選択します。

3 ダイアログの左下にある「追加」（＋）ボタンをクリックします。

「プリセット」リストに、スライドショープリセットのコピーが強調表示されます。

4 新しいスライドショープリセットの名前を入力し、Returnキーを押します。

5 必要なスライドショーオプションの指定が終了したら、「OK」をクリックします。

新しいプリセットを追加

するときは、このボタンを
クリックします。

このリストからプリセット

を選択します。
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スライドショープリセットを変更する
プレゼンテーション向けに独自のスライドショーを作成するために、スライドショープリセット

を変更できます。

既存のプリセットを変更するには：
1 「Aperture」＞「プリセット」＞「スライドショー」と選択します。

「スライドショープリセット」ダイアログが表示されます。

2 「プリセット」リストで、変更したいプリセットを選択します。

3 スライドショープリセットの設定を必要に応じて変更します。

4 スライドショープリセットの変更が終了したら、「OK」をクリックします。
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イメージが次々と追加されるグリッドを作成する
ほとんどのスライドショープリセットは、1つのイメージが次のイメージに置き換わるように設定
されています。グリッド状の画面にイメージが次々と追加されるスライドショーを作成できます。

イメージをグリッド状に表示するには：
1 スライドショーで表示するイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「スライドショー」と選択します（またはShift＋Sキーを押します）。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されます。

3 「スライドショープリセット」ポップアップメニューから「編集」を選択します。

「スライドショープリセット」ダイアログが表示されます。

4 以下のいずれかの操作を行います：

Â 変更するスライドショープリセットを選択します。

Â 新しいスライドショープリセットを作成します。

5 「スライドショープリセット」ダイアログの「行数」スライダと「列数」スライダを調整して、
イメージグリッドの行数と列数を指定します。

6 「OK」をクリックします。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されます。

7 スライドショープレゼンテーションの再生を開始する場合は、「開始」をクリックします。
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メインディスプレイのみでスライドショーを再生する
スライドショーは、デフォルトのディスプレイ設定に従って自動的に再生されます。デュアル

ディスプレイシステムを使用しているけれども、スライドショーをメインディスプレイのみで表

示したい場合は、「スライドショープリセット」ダイアログで簡単に変更できます。

メインディスプレイのみでスライドショーを再生するには： 
1 スライドショーで表示するイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「スライドショー」と選択します（またはShift＋Sキーを押します）。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されます。

3 「スライドショープリセット」ポップアップメニューから「編集」を選択します。

「スライドショープリセット」ダイアログが表示されます。

4 以下のいずれかの操作を行います：

Â 変更するスライドショープリセットを選択します。

Â 新しいスライドショープリセットを作成します。

5 「スライドショープリセット」ダイアログで、「メインディスプレイのみでスライドショーを再生」
チェックボックスを選択します。

6 「OK」をクリックします。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されます。

7 スライドショープレゼンテーションの再生を開始する場合は、「開始」をクリックします。

このチェックボックスを

選択します。
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音楽に合わせてイメージを表示する
スライドショーに音楽を追加することで、スライドショーを見ている人の意欲や参加意識を高め

ることができます。スライドショーの背景音楽は、iTunes 音楽ライブラリから簡単に追加でき
ます。

スライドショープレゼンテーションに音楽を追加するには： 
1 スライドショーで表示するイメージを選択します。

2 「ファイル」＞「スライドショー」と選択します（またはShift＋Sキーを押します）。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されます。

3 「スライドショープリセット」ポップアップメニューから「編集」を選択します。

「スライドショープリセット」ダイアログが表示されます。

4 以下のいずれかの操作を行います：

Â 変更するスライドショープリセットを選択します。

Â 新しいスライドショープリセットを作成します。

5 「スライドショープリセット」ダイアログで、「スライドショー中に曲を再生」チェックボックス
を選択します。

6



iTunes音楽ライブラリから曲またはプレイリストを選択します。

検索フィールドに特定の曲、アーティスト、または曲の再生時間を入力して、これらを検索する

こともできます。

7 選択した曲をプレビューしたい場合は、「再生」ボタンをクリックします。
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8 スライドショーの長さが曲の長さと一致するようにイメージの表示時間を調整したい場合は、

「タイミング」ポップアップメニューから「曲に合わせる」を選択します。

各イメージの表示時間が、選択した曲の長さと一致するように自動的に調整されます。

9 音楽の選択が完了したら、「OK」をクリックします。

「スライドショーの再生」ダイアログが表示されます。

10 スライドショープレゼンテーションの再生を開始する場合は、「開始」をクリックします。
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19 ライトテーブルを使用する

ライトテーブルは、イメージのサイズ変更、グループ化、並べ替えな
どの操作を自由に行うことができる、広くて大きなスペースです。

この章では、ライトテーブルの使いかたについて説明します。選択したイメージをライトテーブ

ルに置いて確認してから、それらを新しい位置にドラッグしたり、さまざまな組み合わせでグ

ループにまとめたり、必要に応じてサイズを変更したりできます。また、色を補正するときなど

に、関連するイメージを並べて比較するといった操作も簡単に行うことができます。

この章の内容：

Â ライトテーブルの概要（524ページ）

Â ライト・テーブル・アルバムを作成する（525ページ）

Â ライトテーブルにイメージを置いて表示する（526ページ）

Â ライトテーブル内でイメージを移動する／ライトテーブルのイメージのサイズを変更する

（527ページ）

Â ライトテーブルのイメージを整列する／グループとして配置する（528ページ）

Â ライトテーブルの表示を調整する（531ページ）

Â ライトテーブルの表示オプションを設定する（532ページ）

Â ライトテーブルからイメージを転送する（532ページ）

Â ライトテーブルの配置をプリントする（533ページ）

Â ライト・テーブル・アルバムを削除する（534ページ）
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ライトテーブルの概要
ライトテーブルは、イメージを配置して確認するときに使用します。ライトテーブルでは、実際

のライトテーブルでスライドを操作するときと同じように、イメージを操作することができま

す。選択したイメージをライトテーブルに置いて確認してから、それらを新しい位置にドラッグ

したり、さまざまに組み合わせて配置、分類、およびサイズ変更したりして、Webページやブッ
クページでどのように見えるかを確認できます。ライトテーブルには、操作している項目とペー

ジ上のほかの項目が揃っているかどうかを確認できる黄色いガイドラインが自動的に表示され

ます。ライトテーブルは、イメージを追加すると自動的に拡張されるので、領域が足りなくなる

ことはありません。また、ライトテーブルの表示領域を拡大したり変更したりすることによって、

簡単に表示を調整することもできます。

ライトテーブルは、関連する多くの写真の色補正を行うときにも使用できます。関連するイメー

ジを並べることで、それらのイメージのカラー値を詳細に比較できます。

ライトテーブルでは、関連するイメージをグループに分類することもできます。イメージを分類

した後で、イメージのグループを選択し、そのグループに含まれるすべてのイメージに一度に

キーワードを割り当てることができます。

ライトテーブルを使って、画面上でストーリーが展開されるようにイメージを並べ替えること

で、編集者独自のレイアウトを作成することもできます。特定のプロジェクトから選択したイ

メージをライトテーブルに置いた後に、同じようなイメージを除外しながら、視覚的なストー

リーが進行するように並べ替えることができます。同じ主題のイメージをまとめたり組み合わせ

ていくうちに、イメージとイメージの関係を確かめる上で、ライトテーブルが理想的なツールで

あることを分かってくるはずです。
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IV
ライト・テーブル・アルバムを作成する
ライトテーブルにイメージを表示するには、最初にライト・テーブル・アルバムを作成します。

新しい空のアルバムを作成し、そこにイメージをドラッグするか読み込むことができます。また

は、プロジェクト内のイメージを選択し、それらが含まれるライト・テーブル・アルバムを作成

することもできます。

新しい空のライト・テーブル・アルバムを作成するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、新しいライト・テーブル・アルバムの作成先となるライブラ
リまたはプロジェクトを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規」＞「ライトテーブル」と選択します。

Â


Control キーを押したまま「プロジェクト」インスペクタをクリックし、ショートカットメ
ニューから「新規」＞「ライトテーブル」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから「空の新規

ライトテーブル」を選択します。

名称未設定の新しいライト・テーブル・アルバムが表示されます。

3 ライト・テーブル・アルバムの名前を入力します。

これで、新しいライト・テーブル・アルバムにイメージをドラッグするか読み込むことができます。

選択したイメージを含むライト・テーブル・アルバムを作成するには：
1 ブラウザで、ライト・テーブル・アルバムに追加したいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「選択項目から新規作成」＞「ライトテーブル」と選択します。

Â


Controlキーを押したまま「プロジェクト」インスペクタをクリックし、ショートカット
メニューから「選択項目から新規作成」＞「ライトテーブル」と選択します。

Â ツールバーの「新規」ポップアップメニューから「ライトテーブル」を選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから「選択項目

から新規ライトテーブル」を選択します。

選択したイメージが追加された状態の、名称未設定の新しいアルバムが表示されます。

ツールバーの「新規」
ポップアップメニューから

「ライトテーブル」を
選択します。
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3 ライト・テーブル・アルバムの名前を入力します。

必要に応じて、ブラウザから「プロジェクト」インスペクタのライト・テーブル・アルバムに、

追加のイメージをドラッグします。

ライトテーブルにイメージを置いて表示する
ライト・テーブル・アルバムにイメージを追加した後で、操作したいイメージを選択し、ライト

テーブルに置いて表示することができます。

ライトテーブルにイメージを追加するには：
m 「プロジェクト」インスペクタでライト・テーブル・アルバムを選択して、ブラウザからライト

テーブルにイメージをドラッグします。

ライトテーブルからイメージを取り除くには：
m イメージを選択して、「ライトテーブルから取り除く」ボタンをクリックします。

ライトテーブル上のイメージは消えますが、ブラウザ上では利用できる状態のままです。

...ライトテーブル
にドロップします。

ブラウザのイメージを

ドラッグして...

選択したイメージを取り
除くときは、「ライト

テーブルから取り除く」
ボタンをクリックします。
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IV
ライト・テーブル・アルバムに多数のイメージが含まれている場合には、どのイメージをライト

テーブルにまだ追加していないかを覚えていないことがあります。ライトテーブルに追加してい

ないイメージだけを表示するように、ブラウザを設定できます。

追加していないイメージだけをブラウザに表示するには：
m 「配置していないイメージを表示」ボタンをクリックします。

ライト・テーブル・アルバムのすべての内容をブラウザに表示するには：
m 「すべてのイメージを表示」ボタンをクリックします。

ライトテーブル内でイメージを移動する／ライトテーブルのイメー
ジのサイズを変更する
イメージをライトテーブル内の別の場所にドラッグして、異なる組み合わせや配置で表示してみる

ことができます。たとえば、関連するイメージをいくつか選択してそれらを配置してみて、プリン

トページ上でどのように見えるかを確認することができます。また、イメージを拡大または縮小す

ることもできます。イメージのサイズを変更した後で、元のサイズに戻すことも簡単にできます。

ライトテーブル内でイメージを移動するには：
m ライトテーブルで、移動したいイメージを選択し、新しい場所にドラッグします。

画面に表示されていない場所にイメージをドラッグするには：
m イメージをライトテーブルの境界線の方向にドラッグします。境界線に達すると、画面のスク

ロールが始まります。

配置していないイメージを表示ボタンすべてのイメージを表示ボタン

ライトテーブル内のイメージを調整する
ライトテーブルを使用しているときは、ツールストリップの「傾き補正」、「トリミング」、「ス

ポットとパッチ」、「レタッチ」、および「赤目」ツールは使用できません。これらのツールを

使ってライトテーブル内のイメージに変更を加えるには、ブラウザでイメージを選択してか

ら、ブラウザの上部（「フィルムストリップ表示」、「グリッド表示」、および「リスト表示」ボ

タンの右側）にある「ビューアを表示」ボタンをクリックします。選択したイメージがビュー

アに表示され、変更を加えることができます。ライトテーブルに戻るときは、「ビューアを表

示」ボタンをもう一度クリックします。
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イメージのサイズを変更するには：
1 ライトテーブルでイメージを選択します。

2 イメージ上にポインタを置き、サイズ変更ハンドルをドラッグしてイメージのサイズを変更

します。

イメージのサイズを元のサイズに戻すには：
m


Control キーを押したままイメージをクリックして、ショートカットメニューから「選択したサ
イズをリセット」を選択します。

ライトテーブルのイメージを整列する／グループとして配置する
ライトテーブル内でイメージをドラッグすると、現在選択せずに止まっているイメージのうち、

ドラッグしているイメージの周囲にあるイメージの縦、横、および中心位置を示す黄色いガイド

ラインが表示されます。ガイドラインを使用することで、目で確認しながら、選択したイメージ

の位置をライトテーブル内のほかのイメージと揃えることができます。

ライトテーブルのイメージをいくつか選択して、上端、下端、横端、または中心線に合わせて自

動的に整列させることもできます。また、選択した複数のイメージを等間隔で配置することもで

きます。

イメージ上にポインタを移動して

サイズ変更ハンドルを表示して
から、ハンドルをドラッグして

イメージのサイズを変更します。

イメージをドラッグすると、
ほかのイメージと位置を揃え

るためのガイドラインが表示
されます。
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IV
イメージの位置を手動で揃えるには：

1 ライトテーブルで、位置を調整したいイメージを1つ以上選択します。配置の基準になるイメー
ジは選択しないでください。

2 選択したイメージをドラッグします。

選択したイメージをドラッグすると、黄色いガイドラインが表示されます。それを目安にして、

選択したイメージの位置を選択していないイメージに揃えます。ドラッグを終了すると、黄色い

ガイドラインが消えます。

ライトテーブル内のイメージを自動的に整列させることもできます。

ライトテーブルのイメージを自動的に整列させるには：
m ライトテーブルで、イメージが置かれていない場所をControl キーを押したままクリックして、
ショートカットメニューから「すべての項目を並べ替え」を選択します。

グループ内の一部のイメージがほかのイメージの下に隠れている場合は、グループに含まれるす

べてのイメージを再表示（展開）することもできます。
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ライトテーブル内でほかのイメージによって隠されているイメージを再表示するには：
1 グループの最前面にあるイメージを選択します。

2 「展開」ボタンをクリックします（またはShift＋Xキーを押します）。

3 再表示されたイメージの1 つを選択します。

選択したイメージが最前面に表示された状態で、これらのイメージがグループとして配置し直さ

れます。

最前面のイメージが選択
されています。

選択したイメージの下にあるイメージ

をすべて再表示するときは、「展開」
ボタンをクリックします。
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IV
ライトテーブルの表示を調整する
イメージをより見やすく操作しやすくするために、ライトテーブルの表示を調整することができ

ます。特に、ライトテーブルが画面サイズよりも大きいときに便利な機能です。また、ライト

テーブルの領域を広げることもできます。

ライトテーブルを拡大または縮小するには：
m ライトテーブルの「拡大／縮小」スライダをドラッグして、表示を変更します。

ライトテーブルを画面のサイズに合わせるには：
m 「サイズ調整してすべての項目に合わせる」ボタンをクリックします。

ライトテーブルを100パーセントの大きさに変更するには：
m


Control キーを押したままライトテーブルの空白部分をクリックして、ショートカットメニュー
から「100%にズーム」を選択します。

ライトテーブルの領域を広げるには：
m イメージをグリッドの背景の境界線にドラッグすると、ライトテーブルの領域が自動的に広がり

ます。



拡大または縮小するとき
は、ライトテーブルの

「拡大／縮小」スライダ
をドラッグします。

サイズ調整してすべての

項目に合わせるボタン

ライトテーブルの領域を
広げるときは、イメージ

をライトテーブルの境界
線にドラッグします。
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ライトテーブルの表示オプションを設定する
ライトテーブルの表示オプションを設定して、レートなど、バッジオーバーレイとメタデータ

オーバーレイをイメージに表示できます。

ライトテーブル上のイメージ情報の表示を変更するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「メタデータ」
をクリックします。

2 ライトテーブル上のイメージにバッジオーバーレイとメタデータオーバーレイを表示するには、

「環境設定」ウインドウの「メタデータ」パネルで「バッジとレートを表示」チェックボックス

を選択します。

ライトテーブルからイメージを転送する
ライトテーブルから新しいアルバムにイメージを簡単に転送できます。

ライトテーブルから新しいアルバムにイメージを転送するには：
1 転送するイメージを選択します。

2 「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「選択項目か
ら新規アルバム」、「選択項目から新規Webページ」、「選択項目から新規Webジャーナル」、「選
択項目から新規MobileMe」、または「選択項目から新規ブック」を選択します。

選択したイメージが新しいアルバムにコピーされます。
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IV
ライトテーブルの配置をプリントする
イメージを配置した後に、詳しく確認するためにイメージの配置をプリントすることができます。

ライトテーブルの配置をプリントするには：
1 ライトテーブルのイメージのうち、プリントしたいイメージの周囲を矩形を描くようにドラッグ

して、イメージを選択します。

イメージを選択しない場合は、ライトテーブル全体がプリントされます。 

2 「ファイル」＞「ライトテーブルをプリント」と選択します（またはコマンド＋Option＋Pキー
を押します）。

3 「プリント」ダイアログで、プリントオプションを指定してから、「プリント」をクリックします。

詳しくは、471ページの第 16章「イメージをプリントする」を参照してください。

プリントしたいイメージ

の周囲を矩形を描くよう
にドラッグします。
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ライト・テーブル・アルバムを削除する
ライト・テーブル・アルバム全体をすばやく削除できます。ライト・テーブル・アルバムのイ

メージをほかのプロジェクトまたはアルバムに転送した場合には、ライトテーブルのイメージを

削除しても、ほかのプロジェクトまたはアルバム内の対応するイメージは削除されません。

ライト・テーブル・アルバムを削除するには：
1 「プロジェクト」インスペクタでライト・テーブル・アルバムを選択します。

2 「ファイル」＞「ライトテーブルを削除」と選択します（またはコマンド＋Deleteキーを押します）。
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Webページを作成する

「Aperture」では、イメージを含むWeb ページを簡単に作成できま
す。作成したWebページは、MobileMeアカウントのホームページ
または独自のWebサイトに投稿できます。これによって、顧客はイ
ンターネット上でイメージを手軽に確認できます。

この章では、イメージを含むWeb ページを作成して投稿する方法について説明します。
「Aperture」に付属するWeb ページのテーマ（デザイン）を使うと、イメージを魅力的に表示
するWeb ページを作成できます。また、イメージとその説明や見出しなどから成るWebジャー
ナルページを作成することもできます。たとえば、海外への撮影旅行や取材プロジェクトの写真

と文章を載せたWebジャーナルページを作成することなどができます。

「Aperture」では、MobileMe アカウントのウェブギャラリーにイメージを直接公開したり、指
定した頻度で自動的にこれらのギャラリーをアップデートしたりすることもできます。ウェブ

ギャラリーへの公開は、Web 経由で写真に簡単にアクセスできるようにするために最適な方法
です。

この章の内容：

Â


Webページの作成の概要（536ページ）

Â


Webページを作成する（538ページ）

Â


Webジャーナルを作成する（542ページ）

Â


Webページを表示する／Webページ上を移動する（544ページ）

Â テーマを選択する／変更する（545ページ）

Â


Webページを操作する（548ページ）

Â


Webジャーナルページを操作する（549ページ）

Â


Webページを書き出す（551ページ）

Â


Web書き出しプリセットを操作する（555ページ）

Â イメージをウェブギャラリーに公開する（560ページ）
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Webページの作成の概要
Web配信は、顧客のもとを訪れたり印刷物を送付したりする時間がないときに便利です。現在、
世界中のフォトグラファーが、作品をWeb 配信して優れたイメージを集めたオンラインギャラ
リーに顧客がアクセスできるようにすることの利点を享受しています。見込み客を対象にした
Web ポートフォリオを作成すれば、フォトグラファーとしての仕事の範囲と評価を世界的に広
げることもできます。

「Aperture」を使って、自分のWebサイトまたはMobileMeアカウントに投稿するためのWeb
ページやWebジャーナルを作成できます。これらのWebページやWebジャーナルは、テーマ
（ページデザイン）によって基本的なデザインが決まります。また、簡単に編集することができ、
Webに投稿することもできます。

さらに、フォトアルバムを作成して、MobileMeアカウントを使ってそれらをウェブギャラリー
として公開することも簡単にできます。MobileMeアカウントと連携するように「Aperture」を
設定すれば、新しいMobileMeアルバムを作成してボタンをクリックするだけで、 Web 上に写
真を公開できます。

Web ページ
「Aperture」のWeb ページは、手動でレイアウトを構成しなくてもイメージを表示できるよう
に設計されています。選択したイメージから適切な数のWeb ページを作成してそこにイメージ
を配置するまでの作業は、「Aperture」によって自動的に行われます。作成されたWeb ページ
は、イメージを適切に表示するために調整できます。イメージの横に表示するメタデータ情報

（見出し、名前、レートなど）を選択することもできます。
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Web ジャーナル
Web ジャーナルのページを使うと、ページ上で手動でイメージとテキストを組み合わせること
ができます。Web ジャーナルは、説明文を付けて写真を表示したいプロジェクトに適していま
す。Web ジャーナルを編集するときは、ページ、イメージ、およびテキストを手動で追加しま
す。すべてのページに適用するテーマを選択したり、Web ジャーナルページのイメージとテキ
ストのレイアウトを変更したりできます。

WebページまたはWebジャーナルを作成するときは、WebページアルバムまたはWebジャー
ナルアルバムを作成します。「プロジェクト」インスペクタでそれらのアルバムを選択すると、
Web ページエディタが表示されます。Web ページエディタはWeb ページをデザインする場所
で、ここでテーマを変更したり、イメージを配置したり、テキストを追加したりします。

「プロジェクト」

インスペクタ内の 
Web ページアルバム

Webページエディタ

ブラウザには、 Web
ページアルバム内の
イメージが表示されます。
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Web ページエディタでWeb ページまたはWeb ジャーナルページのレイアウトが完了したら、
それらをMobileMeアカウントに書き出すか、またはHTMLページとして保存してWebページ
サーバに投稿できます。イメージをオンラインに投稿した後、ページのインターネットアドレス

を顧客に伝えれば、顧客はイメージをリモートから確認できます。

ウェブギャラリー
MobileMe アカウントを持っている場合は、「Aperture」を使ってアルバムをWeb 上に簡単に
公開できます。必要な作業は、公開したいイメージを選択して、MobileMeアルバムを作成する
ことだけです。イメージをMobileMe アカウントに転送して新しいMobileMe ギャラリーを作
成し、インターネット上に公開するまでの作業は、「Aperture」によって自動的に行われます。
MobileMeギャラリーを使えば、HTMLコードを記述したりファイルを転送したりする手間をか
けることなく、簡単にイメージをWebに投稿できます。

イメージをMobileMeアルバムに公開した後は、MobileMeアカウント上のMobileMe ギャラ
リーの監視は「Aperture」によって自動的に行われます。「Aperture」でMobileMeアルバムの
内容を変更するだけで、新しいイメージでアップデートされ、削除したイメージは取り除かれま

す。MobileMeギャラリーにアクセスした人は、投稿されたアルバムを閲覧したり、イメージを
拡大して詳しく調べたり、Webサイトを照会したりできます。必要に応じて、ほかの人がイメー
ジをダウンロードしたり、フォトアルバムをメールで送信したり、アルバムについて知らせる

メールメッセージを送信したりできるようにMobileMeギャラリーを設定することもできます。

Webページを作成する
「Aperture」のWeb ページは、Web 上にイメージを公開するためのショーケースです。この
Web ページをデザインするために、たくさんのオプションが用意されています。たとえば、各
イメージに添える情報の種類（名前、レートなど）を選択できます。列数と行数をページごとに

指定することもできます。

Web ページアルバムを作成する
Web ページを作成するには、最初にWeb ページのイメージが含まれるアルバムを作成する必要
があります。最も簡単な方法は、Web ページに表示したいイメージを選択し、アルバムを作成し
て、選択したイメージをWebページ上に自動的に配置する方法です。選択したすべてのイメージ
を表示するWebページが、必要な数だけ自動的に作成されます。

選択したイメージからWeb ページアルバムを作成するには：
1 ブラウザで、Webページに配置したいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「選択項目から新規作成」＞「Webページ」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「選択項目

から新規Webページ」を選択します。

名称未設定の新しいWeb ページアルバムが「プロジェクト」インスペクタに表示され、Web
ページエディタが表示されます。

3 アルバムの名前を変更します。
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新しいアルバムには、選択したイメージが表示されています。

空のWeb ページアルバムを作成してから、イメージをアルバムにドラッグすることもできます。

新しい空のWebページアルバムを作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規」＞「Webページ」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「空の新規
Webページ」を選択します。

Â ツールバーの「新規」ポップアップメニューから「Webページ」を選択します。

「プロジェクト」インスペクタに、名称未設定の新しいWebページアルバムが表示されます。

2 アルバムの名前を変更します。

3 目的のイメージを新しいWeb ページアルバムにドラッグします。

Webページを編集するときには、Webページエディタのコントロールを使用します。詳しくは、
541ページの「Web ページエディタのWebページコントロール」を参照してください。

Webページエディタには、
選択したイメージが
表示されます。

作成した新しいアルバムが
「プロジェクト」インスペ

クタに表示されます。
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スマートWebページアルバムを作成する
「Aperture」のスマートアルバム機能を使って、ライブラリまたはプロジェクトからイメージを
収集し、Web ページに自動的に配置することができます。スマートアルバムでは、指定した検
索条件に基づいてイメージが収集されます。たとえば、Apertureライブラリ全体から「選択」の
イメージを収集するスマートWebページアルバムを作成できます。イメージに「選択」のレー
トを設定するたびに、そのスマートWebページアルバムとWeb ページにイメージが自動的に追
加されます。その後、MobileMeアカウントのページをアップデートして最新の「選択」イメー
ジを反映したり、Web サイトにページを投稿したりできます。スマートアルバムの作成と使い
かたについて詳しくは、317ページの第 13章「スマートアルバムを使ってイメージを分類する」
を参照してください。

参考：スマートWebページアルバムは、Webジャーナルとしては利用できません。

イメージのスマートWebページアルバムを作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規スマート」＞「Webページ」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「新規ス

マートWeb ページ」を選択します。

2 新しいスマートWebページアルバムの名前を入力します。 

3 スマートWebページアルバムの名前の横にある「クエリーHUD」ボタン（虫眼鏡のアイコンの
付いたボタン）をクリックして、「クエリーHUD」を表示します。

4 「クエリーHUD」で、スマートWebページアルバムの検索条件を指定します。

スマートWebページアルバムが作成され、検索条件に一致するイメージが追加されます。
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Web ページエディタのWebページコントロール
Webページとイメージを編集するときには、以下のコントロールを利用できます。

Â「サイトテーマ」ボタン：Webページのテーマ（レイアウト）を選択するときに、このボタン
をクリックします。

Â「ギャラリーページ」パネル：特定のWebページを表示するときに、ここをクリックします。

Â「詳細イメージ」パネル：Web ページで選択したイメージを拡大して表示するときに、ここ
をクリックします。

Â「メタデータ表示」ポップアップメニュー：Webページで各イメージと一緒に表示するメタデー
タの種類を選択します。

Â「列数」値スライダ：ページの列数を指定するときには、これを使用します。矢印をクリック
して列数を調整するか、数値フィールドをダブルクリックして新しい値を入力します。

Â「行数」値スライダ：ページの行数を指定するときには、これを使用します。矢印をクリック
して列数を調整するか、数値フィールドをダブルクリックして新しい値を入力します。

Â「イメージのサイズを合わせる」ポップアップメニュー：Web ページ上でのイメージの表示方
法に関するオプションを選択します。

Â「幅」値スライダ：列の幅を指定するときには、これを使用します。矢印をクリックして幅を
調整するか、数値フィールドをダブルクリックして新しい値を入力します。

Â「高さ」値スライダ：行の高さを指定するときには、これを使用します。矢印をクリックして
高さを調整するか、数値フィールドをダブルクリックして新しい値を入力します。

Â「Webページの書き出し」ボタン：Webページを書き出すときに、このボタンをクリックします。

「イメージのサイズを合わせる」

ポップアップメニュー

「列数」

値スライダ

「行数」

値スライダ

「幅」値スライダ

「高さ」値スライダ

「詳細イメージ」パネル

「次のページへ」ボタン

「前のページへ」ボタン

「ギャラリーページ」パネル

ここには、イメージが 
Web ページ上でどのよう
に表示されるかが表示され

ます。

「 Web ページの書き出し」ボタン

「メタデータ表示」

ポップアップメニュー

「サイトテーマ」ボタン

「MobileMeへ公開」ボタン
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Â「MobileMeに公開」ボタン：完成したWebページをMobileMeアカウントに公開するときに、
このボタンをクリックします。詳しくは、552ページの「MobileMeに書き出す」を参照して
ください。

Â「前のページへ」ボタン：前のWebページに移動するときに、このボタンをクリックします。
Â「次のページへ」ボタン：次のWebページに移動するときに、このボタンをクリックします。

Webジャーナルを作成する
Webジャーナルは、イメージとテキストを組み合わせて、Web上で旅行記を公開したりイメー
ジの説明を表示したりするのに最適です。Web ジャーナルでは、イメージとテキストを手動で
追加して配置できます。

Web ジャーナルアルバムを作成する
Webジャーナルを作成するには、最初にWebページのイメージが含まれるアルバムを作成する
必要があります。最も簡単な方法は、Web ジャーナルに表示したいイメージを選択し、アルバ
ムを作成する方法です。選択したイメージが含まれるWeb ジャーナルアルバムが自動的に作成
され、Web ページエディタが表示されます。ブラウザには、選択したイメージが表示されます。
これらのイメージを手動でWebページに配置できます。

選択したイメージからWeb ジャーナルアルバムを作成するには：
1 ブラウザで、Webページに配置したいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「選択項目から新規作成」＞「Webジャーナル」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「選択項目

から新規Webジャーナル」を選択します。

「プロジェクト」インスペクタに、名称未設定の新しいWeb ジャーナルアルバムが表示されます。

3 アルバムの名前を変更します。

ブラウザには、選択したイメージが表示されます。これらのイメージは、Web ジャーナルペー
ジに手動で追加できます。

WebページまたはWebジャーナル内のイメージを調整する
Webページエディタを使用しているときに、ツールストリップの「トリミング」、「傾き補正」、
「スポットとパッチ」、および「赤目」ツールを選択して使用することはできません。これらの

ツールを使ってWebページまたはWeb ジャーナル内のイメージに変更を加えるには、ブラウ
ザでイメージを選択してから、ブラウザの上部（「ソート順」ボタンの右側）にある「ビュー

アを表示」ボタンをクリックします。選択したイメージがビューアに表示され、変更を加える

ことができます。Webページエディタに戻るときは、「ビューアを表示」ボタンをもう一度ク
リックします。
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新しい空のWebジャーナルアルバムを作成するには：

1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規」＞「Webジャーナル」と選択します。
Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「空の新規
Webジャーナル」を選択します。

「プロジェクト」インスペクタに、名称未設定の新しいWeb ジャーナルアルバムが表示されます。

2 アルバムの名前を変更します。

3 目的のイメージを新しいWeb ジャーナルアルバムにドラッグします。

Webページを編集するときには、Webページエディタのコントロールを使用します。詳しくは、
次のセクション、「Web ページエディタのWebジャーナルコントロール」を参照してください。

Web ページエディタのWebジャーナルコントロール
Webジャーナルのページとイメージに対して、以下のコントロールを利用できます。

Â「サイトテーマ」ボタン：Webページのテーマ（レイアウト）を選択するときに、このボタン
をクリックします。

Â「ジャーナルページ」パネル：Web ジャーナルの特定のページを表示するときに、ここをクリッ
クします。

Â「詳細イメージ」パネル：Web ジャーナルで選択したイメージを拡大して表示するときに、こ
こをクリックします。

Â「ページを追加」ボタン：Web ジャーナルにページを追加するときに、このボタンをクリック
します。

「サイトテーマ」ボタン

「詳細イメージ」パネル

「ジャーナルページ」パネル

「ページを追加」ボタン

「ページ

アクション」

「ページ

テンプレート」

「幅」値スライダ

「高さ」値スライダ

「次のページへ」ボタン

「前のページへ」ボタン

ここには、イメージが
Webページ上でどのよう
に表示されるかが表示され

ます。

「イメージのサイズを合わせる」
ポップアップメニュー

「列数」値

スライダ

「テキストボックス

を追加」ボタン

「 MobileMeへ公開」
ボタン

「ページを取り除く」

ボタン

「メタデータ表示」

ポップアップメニュー

「 Web ページの書き出し」
ボタン





544 PartIV配布とバックアップ



Â「ページを取り除く」ボタン：選択したページをWebジャーナルから取り除くときに、このボタ
ンをクリックします。

Â「ページテンプレート」ポップアップメニュー：ページテンプレート（レイアウト）を選択す
るときに、これを使用します。

Â ページアクションのポップアップメニュー：Webジャーナルにページを追加する方法を選択し
ます。

Â「メタデータ表示」ポップアップメニュー：Webページで各イメージと一緒に表示するメタデー
タの種類を選択します。

Â「テキストボックスを追加」ボタン：現在のWebページの下部にテキストボックスを追加する
ときに、このボタンをクリックします。

Â「列数」値スライダ：ページの列数を指定します。矢印をクリックして列数を調整するか、数
値フィールドをダブルクリックして新しい値を入力します。

Â「イメージのサイズを合わせる」ポップアップメニュー：Web ページ上でのイメージの表示方
法に関するオプションを選択します。

Â「幅」値スライダ：このページの写真ボックスの幅を指定するときには、これを使用します。矢印
をクリックして幅を変更するか、数値フィールドをダブルクリックして新しい値を入力します。

Â「高さ」値スライダ：このページの写真ボックスの高さを指定するときには、これを使用しま
す。矢印をクリックして高さを変更するか、数値フィールドをダブルクリックして新しい値

を入力します。

Â「Webページの書き出し」ボタン：Webページを書き出すときに、このボタンをクリックします。
Â「MobileMeへ公開」ボタン：完成したWebページをMobileMeアカウントに公開するときに、
このボタンをクリックします。552ページの「MobileMeに書き出す」を参照してください。

Â「前のページへ」ボタン：前のWebページに移動するときに、このボタンをクリックします。
Â「次のページへ」ボタン：次のWebページに移動するときに、このボタンをクリックします。

Webページを表示する／Webページ上を移動する
Webページを編集しているときにページを表示したりページ上を移動するために、簡単な方法
がいくつか用意されています。

選択したイメージを拡大し
て表示するときは、ここを

クリックします。
「次のページへ」ボタン

「前のページへ」ボタン

ここで、操作したいページ

を選択します。
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特定のWebページを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

m 「ギャラリーページ」パネル（Web ページの場合）または「ジャーナルページ」パネル（Web
ジャーナルの場合）のスクロールバーを使ってページを見つけてから、そのページをクリックし

ます。

m 「前のページへ」または「次のページへ」ボタンをクリックして、前後のページを表示します。

閲覧者がWebサイト内のWebページまたはWebジャーナルページでイメージをクリックする
と、新しいページにそのイメージが拡大されて表示されます。拡大されたイメージはWeb ペー
ジエディタで表示できます。

Webページのイメージを拡大して表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m イメージ上にポインタを置いて、「詳細」ボタン（カーブした矢印のボタン）をクリックします。

m 「詳細イメージ」パネルの右側にある上矢印または下矢印をクリックして、 WebページまたはWeb
ジャーナル内のイメージの詳細ページを順番に表示します。

イメージを拡大して表示した後にページ表示に戻るには：
m 「ギャラリーページ」パネル（Web ページの場合）または「ジャーナルページ」パネル（Web
ジャーナルの場合）で、ページをクリックします。

テーマを選択する／変更する
「Aperture」には、Web ページまたはWeb ジャーナル用に選択できるさまざまなテーマが用意
されています。テーマを選択または変更すると、新しいテーマを使用してすべてのページがアッ

プデートされます。ページにテーマを適用した後で、ページに表示するイメージの数やサイズを

変更できます。また、イメージと一緒にメタデータを表示したり、Web ページにコピーライト
情報を表示したりすることもできます。

テーマを選択する
ページにどのようなテーマを選択するかによって、その基本的なテンプレートデザインが決まり

ます。自分の作品に最も適したテーマを慎重に選んでください。
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WebページまたはWeb ジャーナルのテーマを選択するには：
1


Webページエディタの左上にある「サイトテーマ」ボタンをクリックします。

2 使用したいテーマを選択して、「選択」をクリックします。

Web ページに表示されるイメージの数を変更する
テーマを選択した後で、各ページに表示されるイメージの数を変更できます。

参考：Web ページエディタでWeb ジャーナルを開いているときには、「列数」値スライダのみ
利用できます。イメージの行は、必要な数だけ手動でページに追加できます。

ページに表示されるイメージの列数と行数を変更するには：
m 「列数」または「行数」値スライダで、数値フィールドをダブルクリックして新しい数値を入力

するか、左矢印または右矢印をクリックします。

列数や行数を変更すると、すべてのWeb ページが、新しい設定を反映して自動的にアップデート
されます。

左矢印と右矢印

「列数」値スライダ



第20章    Web ページを作成する 547





IV



Web ページに表示されるイメージのサイズを変更する
ページに表示されるイメージのサイズを変更できます。

ページに表示されるイメージのサイズを変更するには：
1 「イメージのサイズを合わせる」ポップアップメニューから、イメージの最も長い辺または両方
の辺のどちらに合わせてイメージの間隔を空けるかを選択します。 

2 イメージのサイズを変更するには、「高さ」および「幅」値スライダで、数値フィールドをダブ

ルクリックして新しい数値を入力するか、左矢印または右矢印をクリックします。

イメージと一緒にメタデータを表示する
WebページまたはWebジャーナルで、イメージと一緒にメタデータを表示できます。ページに
はさまざまな組み合わせのメタデータを表示できます。たとえば、Webページで、ファイル名、
見出し、およびイメージの日付を含む、シンプルなメタデータセットを表示することができます。

イメージと一緒に表示するメタデータの種類を指定するには：
m


Webページエディタで、「メタデータ表示」ポップアップメニューからオプションを選択します。

「幅」値スライダ

このポップアップメニュー
から、ページ上でどのような

サイズにイメージを合わせるか
を選択します。

「高さ」値スライダ

「メタデータ表示」

ポップアップメニュー
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コピーライト情報を変更する
WebページとWebジャーナルでは、ページにコピーライト情報を表示することもできます。ペー
ジ上のコピーライトテキストを選択し、それを変更することができます。また、「環境設定」ウ

インドウで、すべてのページに表示したいコピーライト情報を指定することもできます。

WebページまたはWeb ジャーナルで表示するコピーライト情報を変更するには：
1 「Aperture」＞「環境設定」と選択するか、コマンド＋カンマ（,）キーを押して、「書き出す」を
クリックします。

2 「Webコピーライト」フィールドに、目的のテキストを入力します。

Webページを操作する
Webページを作成すると、イメージが自動的に配置されます。その後、Webページエディタで
ページに変更を加えることができます。

Web ページのイメージを並べ替える／追加する／削除する
Webページエディタで、Web ページのイメージの配置を調整したり、イメージを追加または削除
したりできます。

Webページのイメージの表示順序を変更するには：
m


Webページエディタまたはブラウザで、イメージを別の場所にドラッグします。

Webページを作成した後で、Webページにイメージを追加できます。

Webページにイメージを追加するには：
m プロジェクト、アルバム、またはライブラリから、Webページアルバムにイメージをドラッグし
ます。

Webページからイメージを削除するには：
m ブラウザでイメージを選択して、「イメージ」＞「アルバムから取り除く」と選択します（また

はDeleteキーを押します）。

Web ページのテキストを変更する
Web ページ用に選択したテーマによっては、ページに、タイトル、サブタイトル、またはヘッ
ダが表示されることがあります。サンプルのテキストを、自分のWebページに適したテキスト
に変更できます。

Webページのタイトルやサブタイトルを変更するには：
m 変更したいタイトル、サブタイトル、またはヘッダをクリックして、目的のテキストを入力します。

Web ページのイメージプレート番号を隠す／表示する
Webページで、プレート番号の表示／非表示を切り替えることができます。「Aperture」の初期
設定では、イメージのプレート番号は表示されません。

Webページのプレート番号の表示／非表示を切り替えるには：
m


Webページエディタで、「メタデータ表示」ポップアップメニューから「プレートメタデータを
有効にする」を選択します。
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Webジャーナルページを操作する
Web ジャーナルでは、ページにイメージとテキストを追加する、ページを追加する、ヘッダの
種類を選択する、ページを削除する、ページの順序を変更するといった操作ができます。

Web ジャーナルページのイメージとテキストを追加する／配置する／削除する
Web ジャーナルを作成するときは、手動でイメージを配置し、テキストを追加する必要があり
ます。

Webジャーナルページにイメージを追加するには：
m ブラウザからWebページエディタ内のページにイメージをドラッグします。

複数のイメージを選択してドラッグすることで、複数のイメージを一度に配置することもでき

ます。たとえば、1 行に4 つのイメージを表示するようにWeb ページが設定されている場合
は、4 つのイメージを目的の順序に並べ替えた後で、それらすべてを一度にページにドラッグ
できます。

Webジャーナルページのイメージを移動するには：
1 イメージをクリックして選択します。

2 写真ボックスの上部にあるグリッドマークをドラッグして、イメージを新しい場所に移動します。

イメージを配置したい場所で緑色のバーが表示されたら、マウスボタンを放します。

ページにデザインされた写真ボックス内にイメージが配置されます。

Webジャーナルページからイメージを取り除くには：
1 イメージをクリックして選択します。

2 「取り除く」ボタン（マイナス記号のボタン）をクリックして、選択した写真ボックスを取り除
きます。

必要に応じて、Web ジャーナルページにテキストボックスを追加できます。テキストボックス
は、ページに順番に追加されていきます。新しいテキストボックスは常にページの下部に追加さ

れますが、必要に応じて、テキストボックスを新しい場所にドラッグして配置を変更することが

できます。

Webジャーナルページにテキストを追加するには：
1 「ジャーナルページ」パネルで、テキストを追加するページを選択します。

2 「テキストボックスを追加」ボタンをクリックします。

3 目的のテキストを入力します。

必要に応じて、テキストボックスを新しい場所にドラッグできます。

テキストボックスを移動するには：
1 テキストボックスをクリックして選択します。

2 テキストボックスの上部にあるグリッドマークにポインタを置き、目的の場所にテキストボック

スをドラッグして、緑色のバーが表示されたらドロップします。
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Webジャーナルページからテキストボックスを取り除くには： 
1 テキストボックスをクリックして選択します。

2 「取り除く」ボタン（マイナス記号のボタン）をクリックして、選択したテキストボックスを取
り除きます。

Web ジャーナルにページを追加する
必要に応じて、Webジャーナルにページを追加できます。 

Webジャーナルにページを追加するには： 
1 「ジャーナルページ」パネルで、新しいページを追加したい場所にあるページを選択します。

選択したページの直後に新しいページが追加されます。

2 「ページを追加」（＋）ボタンをクリックして、新しいページを追加します。

メタデータカテゴリに基づくページを追加する
Webジャーナルに、特定の種類のメタデータ（レート、キーワード、イメージの日付など）が割
り当てられたイメージが自動的に配置されるページを作成できます。たとえば、アルバムのイメー

ジに割り当てられている各キーワードについてのページを作成し、特定のキーワードが割り当て

られたイメージが適切なページに自動的に配置されるように設定できます。また、アルバムにレー

トが4つ星のイメージと5 つ星のイメージが含まれる場合に、5 つ星のイメージが自動的に配置
されるページと4 つ星のイメージが自動的に配置されるページを作成することもできます。

次のメタデータに基づくイメージのページを追加できます：

Â 日付

Â キーワード

Â レート

Â 著者

Â 都市

Â カテゴリ

メタデータカテゴリに基づく新しいページを追加するには： 
1 「ジャーナルページ」パネルで、新しいページを追加したい場所にあるページを選択します。

選択したページの直後に新しいページが追加されます。

2 ページアクションのポップアップメニューから、目的のページの種類のオプションを選択します。
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Web ジャーナルページのヘッダスタイルを選択する
選択したテーマによっては、テキストが後に続くヘッダまたはイメージが後に続くヘッダのどち

らを表示するかを選択することで、Webジャーナルページの外観を変更できます。

Webジャーナルページのヘッダスタイルを選択するには：
1 「ジャーナルページ」パネルで、ページを選択します。

2 「ページテンプレート」ポップアップメニューから、「テキスト付きのヘッダ」または「イメー
ジ付きのヘッダ」を選択します。

参考：Web ジャーナルに適用するテーマは、ヘッダでイメージを使用できるものでなければな
りません。

Web ジャーナルからページを削除する
不要になったページをWebジャーナルから削除できます。

Webジャーナルからページを削除するには：
1 「ジャーナルページ」パネルで、削除したいページを選択します。

2 「ページを取り除く」（－）ボタンをクリックして、ページを削除します。

Web ジャーナルのページを並べ替える
必要に応じて、Webジャーナルページの順序を変更できます。

Webジャーナルのページを上または下に移動して順序を変更するには： 
1 「ジャーナルページ」パネルで、移動したいページを選択します。

2 ページアクションのポップアップメニューから、「現在のページを上に移動」または「現在のペー

ジを下に移動」を選択します。

Webページを書き出す
Webページの作成が完了したら、ほかの人がインターネット経由でアクセスできるように、
WebページをMobileMeアカウントまたはWeb サイトに投稿できます。「Aperture」で作成し
たWebページは、イメージファイルとサムネールイメージ、HTMLWebページファイル、追加
のWeb フォーマットファイルなど、多数のファイルで構成されます。これらすべてのファイル
をリンクすることでWeb ページが成り立っているため、ファイル間のリンクと関連付けを維持
したまま、これらのファイルをWebサイトに転送する必要があります。

次の方法で、Webページをインターネットに投稿できます：

Â


MobileMeアカウントにページが自動的に投稿されるように「Aperture」を設定します。

Â ページをHTMLファイルおよびイメージとして書き出してから、それらをWebサイトに統合し
ます。
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MobileMeに書き出す
ファイルをインターネットに転送するための最も簡単な方法は、「Aperture」でMobileMeアカ
ウントにファイルを自動的にコピーすることです。数回クリックするだけで、MobileMeアカウ
ントを開き、リンクを維持したままファイルを転送し、ページへのアクセスに必要なインター

ネットアドレスを作成できます。

MobileMeアカウントの作成と設定について詳しくは、http://www.me.com を参照してくだ
さい。

MobileMeアカウントを設定すると、Web ページやWeb ジャーナルをMobileMe アカウント
に簡単に転送できます。ページを公開すると、新しいMobileMe アルバムのWeb アドレスが
「公開アルバムの名前」ダイアログとWebブラウザに表示されます。顧客がイメージを閲覧でき
るように、このアドレスをコピーして顧客に伝えることができます。

WebページまたはWeb ジャーナルをMobileMeアカウントに書き出すには：
1


Webページエディタで、「MobileMeへ公開」をクリックします。

2 表示されるダイアログで、次の項目を指定します：

Â「公開アルバムの名前」：WebページまたはWebジャーナルの名前を入力します。

「公開アルバムの名前」フィールドの下に、Web ページのインターネットアドレスが表示され
ます。後で使用するために、このアドレスを書き留めておいてください。

Â「サムネールイメージプリセット」ポップアップメニュー：表示されるサムネールイメージの
画質を選択します。

Â「詳細イメージプリセット」ポップアップメニュー：サムネールがクリックされたときに表示
する詳細イメージの画質を選択します。

3 公開の準備ができたら、「公開」をクリックします。

最初にすべてのイメージがローカル・ハード・ディスクに書き出されてから、MobileMeアカウ
ントにアップロードされます。イメージの数とサイズ、およびインターネット接続速度によって

は、アップロード処理に時間がかかることがあります。アップロード処理が完了すると、「公開

が完了しました」ダイアログが表示され、Webページのアドレスが表示されます。

参考：書き出し操作の進行状況を確認したい場合は、「ウインドウ」＞「アクティビティを表示」
と選択します。「アクティビティ」ウインドウに、各書き出し操作の進行状況が表示されます。こ

のウインドウを使って、書き出し操作の一時停止やキャンセルも行うことができます。

アドレスを選択し、コマンドキーを押したままCキーを押すことによって、アドレスをクリップ
ボードにコピーできます。このアドレスは、Web ページまたはWeb ジャーナルを自分の
MobileMeホームページにリンクするときに必要になります。

4 「ブラウザで表示」をクリックして、新しいWebページを確認します。

公開されたWeb ページまたはWeb ジャーナルがWebブラウザに表示されます。

http://www.me.com
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WebページまたはWeb ジャーナルをMobileMeホームページにリンクするには：
1


http://www.me.comにアクセスして、画面の上部にある「HomePage」リンクをクリックします。

2 まだログインしていない場合は、ログインします。

3 メニューページをまだ作成していない場合は、メニューページを作成します。

4 「ページ」リストから、メニューページを選択して、「編集」をクリックします。

選択項目の右側に、ページのカテゴリがリスト表示されます。

5 ページ編集のセクションで、既存のリンクの横にある「追加」（＋）ボタンをクリックして、新

しいリンクを追加します。

新しい空のリンクが、前のリンクの右側に作成されます。

6 ページのタイトルと簡単な説明を入力し、「リンクの編集」ボタンをクリックします。

7 「リンクの編集」セクションで、「外部のサイト」タブをクリックします。アドレスフィールドで、
コマンドキーを押したままVキーを押してWeb ページまたはWeb ジャーナルのリンクをペー
ストしてから、「適用」をクリックします。

8 新しいホームページを公開する準備ができたら、画面の右上にある「公開する」ボタンをクリッ

クします。

新しい画面に、アップデートされたホームページアドレスのリンクが表示されます。

後でサイトのアドレスを忘れてしまった場合は、iDisk のサイトのリストで確認できます。
「Finder」で「移動」＞「iDisk」＞「自分のiDisk」と選択してから、「Sites」フォルダを開きま
す。「Sites」フォルダに表示される名前は、公開済みのサイトの名前です。

WebページとWebジャーナルのアップデートについて
すでにMobileMeに投稿したWeb ページまたはWeb ジャーナル内のイメージをアップデー
トすると、「Aperture」では、最初にWebページまたはWebジャーナルのどのイメージが追
加または変更されたかが確認されて、それらのイメージだけがMobileMe 転送用の一時記憶領
域に書き出されます。これにより、多数のページをアップデートする時間が節約されます。

http://www.me.com
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Web ページをHTMLファイルとして書き出す
「Aperture」で作成したWebページを業務用 Web サイトに統合するには、Web サイトの構造
とWeb サーバについてよく理解しておく必要があります。サイトの設計によっては、作成した
Web ページへのリンクを提供するようにホームページまたはアクセスページを変更するだけで
済みます。

また、Webページを標準的なHTMLエディタで開いて、サイトに統合するために必要な変更を加
えることもできます。この場合は、ページの構造に関するHTMLコードを追加または変更できま
す。Web サイトの構造内でページがどのようにリンクするかを設計したり、すべてのWeb ペー
ジに共通して表示されるナビゲーションボタンやリンクなどの項目を追加したりできます。外部

のWeb デザインサービスを利用してサイトを作成および保守している場合は、「Aperture」の
ファイルをフォルダとして渡すことで、Web ページに統合してもらうことができます。Web マ
スターでもある場合は、FTPなどのコピー方法や、Web ページサービスの転送機能などを使って、
「Aperture」のWeb ファイルをWeb サーバまたはインターネット・サービス・プロバイダに転
送できます。

「Aperture」で作成したWebページを書き出すことができます。Webページを書き出すときは、
コンピュータ上のフォルダに書き出して、ファイルを1個所にまとめることができます。フォル
ダに名前を付け、作成されるイメージの品質とファイルタイプを選択することができます。

「Aperture」には、Webページの書き出しを自動的に設定できる書き出しプリセットが用意され
ています。既存の書き出しプリセットを選択するか、新しい書き出しプリセットを作成すること

ができます。

Webページを書き出すには：
1 「Webページの書き出し」ボタンをクリックします。

2 「書き出し名」フィールドに、Webページファイルの保存先となるフォルダの名前を入力します。

3 場所のポップアップメニューから、Webページフォルダを置く場所を選択します。

4 「サムネールイメージプリセット」ポップアップメニューから、サムネールイメージに使用する
Web書き出しプリセットを選択します。

5 「詳細イメージプリセット」ポップアップメニューから、詳細イメージページに使用するWeb 書
き出しプリセットを選択します。
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6 書き出し処理が完了したら通知されるようにしたい場合は、「終了時に警告を表示」チェックボッ

クスを選択します。

7



Webページを書き出す準備ができたら、「書き出す」をクリックします。

選択したイメージが、指定した場所に書き出されます。

参考：書き出し操作の進行状況を確認したい場合は、「ウインドウ」＞「アクティビティを表示」
と選択します。「アクティビティ」ウインドウに、各書き出し操作の進行状況が表示されます。こ

のウインドウを使って、書き出し操作の一時停止やキャンセルも行うことができます。

Web書き出しプリセットを操作する
Web書き出しプリセットは、さまざまな種類のWebイメージを生成するために構成された、保
存済みの書き出し設定の集まりです。書き出しプリセットを使うと、Web で使用するイメージ
の書き出しをすばやく簡単に行うことができます。「Aperture」には多数のWeb 書き出しプリ
セットが用意されており、さらに独自のプリセットを作成することもできます。

Web 書き出しプリセットの設定を表示する
Web書き出しプリセットを使用する前に、その設定を表示してプリセットの内容が正しいことを
確認することができます。「Aperture」に付属のプリセットだけでなく、独自に作成したプリセット
も表示できます。

書き出しプリセットの設定を表示するには：
m 「Aperture」＞「プリセット」＞「Web 書き出し」と選択します。

「Web書き出しプリセット」ダイアログが表示され、利用可能なプリセットの一覧と、それら
の書き出し設定が表示されます。

利用できるプリセットの

一覧がここに表示されます。

ダイアログの右側には、

選択したプリセットの
設定が表示されます。





556 PartIV配布とバックアップ



「Web書き出しプリセット」ダイアログには、次のコントロールがあります：
Â「イメージフォーマット」ポップアップメニュー：このポップアップメニューから、JPEG や
PNGなど、イメージの変換先のイメージフォーマットを選択します。

Â「メタデータを含む」チェックボックス：イメージファイルにEXIF およびIPTC メタデータ情報
を含めるときは、このチェックボックスを選択します。

Â「イメージの品質」スライダ：スライダを目的の数値にドラッグして、JPEGファイルの圧縮率
を選択します。スライダを「12」に設定すると、圧縮量が最小になり、イメージの品質は高く
なります。スライダを「0（ゼロ）」に設定すると、圧縮量が最大になり、イメージの品質は低
くなります。

Â「ガンマ調整」スライダ：ガンマは、イメージの明るさをどのように分布させるかを示します。
このスライダをドラッグすることで、書き出すイメージのガンマ値が一定になるように調整し

ます。

Â「ColorSync プロファイル」ポップアップメニュー：ColorSyncプロファイルを選択すると、ほ
かのシステムおよびプリントされたイメージ上で安定して色が再現されるようになります。

「Aperture」に多数のプロファイルが用意されているほか、補正中に保存したカスタムプロ
ファイルも使用できます。書き出すことを選択したイメージにColorSync プロファイルをイ
メージに適用するには、ポップアップメニューからプロファイルを選択します。

Â「ウォーターマークを表示」チェックボックス：ウォーターマークは、イメージに表示される
グラフィックまたはテキストのオーバーレイです。多くのフォトグラファーは、自分のイメー

ジを他人が不正に使用することがないように、ウォーターマークを使ってイメージが著作権で

保護されていることを明示します。イメージにウォーターマークを追加するときは、「ウォー

ターマークを表示」チェックボックスを選択します。チェックボックスを選択した後で、ウォー

ターマークイメージとして適用するファイルを選択できます。ウォーターマークは、イメージ

上の任意の位置に配置できます。

ウォーターマークの追加について詳しくは、559ページの「Web ページのイメージにウォー
ターマークを追加する」を参照してください。
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Web 書き出しプリセットを作成する
既存のWeb書き出しプリセットの中に適切なプリセットがない場合は、プリセットを新規に作
成することができます。新しい書き出しプリセットを作成するときは、既存のプリセットをコ

ピーしてそれを変更するのが簡単です。

新しいWeb書き出しプリセットを作成するには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「Aperture」＞「プリセット」＞「Web 書き出し」と選択します。

Â


Webページエディタで、「Web ページの書き出し」ボタンをクリックし、「サムネールイメー
ジプリセット」または「詳細イメージプリセット」ポップアップメニューから「編集」を選択

します。

「Web書き出しプリセット」ダイアログが表示されます。

2 新しいプリセットの基にするWeb書き出しプリセットを選択してから、「追加」（＋）ボタンをク
リックします。

選択した書き出しプリセットから複製された新しいプリセットが、「Web書き出しプリセット名」
リストで強調表示されます。

3 プリセットの新しい名前を入力します。

4 必要に応じて書き出し条件を変更してから、「OK」をクリックします。
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Web 書き出しプリセットを変更する
選択したプリセットの設定を確認した後で、プリセットの設定を変更したいことがあります。選

択したプリセットを変更するときは、目的の設定を変更して「OK」をクリックするだけです。次
回そのプリセットを使用して書き出すときは、変更した設定が呼び出され、それに従ってイメー

ジが書き出されます。

既存のプリセットを変更すると、元の設定は失われます。

Web書き出しプリセットを変更するには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「Aperture」＞「プリセット」＞「Web 書き出し」と選択します。

Â


Webページエディタで、「Webページの書き出し」ボタンをクリックして、「サムネールイメー
ジプリセット」または「詳細イメージプリセット」ポップアップメニューから「編集」を選択

します。

「Web書き出しプリセット」ダイアログが表示されます。

2 変更したい書き出しプリセットを選択し、設定を変更してから、「OK」をクリックします。

Web 書き出しプリセットを削除する
不要になったWeb書き出しプリセットは削除できます。

Web書き出しプリセットを削除するには：
m 「Web書き出しプリセット」ダイアログで、プリセットを選択して、「削除」（－）ボタンをクリック
します。

プリセットが完全に削除されます。

選択したプリセットを削除するときは、

「削除」ボタンをクリックします。
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Web ページのイメージにウォーターマークを追加する
特定のグラフィックスファイルをウォーターマークとしてイメージに追加しておけば、ほかの人

が許可なくイメージを使用するのを抑止することができます。特に、Web 上に投稿するイメージ
にウォーターマークを適用すると効果的です。

書き出されるWebイメージにウォーターマークを追加するプリセットを作成するには：
1 「Aperture」＞「プリセット」＞「Web 書き出し」と選択します。

2 「Web書き出しプリセット」ダイアログで、変更したいWeb書き出しプリセットを選択するか、
または「追加」（＋）ボタンをクリックして新しいプリセットを作成します。

3 「ウォーターマークを表示」チェックボックスを選択します。

4 「イメージを選択」ボタンをクリックします。

5 ウォーターマークとして使いたいイメージを選択してから、「選択」をクリックします。

6 「位置」ポップアップメニューから、イメージ上でウォーターマークを表示したい場所を選びます。

7 ウォーターマークの不透明度を調整するには、「不透明度」スライダを新しい位置にドラッグし

ます。

8 ウォーターマークのプレビュー領域に表示されるウォーターマークで問題がない場合は、「OK」
をクリックします。

イメージにウォーター

マークを適用するときは、
このチェックボックスを

選択します。
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イメージをウェブギャラリーに公開する
イメージにWeb経由でアクセスできるようにするには、「Aperture」からMobileMe アカウン
トに写真を直接公開する方法が効果的で便利です。ウェブギャラリーを利用すれば、デザインに

ついてほとんど考慮することなく、イメージを簡単にWeb ページに表示することができます。

MobileMeアルバムは、好きな数だけ公開できます。MobileMe アカウントで利用できる保存容
量に達したときは、追加の容量を簡単に購入できます。

MobileMeアルバムにイメージを公開するには、次の作業を行う必要があります：
Â


MobileMeアカウントを設定します（まだ持っていない場合）

Â「システム環境設定」の「MobileMe」環境設定を設定します

Â イメージを選択し、MobileMe アルバムを作成します

MobileMeアカウントを設定する
MobileMeアカウントを持っていない場合は、MobileMeWeb サイト
（http://www.apple.com/jp/mobileme）にアクセスしてアカウントを開設できます。

参考：すでにMobileMe アカウントを持っている場合は、次の「MobileMe 環境設定を設定す
る」に進んでください。

MobileMeWeb サイトでは、アカウントユーザが利用できるすべてのMobileMe 機能の説明を
読んだり、価格を確認したりできるほか、フリートライアルに登録することもできます。Web サ
イトの指示に従って登録を行い、メンバー名を入力し、パスワードを設定してください。

メンバー名とパスワードは書き留めておいてください。「MobileMe」システム環境設定を設定す
るときに必要になります。

高品質のウォーターマークを作成するためのヒント
イメージに適用するための高品質のウォーターマークを作成するには、以下のガイドラインに

従ってください：

Â 背景が透明な.psd（Photoshop）ファイルとしてウォーターマークを保存します。

Â 複数のサイズのウォーターマークを作成して、書き出すイメージの出力サイズに最適なサイ

ズを選択できるようにします。

参考：ウォーターマークファイルが書き出したいイメージより大きい場合は、ウォーター
マークのサイズがイメージに合わせて自動的に調整されます。（ウォーターマークが大きく

なるように調整されることはありません。）

Â 作成したウォーターマークはWeb書き出しプリセットと一緒に保存して、必要に応じて再利
用できるようにします。

参考：書き出しプリセットとWeb 書き出しプリセットには、関連性はありません。ウォー
ターマークは適切なプリセットと一緒に保存するようにしてください。

http://www.apple.com/jp/mobileme
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MobileMe環境設定を設定する
「Aperture」では、MobileMeアカウントにアクセスしてイメージを公開する際に、「システム環
境設定」の「MobileMe」パネルに記録されている情報が使用されます。

「MobileMe」環境設定を設定するには：
1 アップルメニュー＞「システム環境設定」と選択するか、「Dock」の「システム環境設定」のア
イコンをクリックします。

2 「システム環境設定」ウインドウの「インターネットとネットワーク」領域にある「MobileMe」
アイコンをクリックします。

3 必要に応じて「アカウント」ボタンをクリックし、「MobileMeメンバー名」フィールドに
メンバー名を入力します。また、「パスワード」フィールドにMobileMe アカウントパスワード
を入力して、Returnキーを押します。

入力したメンバー名とパスワードが有効であるかどうかが確認されます。 

4 「システム環境設定」ウインドウを閉じます。

MobileMeアルバムを作成する
MobileMeアルバムを作成するときは、公開したいイメージを選択してから、MobileMeアルバ
ムを作成します。

MobileMeアルバムを作成するには：
1


MobileMeアルバムに含めたいイメージを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「選択項目から新規作成」＞「MobileMeアルバム」と選択します。

Â ツールバーの「新規」ポップアップメニューから「MobileMeアルバム」を選択します。

ダイアログが表示され、MobileMe アルバムの名前の指定を求められます。この名前は、「プロ
ジェクト」インスペクタに作成されるアルバムとMobileMe アカウントのMobileMe アルバム
に使用されます。

3 「アルバム名」フィールドにアルバム名を入力します。
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4 「アルバムの説明」フィールドに、アルバム内のイメージに関する簡単な説明を入力します。

5 訪問者に対するアクセス制限を選択します：

Â MobileMe アカウント内でこのアルバムを表示できる訪問者を指定するには：「アルバムを表
示できるユーザ」ポップアップメニューから「全員」または「自分だけ」を選択します。

このアルバムに特定のユーザだけがアクセスできるように、このメニューにユーザ名を追加す

ることもできます。特定のユーザ名を作成するには、「アルバムを表示できるユーザ」ポップ

アップメニューから「名前とパスワードを編集」を選択し、許可したい名前とパスワードを入

力します。アルバムのことをその人たちに伝えるときに、このユーザ名とパスワードも一緒に

伝えます。

Â 訪問者がMobileMe アルバムから写真をダウンロードできるようにするには：「許可」の「ダ
ウンロード」チェックボックスを選択します。

「許可」の「ダウンロード」チェックボックスの右側にあるポップアップメニューから、訪問

者がダウンロードできるイメージのタイプを選択することもできます。

Â 訪問者がWeb表示用に最適化されたJPEGイメージをダウンロードできるようにするには：
「最適化したイメージ」を選択します。

Â 訪問者がフルサイズの JPEGイメージをダウンロードできるようにするには：「実際のサイ
ズのイメージ」を選択します。

Â 訪問者がWeb用に最適化されたJPEGイメージとそのマスターの両方をダウンロードでき
るようにするには：「最適化イメージとマスターイメージ」を選択します。

Â 訪問者がMobileMe アルバムに写真をアップロードできるようにするには：「許可」の「Web
ブラウザによる写真のアップロード」チェックボックスを選択します。

Â 訪問者がメールを使ってアルバムにイメージをアップロードできるようにするには：「許可」
の「メールによる写真の追加」チェックボックスを選択します。

6 必要に応じて公開オプションを選択します：

Â MobileMe アルバムのWeb ページにアルバム名を表示しないようにするには：「ギャラリーの
ページでアルバムを隠す」チェックボックスを選択します。

Â イメージの下にバージョン名を表示するには：「バージョン名を表示」チェックボックスを選
択します。

Â 訪問者がイメージを Web ページに送信するために使用できるメールアドレスを表示するに
は：「訪問者にメールアドレスを表示」チェックボックスを選択します。

7 「公開」をクリックします。
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新しいアルバムが作成され、アカウントのMobileMeギャラリーにイメージがアップロードされ
ます。

公開したMobileMeアルバムを「Safari」で表示できます。

公開したMobileMe アルバムを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「MobileMeギャラリー」ポップアップメニューから「ギャラリーにアクセス」を選択します。

m 「Safari」を開き、MobileMeWebサイト（www.me.com）にアクセスします。自分のメンバー
名とパスワードを使ってログインします。次に、ギャラリー名をクリックしてギャラリーを開き

ます。

「Safari」またはその他のブラウザでアルバムを表示しているときは、アルバムの「友達に紹介」
機能を使って、アルバムを見せたい人にアドレスのリンクを送信できます。また、ブラウザでサ
イトのURLをコピーし、それをほかの人に送信することもできます。

MobileMeギャラリーをアップデートする
MobileMeギャラリーを作成した後に、「プロジェクト」インスペクタでMobileMeアルバムに
イメージを追加したり、アルバムからイメージを取り除いたりできます。MobileMeアカウント
のMobileMeギャラリーは、その変更に基づいて自動的にアップデートされます。また、アルバ
ムにイメージがアップロードされているかどうかを確認し、追加または変更されたイメージを

「プロジェクト」インスペクタの MobileMe アルバムにダウンロードするように、「Aperture」を
設定することもできます。MobileMeギャラリーのアップデートは、ただちに行う方法と、1 時
間ごと、1日ごと、または1週間ごとに行う方法があります。

MobileMeアルバム 

MobileMe ギャラリー
に公開されたイメージ

「 MobileMeギャラリー」
ポップアップメニュー

www.me.com
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「環境設定」ウインドウの「MobileMe」パネルでは、MobileMe ギャラリーに関するコント
ロールとオプションを利用できます。

「新しい写真を確認」ポップアップメニューでは、アップデートの頻度を設定できます。「ギャラ

リーのタイトル」フィールドには、MobileMe ギャラリーのタイトルを入力します。「“ ＜メン
バー名＞”として公開したアルバム」領域には、MobileMe アカウントに公開済みのMobileMe
アルバムの一覧が表示されます。MobileMe アカウントからMobileMe ギャラリーを取り除き
たいときは、このリストでMobileMe ギャラリーを選択し、「公開を停止」をクリックします。
WebからMobileMeギャラリーが取り除かれますが、「プロジェクト」インスペクタおよびiDisk
にはMobileMe アルバムが残ります。

「MobileMe」環境設定パネルには、iDisk記憶領域の現在の使用量と使用可能な合計容量も表示
されます。記憶領域が足りなくなったときは、「さらに容量を購入」ボタンをクリックして、追

加の容量を購入できます。
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MobileMeギャラリー全体の設定をアップデートおよび確認するには：
m 「Aperture」＞「環境設定」と選択して、「MobileMe」をクリックします。

個々のMobileMeギャラリーアルバムの設定をアップデートおよび確認するには：
m ビューアのツールストリップの「MobileMeギャラリー」ポップアップメニューから「設定」を
選択します。

MobileMeアカウントへのアップデートの頻度を設定するには：
m 「新しい写真を確認」ポップアップメニューから、目的の頻度を選択します。

MobileMeアカウントを手動でアップデートするには：
m 「新しい写真を確認」ポップアップメニューから「手動」を選択し、「今すぐ確認」をクリックし

ます。

MobileMeアカウントでのアルバムの公開を停止するには：
1 「“＜メンバー名＞”として公開したアルバム」リストで、MobileMeアカウントから取り除きたい
アルバムを選択します。

2 「公開を停止」をクリックします。

選択したMobileMeギャラリーがMobileMeアカウントから取り除かれます。
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21 ブックを作成する

「Aperture」では、イメージのブックを簡単に作成することができます。
作成したブックは、アップルのプリントベンダー、アップル以外のプリ
ントベンダー、または自分のプリンタを使ってプリントできます。

この章では、「Aperture」に用意されている選りすぐりのブックデザインやページレイアウトを
使用して、視覚的に印象に残るイメージブックを作成する手順について説明します。

ブックのプリントは、アップルのプリント・ベンダー・サービスを使用して注文すれば、優れた

品質でプリントされたブックを自分宛てまたは顧客宛てに直接送付してもらうことができます。

また、カスタムブックのブックをカラープリンタでプリントしたり、ファイルを作成してプリン

トベンダーに渡したりすることもできます。「Aperture」では、明るさが最適化されたイメージ
を効果的に見せることができる、高い品質の作品集をプリントできます。

この章の内容：

Â ブック作成の概要（568ページ）

Â ブックを計画する（573ページ）

Â ブックアルバムを作成する（575ページ）

Â ブック・レイアウト・エディタのコントロール（576ページ）

Â テーマを選択する（579ページ）

Â ページを表示する（580ページ）

Â イメージをブックに配置する（582ページ）

Â ページを追加する／取り除く（584ページ）

Â ページを操作する（589ページ）

Â イメージを操作する（593ページ）

Â テキストを操作する（598ページ）

Â「レイアウトオプション」インスペクタを使用する（603ページ）

Â マスターページを操作する（604ページ）

Â カスタムテーマを操作する（607ページ）

Â ブックアルバムをコピーする（608ページ）

Â ブックをプリントする（609ページ）
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ブック作成の概要
「Aperture」には、さまざまなプリントブックの要件に対応できるように、いくつかのブック作
成オプションが用意されています。「プロジェクト」インスペクタでブックアルバムを選択また

は作成すると、ブック・レイアウト・エディタがブラウザと一緒に表示されます。ブック・レイ

アウト・エディタを使って、ブックのページ構造を設定し、イメージやテキストをページに配置

します。

ブック・レイアウト・
エディタ

ページにイメージを追加する
には、ブラウザのイメージを

ページの写真ボックスに
ドラッグします。

ページにテキストを追加する

には、テキストボックスを
クリックし、テキストを入力

またはペーストします。

ブックのページを表示して

操作するには、ここで
ページのサムネールを

クリックします。

このポップアップメニュー
を使って、ブックにページ

を追加します。 このポップアップメニューを使って、

目的のマスター・ページ・デザインを
選択します。

このボタンを使って、ブックの

テーマを選択します。

これらのコントロールを使って

ページを拡大／縮小することにより、
ページの表示を変更します。
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IV
左側の「ページ」パネルには、ブックのページのサムネールが表示されます。サムネールをスク

ロールしていずれかをクリックすれば、作業対象のブックのページを選択できます。選択した

ページが拡大されて、右側に表示されます。

ブックのレイアウトは、テーマ（デザイン）とマスター・ページ・レイアウトに基づいて作成さ

れます。つまり、マスター・ページ・レイアウトに設定されている標準の方法でイメージが配置

されます。「テーマ」ボタンをクリックすると、選択可能なテーマが表示されます。

選択したブックアルバム

ここで、操作したいページ

を選択します。

選択したページ

選択したページが拡大

されて、ここに表示
されます。

目的のテーマを

ここで選択します。
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テーマを選択すると、プロ品質でデザインされたマスターページがブック・レイアウト・エディタ

に表示されます。マスターページには、ページ上でのテキストとイメージの組み合わせが事前に

設定されています。たとえば、マスターページの中から、表紙、さまざまなサイズのテキストの

列で構成されるページ、さまざまな方法で配置されたイメージのページ、およびさまざまな組み

合わせのイメージとテキストで構成されるページを作成するためのマスターページを選択でき

ます。マスターページを利用すれば、ブックのレイアウトをすばやく効率的にデザインすること

ができます。

最初に「プロジェクト」インスペクタでブックアルバムを作成すると、自動的にデフォルトの

ページセットが作成されます。次に、ブック・レイアウト・エディタを使って、ページのフォー

マットを設定し、必要に応じて追加のページを作成します。

選択したページ

「マスターページ設定」

ポップアップメニューから
マスター・ページ・

デザインを選択します。

目的のマスター・ページ・
デザインをここで選択

します。

新しいページフォーマット

がここに表示されます。
ページに表示されるグレイ

の写真ボックスにイメージ
をドラッグできます。
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IV
選択したページにマスター・ページ・デザインを適用して、テキストやイメージを表示する場所

を定義することができます。イメージが入るグレイの写真ボックスとテキストが入るテキスト

ボックスが、ページに表示されます。イメージを追加するときは、イメージをブラウザから写真

ボックスにドラッグします。テキストを追加するときは、テキストボックスを選択して、テキス

トを入力するかペーストします。必要に応じて、イメージの横にメタデータボックスを配置して、

イメージのバージョン名、見出し、キーワード、およびその他のメタデータを表示することもで

きます。

必要に応じて、ページごとにブックを作成することができます。ブックに新しいページを追加し、

マスター・ページ・デザインを選択し、イメージやテキストを配置し、さらに次のページを作成

して、ページを追加するたびにこの手順を繰り返すことができます。

ブラウザでイメージをまとめて選択し、それらを自動的にブックのページに配置することもでき

ます。必要な数のページが自動的に作成され、それらのページにイメージが自動的に配置されま

す。それぞれのページのページデザインは、後で別のマスター・ページ・デザインを適用するこ

とで変更できます。

ブックを編集しているときに、ページのレイアウトを個別に調整しなければならないことがあり

ます。たとえば、いくつかのイメージの中で特定のイメージをもう少し大きくした方がいいこと
に気付くことがあります。それぞれのページで、イメージが入っているボックスを移動したり、

サイズを変更することができます。マスター・ページ・デザインの一部が要件を満たしていない

ときは、この方法でレイアウトを若干調整できます。

テキストが入っている
テキストボックス

イメージが入っている
写真ボックス
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ページのデザインを変更するには、「レイアウトを編集」ボタンをクリックします。次に、ペー

ジに表示される写真ボックスやテキストボックスを操作して、サイズや配置を変更できます。

ブック・レイアウト・エディタに黄色のグリッド線が自動的に表示されるので、操作している項

目とページ上のその他の既存の項目がどのように配置されているかが分かります。

ページレイアウトを変更せずにテキストやイメージをページに追加するには、「内容を編集」ボ

タンをクリックします。これで、イメージやテキストをページに追加できるようになります。た

だし、ページ上のボックスを移動したりサイズを変更したりすることはできません。これは、

フォーマットが意図せずに変更されないようにするためです。

必要に応じて、写真ボックス、テキストボックス、またはメタデータボックスをページに追加す

ることもできます。

レイアウトを編集ボタン

写真ボックスを別の位置

にドラッグします。

内容を編集ボタン

ページに追加された

テキストボックス
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「レイアウトを編集」ボタンをクリックしてから、「テキストボックスを追加」ボタン、「メタデー

タボックスを追加」ボタン、または「写真ボックスを追加」ボタンをクリックして新しいボック

スをページに追加します。ボックスが表示されたら、そのサイズや位置を変更できます。

ブック・レイアウト・エディタでは、表紙、索引、および空白ページを作成したり、自動ページ

番号を使用したり、マスター・ページ・デザインを作成または変更したりすることもできます。

ブックが完成したら、プリントされたブックをアップルのプリントベンダーから購入できます

（有料）。

参考：99ページより大きなブックを作成することはできますが、アップルのプリントベンダーに
注文するブックには99ページの制限があります。99ページより大きなブックを注文しようとす
ると、ページが多すぎるという警告ダイアログが表示されます。アップルのプリントベンダーを

利用してブックをプリントする予定の場合は、ページ数を99 ページの制限以下にするようにし
てください。

自分でブックをプリントしたい場合は、職場のプリンタを使ってブックをプリントするか、PDF
ファイルとして書き出したブックをプリントショップに送ってプリントできます。

ブックを計画する
ブックの作成に必要な計画と作業の量は、プロジェクトの種類によって異なります。結婚式の写

真アルバムを作成する場合は、再利用可能なブックデザインを作成し、そこに結婚式のことが分

かるようなイメージを簡単に配置できるようにすることが、中心になるかもしれません。最終的

には、プロジェクトごとに1つまたはいくつかのプリントされたブックになると思われます。

一方、大型の豪華なブックのような大きなブックを作成する場合は、多くの計画、執筆、デザイ

ン、ページ構成、校正、および制作作業が必要になるかもしれません。さらに、原稿をプリント

および製本する方法、プリントする部数、およびブックに含める著作権や許諾に関する情報をあ

らかじめ決めておくことをお勧めします。

写真ボックスを

追加ボタン

メタデータボックスを

追加ボタン

テキストボックスを追加ボタン
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比較的簡単なブックを発行する手順について、標準的なプロセスの一部を紹介します：

1 仮に選んだイメージをライトテーブルに集めて、意図したストーリーになるように配置します。

2 各ページでイメージをどのように配置するかを大まかに計画します。

3 イメージにテキストを追加する場合に、ワードプロセッサを使ってテキストを入力して編集し、

スペルをチェックすることもできます。それらのテキストは、後でカット＆ペーストで簡単に

ブックに挿入できます。

4 表紙イメージを選択し、表紙に表示するテキストを決めます。

5 必要に応じて、著作権や許諾に関する情報を作成します。

6 ブックアルバムを作成し、ブックのテーマを選択します。

7 ブックアルバムにブックのイメージを配置し、そのブックに適したレイアウトに並べ替えます。

まだページにはイメージを配置しないでください。

8 サイズ、表紙（ハードカバーまたはソフトカバー）、ページ番号など、ブックの全体的な設定を

指定します。

9 必要な数のページを作成し、マスター・ページ・デザインをそれらに適用します。

10 「Aperture」の機能を使って自動的にイメージを配置するか、またはイメージをページにドラッ
グします。

11 必要に応じて、イメージの位置やサイズを変更して、個々のページレイアウトを調整します。

12 ページと表紙にテキストを追加します。

13 校正刷りをして、ブックのテキストとレイアウトを詳細に確認します。

14 アップルのプリントベンダーを使ってプリントする場合は、ブックを送付します。または、PDF
ファイルを作成して、自分でプリントしたり、プリントベンダーに送付することもできます。PDF
ファイルを作成する場合は、ブックで使用したすべてのフォントをPDF ファイルに含めるよう
にしてください。

大型の複雑なブックを作成する場合は、早めにプリントベンダーに問い合わせて、用紙の選択、

インクやニスの使いかた、青焼校正、製本、包装、発送、価格など、プリントに関するさまざま

な事項を考慮することをお勧めします。

プリントしたアルバムを定期的に作成する場合は、新しいプロジェクトごとにコピーして再利用

できるように、ブックアルバムを作成できます。マスターページと個々のページレイアウトを設

定してから、そのブックアルバムを別のプロジェクトにコピーして新しいイメージに置き換えれ

ば、制作の生産性が大幅に向上します。さらに、好みに応じて独自の工夫を加えるために、表紙
などの特定のページをカスタマイズすることもできます。
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IV
ブックアルバムを作成する
ブックアルバムの作成は、次の2種類の方法で行うことができます：
Â ブックに使用するイメージを選択し、選択したイメージを格納する新しいアルバムを作成し

ます。

Â 新しいブックアルバムを作成してから、必要なイメージをそのブックアルバムにドラッグします。

選択したイメージからブックアルバムを作成するには：
1 ブックで使いたいイメージを選択し、以下のいずかの操作を行います：

Â ツールバーで、「新規」ボタンをクリックし、「新規ブック」を選択します。

Â「ファイル」＞「新規」＞「ブック」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「選択項目

から新規ブック」を選択します。

2 表示されるダイアログで、次の項目を指定します：

Â「テーマ」リスト：このリストからテーマを選択すると、そのデザインのプレビューが右側に
表示されます。

Â「ブックサイズ」ポップアップメニュー：ブックの物理サイズを選択します。

3 準備ができたら、「テーマを選択」をクリックします。

名称未設定の新しいブックアルバムが、選択したイメージが表示された状態で「プロジェクト」

インスペクタに表示されます。

4 ブックアルバムの名前を変更します。

新しい空のブックアルバムを作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「新規」＞「ブック」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「ライブラリに追加」ポップアップメニューから、「空の新規

ブック」を選択します。

2 表示されるダイアログで、次の項目を指定します：

Â「テーマ」リスト：このリストからテーマを選択すると、そのデザインのプレビューが右側に
表示されます。

Â「ブックサイズ」ポップアップメニュー：ブックの物理サイズを選択します。

3 準備ができたら、「テーマを選択」をクリックします。

「プロジェクト」インスペクタに、名称未設定の新しいブックアルバムが表示されます。

4 ブックアルバムの名前を変更します。

空のブックアルバムにイメージを追加するには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、イメージが入っているプロジェクトを選択します。

プロジェクトのイメージがブラウザに表示されます。

2 ブラウザにあるイメージを「プロジェクト」インスペクタのブックアルバムにドラッグします。
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ブック・レイアウト・エディタのコントロール
ブック・レイアウト・エディタは、ブックに含まれるページのレイアウトをデザインし、イメー

ジやテキストをページに追加する場所です。

ブック・レイアウト・エディタでは、ブックを操作するために以下のコントロールを利用できます。

Â「テーマ」ボタン：ブックのページのテーマを選択するときに、このボタンをクリックします。

Â「内容を編集」ボタン：ページのテキストを編集するときに、このボタンをクリックします。

Â「レイアウトを編集」ボタン：ページレイアウトを変更するときに、このボタンをクリックし
ます。また、そのページのテキスト、メタデータ、および写真ボックスを選択して、別の場所

に移動したり、好きなサイズに変更したりできます。

ブックのデザインは、

ブック・レイアウト・
エディタで行います。

「テーマ」ボタン 「レイアウトを編集」ボタン

「内容を編集」ボタン

「ページ」パネル

「ページを追加」ポップ
アップメニュー

「マスターページ設定」
ポップアップメニュー

「ブックアクション」

ポップアップメニュー

「ページを削除」ボタン
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Â「ページ」パネル：ブックの各ページを表示するときに、ここをクリックします。

Â「ページを追加」ポップアップメニュー：ブックにページを追加するときには、このポップアッ
プメニューからオプションを選択します。

Â「ページを削除」ボタン：選択したページをブックから削除するときに、このボタンをクリッ
クします。

Â「マスターページ設定」ポップアップメニュー：選択したページに適用したいマスターページ
を選択します。

Â「ブックアクション」ポップアップメニュー：ブックにまだ追加していないイメージを追加した
り、索引やページ番号を追加したり、テキスト、メタデータ、および写真ボックスを追加して

それらの外観を変更したり、「レイアウトオプション」インスペクタを表示するときに、オプ

ションを選択します。

Â「テキストスタイル」ポップアップメニュー：選択したテキストボックスに適用したいテキス
トスタイルを選択します。

Â「メタデータフォーマット」ポップアップメニュー：イメージと一緒に表示したいメタデータ
の種類を選択します。

Â「写真フィルタ」ポップアップメニュー：さまざまなフィルタをイメージに適用してその外観を
変更するときに選択します。

Â「背景ページの設定」ポップアップメニュー：このポップアップメニューから背景イメージを
取り除くときに選択します。

Â「テキストボックスを追加」ボタン：ページにテキストボックスを追加するときに、このボタ
ンをクリックします。

Â「メタデータボックスを追加」ボタン：ページにメタデータボックスを追加するときに、この
ボタンをクリックします。

Â「写真ボックスを追加」ボックス：イメージを入れる写真ボックスをページに追加するときに、
このボタンをクリックします。

Â「背面へ」ボタン：テキストボックスやイメージボックスを重ねて配置する場合に、選択した
ボックスをその層の下の方へ移動するときに、このボタンをクリックします。

「背景ページの設定」

ポップアップメニュー

「メタデータフォーマット」
ポップアップメニュー

「テキストスタイル」
ポップアップメニュー

「写真フィルタ」

ポップアップメニュー

「背面へ」ボタン

「前面へ」ボタン

「写真ボックスを
追加」ボタン

「メタデータボックスを
追加」ボタン

「テキストボックスを追加」ボタン
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Â「前面へ」ボタン：テキストボックスやイメージボックスを重ねて配置する場合に、選択した
ボックスをその層の上の方へ移動するときに、このボタンをクリックします。

Â「ウインドウに合わせる」ボタン：ページの表示サイズを拡大／縮小してブック・レイアウト・
エディタのサイズに合わせるときに、このボタンをクリックします。

Â「実際のサイズ」ボタン：選択したページを実際のサイズで表示するときに、このボタンをク
リックします。

Â「表示サイズ」スライダ：ブック・レイアウト・エディタのページのサイズを調整するときに、
このスライダをドラッグします。

Â「ハードカバー（大）」ボタン：ブックフォーマットを大きなハードカバーのブックとして指定
するときに、このボタンをクリックします。

Â「ソフトカバー（大）」ボタン：ブックフォーマットを大きなソフトカバーのブックとして指定
するときに、このボタンをクリックします。

Â「全体に広げて表示」ボタン：2 つのページを見開きでブック・レイアウト・エディタに表示す
るときに、このボタンをクリックします。

Â「1 ページずつ表示」ボタン：1ページずつ表示するときに、このボタンをクリックします。

Â「プリント」ボタン：ブックのページをプリントするときに、このボタンをクリックします。

Â「ブックを購入」ボタン：アップルのプリントベンダーからブックを購入するときに、このボ
タンをクリックします。

Â「前のページへ」ボタン：ブックの前のページを表示するときに、このボタンをクリックします。

Â「次のページへ」ボタン：ブックの次のページを表示するときに、このボタンをクリックします。

「表示サイズ」スライダ

「ウインドウに合わせる」
ボタン

「実際のサイズ」ボタン

「ハードカバー（大）」ボタン

「全体に広げて表示」ボタン

「 1ページずつ表示」ボタン

「ソフトカバー
（大）」ボタン

「プリント」ボタン

「前のページへ」ボタン

「次のページへ」ボタン

「ブックを購入」ボタン
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テーマを選択する
ブックのテーマは、ブックアルバムを作成するときに選択します。テーマには、プロ品質でデザ

インされたマスターページが用意されています。マスターページには、ページ上でのテキストと

イメージの配置が事前に設定されています。

「Aperture」のテーマのページスタイルと外観を調べてみることをお勧めします。テーマのデザ
インには、テキストはあまり使わずにピクチャをたくさん表示する場合に適したものや、大型の

豪華なブックのようにテキストとイメージを従来の比率で組み合わせる場合に適したものがあ

ります。さまざまなテーマの特徴が分かると、プロジェクトに最も適したテーマを選択できます。

自分で選んだサイズで独自のテーマを作成することもできます。ただし、独自のテーマで作成さ

れたアップルのブックを注文することはできません。独自のテーマの作成について詳しくは、
607ページの「カスタムテーマを操作する」を参照してください。

プロジェクトの開始時に目的のテーマを選択することは、重要なことです。マスターページの組

み合わせはテーマごとに異なります。プロジェクトを開始した後でもテーマを変更することがで

き、その場合はブック構造が新しいテーマのマスターページに合わせて自動的に変換されます

が、テーマ間の相違を調整するために作業の一部をやり直さなければならないことがあります。

さまざまなテーマがあるため、変換が正確に行われないこともあります。ブックを完成してから

テーマを変更して別のレイアウトにすることはお勧めしません。

ブックの新しいテーマを選択するには：
1 ブック・レイアウト・エディタで、「テーマ」ボタンをクリックします。

テーマを変更するとテキストが失われる可能性があることを警告するダイアログが表示されます。

2 「OK」をクリックします。

3 「ブックのタイプ」ポップアップメニューからブックサイズを選択します。

4 「テーマ」リストで、適切なテーマを選択します。

5 「テーマを選択」をクリックします。

テーマを変更すると、新しいテーマを使用してすべてのページがアップデートされます。

警告：テーマを変更すると、テキストが失われることがあります。ブックのテーマを変更する
場合は、最初に入力済みのテキストを別の書類にコピーしてバックアップコピーを作成するよ

うにしてください。

「テーマ」ボタン
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ページを表示する
ブックを編集しているときに、特定のページを選択して表示したり、ページの表示を変更したり

できます。1ページずつ表示したりページを並べて表示したり、ブックページの表示を拡大した
り縮小したりできます。

ブックページに移動する
ブックのページに移動するには、スクロールするか、矢印キーを押すか、または「前のページへ」

ボタンまたは「次のページへ」ボタンをクリックします。

ブックの特定のページを表示するには：
m 「ページ」パネルのスクロールバーを使って、目的のページにスクロールしてから、ページをク

リックして選択します。

また、矢印キーを押すか、「前のページへ」ボタンまたは「次のページへ」ボタンをクリックす

れば、ページのスクロールをすばやく行うことができます。

「ページ」パネルで

目的のページを
クリックして選択します。 スクロールバーを使って、

ブックのページを
スクロールします。

「前のページへ」ボタン

「次のページへ」ボタン
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IV



1ページずつ表示する／広げて表示する
ブック・レイアウト・エディタでは、1 ページずつ表示するかページを並べて表示するかを設
定できます。たとえば、ページを並べて表示して、2 ページ広げたときにイメージがどう見え
るかを確認できます。

1ページずつ表示するには／ページを並べて表示するには：
m 「1ページずつ表示」ボタンまたは「全体に広げて表示」ボタンをクリックします。

参考：ページを片面にプリントするか両面にプリントするかは、プリンタの機能で、プリンタの
プリントダイアログのオプションです。アップルのプリントベンダーでプリントされたブックを

購入する場合、ブックは自動的に両面でプリントされます。

ページ表示のサイズを変更する
ブックページの表示は縮小または拡大できます。たとえば、ページの表示を拡大して詳細な点を

詳しく調べたり、表示を縮小してページの全般的な構成の概要を確認したりできます。

ページの表示を縮小または拡大するには：
m 「表示サイズ」スライダを左方向または右方向にドラッグして、表示を変更します。

ページ表示を現在の画面サイズに合わせて戻すには：
m 「ウインドウに合わせる」ボタンをクリックします。

ページ表示を変更してページを実際のサイズで表示するには：
m 「実際のサイズ」ボタンをクリックします。

「全体に広げて表示」ボタン

「1ページずつ表示」ボタン

「表示サイズ」スライダ

「ウインドウに合わせる」
ボタン

「実際のサイズ」ボタン
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イメージをブックに配置する
イメージを手動でページに配置する方法と、ブックアルバムのイメージをページに自動的に配置

する方法があります。

イメージを手動で配置する
イメージを一度に1 つずつドラッグして、手動でブックに配置できます。

イメージを手動でブックに追加するには：
m イメージをブラウザからページの写真ボックスにドラッグします。

ブックに配置される予定のイメージを表示する
イメージがブックに配置されると、ブックのページに何回表示されるかを示す数字がそのブラウ

ザサムネールに表示されます。

多数のイメージが含まれる大きなブックでは、どのイメージをブックに配置したかが分からなく

なることがあります。効率的に作業するために、「配置していないイメージを表示」ボタンを

クリックして、まだ配置していないイメージだけを表示することができます。

配置していないイメージだけをブラウザに表示するには：
m 「配置していないイメージを表示」ボタンをクリックします。

アルバムのすべてのイメージをブラウザに表示するには：
m 「すべてのイメージを表示」ボタンをクリックします。

この数字は、イメージが
ブックに配置されている

回数を示します。

ブックアルバム内のすべての

イメージを表示するときは、
ここをクリックします。

配置していないイメージだけを表示

するときは、ここをクリックします。
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IV
選択したイメージを詳しく調べるために、それらのイメージをすばやく標準のビューアで表示す

ることもできます。ブック・レイアウト・エディタが開いていれば、標準のビューアにすばやく

切り替えるためのボタンがブラウザに表示されます。

ブックアルバムで選択したイメージを標準のビューアで表示するには：
1 ブラウザでイメージを選択します。

2 「ビューアを表示」ボタンをクリックします。

ブック・レイアウト・エディタに戻るには、「ビューアを表示」ボタンをもう一度クリックします。

イメージを自動的に配置する
「Aperture」を使って、自動的にイメージをブックに配置することができます。必要な数のペー
ジを作成し、適切なマスター・ページ・レイアウトを割り当てて、まずブックのページ構造を設

定することをお勧めします。次に、ブラウザでそのブックに適したレイアウトにイメージを並べ

替えてから、作成したページ構造にイメージを流し込むことができます。

配置していないすべてのイメージを一度にブックに配置する方法と、いくつかの特定のイメージ

を選択して空のページに流し込む方法があります。たとえば、いくつかのイメージを選択し、ブッ

クの最初の数ページに流し込んでから、さらにいくつかのイメージを選択して、それ以降のペー

ジに流し込むことができます。

必要に応じて、すべてのイメージを格納するために必要な数のページを作成してから、それらの

ページにイメージを配置することもできます。選択したテーマのマスター・ページ・デザインを

使って新しいページが自動的に作成され、それらのページにイメージが自動的に配置されます。

さらに必要に応じて、マスターページの割り当てを変更できます。

「ビューアを表示」ボタン

ブック内のイメージを調整する
ブック・レイアウト・エディタを使用しているときに、ツールストリップの「傾き補正」、「ト

リミング」、「スポットとパッチ」、「レタッチ」、および「赤目」ツールを選択して使用すること

はできません。これらのツールを使ってブック内のイメージに変更を加えるには、ブラウザで

イメージを選択してから、「ビューアを表示」ボタンをクリックします。選択したイメージが

ビューアに表示され、変更を加えることができます。ブック・レイアウト・エディタに戻ると

きは、「ビューアを表示」ボタンをもう一度クリックします。
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配置していないイメージを流し込む
イメージを格納するページ構造を作成するときに、配置していないイメージを流し込むことがで

きます。イメージを格納するために、現在ブックに含まれるページ数より多くのページが必要な

場合は、自動的にページが追加作成されます。すでにいくつかのイメージをブックのページに配

置している場合は、最初の空の写真ボックスからイメージの流し込みが始まります。

配置していないイメージを配置するには：
m 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「配置していないイメージのオートフロー」を

選択します。

選択したイメージを流し込む
ブラウザでイメージを選択し、現在のページ構造に流し込むことができます。流し込みは、最初

の空の写真ボックスから始まります。たとえば、ブラウザで2つのイメージを選択し、ブックの
空の写真ボックスのうち、最初の2つに流し込むことができます。この方法では、ブックのペー
ジ構造にイメージを少しずつ流し込みながら、一連のページを作成していくことができます。現

在のページ構造のサイズより多くのイメージを選択した場合は、イメージの格納に必要なページ

が新しく作成されます。

選択したイメージを配置するには：
1 ブラウザで、ブックに配置したいイメージを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「選択したイメージをオートフロー」を選択し
ます。

ページを追加する／取り除く
ブックアルバムを作成すると、デフォルトのページがそれに合わせて自動的に設定されます。

ブックの要件に合わせるために、これらのページを選択して変更することができます。必要に応

じて、ページを追加したり取り除くこともできます。ブックの好きな場所に新しい空のページを

挿入できます。ページを追加した後に、「ページ」パネルでそれらをブック内の新しい場所にド

ラッグできます。

次の操作を行うことができます：

Â 個々のページを一度に1ページずつブックに追加する
Â 新しいページを自動的にブックに追加する

Â イメージを選択し、それらを格納するための新しいページを作成する

Â 特定のマスター・ページ・デザインを使用する新しいページにイメージを追加する

Â ブックに含まれるすべてのイメージのサムネールが表示される、索引ページを追加する
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IV
ブックにページを個別に追加する
ブックを作成するときに、新しいページを1 ページ単位で作成し、ブックに追加することができ
ます。

ブックに1ページを追加するには：
1 新しいページを表示するページを「ページ」パネルで選択します。

選択したページの直後に新しいページが表示されます。

2 「ページを追加」ポップアップメニューから「新規ページを追加」を選びます。

新しいページが「ページ」パネルに表示されます。

3 ページが「ページ」パネルで選択された状態のまま、「マスターページ設定」ポップアップメ

ニューからマスターページを選択します。

新しいページに、選択したページレイアウトが適用されます。

ブック内のページを複製することもできます。

ブック内の1つのページを複製するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 新しいページを表示するページを「ページ」パネルで選択します。

m 「ページ」パネルでページを選択し、「ページを追加」ポップアップメニューから「ページを複製」

を選択します。

選択したページと同じページレイアウトの新しいページが「ページ」パネルに表示されます。
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自動的に新しいページを作成する
「Aperture」では、ブックアルバムに配置していないイメージを含むページを、ブックに自動的
に追加することができます。配置していない残りのイメージを格納するページが、必要な数だけ

作成されます。

ブックに追加したページに、配置していないイメージを自動的に配置するには： 
1 ブラウザ内のイメージを、ブックに適したレイアウトに配置します。

2 新しいページを表示するページを「ページ」パネルで選択します。

選択したページの直後に新しいページが表示されます。

3 「ページを追加」ポップアップメニューから、「新規ページを追加」＞「配置していないイメージで」
と選択します。

アルバム内のすべての配置していないイメージが、ブックの新しいページに追加されます。

選択したイメージを格納する新しいページを追加する
イメージをまとめて選択し、それらを自動的にブックのページに配置することもできます。選択

したイメージを格納するページが、必要な数だけ作成されます。

「ページを追加」ポップ

アップメニュー

「ブックアクション」

ポップアップメニュー

「ページを削除」ボタン 「マスターページ設定」

ポップアップメニュー
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IV
選択したイメージをブックの新しいページに追加するには： 

1 ブラウザで、目的のイメージを選択します。

2 新しいページを表示するページを「ページ」パネルで選択します。

選択したページの直後に新しいページが表示されます。

3 「ページを追加」ポップアップメニューから、「新規ページを追加」＞「選択したイメージで」と
選択します。

選択したイメージがブックに追加されます。

マスターページから作成した新しいページを追加する
特定のマスターページから作成したページをブックに追加することができます。

マスターページから作成した新しいページをブックに追加するには：
1 マスターページを表示するために、「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスター

ページを表示」を選択します。

2 「マスターページ」パネルでマスターページを選択します。

3 新しいページを表示するページを「ページ」パネルで選択します。

選択したページの直後に新しいページが表示されます。

4 「ページを追加」ポップアップメニューから「新規ページをマスターから追加」を選びます。

マスターページを選択してそのマスターページから作成した新しいページに対して、配置してい

ないイメージを配置することもできます。

マスターページから作成したページを追加し、配置していないイメージをそれらのページに配置
するには：

1 マスターページを表示するために、「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスター

ページを表示」を選択します。

2 「マスターページ」パネルでマスターページを選択します。

3 新しいページを表示するページを「ページ」パネルで選択します。

選択したページの直後に新しいページが表示されます。

4 「ページを追加」ポップアップメニューから、「新規ページをマスターから追加」＞「配置してい
ないイメージで」と選択します。

配置していないイメージがブックの新しいページに追加されます。すべてのページは、選択した

マスターページに基づいて作成されています。

イメージを選択し、マスターページから作成した新しいページにそれらを配置することもできます。
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マスターページから作成したページを追加し、選択したイメージをそれらのページに配置する
には：

1 マスターページを表示するために、「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスター

ページを表示」を選択します。

2 「マスターページ」パネルでマスターページを選択します。

3 ブラウザで、目的のイメージを選択します。

4 新しいページを表示するページを「ページ」パネルで選択します。

選択したページの直後に新しいページが表示されます。

5 「ページを追加」ポップアップメニューから、「新規ページをマスターから追加」＞「選択したイ
メージで」と選択します。

選択したイメージがブックの新しいページに追加されます。すべてのページは、選択したマス

ターページに基づいて作成されています。

ブックにイメージ索引を追加する
索引ページをブックに追加して、ブックに含まれるすべてのイメージのサムネールをそのページ

に表示することができます。選択するテーマに応じて、さまざまな外観およびレイアウトのイメー

ジ索引が用意されています。イメージ索引は通常、ブックの最後または最初に配置します。

ブックの最後に索引ページを追加するには：
1 マスターページを表示するために、「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスター

ページを表示」を選択します。

2 「マスターページ」パネルで索引マスターページを選択します。

3 「ページを追加」ポップアップメニューから「新規ページをマスターから追加」を選びます。

ブックのすべてのイメージを格納するために、必要な数の索引ページを追加します。

4 ブックの最後にある索引ページにイメージを配置するために、アルバム内のすべてのイメージを

選択し、「ブックアクション」ポップアップメニューから「選択したイメージをオートフロー」を

選択します。

選択したすべてのイメージが索引ページの写真ボックスに流し込まれます。手動でイメージを索

引ページにドラッグすることもできます。索引ページをブック内の別の位置に配置したい場合

は、「ページ」パネルで索引ページをドラッグできます。

イメージのメタデータの索引をブックに追加することもできます。
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メタデータの索引をブックに追加するには：

m 「ブックアクション」ポップアップメニューから「索引を作成」を選択します。

索引ページがブックの最後に追加され、イメージのメタデータ情報で索引がアップデートされま

す。索引に表示されるメタデータを変更するには、メタデータボックスを選択して、「メタデータ

のフォーマットを設定します」ポップアップメニューを使用してメタデータのフォーマットを変

更します。

ページを操作する
ブックのページを操作しているときに、デザインやテキストをさまざまに変更できます。

次の操作を行うことができます：

Â ソフトカバーブックまたはハードカバーブックの表紙を作成する

Â ページのマスター・ページ・デザインを選択する

Â ページをコピーする

Â ブック内のページを並べ替える

Â ブックからページを取り除く

Â ページの背景イメージを選択する

Â ページにページ番号を追加する

Â ブックを再構築する

「メタデータのフォーマットを設定」
ポップアップメニュー
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ブックの表紙を作成する
新しいブックアルバムを作成すると、ブックの表表紙ページが自動的に作成されます。そのペー

ジを選択して、タイトル、表紙のイメージまたはデザイン、およびその他のテキストやイメージ

を好みに合わせて追加できます。

また、デザインをソフトカバーまたはハードカバーの間で選択することもできます。ソフトカ

バーデザインの背景は白ですが、ハードカバーデザインを選択してアップルのプリントベンダー

からプリントされたブックを購入するときは、ハードカバーの色をいくつかの選択肢から選ぶこ

とができます。イメージやテキストを追加できるのは、ブックの表表紙だけです。アップルのプ

リントベンダーからブックを購入するときに、背表紙または裏表紙のイメージまたはテキストを

指定することはできません。

ブックのデザインをソフトカバーにするかハードカバーにするかを選択するには、ブックの表紙

ボタンのいずれかをクリックします。

ハードカバーデザインを
表示している表紙ページ

表紙にイメージを追加する
には、ブラウザのイメージ

を写真ボックスにドラッグ
します。

表紙タイトル

ブックの表紙ページ

ブックの表紙ボタン

「ハードカバー（大）」

ボタン

「ソフトカバー（大）」ボタン
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IV
ブックのデザインをハードカバーまたはソフトカバーから選択するには：

m 「ハードカバー（大）」ボタンまたは「ソフトカバー（大）」ボタンをクリックします。

プリントされたブックをアップルのプリントベンダーから購入する予定がない場合でも、グラ

フィックデザイナーに依頼して表表紙と裏表紙を作成してもらったり、グラフィックスアプリ

ケーションを使って自分で表紙をデザインしたりすることもできます。

マスター・ページ・レイアウトを選択する
ページのデザインの選択は、マスター・ページ・レイアウトを適用することで行います。

「Aperture」には、選択したテーマに応じて、さまざまなマスター・ページ・レイアウトが用意
されています。ページデザインは、「マスターページ設定」ポップアップメニューから選択でき

ます。たとえば、イメージが1つだけのページを作成し、後でそのページに2つのイメージが含
まれるように変更することもできます。

さまざまなマスター・ページ・デザインをページに適用すれば、イメージとブックに最も適した

デザインを見つけることができます。

マスター・ページ・デザインをページに適用するには：
1 「ページ」パネルでページを選択します。

2 「マスターページ設定」ポップアップメニューから、目的のマスターページを選択します。

ボックスの位置やサイズを変更してページのデザインを変更した後で、元のデザインを使って始

めからやり直したい場合は、元のマスター・ページ・デザインを再適用できます。

マスター・ページ・デザインをページに再適用するには：
1 「ページ」パネルで、変更したいページを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターを再適用」を選択します。

ページをコピーする
ページに変更を加えてからそのページをブックで再度使用したい場合は、そのページを複製する

ことができます。ページを複製してからそのページに少し変更を加えて、後で使用するために新

しいページデザインと元のデザインを両方とも取っておくこともできます。

ページをコピーするには：
1 複製したいページを選択します。

「ページ」パネルで、Shiftキーを押しながらページをクリックすると、複数のページを選択でき
ます。

2 「ページを追加」ポップアップメニューから「ページを複製」を選びます。

ブック内のページを並べ替える
ブック内のページは移動することができます。特定のページを前のページの方または後のページ

の方に移動する必要がある場合は、そのページをブック構造内の新しい場所にドラッグできます。

ブック内の特定のページを移動するには：
1 「ページ」パネルでページを選択します。

2 ページを新しい場所にドラッグします。
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ブックからページを取り除く
ブックからページを取り除くことができます。ページを取り除くと、そのページの内容が取り除

かれ、削除されたページを埋め込むために残りのページが再度流し込まれます。ブックの表紙

ページを取り除くことはできません。

ブックからページを取り除くには：
1 「ページ」パネルで、取り除きたいページを選択します。

Shiftキーを押しながらページをクリックすると、複数のページを選択できます。

2 「ページを削除」ボタンをクリックし（またはDeleteキーを押し）、ページを削除することを確認
します。

背景イメージを選択する
背景イメージを選択して、ページ上のほかのイメージの背景として表示することができます。た

とえば、教会の場面を背景に新郎新婦が前景として写っているページを作成できます。前景のイ

メージの色を補完するための背景イメージを選択することもできます。

ページの背景イメージを選択するには：
1 「ページ」パネルでページを選択します。

2 背景にしたいイメージをページの上にドラッグし、背景の色が変わったら、マウスボタンを放し

ます。

背景イメージを取り除くには：
1 「ページ」パネルでページを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â ページの背景をクリックしてイメージを選択し、Deleteキーを押してイメージを取り除きます。
Â「背景ページの設定」ポップアップメニューから「背景なし」を選択します。

参考：「背景ページの設定」ポップアップメニューは、すべてのテーマで使用できるわけでは
ありません。

ブックにページ番号を使用する
「Aperture」では、自動的にブックにページ番号を付けることができます。テーマごとに、ページ
上のあらかじめ設定されている位置にページ番号が付きます。ページ番号の機能は、必要に応じ

て切にできます。ページ上のページ番号の位置やページ番号の書式を変更することはできません。

ページ番号の機能を入にするには：
m 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「ページ番号」＞「常に」と選択します。

また、「自動」オプションを選択してページ番号の機能を入にすることもできます。「自動」オプ

ションを選択したときは、ページの背景にイメージがないときに、ページ番号が表示されます。
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IV
ページ番号の機能を切にするには：

m 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「ページ番号」＞「オフ」と選択します。

ブックを再構築する
ブックのデザインに変更を加えた後に、変更していないデザインを使って始めからやり直したい

場合は、ブックを再構築することができます。デフォルトの一連のマスター・ページ・デザイン

を使用してブック構造が再構築され、変更が加えられたページにイメージが追加されます。前に

ページに加えた変更はすべて失われます。ブラウザ上のすべてのイメージをブックに配置する方

法と、選択したイメージをブックに配置する方法があります。

ブラウザ上のすべてのイメージを使用してブックを再構築するには：
m 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「すべてのイメージでブックを再構築」を選択

します。

選択したイメージを使用してブックを再構築するには：
1 ブックに配置したいイメージを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「選択したイメージでブックを再構築」を選択
します。

イメージを操作する
ページにイメージを追加するときに、ページデザインに調整を加えることができます。イメージ

の位置は、写真ボックスで調整できます。ボックスのサイズと場所はページ上で調整できます。

「Aperture」では、フィルタを適用してイメージの外観を変更することもできます。たとえば、
写真ボックスを選択して、そのボックスに入っているイメージにセピア調を適用できます。

ページに写真ボックスを追加する
ページを作成してマスター・ページ・デザインを適用した後に、イメージを入れる写真ボックス

の数をページ上で増やさなければならないことがあります。もっと多くの写真ボックスがある別

のマスター・ページ・デザインを選択するか、または必要な場所に写真ボックスを追加すること

ができます。

ページに写真ボックスを追加するには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 「ページ」パネルで、目的のページを選択します。

3 「写真ボックスを追加」ボタンをクリックします。

写真ボックスが表示されたら、そのボックスを新しい場所にドラッグしてサイズを変更できます。
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写真ボックス内でイメージを埋め込む方法を変更する
「Aperture」は、写真ボックスに合わせてイメージのサイズが調整されるように、事前に設定され
ています。写真ボックス内でのイメージの位置を変更して、中央揃えにしたり、右端または左端

に揃えることができます。

ボックス内でイメージを埋め込む方法を変更するには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 変更したい写真ボックスを選択します。

3 「ブックアクション」ポップアップメニューから「写真ボックスの配置」を選択してから、サブ
メニューの配置オプションを選択します。

Â ページ上のボックスのサイズに合わせてイメージのサイズを調整するには：「サイズ調整して
全面に拡大」を選択します。

Â イメージをボックスの中央に揃えるには：「サイズ調整して中央揃え」を選択します。

Â イメージをボックスの左端に揃えるには：「サイズ調整して左揃え」を選択します。

Â イメージをボックスの右端に揃えるには：「サイズ調整して右揃え」を選択します。

イメージのサイズは、ボックス内で調整することもできます。「Aperture」には、イメージのサ
イズを再調整するための「イメージのサイズ調整」スライダが用意されています。

写真ボックスでイメージのサイズを変更するには：
1 イメージをダブルクリックします。

イメージのサイズを調整できるスライダが表示されます。

2 スライダをドラッグしてイメージのサイズを調整します。

スライダを再度隠すには、写真ボックスの外側をクリックします。

イメージをサイズ調整したときにイメージの一部しか写真ボックスで表示されなくなってし

まった場合は、イメージのどの部分を表示するかを変更できます。

写真ボックスにイメージのどの部分を表示するかを変更するには： 
1 イメージをダブルクリックします。

イメージのサイズを調整できるスライダが表示されます。

2 イメージをドラッグして、ボックス内に表示される部分を変更します。
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IV
写真ボックスのアスペクト比を変更する
ページには、一定のサイズとアスペクト比の写真ボックスがいくつか入っています。特定のボッ

クスを選択して、アスペクト比をイメージに合わせて変更できます。たとえば、横方向のボック

スを縦方向のボックスに変更できます。

「Aperture」には、以下のアスペクト比の写真ボックスを作成するためのコマンドが用意されて
います：

Â


4:3 横方向

Â


3:2 横方向

Â


2:3 縦方向

Â


3:4 縦方向

Â 正方形

Â 現在のイメージのアスペクト比

写真ボックスのアスペクト比を変更するには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 変更したい写真ボックスを選択します。

3 「ブックアクション」ポップアップメニューから「写真ボックスのアスペクト比」を選択してか
ら、サブメニューのアスペクト比を選択します。

Â 写真ボックスを4:3 横方向のアスペクト比に変更するには：「横方向4:3」を選択します。
Â 写真ボックスを3:2 横方向のアスペクト比に変更するには：「横方向3:2」を選択します。
Â 写真ボックスを2:3 縦方向のアスペクト比に変更するには：「縦方向2:3」を選択します。
Â 写真ボックスを3:4 縦方向のアスペクト比に変更するには：「縦方向3:4」を選択します。
Â 写真ボックスを正方形のアスペクト比に変更するには：「正方形」を選択します。

Â ボックス内の現在のイメージのトリミングに合わせて写真ボックスを作成するには：「写真の
アスペクト比」を選択します。

イメージをページに配置する
ページ上の写真ボックスのサイズや位置は変更することができます。まず「レイアウトを編集」

ボタンを選択し、ページフォーマットの変更を有効にする必要があります。これで、ボックスを

クリックして選択することができます。ボックスを選択すると、イメージボックスとテキスト

ボックスにハンドルが表示されるので、ハンドルをドラッグしてボックスのサイズを変更できま

す。ボックスの内容をドラッグして、そのボックスを新しい位置に移動することもできます。

ボックスをドラッグするときに、ページ上の重要な余白とイメージの境界線を示す黄色のガイド

ラインが表示されます。ガイドラインを使えば、そのボックスをページ上のほかのボックスに正

しく揃えることができます。

写真ボックスをページに配置するには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 移動またはサイズ変更したい写真ボックスを選択します。

3 ボックスを新しい位置にドラッグするか、選択したボックスのハンドルをドラッグしてイメージ

のサイズを変更します。
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写真ボックスからイメージをコピーする／ペーストする／カットする／取り除く
イメージをページの写真ボックスに配置してから、1つまたは複数のボックスを選択して、内容
をコピーしてペーストしたり、ボックスからイメージをカットしたり取り除いたりできます。

選択したボックスの内容をコピーしてペーストするには：
1 「内容を編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 内容をコピーしたいボックスを選択します。

3 「編集」＞「コンテンツのコピー」と選択します。

4 コピーした内容を表示したいボックスを選択します。

5 「編集」＞「コンテンツのペースト」と選択します。

選択したボックスをコピーするには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 コピーしたいボックスを選択します。

3 「編集」＞「コピー」と選択します。

4 コピーした写真ボックスを表示したいページを選択します。 

5 「編集」＞「ペースト」と選択します。

選択したボックスの内容をカットしてクリップボードに保存するには：
1 「内容を編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 内容をカットしたいボックスを選択します。

3 「編集」＞「コンテンツのカット」と選択します。

選択したボックスの内容をクリップボードに保存せずに取り除くには：
1 「内容を編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 内容を取り除きたいボックスを選択します。

3



Deleteキーを押します。
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IV
写真ボックスを特定の順序でスタックする
ボックスをページに配置するときに、視覚的な効果を作り出すためにボックスを重ね合わせるよ

うな場合には、それらのスタックの順序を変更することができます。たとえば、3つのイメージ
を一定の順序で次々と重ねて表示したいことがあります。ボックスのスタック順を変更するに

は、ボックスを選択してから、「前面へ」ボタンまたは「背面へ」ボタンをクリックします。

ボックスのスタックの順序を変更するには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 スタック順を変更したいボックスを選択します。

3 以下のいずれかの操作を行います：

Â「前面へ」ボタンまたは「背面へ」ボタンをクリックします。

Â「ブックアクション」ポップアップメニューから「配置」を選択してから、サブメニューの

オプションを選択します。

写真ボックスを取り除く
ページを作成してマスター・ページ・デザインを適用した後に、1つまたは複数の写真ボックス
をページから取り除きたい場合があります。写真ボックスの数がもっと少ない別のマスター・

ページ・デザインを選択するか、またはページから写真ボックスを取り除くことができます。

ページから写真ボックスを取り除くには：
m 「レイアウトを編集」ボタンをクリックし、写真ボックスを選択してから、「編集」＞「カット」

と選択します（またはDeleteキーを押します）。

フィルタを使用してイメージの外観を変更する
「Aperture」では、フィルタを適用してイメージの外観を変更することができます。たとえば、
イメージをフェードするフィルタを適用し、その上にテキストを配置すれば、趣の異なる表紙を

作成できます。イメージを白黒またはセピア調に変更するフィルタを適用することもできます。

「背面へ」ボタン

「前面へ」ボタン

「写真フィルタを設定」
ポップアップメニュー
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写真ボックスにフィルタを適用するには：
1 変更したいイメージを含む写真ボックスを選択します。

2 「写真フィルタを設定」ポップアップメニューから、目的のフィルタスタイルを選択します。

参考：ブック内のイメージにフィルタを適用した後に、ルーペでイメージを確認すると、フィル
タ効果が適用されていない状態でイメージが表示されます。フィルタは、ブック内のイメージだ

けに適用され、イメージソースには適用されません。ルーペには、イメージソースが表示されます。

テキストを操作する
ブックのレイアウトを操作しているときに、テキストを追加してページに配置することができます。

次の操作を行うことができます：

Â テキストボックスにテキストを入力してページに配置する

Â 新しいテキストボックスをページに追加する

Â イメージのメタデータを表示するメタデータボックスを追加する

Â テキストのスタイルを選択し、フォント、フォントスタイル、およびフォントサイズを変更する

Â テキストボックスのサイズと位置を変更して、テキストをページに配置する

Â ページ上のテキスト列の数を変更する

Â ページからテキストボックスを取り除く

ブックのページごとに個別にテキストの変更を加えたり、マスターページを変更して独自のテキ

ストスタイルとレイアウトを設定したテンプレートページを作成したりできます。

ページにテキストを配置する
マスター・ページ・デザインに用意されているテキストボックスには、テキストを選択して入力

することができます。テキストをコピーしてテキストボックスにペーストすることもできます。

テキストボックスにテキストを追加するには：
1 「内容を編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 「ページ」パネルで、編集したいページを選択します。

3 変更したいテキストボックスを選択します。

4 既存のテキストを選択して入力するか、目的のテキストをペーストします。
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IV
ページにテキストボックスを追加する
ページにテキストを追加するために別のテキストボックスが必要な場合は、ボックスを追加して

好きな場所に配置することができます。

ページにテキストボックスを追加するには：
1 「ページ」パネルで、テキストを追加するページを選択します。

2 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします。

3 「テキストボックスを追加」ボタンをクリックします。

新しいテキストボックスがページに表示されます。

4 新しいテキストボックスを適切な場所にドラッグします。

テキストボックスのサイズは、サイズ変更ハンドルをドラッグして変更できます。

ページにメタデータボックスを追加する
イメージをページに表示するときに、そのイメージにメタデータを関連付けることができます。

イメージのメタデータを表示するには、ページにメタデータボックスを追加してイメージにリン

クします。

ページにメタデータボックスを追加するには：
1 「ページ」パネルで、メタデータボックスを追加したいページを選択します。

2 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします。

3 メタデータボックスを追加したい写真ボックスを選択します。

「レイアウトを編集」ボタンをクリックし、

ページにテキストボックスを追加したり、
テキストボックスを移動したりします。

「テキストボックスを追加」ボタン

「レイアウトを編集」ボタンをクリックし、

ページにメタデータボックスを追加したり、
メタデータボックスを移動したりします。
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4 「メタデータボックスを追加」ボタンをクリックします。

新しいメタデータボックスがページに表示されます。

5 新しいメタデータボックスを適切な場所にドラッグします。

メタデータボックスのサイズは、サイズ変更ハンドルをドラッグして変更できます。

6 メタデータフォーマットのポップアップメニューから、ボックスに表示したいメタデータのタイ

プを選択します。

メタデータボックスと特定のイメージとのリンクは解除することができ、必要なときにリンクし

直すことができます。

メタデータボックスのリンクを解除するには：
1 「ページ」パネルで、リンクを解除したいメタデータボックスがあるページを選択します。

2 リンクを解除したいメタデータボックスを選択します。

3 「ブックアクション」ポップアップメニューから「メタデータボックスをリンク解除」を選択し
ます。

メタデータボックスを再リンクするには：
1 「ページ」パネルで、リンクしたいメタデータボックスがあるページを選択します。

2 リンクしたいメタデータボックスと写真ボックスを、コマンドキーを押しながらクリックして選

択します。

3 「ブックアクション」ポップアップメニューから「メタデータボックスをリンク」を選択します。

ブックのイメージプレート番号を隠す／表示する
ブックまたはウェブギャラリーで、プレート番号の表示／非表示を切り替えることができます。

「Aperture」の初期設定では、イメージのプレート番号は表示されません。

ブックのプレート番号の表示／非表示を切り替えるには：
m ブック・レイアウト・エディタで、「ブックアクション」ポップアップメニューから「プレート

メタデータを有効にする」を選択します。

「メタデータボックスを追加」ボタン

「メタデータのフォーマットを設定」

ポップアップメニュー



第21章    ブックを作成する 601





IV
テキストスタイルを選択する
テキストボックスやメタデータボックスにテキストスタイルを割り当てて、テキストの外観を変

更することができます。「Aperture」のマスターページには、表紙テキスト、サブタイトル、ヘッ
ダ、段落テキストなど、重要なテキスト要素のデザインがあらかじめ設定されたテキストスタイ

ルが用意されています。これらのスタイルは、編集中に、テキストボックスやメタデータボック

スに簡単に適用できます。

テキストボックスまたはメタデータボックスのテキストスタイルを変更するには：
1 変更したいテキストボックスまたはメタデータボックスを選択します。

2 テキストスタイルのポップアップメニューから、テキストのテキストスタイルを選択します。

ブック内のフォントを変更する
「Aperture」では、「フォント」ウインドウを使って、ブック内のフォントを変更できます。ペー
ジ上のテキストボックスでテキストを選択し、フォント、フォントサイズ、フォントカラーなど

を変更できます。

重要：「Aperture」には、「システム環境設定」の「アピアランス」パネルで設定した「滑らかな
文字」環境設定が適用されます。MacOSXのデフォルト設定では、サイズが8 ポイント以下の
フォントは滑らかに表示されません。この設定は、画面上のフォントの表示だけに適用されます。

プリントするフォントは滑らかになります。

「フォント」ウインドウを表示するには：
m テキストボックスを選択し、「編集」＞「フォントパネルを表示」と選択します（またはコマン

ド＋Tキーを押します）。

「テキストスタイルを設定」

ポップアップメニュー
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ページ上のテキストを並べ替える
ページ上のテキストボックスやメタデータボックスのサイズや位置は変更することができます。

まず「レイアウトを編集」ボタンを選択し、ページフォーマットの変更を有効にする必要があり

ます。ボックスをクリックして選択するとハンドルが表示されるので、ハンドルをドラッグして

ボックスのサイズを変更できます。ボックスの内容をドラッグして、そのボックスを新しい位置

に移動することもできます。

ページ上のテキストを並べ替えるには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 「ページ」パネルで、編集したいページを選択します。

3 移動またはサイズ変更したいテキストボックスを選択します。

4 ボックスを新しい位置にドラッグするか、選択したボックスのハンドルをドラッグしてイメージ

のサイズを変更します。

テキストの列数を変更する
1～4列のテキストが入るように、テキストボックスのフォーマットを変更することができます。

テキストボックスのテキスト列の数を変更するには：
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします（まだ選択されていない場合）。

2 テキストボックスを選択します。

3 「ブックアクション」ポップアップメニューから「テキストボックスの列」を選択し、サブメ
ニューから適切な列数を選択します。

4 必要に応じて、変更後の列のレイアウトに合わせて、テキストボックスのサイズを変更します。

ページからテキストボックスを取り除く
ページを作成してマスター・ページ・デザインを適用した後に、1つまたは複数のテキストボッ
クスをページから取り除きたい場合があります。テキストボックスの数がもっと少ない別のマス

ター・ページ・デザインを選択するか、または手動でテキストボックスを選択して取り除くこと

ができます。

ページからテキストボックスまたはメタデータボックスを取り除くには： 
1 「レイアウトを編集」ボタンをクリックします。

2 取り除きたいテキストボックスまたはメタデータボックスを選択して、「編集」＞「コンテンツ

をカット」と選択します（またはDelete キーを押します）。
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IV
「レイアウトオプション」インスペクタを使用する
「レイアウトオプション」インスペクタを使用すると、ページ上の項目を選択してそのジオメト

リを表示することができます。プリンタによっては、正確なレイアウトサイズが必要です。「レ

イアウトオプション」インスペクタを使用すると、値スライダに新しいサイズを入力すること
で、すべての項目をページ上に正確に配置することができます。また、テキストボックスや写真

ボックスのアングルを変更したり、写真ボックスにカラーの境界線を適用したりできます。

「レイアウトオプション」インスペクタを開くには：
m 「ブックアクション」ポップアップメニューから「レイアウトオプションを表示」を選択します。

ブック・レイアウト・エディタの左上の領域に「レイアウトオプション」インスペクタが表示さ

れます。

テキストボックスまたは写真ボックスのサイズを変更するには：
1 テキストボックスまたは写真ボックスを選択します。

2 以下の操作を行います：

Â 選択した項目を左右に移動するには：「X」値スライダに新しい値を入力します。

Â 選択した項目を上下に移動するには：「Y」値スライダに新しい値を入力します。

Â 選択した項目の幅を変更するには：「幅」値スライダに新しい値を入力します。

Â 選択した項目の高さを変更するには：「高さ」値スライダに新しい値を入力します。

テキストボックスまたは写真ボックスのアングルを変更するには： 
1 テキストボックスまたは写真ボックスを選択します。

2 「アングル」値スライダに値を入力します。

値が大きくなるにつれて、イメージは反時計回りに回転します。

写真ボックスに境界線を追加するには：
1 写真ボックスを選択します。

2 「太さ」値スライダに値を入力して、境界線の幅を設定します。

3 「カラー」ボックス内をクリックし、「カラー」ウインドウから色を選択して、境界線の色を設定
します。

境界線がイメージに適用されます。

「レイアウトオプション」
インスペクタ
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マスターページを操作する
マスターページには、ページの初期デザインが用意されています。ページを作成するときは、マ

スター・ページ・デザインを1つのブックに何度も適用することになります。

再利用可能なブックアルバムの作成を計画している場合は、ブックを作成する前に、選択した

テーマのページデザインをカスタマイズすることができます。マスターページを選択して、ペー

ジに表示する写真ボックス、テキストボックス、およびメタデータボックスを変えながら、変更

を加えることができます。特定のレイアウトが必要な場合は、それに合わせて新しいマスター

ページを作成することもできます。ページを変更するときは、この章ですでに説明した写真ボッ

クス、テキストボックス、およびメタデータボックスの操作手順を使用できます。

マスターページを変更するには、「マスターページ」パネルでマスターページを表示してから、新

しいページを追加するか、または編集したいページを選択します。「マスターページ」パネルでマ

スターページを選択すると、表示が拡大されたページがブック・レイアウト・エディタに表示さ

れます。

次の操作を行うことができます：

Â マスターページを表示する

Â 新しいマスター・ページ・デザインを作成する／既存のマスター・ページ・デザインを変更する

Â マスターページの左右（見開きのページ）のバージョンを作成する／左右のバージョンを結合

して1 つのページにする

Â ブックページの基になっているマスターページに加えた変更を使用して、ブックをアップ

デートする

編集したいマスターページ
をここで選択します。

ここでマスターページの
レイアウトを変更します。

「マスターページ」パネルを表示するには、

このポップアップメニューから「マスター
ページを表示」を選択します。
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IV
マスターページを表示する
テーマのマスターページを表示して編集するには、「マスターページ」パネルにマスターページ

を表示する必要があります。

マスターページを表示するには：
m 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターページを表示」を選択します。

「マスターページ」パネルは「ページ」パネルの上に表示され、選択したテーマのマスターペー

ジのサムネールが表示されます。「マスターページ」パネルでマスターページを選択すると、そ

れらが表示されて編集することができます。「マスターページ」パネルと「ページ」パネルの間

の境界線をドラッグすると、パネル表示のサイズを変更できます。

マスターページを隠すには：
m 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターページを隠す」を選択します。

マスターページを作成する／変更する
新しいマスターページを作成したり、既存のマスターページを複製して変更することができま

す。たとえば、オリジナルのマスター・ページ・デザインに含まれる2つの写真レイアウトをカ
スタマイズする場合に、カスタマイズしたレイアウトを保存すれば、2つの写真レイアウトに複
数のバージョンができ、それらから選択できるようになります。新しいマスターページを作成す

ると、そのマスターページ名が「マスターページ設定」ポップアップメニューに表示されるので、

そこから選択してブックのページにデザインを適用できます。

新しいマスター・ページ・デザインを作成するには：
1 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターページを表示」を選択します。

2 「マスターページ」パネルでマスターページをクリックします。

3 「ページを追加」ポップアップメニューから「新規ページを追加」を選びます。

4 必要に応じて、ページの名前を変更します。

5 新しいマスターページを選択し、変更を加えます。

マスター・ページ・デザインを複製して変更するには：
1 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターページを表示」を選択します。

2 「マスターページ」パネルで、複製したいマスターページを選択します。

3 「ページを追加」ポップアップメニューから「ページを複製」を選びます。

4 必要に応じて、ページの名前を変更します。

5 新しいマスターページを選択し、変更を加えます。

ブックのページのデザインを変更したら、新しいマスターページを作成するためにその変更を保

存することもできます。
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ブックのページから新しいマスター・ページ・デザインを作成するには：
1 「ページ」パネルにあるブックのページの中から、変更を加えてマスターページとして保存したい
ページを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「ベージを保存」＞「新規書類マスターとして」
と選択します。

3 必要に応じて、「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターページを表示」を選択

して「マスターページ」パネルを表示します。

4 「マスターページ」パネルで新しいマスターページを選択し、名前を変更します。

ブックのページのデザインをアップデートした後で、その変更を使用してオリジナルのマスター

ページをアップデートできます。

ブックページへの変更をオリジナルのマスター・ページ・デザインに保存するには：
1 「ページ」パネルで、デザインを変更したページを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「ベージを保存」＞「書類マスターに」と選択
します。

変更後のデザインでオリジナルのマスターページがアップデートされます。

マスターページを統合する／分割する
一部のマスターページには、見開きの左右のページのブック余白に合わせて、左右のバージョン

があります。左または右のマスターページを選択し、2 つのバージョンを1つのページにまとめ
ることができます。

マスターページの左右のバージョンを統合するには：
1 「マスターページ」パネルで左または右のマスターページを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターページの統合」を選択します。

また、1つのバージョンだけで構成されるマスターページを選択して、左右のバージョンに分割
することもできます。

左または右のバージョンを持たないマスターページを左右のバージョンに分割するには： 
1 「マスターページ」パネルでマスターページを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターページを分割」を選択します。

左右のページの余白に合わせて、新しいページの項目の位置を調整できます。

マスターページへの変更を使ってブックページをアップデートする
マスターページを変更した後に、変更後のデザインをブックのページに適用することができま
す。それらのページのデザインは、マスターページが後で変更されても、自動的にアップデート

されることはありません。ただし、改定後のマスター・ページ・デザインを使って、それらの

ブックページをアップデートすることはできます。
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IV
変更したマスター・ページ・デザインを使ってページをアップデートするには：

1 「ページ」パネルで、マスター・ページ・デザインをアップデートしたいページを選択します。

2 「ブックアクション」ポップアップメニューから「マスターを再適用」を選択します。

選択したページに現在のマスター・ページ・デザインが適用されます。

カスタムテーマを操作する
「小」、「中」、および「大」のフォーマットのブックサイズとは異なるサイズのブックが必要な場

合は、必要とされる正確なサイズでカスタムテーマを作成することができます。カスタムテーマ

でサイズを設定すると、プロ向けのプリンタで要求される精度で設定できます。

カスタムテーマを作成する
カスタムテーマは、「テーマ」ダイアログで作成します。

カスタムテーマを作成するには：
1 ブック・レイアウト・エディタで、「テーマ」ボタンをクリックします。

テーマを変更するとテキストが失われる可能性があることを警告するダイアログが表示されます。

2 「OK」をクリックします。

3 表示されるダイアログの「ブックのタイプ」ポップアップメニューから、「カスタム」を選択し

ます。

4 ダイアログの下部にある「新規テーマ」ボタンをクリックします。

「新規カスタムブック」ダイアログが表示されます。

5 「テーマ名」フィールドにカスタムテーマの名前を入力します。

6 「ページサイズ」、「イメージの間隔」、および「余白」領域にブックのサイズを入力し、「OK」を
クリックします。

新しいカスタムテーマが「テーマ」リストに表示されます。
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カスタムテーマを共有する
カスタムテーマをほかのApertureシステムと共有することができます。デフォルトでは、カス
タムテーマは「Finder」の次の場所に保存されます：
「/ ユーザ/＜ユーザ名＞/ライブラリ/ApplicationSupport/Aperture2/BookThemes/」

カスタムテーマをほかのApertureシステムと共有するには：
m 共有したいテーマを一方のAperture システム上の「 Book Themes」フォルダからもう一方の

Apertureシステム上の同じ場所にコピーします。

「ブックのタイプ」ポップアップメニューから「カスタム」を選択すると、「テーマ」ダイアログ

にカスタムテーマが表示されます。

ブックアルバムをコピーする
必要なブック構造を設定した後で、その構造をほかのプロジェクトで再利用できます。たとえば、

結婚式のアルバムのブック構造を作成したら、何度も再利用することができます。

特定のブックアルバムを選択して複製することができます。そのアルバムからイメージを取り除

いて、新しいブックのためにほかのイメージに置き換えることができます。「Aperture」では、
複製後のブック構造に新しいイメージを自動的に流し込むことができます。

ブックアルバムをコピーし、そのアルバムに新しいイメージを配置するには：
1 「プロジェクト」インスペクタでブックアルバムを選択します。

2 「ファイル」＞「ブックを複製」と選択します。

3 必要に応じて、複製後のブックアルバムを新しいプロジェクトにドラッグします。

4 複製後のブックアルバムが「プロジェクト」インスペクタで選択された状態で、ブラウザでイ

メージを選択し、「編集」＞「すべてを選択」と選択します（またはコマンド＋Aキーを押します）。

5 アルバムからそれらのイメージを取り除くために、「イメージ」＞「アルバムから取り除く」と

選択します（またはDeleteキーを押します）。

すべてのイメージがブラウザとブックページから取り除かれます。 

6 ブックに配置したいイメージが含まれるプロジェクトを選択します。

7 イメージを選択して、「プロジェクト」インスペクタの複製後のブックアルバムにドラッグします。

8 「プロジェクト」インスペクタで複製後のブックアルバムを選択します。

9 ブラウザ内のイメージを、ブックに適したレイアウトに配置します。

10 「ブックアクション」ポップアップメニューから、「配置していないイメージのオートフロー」を
選択します。

イメージが自動的にブックページに配置されます。
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IV
ブックをプリントする
ブックを作成したら、プリントおよび製本されたブックをアップルのプリントベンダーから購入

することができます。また、自分のプリンタを使ってブックをプリントしたり、PDFファイルを
作成して顧客やアップル以外のプリントベンダーに送ったりすることもできます。

ファイルをプリントベンダーに渡す予定のときは、ブックをPDFファイルまたはPostScript 書
類として保存できます。このファイルをプリンタに送信したり、DPEショップに送付したりでき
ます。プリンタでブックをプリントする方法について詳しくは、471ページの第 16章「イメー
ジをプリントする」を参照してください。

プリンタでブックを
プリントするか、 

PDFファイルを作成
するときは、ここを

クリックします。
プリントされたブックを 

MobileMeアカウントを使用して
購入するときは、ここを

クリックします。
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22 イメージのバックアップを作成する

撮影した写真を保護するには、信頼できるバックアップシステムを構
築して定期的にバックアップを作成することが重要です。

この章では、「Aperture」のバックアップシステムを使用して、Apertureライブラリ全体のバッ
クアップを定期的に作成する手順について説明します。「Aperture」では、最後に行ったバック
アップが最新であるかどうかが簡単に分かるので、好きなときにすぐにバックアップをアップ

デートできます。火事や天候の影響で機器が損傷した場合など、機器の障害やその他の予期しな

い問題が万一発生した場合には、Aperture ライブラリ全体をお使いのコンピュータまたは新し
いコンピュータに簡単に復元できます。

この章の内容：

Â バックアップワークフローの概要（612ページ）

Â バックアップシステムを計画する（613ページ）

Â「ボールト」パネルを操作する（614ページ）

Â ボールトを作成する（616ページ）

Â ボールトをアップデートする（617ページ）

Â ボールトのハード・ドライブとシステムとの接続を一時的に解除する（618ページ）

Â ボールトのハード・ドライブをシステムに再接続する（618ページ）

Â ボールトを完全に削除する（619ページ）

Â 現場のポータブルコンピュータからイメージのバックアップを作成する（619ページ）

Â


Apertureシステムを復元する（621ページ）
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バックアップワークフローの概要
ライブラリのバックアップコピーを作成しておくと、万一予期しない事故によってファイルが失

われても、後でバックアップボールトからファイルを簡単に復元できます。ライブラリのバック

アップを定期的に作成し、バックアップを別の場所に保管しておけば、作品を失う危険はほとん

どなくなります。

イメージのバックアップを作成すると、現在の状態のライブラリの完全なコピーが作成されます。

ライブラリから項目を取り除いた場合、それらの項目は次回バックアップをアップデートすると

きにバックアップから取り除かれます。

ライブラリの完全なバックアップは、必要な数だけ作成して保存できます。ライブラリのアーカ

イブの履歴を管理したい場合は、各バックアップを何らかの方法で定期的に保存するシステムを

計画する必要があります。

ライブラリのコピーをボールトと呼ばれる指定した記憶領域にバックアップを作成するように、
「Aperture」を設定します。安全性と冗長性を確保するために、ボールトの保存には外部ハード
ディスクを使用してください。「Aperture」では、必要な数のボールトを作成できます。たとえ
ば、一方の外部ハードディスクには、日次バックアップを保管するためのボールトを作成し、別

の場所にある別の外部ハードディスクには、2つ目のボールトを作成します。

管理されたイメージのすべてのマスター、すべてのバージョン、およびすべてのメタデータ、プ

レビュー、イメージに関連付けられた調整情報のバックアップが作成されます。バージョン、プ

レビュー、および参照マスターに関連付けられたメタデータもボールトにバックアップが作成さ

れます。

重要：参照マスターは、ライブラリと一緒にボールトにバックアップが作成されません。参照イ
メージのマスターはライブラリの外に保存されるため、それらのファイルのバックアップおよび

アーカイブは自分で管理する必要があります。

コンピュータシステムに機械的な障害や予期しない損傷が発生することがまれにあります。ま

た、機器をアップグレードしたために、撮影した写真を新しいシステムに移動しなければならな

いこともあります。「Aperture」では、Apertureライブラリ全体をバックアップディスクからお
使いのコンピュータまたは新しいシステムに復元する作業を簡単に実行できます。イメージおよ

びプロジェクトの復元について詳しくは、621ページの「Aperture システムを復元する」を参
照してください。
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IV
写真ライブラリに写真を追加すると、どのファイルがボールトにバックアップが作成されている

かが自動的に監視されます。ボールトにバックアップが作成されていないイメージファイルがラ

イブラリにあるときには、「ボールトの状況」ボタンが赤く表示されます。ボールトが最新の状

態のときには、そのボールトの「ボールトの状況」ボタンが黒く表示されます。イメージに変更

（イメージ調整や、メタデータまたはキーワードの変更など）を加えたけれども、まだボールト

にバックアップが作成されていないときには、ボタンが黄色く表示されます。ボールトはいつで

もアップデートできます。

バックアップシステムを計画する
「Aperture」を使い始めたら、イメージのバックアップを定期的に実行することが重要になりま
す。カメラから新しいイメージを読み込んだら、すぐにバックアップを作成して、コピーを安全

に保存しておく必要があります。「Aperture」の通常の操作で新しいイメージバージョンを作成
したり調整を加えたりするときは、その作業をディスクにコピーし、バックアップボールトを最

新の状態にしておくことをお勧めします。

「Aperture」で使用する通常のバックアップシステムの例を次に示します：

ボールト 「ボールトの状況」ボタン

「ボールトパネル」ボタンを
クリックすると、「ボールト」

パネルが表示されます。

オフィス リモートの場所

Apertureライブラリ
（内部ディスク）

ボールト
（外部ディスク）

ボールト
（遠隔地にあり定期的に
アップデートされる）
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このシステムでは、外部ハードディスクに保存されている2つのボールトにAperture ライブラ
リのバックアップを作成します。一方の外部ハードディスクにライブラリのバックアップを定期

的に作成します。2台目のハードディスクは、別の場所に保管するバックアップとして使用しま
す。現場の外部ハードディスクにライブラリのバックアップを作成し、それを別の場所のハード

ディスクと交換するという作業を繰り返し、すべてのボールトが常にアップデートされるように

します。

「Aperture」のバックアップシステムを設定するには、以下の操作を行う必要があります：
1 必要なボールトの数を決めます。たとえば、通常のバックアップ用のボールトが必要か、週ごとの

バックアップ用のボールトが必要か、別の場所で保管するためのボールトが必要かを判断します。

2 通常のバックアップに必要なハードディスクの数を決めます。

3 別の場所のバックアップを保存するために使用するハードディスクの数を決めます。

4 ハードディスクドライブをコンピュータに接続します。

5 「Aperture」を開いて、必要なボールトを作成し、ハードディスクを各ボールトに割り当てます。

6 新しい空のボールトをApertureライブラリのコピーでアップデートします。 

7 いずれかのボールトハードディスクの接続を解除し、別の場所に持ち込んで安全に保管します。

必要な記憶領域の大きさを計画するときは、既存のデジタルイメージ（「Aperture」に読み込む
予定の写真）を保管するのに必要なディスク領域と、新しいプロジェクトのために必要な領域を

見積もります。たとえば、RAWイメージには通常、1ファイルあたり8 ～18MBのディスク領
域が必要です。標準的なプロジェクトのイメージ数と、1 年間に通常使用するプロジェクトの数
を見積もることで、1年間の記憶領域をおおまかに見積もることができます。

ハードディスクおよびバックアップシステムの初期設定に必要な手順については、625ページの
付録 A「Apertureシステムを設定する」を参照してください。

「ボールト」パネルを操作する
「プロジェクト」インスペクタの下にある「ボールト」パネルを使って、ボールトの場所を設定

し、ボールトの状況を確認します。

「ボールト」パネルを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ウインドウ」＞「ボールトを表示」と選択します（またはShift ＋Rキーを押します）。

m 「ボールトパネル」ボタンをクリックします。
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IV
「ボールト」パネルのコントロール
ボールトのアップデートに使用するコントロールがいくつか表示されます。

Â 三角形の情報表示ボタン：ボールトに割り当てられているハードディスクを表示するときに、
ここをクリックします。

Â「ボールトの状況」ボタン：ボールトをアップデートするときに、このボタンをクリックします。
「ボールトの状況」ボタンの色によって、ボールトの状態が分かります。

Â「黒」：ボールトは最新の状態です。

Â「黄」：ライブラリ内のすべてのマスターのバックアップが作成されましたが、1つ以上のバー
ジョンに調整などの変更が発生し、まだバックアップが作成されていません。作品を保護す

るために、ボールトをアップデートする必要があります。

Â「赤」：ライブラリ内の1つ以上のマスターのバックアップが作成されていません。マスター
が失われることを防ぐために、ボールトをアップデートする必要があります。

Â「すべてのボールトをアップデート」ボタン：接続されているすべてのボールトを同時にアッ
プデートするときに、このボタンをクリックします。

Â「ボールトパネル」ボタン：「ボールト」パネルの表示／非表示を切り替えるときに、このボタ
ンをクリックします。

Â「ボールトアクション」ポップアップメニュー：ボールトを追加したり、取り除いたり、アッ
プデートするときに、このポップアップメニューを使用します。

Â 利用可能なディスク領域：「Aperture」では、ボールトが使用するハードディスクについて、
利用可能な記憶領域が監視されます。色の付いたバーによって、ボールトが使用している領

域、使用していない領域、および「Aperture」以外のファイルが使用している領域が分かり
ます。

三角形の情報表示ボタン 「ボールトの状況」ボタン

「ボールトアクション」
ポップアップメニュー

「すべてのボールトを
アップデート」ボタン

「ボールトパネル」
ボタン

「Aperture」以外のファイルが
使用する領域

ボールト上で利用可能な

未使用の領域

色の付いたバーは、

ボールトが使用する領域を
表しています。
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ボールトを作成する
ファイルのバックアップを作成する前に、ボールトを作成し、そのボールトにハードディスクを

割り当てる必要があります。ディスクをボールトに割り当てると、そのボールトを使用してライ

ブラリ全体のバックアップが作成されます。複数の追加のボールトを作成してハードディスクを

それらに割り当てれば、それぞれにライブラリの完全なバックアップを記録できます。

新しいボールトを作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「ボールト」＞「ボールトを追加」と選択します。

Â「ボールトアクション」ポップアップメニューから「ボールトを追加」を選びます。

2 「ボールトを追加」ダイアログで、次のオプションを指定します：

Â ボールトに付ける名前を「ボールト名」フィールドに入力します。

Â 場所のポップアップメニューから、ボールトを保存する場所を選択します。

3 「追加」をクリックします。

重要：イメージ資産を確実に保存するために、別々の外部ハードディスクドライブを各ボールト
に割り当てるようにしてください。

ボールトに割り当てられているハードディスクを表示するには：
m 「ボールト」パネルで、ボールト名の横にある、三角形の情報表示ボタンをクリックします。

ボールト名の横の表示から、ボールトを使用できる空き領域を簡単に確認できます。ライブラリの

完全なバックアップを作成し、新しいイメージを読み込むにつれてライブラリのサイズが拡張して

いけるようにするために、ボールトには十分なディスク領域を割り当てるようにしてください。

「ボールトアクション」
ポップアップメニュー

「ボールトパネル」ボタン

三角形の情報表示ボタンを

クリックすると、ボールト
に割り当てられている

ハードディスクが表示
されます。
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IV
ボールトをアップデートする
「Aperture」では、いつでもボールトをアップデートできます。各ボールトの横にある「ボール
トの状況」ボタンの色で、アップデートする必要のあるボールトが分かります。「Aperture」で
は、特定のボールトをアップデートする方法と、すべてのボールトを一度にアップデートする方

法を利用できます。

「Aperture」に新しいイメージを読み込んだ後にバックアップをただちに作成して、デジタルファ
イルが複数の場所に確実に存在するようにしてください。既存のボールトをアップデートすれ

ば、読み込んだイメージのバックアップをただちに作成できます。

接続されているボールトをすべてアップデートするには：
1 次のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「ボールト」＞「すべてのボールトをアップデート」と選択します。

Â「ボールト」パネルで、「すべてのボールトをアップデート」ボタンをクリックします。

2 表示されるダイアログで、「すべてのボールトをアップデート」をクリックします。

既存のボールトをアップデートするには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「ボールトを表示」と選択します（またはShift ＋Rキーを押します）。
Â「ボールトパネル」ボタンをクリックします。

2 アップデートするボールトを選択します。

3 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ボールト」パネルで、「ボールトアクション」ポップアップメニューから「ボールトをアップ

デート」を選びます。

Â ボールト名の横にある「ボールトの状況」ボタンをクリックします。

4 表示されるダイアログで、「ボールトをアップデート」ボタンをクリックします。
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ボールトのハード・ドライブとシステムとの接続を一時的に解除する
バックアップ用のハードディスクドライブは、定期的にAperture システムとの接続を解除して、
別の安全な場所に持ち込むこともできます。バックアップ用のハード・ドライブとコンピュータ

との接続を解除すると、関連付けられているボールトはオフラインになります。そのハード・ド

ライブを再接続すると、ハードディスクが自動的に検出されて対応するボールトに接続されます。

ボールトのハードディスクドライブとApertureシステムとの接続を解除するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â ボールト名の横にある三角形の情報表示ボタンをクリックし、ボールトに割り当てられている

ハードディスクの名前を表示して、ハードディスク名の横にある「取り出し」ボタンをクリッ

クします。

Â「Finder」で、ドライブのハードディスクアイコンを「ゴミ箱」にドラッグするか、サイドバー
でディスクを選択して「取り出し」ボタンをクリックします。

2 ハードディスクドライブとコンピュータとの接続を解除します。

ボールトのハード・ドライブをシステムに再接続する
別の場所にあるハードディスクドライブにAperture ライブラリのバックアップを保管している
場合は、そのドライブをときどき持ち込んでアップデートする必要があります。「Aperture」で
は、ボールトとの接続を解除されていたハードディスクが監視されています。ハードディスクド

ライブを再接続すると、そのハードディスクが自動的に検出され、どのボールトに割り当てられ

ているかが判別されて、そのボールトに接続し直されます。

必要に応じて、バックアップ用のハードディスクドライブの名前を変更したり、新しいドライブ

を追加してそのドライブにボールトをコピーすることもできます。この場合、バックアップ用の

新しいハードディスクドライブまたは名前を変更したドライブの場所またはパスを指定する必

要があります。

ボールトの新しい場所またはパスを指定するには：
1 ハードディスクドライブをコンピュータに接続します。

2 「ボールト」パネルを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「ウインドウ」＞「ボールトを表示」と選択します（またはShift ＋Rキーを押します）。
Â「ボールトパネル」ボタンをクリックします。

3 新しいパスにアップデートするボールトを選択します。

4 「ボールトアクション」ポップアップメニューから「ボールトのパスをアップデート」を選択し
ます。

5 ハードディスクドライブ上にあるボールトの場所に移動して選択し、「パスをアップデート」をク

リックします。
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IV
ボールトを完全に削除する
バックアップシステムを再構成する必要がある場合は、ボールト全体とそのイメージをすべて削

除することができます。この操作は、バックアップボールトをもっと容量の大きなハードディス

クに移動し、現在のハードディスクドライブからそのボールト情報を削除してそのドライブを別

の目的に使いたい場合に、利用できます。

ボールトを完全に取り除いてその情報を削除するには：
1 「ボールト」パネルで、取り除きたいボールトを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「ボールト」＞「ボールトを取り除く」と選択します。

Â「ボールトアクション」ポップアップメニューから「ボールトを取り除く」を選択します。

ボールトを取り除くかどうかを確認するダイアログが表示されます。

3 以下のいずれかのボタンをクリックします：

Â「ボールトを取り除く」：このボタンをクリックした場合には、ボールトが監視されなくなりま
すが、ボールトのファイルはハードディスクに残ります。

Â「ボールトを取り除いて削除」：このボタンをクリックした場合には、ボールトが監視されなく
なり、ボールトのファイルもハードディスクから削除されます。

現場のポータブルコンピュータからイメージのバックアップを作成
する
現場で作業するフォトグラファーの中には、撮影したイメージをポータブルコンピュータの
Aperture ライブラリに一時的に保存する人もいます。Aperture のメインシステムを現場の新し
いイメージでアップデートするときは、安全で信頼できる方法を使用することが重要になります。

メインシステムのライブラリをアップデートするときにイメージを上書きする危険をなくすた

めに、現場のコンピュータのイメージをプロジェクトとして書き出すことをお勧めします。この

プロジェクトは、メインコンピュータに転送してライブラリに読み込むことができます。この方

法ではイメージが上書きされないので、作業を失う危険がありません。

重要：Aperture ライブラリ全体をコンピュータ間でコピーすることはお勧めできません。ライ
ブラリをコピーする方法でイメージを転送すると、2つのライブラリのファイルが同一でないと
きにイメージが上書きされて失われる危険があります。
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「Aperture」からプロジェクトを書き出すには：
1 「プロジェクト」インスペクタで、書き出したいプロジェクトを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「書き出す」＞「プロジェクト」と選択します。

Â「プロジェクト」インスペクタの「プロジェクトアクション」ポップアップメニューから

「プロジェクトを書き出す」を選択します。

3 書き出すプロジェクトの名前を「別名で保存」フィールドに入力します。

4 場所のポップアップメニューから、プロジェクトを保存する場所を選択します。 

5 参照イメージのマスターをプロジェクトファイルに含めたい場合は、「書き出されたプロジェク

トにイメージを統合」チェックボックスを選択します。

6 書き出し処理が完了したら通知されるようにしたい場合は、「終了時に警告を表示」チェックボッ

クスを選択します。

7 「保存」をクリックします。

書き出したプロジェクトは、さまざまな方法でApertureのメインシステムに転送できます。
1つは、プロジェクトを外部ハードディスクに転送する方法です。このプロジェクトは、ハード
ディスクをメインコンピュータに接続してAperture ライブラリに読み込むことができます。職
場のネットワークを経由してイメージを転送することもできます。

また、FireWire ケーブルを使って2台のコンピュータを接続し、プロジェクトを転送することも
できます。FireWireポートを使って2台のコンピュータを接続し、一方のコンピュータをFireWire
ターゲット・ディスク・モードで再起動します。FireWire ターゲット・ディスク・モードで再起
動したコンピュータのハードディスクアイコンが、もう一方のコンピュータのデスクトップに表

示されます。これで、コンピュータ間でプロジェクトをコピーすることができます。

FireWire ターゲット・ディスク・モードの使いかたについて詳しくは、MacOSX の「ヘルプ」
メニューにある「Macヘルプ」を参照してください。

プロジェクトをApertureライブラリに読み込むには：
1 プロジェクトの読み込み元のコンピュータまたはハードディスクドライブを接続します。 

FireWire ケーブルを介してコンピュータを直接Aperture システムのコンピュータに接続する場
合は、プロジェクトが保管されているコンピュータを T キーを押しながら再起動します。コン
ピュータがFireWireターゲット・ディスク・モードで起動し、FireWireアイコンが画面に表示さ
れます。次に、そのコンピュータのハードディスクアイコンがもう一方のコンピュータのデスク
トップに表示されます。

2 「ファイル」＞「読み込む」＞「プロジェクト」と選択します。

3 読み込みたいプロジェクトを選択してから、「読み込む」をクリックします。

新しいプロジェクトが「プロジェクト」インスペクタに表示されます。
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Apertureシステムを復元する
新しいコンピュータを購入するか、ほかの場所にある別のシステムを使用してAperture ライブ
ラリにアクセスしたい場合には、「Aperture」をインストールしてから、バックアップディスク
上のボールトからそのコンピュータにライブラリを転送することができます。火事や天候の影響

で機器が損傷した場合など、機器の障害やその他の予期しない問題が発生した場合には、ライブ

ラリ全体をバックアップディスクから新しいコンピュータに簡単に復元できます。

外部バップアップディスクからライブラリ全体を復元するには：
1 最新のボールトが保管されているハードディスクドライブをコンピュータに接続し、「Aperture」
を開きます。

2 「ファイル」＞「ボールト」＞「ライブラリを復元」と選択します。

「ライブラリの復元」ダイアログが表示されます。

3 「復元元のボールト」ポップアップメニューから「復元元のボールトを選択」を選択します。

4 復元に利用したいボールトに移動し、「選択」をクリックします。

5 「ライブラリの保存先」ポップアップメニューから「保存先を選択」を選択します。

6 ライブラリを配置したい場所に移動し、「選択」をクリックします。

7 「復元」をクリックしてから、もう一度「復元」をクリックします。
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PartV:付録と用語集

このセクションでは、Apertureシステムの設定およびカラー補正を
行う手順について説明します。また、写真とカラーマネージメント
の用語集を掲載しています。

付録 A Apertureシステムを設定する

付録 B Apertureシステムの色を補正する

用語集

索引
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Apertureシステムを設定する

システムのハードウェアの設定は、カメラまたはカードリーダーをコ
ンピュータに接続するだけです。また、外部ハードディスクやカラー
補正ディスプレイを使用したシステムも設定できます。

この付録では、「Aperture」を使用するためのコンピュータシステムの設定手順について説明
します。基本的なシステムの設定手順、システムを拡張するためのオプション機器の説明、お

よび追加のディスプレイの設定方法が含まれます。「Aperture」を使用するためのソフトウェ
アとハードウェアの要件については、「Aperture」のインストールディスクに収録されている
「Aperture のインストールの前に」という書類を参照してください。ソフトウェアのインス
トールについては、「ソフトウェアのインストール」というマニュアルを参照してください。

この章の内容：

Â 基本的なシステムを設定する（626ページ）

Â 追加できるオプション機器（627ページ）

Â


2台のディスプレイを使ったシステムを設定する（629ページ）

Â 複数のディスプレイを使えるようにMacOSXを設定する（631ページ）
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基本的なシステムを設定する
ここでは、デジタルカメラまたはカメラリーダーをコンピュータに接続するための基本的な手順

について説明します。

基本的なAperture システムは、次の機器で構成されます：

Â コンピュータとディスプレイ

Â デジタルカメラまたはカードリーダー（高速のFireWire カードリーダーを強くお勧めします）

Â カメラまたはカードリーダーをコンピュータに接続するためのケーブル（通常は、カメラまた

はカードリーダーに付属のUSB2.0ケーブルまたは4ピン-6 ピンのFireWireケーブル）

コンピュータとディスプレイの設定については、そのコンピュータとディスプレイに付属のマ

ニュアルを参照してください。

カードリーダー カメラ

コンピュータ
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V
カメラまたはカードリーダーをコンピュータに接続するには：

m カメラまたはカードリーダーに付属のUSBまたはFireWireケーブルを使って、カメラまたはカー
ドリーダーをコンピュータに接続します。

正しい設定方法については、カメラまたはカードリーダーに付属のマニュアルを参照してください。

追加できるオプション機器
操作するイメージ数やワークフローによっては、追加のハードウェアおよび機器を使用すること

をお勧めします：

Â 追加のRAM（Random-AccessMemory）

Â 追加のハードディスク記憶領域オプション

Â 追加のディスプレイ

追加のRAM
コンピュータに搭載されている RAM が多いほど、処理が高速になります。「Aperture」は、必
要最小限のRAMでも動作しますが、RAMが多いほど高速に動作します。大きいプロジェクトを
操作したり、一度に複数のアプリケーションを使用したりする予定の場合は、コンピュータの
RAM を増設することをお勧めします。

追加のハードディスク記憶領域オプション
ディスク領域が多いほど、Aperture ライブラリにより多くのイメージを保存できます。多数の
イメージを撮影して保存する予定の場合は（撮影プロジェクトには何千ものイメージを保存でき

ます）、起動ディスク（オペレーティングシステムがインストールされたハードディスク）用に、

予算が許す限り大容量のハードディスクを購入することを検討してください。JPEG ファイルで
あっても、高解像度の場合には多くの領域が必要になります。

「Aperture」では、イメージファイルとApertureライブラリのバックアップを作成するために外
部FireWireドライブが使用されます。Aperture データベースによって、外部FireWireドライブ
に割り当てられたすべてのボールトの内容が監視されます。これは、ドライブがコンピュータに

接続されているかどうかに関係なく行われます。バックアップファイルの複数のコピーを異なる

場所に保存することで、不意の障害によってイメージが失われる可能性を減らすことができます。

USB 2.0 FireWire 400 （6ピン） FireWire 400 （4ピン）
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FireWireドライブには、さまざまな利点があります：
Â


FireWireドライブでは、 1つのFireWireポートを使って複数のドライブを接続できます
（デイジーチェーン接続）。

Â


FireWireドライブは、ポータブルコンピュータにハードディスク記憶領域を追加するのに便利
です。

Â


FireWireドライブは「ホットスワップ」に対応しているので、コンピュータをシステム終了し
なくても接続および接続解除できます。

重要：FireWireドライブを物理的に取り外すときは、必ず最初にデスクトップからマウント解除
してください。

「Aperture」で使用するFireWire ドライブを選ぶときは、次の点を考慮してください：

Â FireWire ドライブにドライバソフトウェアが必要かどうか：FireWireドライブによっては、使
用に際して特別なドライバソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、
FireWireドライブに付属のマニュアルを参照してください。

Â FireWire ドライブがバス電源駆動かどうか：バス電源駆動のドライブは、フルサイズの6ピン
FireWire コネクタのピンを介して、FireWire インターフェイスから電源を取ります。そのた
め、ポータブルで使用するのに便利です。ポータブルコンピュータでAC電源を使わずに使用
できます。ただし、大型のFireWire ドライブは、多くの場合、バス電源駆動ではなく、コン
セントに接続する必要があります。

追加のディスプレイ
コンピュータに 2 台のディスプレイを接続できます。2 台目のディスプレイがあると、複数の
ディスプレイでイメージを比較したりスライドショーを再生するなど、「Aperture」の機能に利
用できる画面領域を広げることができます。

コンピュータに3台以上のディスプレイを接続する場合は、コンピュータのPCI 拡張スロットの
1つにPCIグラフィックカードを取り付ける必要があります。詳しくは、お使いのコンピュータ
のマニュアルまたはPCI拡張カードに付属のマニュアルを参照してください。

対応しているグラフィックカードについては、アップルの「Aperture」のWebサイト
（http://www.apple.com/jp/aperture/specs）を参照してください。

http://www.apple.com/jp/aperture/specs
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2台のディスプレイを使ったシステムを設定する
複数のディスプレイを使用すると、イメージを表示して調整したり、スライドショーを再生した

り、フルカラーのイメージをフルサイズで表示するために、より大きな画面領域を利用できます。

2台目のディスプレイを接続するには、次の機器が必要です：

Â ディスプレイの電源アダプタ

Â ディスプレイをコンピュータのグラフィックカードに接続するためのディスプレイケーブル

電源アダプタ Apple Cinema Displayケーブルコネクタ

DVI

USB

FireWire

DC電源

£

d

H
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参考：ディスプレイケーブルをコンピュータのグラフィックカードに接続するために、アダプタ
の購入が必要になる場合があります。

Macintoshコンピュータには、2つのディスプレイポートが付いています。一方のポートはADC
（AppleDisplayConnector）ディスプレイを接続するためのADCポートで、もう一方のポート
はDVI（DigitalVisualInterface）コネクタ付きのデジタルディスプレイ（フラットパネルApple
CinemaDisplayなど）を接続するためのDVI ポートです。

Â 2台目のディスプレイがADCディスプレイの場合：コンピュータのADCディスプレイポートに
接続するか（空いている場合）、DVI-ADC アダプタを使ってDVI ディスプレイポートに接続し
ます。

Â 2台目のディスプレイがDVIディスプレイの場合：コンピュータのDVIディスプレイポートに接
続するか（空いている場合）、ADC-DVI アダプタを使ってADC ディスプレイポートに接続し
ます。

必要なディスプレイケーブルまたはアダプタの種類について詳しくは、お使いのコンピュータま

たはグラフィックカードに付属のマニュアルを参照してください。 

2台目のディスプレイをコンピュータに接続するには：
1 コンピュータの電源を切ります。

2 コンピュータまたはグラフィックカードの空いている方のディスプレイポートとディスプレイ

を、ディスプレイケーブル（と必要に応じてアダプタ）で接続します。

ディスプレイによっては、接続するケーブルが1 本の場合と複数本の場合があります。詳しく
は、ディスプレイまたはお使いのコンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

重要：ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。しっかりと接続しないと、ディ
スプレイに画像が表示されないことがあります。

ADC-DVIアダプタ

ADCディスプレイポートDVIディスプレイポート
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次の図に、2台のディスプレイをコンピュータに接続する方法の例を示します。

3 ディスプレイの電源を入れ（必要な場合）、コンピュータを起動します。

次に、必要に応じてディスプレイの表示を調整します。

複数のディスプレイを使えるようにMacOSXを設定する
コンピュータに2台のディスプレイが接続されている場合は、 2つの画面にまたがって1つの連
続するデスクトップとして表示されるように 2 台のディスプレイを設定できます。このモード
は、拡張デスクトップモードと呼ばれます。

2台目のディスプレイは「Aperture」によって制御されるので、このアプリケーションを正しく
動作させるために、コンピュータは常にこのモードで使用する必要があります。ミラーリング

モードで使用すると、両方のディスプレイに同じ内容が表示され、「Aperture」が正しく動作し
ない可能性があります。

Apple Cinema Display

Power Mac G5

£

£

d

H

H2台目の Apple Cinema Display

DVIディスプレイポート

 ADC-DVIアダプタ

ADCディスプレイポート

USBポート

DCプラグ

ACプラグ

FireWire 400ポート

電源

アダプタ

電源

コンセント

DCプラグ

ACプラグ
電源

アダプタ

電源

コンセント

FireWireコネクタ
（使用しません）









632 PartV付録と用語集

ミラーリングモードを終了するには：
1 アップル（K）メニュー＞「システム環境設定」と選択します。

2 「ディスプレイ」をクリックして、「調整」をクリックします。

参考：「調整」ボタンが表示されない場合は、「ディスプレイを検出」ボタンをクリックします。
それでも「調整」ボタンが表示されない場合は、2 台目のディスプレイがコンピュータに正しく
接続されていることを確認します。詳しくは、629ページの「2 台のディスプレイを使ったシス
テムを設定する」を参照してください。

3 「ディスプレイをミラーリング」チェックボックスの選択を解除します。

2台目のディスプレイを接続した後に、デスクトップが 2 台のディスプレイに正しい配置で表示
されないことがあります。たとえば、ハード・ドライブのアイコンとメニューバーは通常、左側

のディスプレイに表示されますが、デスクトップが右側のディスプレイの右端まで拡張されて表

示されることがあります。

ディスプレイの位置を調整するには：
1 アップルメニュー＞「システム環境設定」と選択します。

2 「ディスプレイ」をクリックして、「調整」をクリックします。

参考：「調整」ボタンが表示されない場合は、「ディスプレイを検出」ボタンをクリックします。
それでも「調整」ボタンが表示されない場合は、2 台目のディスプレイがコンピュータに正しく
接続されていることを確認します。詳しくは、629ページの「2 台のディスプレイを使ったシス
テムを設定する」を参照してください。

3 一方のディスプレイを表す青い長方形をドラッグして、デスク上のディスプレイの位置を合わせ

ます。

新しい配置を適用するために、ディスプレイの画面が一時的にリフレッシュされます。

赤い枠線は、移動している
ディスプレイの画面を示し

ます。
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4 白い長方形をドラッグして、メニューバーを左側のディスプレイに移動します。

新しい配置を適用するために、ディスプレイの画面が一時的にリフレッシュされます。メニュー

バーの新しい位置を適用するために、画面の内容が再調整されることがあります。

イメージをダウンロードしてからプリントしたりプロラボに渡したりするまでの間、適切なカ

ラーマネージメントを維持するには、ディスプレイのカラー補正を行うことが重要です。ディス

プレイのカラー補正を行うことによって、画面に表示される色が、イメージのプリント時に忠実

に再現されます。

ディスプレイのカラー補正について詳しくは、635ページの付録 B「Aperture システムの色を
補正する」を参照してください。

メニューバーを左側のディス

プレイにドラッグします。
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Apertureシステムの色を補正する

色を正確に再現するには、ディスプレイとプリンタのColorSync
プロファイルの精度が重要になります。

「Aperture」はデジタルイメージを調整するための強力なアプリケーションですが、その性能は
イメージを表示またはプリントする機器の精度の制約を受けます。この付録では、カメラ、ディ

スプレイ、およびプリンタの色を補正する方法について説明します。デスクトップ・インクジェッ

ト・プリンタを使用する場合はもちろん、 DPEショップにイメージのプリントを依頼する場合に
も、表示およびプリントする機器を補正し、カスタムプロファイルを使用することによって、プ

リントされる色がいつでも予測可能な状態になります。

この章の内容：

Â カラーマネージメントの概要（635ページ）

Â カメラの色を補正する（639ページ）

Â ディスプレイの色を補正してプロファイルを作成する（640ページ）

Â プリンタの色を補正してプロファイルを作成する（642ページ）

カラーマネージメントの概要
ディスプレイとプリンタの色を補正された状態に保守する作業は、適切なカラーマネージメント

を行うために重要なことです。ディスプレイやプリンタにはそれぞれ特徴があります。これらの

機器を使い込むにつれて、環境条件、システム構成、およびインクや用紙などのサプライ用品が

変化していき、色を再現する性能に影響が現れるようになります。ある機器を使い込んでいくう

ちに色を再現する性能が変化していくことを、ドリフトと呼びます。適切なカラーマネージメン
トを行うことによって、「Aperture」で調整したデジタルイメージの色が、ディスプレイの画面
やプリントしたページに忠実に再現されるようになります。
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機器のカラー領域について
個々のカラー機器が再現できる色の範囲は、その機器のカラー領域と呼ばれます。カラー領域は、
ディスプレイやプリンタなどの機器ごとに異なります。このため、厳密な意味で、これらの機器

は同じ範囲の色を再現することはできません。実際、同じ製造元が製造した同じモデルの2台の
ディスプレイでも、カラー領域は異なっています。インクや用紙の種類も、プリンタのカラー領

域に影響を及ぼすことがあります。同じように、ディスプレイのエージングや使用する頻度も、

カラー領域に影響を及ぼすことがあります。

ディスプレイとプリンタは、カラー領域が一致していないと、同じ色を安定して再現することは

できません。たとえば、ディスプレイでは、プリンタが再現する色よりも、明るくて彩度の高い

色を表示することができます。下の図は、それぞれの機器で表示できる色の範囲と明るさの値を

表現したものです。このプリンタのカラー領域をディスプレイのカラー領域に重ねた場合、ディ

スプレイの色の一部はプリンタのカラー領域の範囲に収まりません。このプリンタでは、画面に

表示されるイメージのすべての範囲の色を再現することはできません。これは、プリンタの方が

カラー領域が小さいためです。色の値が色を再現する機器の性能に依存することを、デバイス依
存と呼びます。

ディスプレイのカラー領域 プリンタのカラー領域
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V
色空間とは
光の完全なスペクトルと比べると、ディスプレイやプリンタのカラー領域は相対的に狭くなりま

す。これらの機器のカラー領域が小さいために、数学モデルを使用して、光の完全なスペクトル

を機器のカラー領域内でシミュレートしています。これらのモデルは、色空間と呼ばれます。

色の解釈が特定の機器に依存しない色空間は、デバイス独立と呼ばれます。可視スペクトルを表
現する一連の色空間の規格を作成するために、1931 年に国際照明委員会（CIE）が設立されまし
た。CIEの色空間（CIEXYZ とCIELab）は、ColorSyncユーティリティにあります。技術の進歩
に伴い、RGBカラーおよびCMYKカラーの色空間が新しく作成されています。

機器に依存しない色空間は、機器間でカラーデータを転送して変換するために、ColorSyncユー
ティリティ、「Aperture」、およびその他のカラー・マネージメント・システムで使用されます。
ディスプレイなどの機器に依存する色空間の色は、sRGB などの機器に依存しない色空間に変換
されてから、プリンタなどの機器に依存する別の色空間に変換されます。機器に依存しない色空

間は、客観的なインタープリタとして機能し、色データが正確に次の機器に渡されることを保証

します。

ColorSyncユーティリティについて理解する
ColorSync ユーティリティは、MacOSX で使用するカラー・マネージメント・システムです。
「ColorSync」はMacOSXと完全に統合されており、「Aperture」を含むすべてのMacOSX ネ
イティブアプリケーションで利用できます。「ColorSync」は、イメージを取得してから操作およ
び表示して公開するまで、色を正確に管理するために使用されます。「ColorSync」は、ワークフ
ローに含まれるすべての機器やアプリケーションで常に使用されています。
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デバイスプロファイルとは
「ColorSync」などのカラー・マネージメント・システムでは、デバイスプロファイルを使用し
て、カメラなどの機器に依存する色空間からの色データを識別し、プリンタなどの機器に依存す

る別の色空間に転送します。デバイスプロファイルは、機器固有の色特性に関するデータで構成

されます。機器のプロファイルには、そのカラー領域、色空間、発色剤、および操作モードに関

する情報が含まれています。

多くの種類のハードウェアやソフトウェアには、ColorSync ユーティリティで利用できる、汎用
のICCプロファイルが割り当てられています。ColorSync ユーティリティと、分光光度計などの
色測定機器を使用して、独自のデバイス・プロファイルを正確に作成することもできます。カ

ラー機器のプロファイルを作成すると、ICCプロファイルが作成されて「ユーザ/＜ユーザ名＞
/ライブラリ/ColorSync/Profiles/」に配置されます。

ディスプレイやプリンタに最新のカスタムプロファイルを割り当てたら、「Aperture」を使って
デジタルイメージの色を正確に調整できる状態になります。「Aperture」では、ColorSyncCMM
（ColorMatchingMethod）を使用して、カメラの色データを変換してディスプレイおよびプリ
ンタに転送します。これらの機器のカラー領域はかなり異なっていますが、「ColorSync」ではカ
スタムプロファイルによってそれらのカラー領域のパラメータを正確に認識しています。
ColorSyncCMM の機能によって、「Aperture」でイメージの色を調整したときに、どのように
色が変化するかをプレビューすることができます。ディスプレイとプリンタのプロファイルが最

新の状態であれば、画面上のイメージに近い状態でイメージがプリントされます。

ディスプレイ用の
カスタム・デバイス・

プロファイル
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カメラの色を補正する
デジタルカメラのプロファイルを正確に作成することは簡単ではありません。スタジオなどの照

明が厳密に制御された状況でカメラを使用する場合を除いて、シーンごとに照明の条件がさまざ

まに変化するため、デジタルカメラのプロファイルを作成することは難しい作業になります。こ

の状況に対応するために、RAW ファイルを撮影するか、できるだけ優れたプロファイル作成パッ
ケージを使って詳細なカメラプロファイルを作成するか、sRGB などの汎用プロファイルを使用
するという、3つの方法を利用できます。

RAWファイルを撮影する（カメラのプロファイルは不要）
カメラのプロファイルを作成する必要があるかどうかは、ワークフローによって異なります。
JPEG ファイルを撮影する場合は、色空間をイメージファイルに適用する必要があります。しか
し、RAW ファイルを撮影する場合は、プロファイルは必要ありません。RAW イメージファイル
は、撮像素子によって取り込まれたままのビットデータで構成されます。カメラでRAW設定を選
択すると、色空間の設定は無視されます。RAWイメージを「Aperture」に読み込むと、「Aperture」
でも色空間の設定が無視されます。

カメラのプロファイルを作成する
ほとんどのデジタルカメラは、最初に使用するときはデフォルトの色空間で撮影するように出荷

時に設定されていますが、どの製造元やモデルであっても、各カメラのカラー領域はそれぞれに

固有です。カメラのカラー補正を行うには、新しいカスタムプロファイルを作成する必要があり

ます。カメラのカラー補正には、デジタルカメラのプロファイル作成を目的として設計されたプ

ロファイル作成パッケージを購入し、そのプロファイル作成パッケージが必要とする照明環境を

慎重に構築し、カラー補正ターゲットを使用する必要があります。カメラはそれぞれ固有なので、

カメラごとにカラー補正を繰り返す必要があります。

汎用的なプロファイルを使用する
ディスプレイとプリンタの色が補正されていれば、カメラのプロファイルを作成するよりも、
sRGB などの汎用的なプロファイルを使って撮影するようにカメラを設定する方が簡単です。ほ
とんどのデジタルカメラでは、いくつかのオプションから色空間を選択できるようになっていま

す。撮影したイメージに固有の色空間は、イメージを撮影する前に選択した汎用的な色空間に変

換されます。イメージファイルが「Aperture」に読み込まれると、「ColorSync」はその汎用的
な色空間に基づいて色を管理しながら、画面上にイメージを正確に表示します。

参考：汎用的なプロファイルを変更する機能のないデジタルカメラでは、 sRGB 色空間で撮影さ
れます。これらのカメラのカスタムプロファイルを作成することはできません。
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ディスプレイの色を補正してプロファイルを作成する
ディスプレイのカラー補正を行うには、他社製のカラー・マネージメント・システムを使用する

必要があります。ディスプレイの色を補正してプロファイルを作成する作業も、カラー・マネー

ジメント・システムを使えば、従来よりはるかに簡単に行うことができます。現在のカラー・マ

ネージメント・システムは、ほとんどの作業を自動的に行ってくれます。多くのカラー補正シス

テムでは、付属の光学機器を画面に取り付けて、ディスプレイの出力を読み取るようになってい

ます。

ディスプレイの色を補正してプロファイルを作成するには： 
1 カラー・マネージメント・システムに付属のソフトウェアをインストールします。

2 カラー補正用のソフトウェア・アプリケーションを開きます。

3 光学機器をディスプレイに取り付け、カラー・マネージメント・システムに付属のマニュアルに

従ってください。

ディスプレイの色の補正が終了すると、補正中に作成されたカスタムICCプロファイルを保存す
るかどうかを確認されます。このプロファイルは、「ユーザ / ＜ユーザ名＞ / ライブラリ /
ColorSync/Profiles/」に保存されます。ディスプレイの補正はこれで完了です。

2台目のディスプレイがある場合は、同じようにして補正できます。

Apple Cinema Display カラー補正装置
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2台目のディスプレイの色を補正してプロファイルを作成するには： 
1 アプリケーションを2台目のディスプレイにドラッグしてから、光学機器を取り付けます。

2 すでに説明した補正手順に従ってください。

2台目のディスプレイの補正はこれで完了しました。

重要：ディスプレイのプロファイルは、その時点での機器の動作を反映したものです。ディスプ
レイの動作が変更された場合、そのプロファイルは有効ではなくなります。つまり、ディスプレ

イのプロファイルは、できるだけ頻繁に作成することが重要です。色の調整を職業としている人

の中には、毎日ディスプレイのプロファイルを作成する人もいます。

カラー補正ウインドウを 2台目の
ディスプレイにドラッグします。

Apple Cinema DisplayApple Cinema Display
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プリンタの色を補正してプロファイルを作成する
プリンタの色を補正してプロファイルを作成する作業は、ディスプレイの色を補正してプロファ

イルを作成する作業に似ています。カラー・マネージメント・システムには、カラー補正システ

ムがプリンタのプロファイルを作成することを支援するために設計されたカラーチャートが付

属しています。

プリンタの色を補正してプロファイルを作成するには：
1 カラー・マネージメント・システムに付属のソフトウェアをまだインストールしていない場合は、

インストールします。

2 カラー補正用のソフトウェア・アプリケーションを開きます。

3 画面に表示される手順に従って、プロファイルを作成するプリンタを使ってカラーチャートを

プリントします。

4 カラー・マネージメント・システムに付属のマニュアルに従って、カラーチャートをスキャンし

ます。

カラーチャートのスキャンが終了すると、補正中に作成されたカスタムICCプロファイルを保存
するかどうかを確認されます。このプロファイルは、「ユーザ/＜ユーザ名＞/ ライブラリ/
ColorSync/Profiles/」に保存されます。プリンタのプロファイルの作成はこれで完了です。

重要：プリンタのプロファイルは、その時点での機器の動作を反映したものです。つまり、プロ
ファイルは、プリンタのプロファイルが作成されたときに使用した用紙とインクの種類に固有で

す。光沢紙と半光沢紙など、複数の種類の用紙にプリントする場合は、用紙の種類ごとに別々の

プロファイルを作成することが重要になります。
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AdobeRGB（1998）  プリントでよく使用される一般的なカラープロファイル。色空間も参照
してください。

CMM（ColorMatchingMethod）  ディスプレイからプリンタなどの機器の間で、プロファイル
の色情報を変換するために設計されたソフトウェア・アルゴリズム。「ColorSync」は、MacOSX
で使用される完全に統合されたCMMです。ColorSyncも参照してください。

CMYKシアン、マゼンタ、イエローのインクを組み合わせて印刷するために使用するワーキン
グスペース。これらのインクをさまざまに組み合わせて、特定の色の光を表現します。なお、黒

（K）のインクは、ページ上に純粋な黒色を作成するために、最終的に画像に加えられます。減法
混色、ワーキングスペースも参照してください。

ColorSyncMac オペレーティングシステムのカラー・マネージメント・システム。MacOSX
では、「ColorSync」はオペレーティングシステム全体と完全に統合されており、すべてのネイ
ティブMacOSXアプリケーションで使用できます。カラー・マネージメント・システム（CMS）、
CMM（ColorMatchingMethod）、ColorSyncユーティリティも参照してください。

ColorSyncユーティリティ  環境設定を設定し、インストールしたプロファイルを表示し、機器
にプロファイルを割り当て、最新の ICC 仕様に準拠していないプロファイルを修復するための集
中管理アプリケーション。ColorSync、ICC（InternationalColorConsortium）、プロファイル
も参照してください。

DNGAdobeSystemsIncorporated が策定した、著作権使用料が不要なRAW イメージフォー
マット。フォーマット、RAWファイルも参照してください。

EXIFExchangeable Image File の省略形。シャッタースピード、絞り、ホワイトバランス、露
出補正、測光設定、ISO 設定、日付、時刻など、イメージを撮影した方法に関する情報を保存す
るための標準フォーマット。IPTC、メタデータも参照してください。

FinderMacオペレーティング・システム・ソフトウェアの部品。ファイル、アプリケーション、
およびフォルダを管理し、デスクトップを表示します。

FireWireIEEE1394規格の、アップルの商標名。外部装置とコンピュータの接続に使用される、
高速で多用途のインターフェイス。FireWire は、大容量のデータの転送に適しています。ハー
ド・ドライブなどの FireWire装置は、記憶領域を追加するためによく使用されます。「Aperture」
のボールトは通常、外部FireWireハード・ドライブに保管されます。テザー撮影、USB、ボール
トも参照してください。





644 用語集





F値  レンズの焦点距離と絞りの口径の比率。絞りも参照してください。

HUDHeads-Up Displayの省略形。「Aperture」のHUDは、イメージを操作できるフローティ
ングウインドウです。HUDを開いた後に、ディスプレイの設定に合わせて好きな場所に移動でき
ます。フルスクリーン表示も参照してください。

ICC（InternationalColorConsortium）  ICCプロファイルとして知られるカラーマネージメン
ト標準を作成するために設立された組織。ICCプロファイルは、オープン標準に基づくプロファ
イルなので、ハードウェアベンダーやソフトウェアベンダーによって広く受け入れられていま

す。ICC プロファイルも参照してください。

ICCプロファイル  ICC プロファイルは機器の特性を定義するときに作成され、その機器の正確
なカラー領域に関するデータが入っています。機器の特性定義、カラー領域、ICC（International
ColorConsortium）も参照してください。

IPTCInternational Press Telecommunications Council（国際新聞電気通信評議会）の省略形。
IPTCメタデータは、キーワード（撮影者の名前など、イメージの特徴を説明する語句）をイメー
ジファイルに埋め込むために、フォトグラファーやメディア組織によって使用されています。大

きな新聞社は通常、イメージ管理システムを使用して、イメージに埋め込まれたIPTC情報に基づ
いてすばやくイメージを識別します。EXIF、メタデータも参照してください。

ISO感度  国際標準化機構（ISO）が定めたフィルムの相対感度に関する指標。デジタルカメラで
は、最小のISOレートは撮像素子の感度によって定義されます。カメラのISO 設定を上げると、
カメラは撮像素子の受光素子から受け取った電圧を増幅してからその電圧信号をデジタル信号

に変換するので、光が少ない状況でも撮影できるようになります。撮像素子、デジタルノイズも
参照してください。

JPEGJoint Photographic Experts Group の省略形。JPEG は、圧縮率の高いグラフィックス
ファイルを作成できる一般的なイメージ・ファイル・フォーマットです。使用する圧縮率は変更

することができ、圧縮率が低ければ、画質は高くなります。通常、JPEG ファイルには拡張子
「.jpg」が付けられます。フォーマットも参照してください。

Labプロット  CIELab 色空間を視覚的に3 次元で表現したもの。色空間、ColorSync も参照し
てください。

LZW圧縮  AbrahamLempel、JakobZiv、およびTerryWelch によって1984 年に開発された、
可逆データ圧縮アルゴリズム。LZW 圧縮アルゴリズムは通常、JPEG およびTIFF グラフィック
スファイルで使用され、アーカイブおよび伝送時のファイルサイズを2.8:1の比率で低減します。
圧縮、JPEG、TIFF も参照してください。

PNGPortable Network Graphicsの省略形。PNG は、特許取得済みのGIFファイルに代わる
ものとして、WorldWideWeb コンソーシアムによって承認されているビットマップ・グラ
フィックス・ファイルのフォーマットです。PNG ファイルでは、特許権使用料および著作権使
用料は発生しません。フォーマットも参照してください。

PSD ファイル  Photoshop Document の省略形。PSDファイルは、AdobeSystems
Incorporated専用のグラフィックスファイルです。フォーマットも参照してください。



用語集 645





QuickTime アップルが開発したクロスプラットフォームマルチメディア技術。編集、合成、Web
ビデオなどに広く使われています。

RA-4 業務用プリンタの一種で、従来の印画紙にデジタルファイルをプリントできます。印画紙
の露光には連続した着色光を使用します。色が混合されて階調豊かなプリントが作成されます。

昇華型プリンタ、インクジェットプリンタ、写真プリンタ、プリントも参照してください。

RAID Redundant Array of Independent Disks の省略形。一連のハードディスクが1 つのド
ライブボリュームとして動作するようにフォーマットすることにより、大きなイメージライブラ

リを所有するフォトグラファーがギガバイト単位の高パフォーマンスデータ記憶領域を利用で

きるようにする方式。一連のハードディスクをRAIDとしてストライピングすることにより、ド
ライブを個別に使用する場合よりも、はるかにパフォーマンスを向上させることができます。

RAMRandom-Access Memory の省略形。コンピュータのメモリの容量。MB（メガバイト）
またはGB（ギガバイト）単位で測定されます。これにより、コンピュータが今すぐに処理して
一時的に保存できるデータ量が決まります。

「RAW微調整」調整  「Aperture」の調整パラメータセットの 1 つで、「Aperture」がRAW イ

メージファイルをデコードする方法を制御します。モアレパターンも参照してください。

RAWファイル  カメラによって取り込まれたままのビットデータで構成されるデジタル・イメー
ジ・ファイル。

RGBRed（赤）、Green（緑）、Blue（青）の省略形。コンピュータで一般に使用される色空間
で、すべての色は赤、緑、および青要素の強度によって表現されます。この色空間は、コンピュー

タディスプレイで使用される赤、緑、および青要素に直接変換されます。RGB色空間のカラー領
域は非常に広いので、さまざまな色を再現することができます。通常は、プリンタより広い色範

囲を再現できます。加色混合も参照してください。

sRGB平均的なPCモニタを表現するために設計された一般的なワーキングスペース。カラー領
域が小さいため、Webグラフィックスには適していますが、印刷物の制作には適していません。
ワーキングスペースも参照してください。

SWOP印刷機の標準プロファイルであるSpecifications for Web Offset Publicationsの省略
形。この場合のWebは、インターネットのことではなく輪転印刷機のことです。

TIFFTagged Image File Formatの省略形。Aldus社とMicrosoft 社によって開発されたTIFF
は、モノクロのグレイスケールイメージを処理するビットマップ・グラフィックス・ファイルの

フォーマットとして、幅広く使用されています。フォーマット、グレイスケール、モノクロも参
照してください。

USBUniversal Serial Bus の省略形。外部装置とコンピュータの接続に使用される、多用途の
インターフェイス。USBケーブルは、コンピュータをキーボードやデジタルカメラなどの周辺機
器に接続したり、大量のデータを転送したりする場合によく使用されます。カメラ、FireWire、
テザー撮影も参照してください。
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XMPサイドカーファイル  AdobeSystemsIncorporated が策定した拡張可能マークアップ言
語。写真編集アプリケーションのメタデータセットの定義に使用されます。調整パラメータなど

のリソースをこのファイルに保存して、ほかのアプリケーションに渡すことができます。調整、
IPTC、メタデータも参照してください。

アーカイブ  光学メディア（CDやDVD）などの持続的なメディアにイメージデータを保存する
処理。

赤目  人の目が写真で赤く光って写る現象。赤目は、フラッシュとレンズが近すぎると起こりま
す（特に内蔵フラッシュ）。外部フラッシュ、「赤目修正」調整も参照してください。

「赤目修正」調整  「Aperture」の調整の1つで、赤の画素を黒の画素に置き換えて赤目効果を取
り除きます。「赤目」ツールと共に使用します。調整、画素、赤目も参照してください。

明るさパラメータ  イメージを明るく、または暗くする場合に使用する「Aperture」の露出調整
パラメータ。この調整により、イメージのミッドトーンの明るさの値が最も大きな影響を受けま

す。調整、「露出」調整、ミッドトーンも参照してください。

アスペクト比  写真の高さと幅の比率。北米での一般的なアスペクト比は、3.5ｘ5、4ｘ6、5ｘ7、
11ｘ14、および16ｘ20インチです。

圧縮  デジタル・イメージ・ファイルのサイズを低減する処理。不可逆圧縮は、冗長なまたは重
要性の低いイメージデータを取り除くことによってデジタル・イメージ・ファイルのサイズを低

減する処理です。可逆圧縮では、冗長なイメージデータを破棄せずに数学的に統合することに

よってファイルサイズを低減します。圧縮解除、LZW圧縮も参照してください。

圧縮解除  圧縮されているデジタル・イメージ・ファイルから表示可能なイメージを作成する処
理。圧縮も参照してください。

宛先プロファイル  ソースプロファイルの色変換の結果を定義するワーキングスペースプロファ
イル。プロファイルも参照してください。

アナログデジタル変換  カメラの撮像素子によって取り込まれた光エネルギー電圧値をバイナリ
（数値）に変換して、加工して保管できるようにする処理。デジタル処理、量子化も参照してく
ださい。

アルバム  Aperture ライブラリ内のコンテナの 1 つで、バージョンだけが入ります。アルバム
は、プロジェクトレベルまたはプロジェクト内に作成できます。ブック、ライトテーブル、Web
ページ、ウェブギャラリー、およびWeb ジャーナルアルバムなど、特殊なタイプのアルバムも
あります。フォルダ、ライブラリ、プロジェクト、スマートアルバム、バージョンも参照してく
ださい。

位相  色知覚の属性の1つ。色相とも呼ばれます。色相も参照してください。

一脚  三脚に似た1本脚のスタンドで、カメラを固定する補助として使います。カメラぶれ、露
出も参照してください。
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イメージ  ある対象（通常は対象となる物や人物）の外観を再現した作品。これはピクチャとも呼
ばれます。選択したイメージ、写真、ピクチャ、被写体も参照してください。

色合い  色の濃淡のこと。色かぶりも参照してください。

色合い調整  「Aperture」の調整パラメータの1 つで、イメージのシャドウ、ミッドトーン、お
よびハイライトの色かぶりを選択的に取り除きます。調整、色かぶり、露出も参照してください。

色温度  光の色の性質を示します。色温度は、ケルビン（K）と呼ばれる単位で測定されます。ケ
ルビン（K）、「ホワイトバランス」調整も参照してください。

色かぶり  イメージの色のバランスが欠けていることが原因で、色合いが不自然になっているこ
と。色かぶりは、屋内の照明などの人工的な光源が原因でよく発生します。イメージの色かぶり

は通常、レベル、色合い、またはホワイトバランスを調整することで取り除けます。「ホワイト

バランス」調整も参照してください。

色空間  可視スペクトル部分を記述するために使用する数学モデル。機器の色は、色空間でデバ
イス依存の値からデバイス独立の値にマップされます。デバイス独立の空間にマップされた色は、

別のデバイス依存の空間にマップできます。デバイス依存、デバイス独立も参照してください。

色深度  イメージで使用できる色の範囲。一般に、デジタルイメージでは、グレイスケール、8
ビット、または16 ビットを選択できます。色深度が大きいほど色の範囲は広くなりますが、多
くの記憶領域が必要になります。ビット深度、カラーチャンネル、グレイスケールも参照してく
ださい。

色補間  撮像素子上の赤、緑、および青素子を介して取り込まれた光から、色を補間するための
カラー値を計算する処理。

インクジェットプリンタ  プリンタの一種で、小さなインクの滴を用紙に吹き付けてイメージを
作成します。昇華型プリンタ、写真プリンタ、プリント、RA-4も参照してください。

インスペクタHUD「プロジェクト」、「メタデータ」、および「調整」パネルを含むフローティン
グウインドウ。「インスペクタ」パネルも参照してください。

「インスペクタ」パネル  「Aperture」のメインワークスペースの1要素で、「プロジェクト」、「メ
ターデータ」、および「調整」インスペクタを含みます。インスペクタHUDも参照してください。

ウォーターマーク  イメージに表示されるグラフィックスまたはテキストのオーバーレイ。その
イメージが著作権によって保護されていることを示すためにイメージに適用します。ウォーター

マークは、著作権者の明示的な許可なくイメージが使用されないようにするために使用します。

埋め込まれたプロファイル  デジタル・イメージ・ファイルに保存されるソースプロファイル。
JPEG、TIFF、PNG、およびPDFファイルフォーマットは、プロファイルの埋め込みに対応してい
ます。機器の特性定義、プロファイルも参照してください。

「エッジシャープ」調整  「Aperture」の調整の 1 つで、複数回のシャープ調整を使用して、輝
度に基づいてイメージをシャープにします。調整、イメージ、「シャープ」調整も参照してくだ
さい。
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オフセット印刷機  業務用プリンタの一種で、雑誌やパンフレットなどの大量印刷に使用されま
す。インクを網点に並べて付着し、ページ上に画像を作成します。写真プリンタも参照してくだ
さい。

オフライン  現在、「Aperture」でマスターを使用できないイメージ。オフラインイメージは、
ビューアおよびブラウザ内で赤いスラッシュの付いたバッジオーバーレイで表示されます。CD、
DVD、FireWireドライブ、サーバなどの、マスターを含むメディアがコンピュータに接続されて
いないか、元のファイル名が何らかの方法で変更された場合、イメージがオフラインになること

があります。イメージをオンラインにするには、対応するマスターにイメージを再接続する必要

があります。ブラウザ、FireWire、オンライン、プレビューイメージ、ビューアも参照してくだ
さい。

オンライン  現在、「Aperture」でマスターを使用できるイメージ。オフラインも参照してくだ
さい。

解像度  デジタルイメージが伝達できる情報の量。解像度は、ファイルサイズ（画素数）、ビット
深度（画素深度）、およびdpi（ドット／インチ）の組み合わせで決まります。ビット深度、ドッ
ト／インチ（dpi）、画素も参照してください。

外部エディタ  「Aperture」と一緒に使用して合成などの高度な調整を実行するアプリケーショ
ン。「Aperture」では、イメージを外部エディタに送るときに新しいマスターを作成し、イメー
ジを保存するときにはそのマスターを自動的に取得します。合成、マスターも参照してください。

外部フラッシュ  フラッシュの一種で、ホットシューやPC 接点を介してカメラに接続されます。
被写体の目の赤目効果を防ぎたいときは、外部フラッシュを使用することをお勧めします。フ

ラッシュ、赤目も参照してください。

画角  フレームに表示されるシーンの領域。レンズの焦点距離によって決まります。

書き出し  ほかのアプリケーションが認識できる形式でデータをフォーマットする処理。
「Aperture」では、イメージのネイティブRAW フォーマットのほかに、JPEG、TIFF、PNG、お
よびPSDフォーマットでイメージを書き出すことができます。イメージに関連付けられたEXIF
およびIPTCメタデータも書き出すことができます。

拡散照明  照明の一種で、被写体またはシーンに拡散する照明のことです。拡散照明では、曇っ
た日に屋外で撮影したイメージに見られるように、コントラストが弱く詳細量が少ないイメージ

になります。コントラスト、単調も参照してください。

隠し撮り  被写体に知られることなく撮影された人物写真。ポーズをとらず、普段の被写体の様
子が見られます。構図も参照してください。

拡張デスクトップモード  「環境設定」の設定の1つで、MacOSXデスクトップを複数のディス
プレイにまたがって表示できます。ディスプレイ、ミラーリングも参照してください。

加色混合  光源自体から発せられた色要素で構成されるイメージ。RGBは、よく知られている加
色混合の1つです。RGBも参照してください。
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画素  デジタルイメージの識別可能な最小視覚要素。メガピクセルも参照してください。

「傾き補正」調整  「Aperture」の調整の1つで、イメージの横方向を水平にします。「傾き補正」
ツールと共に使用します。調整も参照してください。

カメラ  撮影機器のことで、通常は、遮光性の箱の一方にレンズ、もう一方に感光フィルムまた
は撮像素子が取り付けられています。デジタルAE/AFカメラ、デジタル一眼レフ（DSLR）カメ
ラも参照してください。

カメラぶれ  シャッタースピードが遅かったり、絞りが小さかったり、焦点距離が長かったりし
たために、イメージが不鮮明になること。絞り、シャッタースピード、三脚、一脚も参照してく
ださい。

カラーチャンネル  デジタルイメージの色情報を構成している個々のチャンネル。それぞれのカ
ラーチャンネルは3 原色の1 つに対応していて、3 原色が結合されて最終的なイメージが表現さ
れます。各チャンネルはビット深度を持ちます。ほとんどのデジタル・イメージ・ファイルでは、

各チャンネルのビット深度は8 ビットです。つまり、各チャンネルは256 レベルの色を持ちま
す。ビット深度、色深度も参照してください。

「カラー」調整  「Aperture」の調整の1つで、色範囲と共に、色相、彩度、および輝度を色別に
調整する際に使用します。調整、色相の範囲、色相、輝度、彩度も参照してください。

カラー・マネージメント・システム（CMS）  機器とイメージ処理ソフトウェアの間で色の再現
が正確に行われるように制御して解釈するアプリケーション。ColorSyncも参照してください。

カラー領域  それぞれの機器が再現できる色の範囲。色を再現できる機器のカラー領域は機器ご
とに固有で、どのくらい使ったか、どのくらいの頻度で使用するか、およびインクや用紙などの

要素によって決まります。機器の特性定義、デバイス依存、カラー領域のマッピング、ICCプロ
ファイルも参照してください。

カラー領域のマッピング  機器のカラー領域に含まれない色を識別してから、カラー領域内の最
も近い色を計算する処理。カラー領域のマッピングは、別の色空間から色情報を受け取るときに

使用されます。色空間、カラー領域も参照してください。

感光乳剤  感光剤で構成されるゼラチンの薄い層。フィルムで使われています。感光乳剤が光に
露出されると、化学反応が起こります。フィルムを現像すると、イメージが現れます。ゴミや傷

の除去、フィルムも参照してください。

桿体  目の受容器の一種で、輝度を知覚できます。桿体は色を知覚しません。明るさのレベルだ
けを知覚します。錐体も参照してください。

ガンマ  イメージの中間色がどのように表示されるかを表す曲線。ガンマは非線形関数で、よく
明るさやコントラストと混同されます。ガンマの値を変更すると中間色が影響を受けますが、イ

メージの白と黒は変わりません。ガンマ調整は、Macintosh とWindowsのビデオカードやディ
スプレイの違いを補正するためによく使われます。Mac標準のガンマは1.8、PCの標準は2.2です。
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管理されたイメージ  マスターがAperture ライブラリに保存されているイメージ。各マスター
の場所は、Aperture データベースにより管理されます。管理されたイメージファイルは、常に
オンラインの状態にあります。ライブラリ、マスター、オフライン、オンライン、参照イメージ

も参照してください。

キーワード  イメージの主題を説明する語句。イメージバージョンに追加され、メタデータとし
て保存されます。コントロールバー、キーワードHUD、メタデータも参照してください。

キーワードHUDフローティングウインドウの一種で、選択したイメージに適用可能なキーワー
ドのライブラリを含みます。キーワード、メタデータも参照してください。

機器の特性定義  ディスプレイやプリンタなどの機器に合わせて一意のプロファイルを作成する
処理。機器の特性を定義するときには、その機器の正確なカラー領域を決定するために専用の

ハードウェアとソフトウェアが必要になります。補正、カラー領域も参照してください。

逆光  被写体の背後からカメラのレンズに向かう光源。逆光によって被写体の輪郭が背景から際立
ち、多くの場合シルエットになります。順光、側光、シルエットも参照してください。

空白設定  セカンダリ・ビューア・ディスプレイを空白画面に設定する、セカンダリビューア設
定。ディスプレイ、セカンダリビューアも参照してください。

クエリーHUD フローティングウインドウの1つで、調整、キーワード、レート、EXIF メタデー
タなどの条件を組み合わせてイメージをすばやく検索したり、スマートアルバムの内容に合わせ

てイメージ条件を指定したりするのに使用します。EXIF、イメージ、キーワード、レート設定、
スマートアルバムも参照してください。

グリッド表示  ブラウザ表示の 1つで、イメージをサムネールのグリッドで表示します。グリッ
ド表示は、ブラウザのデフォルトの表示です。ブラウザ、フィルムストリップ表示、リスト表示

も参照してください。

グレイスケール  色がグレイの濃淡のみのイメージ。通常、グレイスケールイメージでは、赤、
緑、青のピクセル要素すべてが同じ強度で発光するため、グレイのピクセルを表示するのに必要

な情報は少なくて済みます。このため、ファイルサイズが小さくなります。モノクロ、モノクロ

ミキサー調整、画素も参照してください。

クローズアップ  通常は、カメラから90cm（3フィート）以内に被写体が写っているイメージ。
たとえば、顔写真はよくクローズアップと呼ばれます。花びらの上にいるアリがフレームの大部

分を占める写真もクローズアップです。

「クローン」ブラシ  イメージの不具合を修正したり、ぼかしたりするために「Aperture」で使
用する「レタッチ」ブラシの一種。ピクセルを置き換えたいイメージ領域とよく似た外観を持つ

領域からピクセルをコピーして、置き換えたい領域にペーストします。「修復」ブラシ、レタッ

チ、レタッチツールも参照してください。

ケルビン（K）  光源のカラー値を表すために使用される測定単位。絶対零度から始まる温度目盛
りに基づいています。色温度、「ホワイトバランス」調整も参照してください。
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減法混色  物体の表面から反射された光から発せられた色要素で構成されるイメージ。CMYK は、
よく知られている減法混色の1つです。CMYK も参照してください。

検索範囲設定  「Aperture」の環境設定の1つで、EXIF情報を検索に含めるかどうかを選択できま
す。EXIFも参照してください。

効果  人工的な視覚要素を取り入れてイメージの印象を高めることを説明するために使われる一
般的な用語。合成、フィルタも参照してください。

光学ズームレンズ  ズームレンズを参照してください。

広角レンズ  広い範囲を写し込める、焦点距離の短いレンズ。広角レンズの焦点距離は、フィル
ム面または撮像素子よりも小さなものです。撮像素子、レンズも参照してください。

口径食  a.レンズに取り付けるフィルタが多すぎたり、レンズフードが大きかったり、またはレ
ンズの設計が適切でないことが原因で、イメージの周辺部が暗くなること。周辺光量不足とも呼

ばれます。b.イメージにビネットを適用して芸術的効果を上げる処理。「ビネット除去」調整、
フィルタ、レンズ、「ビネット」調整も参照してください。

虹彩  瞳孔を参照してください。

構図  シーン内の視覚要素の配列。

合成  複数のデジタルイメージを1つのイメージに結合する処理。効果も参照してください。

候補  スタック内でピックに最も近いイメージ。スタック内に複数のイメージがピックの候補とし
て存在する場合に、候補イメージを利用できます。イメージ、ピック、スタックも参照してくだ
さい。

候補設定  選択中のイメージをセカンダリ・ビューア・ディスプレイに表示する、セカンダリビュー
ア設定。ディスプレイ、イメージ、メインビューア、プライマリ選択、セカンダリビューアも参
照してください。

国際照明委員会（CIE）  光の可視スペクトルを表現する一連の色空間の規格を作成するために、
1931 年に設立された組織。色空間、デバイス依存、デバイス独立、Lab プロットも参照してく
ださい。

固定レンズ  単焦点レンズを参照してください。

コピーライト  文学、ミュージカル、芸術作品を独占的に出版、製作、販売、または配布するこ
とを認める法律上の権利。通常、これらの権利は特定の期間有効です。

ゴミや傷の除去  フィルムスキャンのときに、ゴミや傷が原因で発生した問題をデジタル的に取
り除く処理。レタッチツールも参照してください。

コンタクトシート  「Aperture」のプリントプリセットに基づいて、選択したサムネールサイズの
イメージをプリントしたもの。メタデータが関連付けられていることもあります。「Aperture」の
コンタクトシートの外観は、ネガやポジを印画紙に露光して作成する密着印画に似ています。
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コントラスト  イメージの明るさ値とカラー値の間の違い。コントラストがあることによって、
イメージを見る人はその中に含まれる物を見分けることができます。コントラストの強いイメー

ジでは、最も暗いシャドウから最も明るいハイライトまで、コントラスト値の範囲が広くなりま

す。コントラストの弱いイメージは、コントラスト値の範囲が狭いので、「単調」に見えます。コ

ントラストパラメータ、濃度、単調も参照してください。

コントラストパラメータ  イメージのコントラスト調整に使用される、「Aperture」の補正調整
パラメータ。調整、コントラスト、「露出」調整も参照してください。

コントロールバー  コントロールバーは、イメージを回転したり、レートを設定したり、イメー
ジからイメージへ移動したり、キーワードを適用したりするためのボタンとコントロールで構

成されます。キーワード、レート設定も参照してください。

彩度  イメージの色の強度。彩度が飽和した色は、「純粋度」がより高い色として知覚され、グレ
イ色がなくなっていきます。調整、彩度を下げるも参照してください。

彩度パラメータ  「Aperture」の補正調整パラメータの1つで、イメージの彩度調整に使用されま
す。調整、彩度を下げる、「補正」調整、彩度も参照してください。

彩度を下げる  イメージから色を取り除くこと。彩度を完全に下げると、グレイスケールのイメー
ジになります。グレイスケール、モノクロミキサー調整、彩度も参照してください。

撮影  a.撮像素子とカメラプロセッサが受け取ったイメージを取り込み、その情報をカメラのメ
モリカードに保存する処理。b.テザーカメラでイメージを撮影した瞬間に、「Aperture」がイ
メージを記録する処理。カメラ、撮像素子、メモリカード、テザー撮影も参照してください。

撮像素子  カメラ内部の画像平面にある集積回路で、光を取り込む機能を持つ数百万の受光素子
から構成されています。カメラ、電荷結合素子（CCD）、相補型金属酸化膜半導体（CMOS）、メ
ガピクセルも参照してください。

三角形の情報表示ボタン  「Aperture」のインターフェイスの詳細部分を表示または隠すときに
クリックする小さな三角形。

三脚  3 本脚のスタンドで、カメラを固定するために使います。特に、露出を長くして撮影する
ときは、三脚を使用する必要があります。カメラぶれ、露出も参照してください。

参照イメージ  マスターがApertureライブラリの外部に保存されているイメージ。ライブラリ、
管理されたイメージ、オフライン、オンラインも参照してください。

仕上げ  デジタルイメージを配布する前に、イメージに最終的な調整を適用する処理。たとえば、
イメージを書き出すときに追加のガンマ調整を適用したり、印刷業者に送付する前に外部エディ
タを使ってイメージの一部をバーンまたはドッジしたりします。書き出し、外部エディタも参照
してください。

色相  色知覚の属性の 1 つ。色位相とも呼ばれます。たとえば、赤と青は、色相の違う色です。
「カラー」調整も参照してください。
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色相の範囲  「カラー」調整で、色相、彩度、および輝度パラメータの影響を受ける色の範囲。調
整、「カラー」調整も参照してください。

自動焦点  被写体やシーンの特定の部分に、カメラのレンズの焦点を自動的に合わせるシステム。

自動ブラケティング撮影多くの業務用カメラにある設定の1つで、イメージの露出を自動的に
変化させて撮影します。ブラケティング撮影も参照してください。

自動露出  多くの自動カメラに付いている露出モードで、適切な露出を得るためにカメラが自動的
に絞りとシャッタースピードを設定します。露出も参照してください。

絞り  レンズの調整可能な虹彩（絞り羽根）のことで、光はここを通ります。F値で測定します。
F 値も参照してください。

絞り優先  ある種のカメラの設定の1 つ。フォトグラファーが設定する絞りに基づいて、露出を
適切に設定するためにシャッタースピードを自動的に設定します。露出、シャッター優先も参照
してください。

絞る  絞りの口径が小さくなるように、絞り（F値）を変更する処理。絞り、F値も参照してください。

「シャープ」調整  「Aperture」の調整の1つで、イメージをシャープにするのに使用します。調
整、「エッジシャープ」調整、イメージも参照してください。

写真  カメラを使用し、感光面（通常はフィルムまたはデジタルイメージセンサー）と光の相互
作用の結果として作成されたイメージ。カメラ、撮像素子、フィルム、ピクチャも参照してくだ
さい。

写真プリンタ  プリンタの一種で、写真品質のイメージを出力できます。昇華型プリンタ、カラー
領域、インクジェットプリンタ、オフセット印刷機、プリント、RA-4も参照してください。

写真編集  イメージのグループから品質の高いイメージを選択したり、使用または公開しないイ
メージを選び出す（不採用にする）処理。適切でないイメージをイメージの作業グループから思

い切って除外していくほど、イメージを表示するために加工する時間が少なくて済むようになり

ます。レート設定、不採用レート、選択レートも参照してください。

シャッター  通常は羽根または幕で構成される精巧な装置で、光がレンズを通って撮像素子に当
たる時間を正確にコントロールします。シャッタースピードも参照してください。

シャッタースピード  シャッターが開いている時間、または撮像素子がオンになっているか荷電
されている時間の長さ。シャッタースピードは、1/8や1/250 といった1秒以下の秒数で示され
ます。シャッターも参照してください。

シャッター優先  ある種のカメラの設定の1 つ。フォトグラファーが設定するシャッタースピー
ドに基づいて、露出を適切に設定するために絞りを自動的に設定します。絞り優先、露出も参照
してください。

シャドウ  被写体またはシーンの最も暗い領域。コントラスト、濃度、ハイライトも参照してく
ださい。
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シャトルコントロール  ブラウザフィルムストリップ表示およびフルスクリーン表示フィルムス
トリップにあるコントロールで、フィルムストリップ内のイメージ上をすばやく移動できます。

ブラウザ、フィルムストリップ、フィルムストリップ表示、フルスクリーン表示も参照してくだ
さい。

「修復」ブラシ  イメージの不具合を修正したり、ぼかしたりするために「Aperture」で使用す
る「レタッチ」ブラシの一種。ピクセルを置き換えたいイメージ領域とよく似た外観を持つ領域

からピクセルをコピーして、置き換えたい領域にペーストします。「修復」ブラシは、ピクセル

を上書きすることに加え、置き換えたピクセルの色、テクスチャ、輝度に合わせてペーストした

ピクセルを再サンプリングします。「クローン」ブラシ、レタッチ、レタッチツールも参照して
ください。

周辺光  フォトグラファーが特に追加しなくても、シーン（屋内または屋外）にすでに存在する
照明のこと。

順位を上げる  スタック内のイメージを、ピック位置の近くに移動する処理。順位を下げる、「フ
ルスクリーン表示」ツールバー、イメージ、ピック、スタックも参照してください。

順位を下げる  「Aperture」で、スタック内のイメージをピック位置から遠くに移動する処理の
こと。「フルスクリーン表示」ツールバー、イメージ、ピック、順位を上げる、スタックも参照
してください。

順光  カメラの方向から出て被写体に向かう光源。逆光、側光も参照してください。

ショートカットメニュー  Controlキーを押しながらインターフェイスの領域をクリックするか、
マウスの右ボタンを押してアクセスするメニュー。

昇華型プリンタ  プリンタの一種で、カラーリボンを昇華させ、インクを用紙に付着させてイ
メージを作成します。インクジェットプリンタ、写真プリンタ、プリント、RA-4も参照してく
ださい。

焦点距離  レンズの後側主点からレンズを通った光が集まる画像平面（撮像素子）上の一点まで
の距離。焦点距離はmm（ミリメートル）単位で表します。

輝度  画素内で結合されるすべてのカラーチャンネルの明るさを表す値。

シルエット  背景が明るく被写体が全体的に暗くなっているイメージ。夕焼けなどの強い逆光を
背景に被写体を撮影すると、シルエット効果が起こることがあります。逆光、前景も参照してく
ださい。

ズームレンズ  焦点距離を機械的に変更できるレンズ。光学ズームレンズとも呼ばれます。レン
ズも参照してください。

錐体  目の受容体の一種で、色を知覚することができます。錐体細胞には3つの種類があり、そ
れぞれが可視スペクトルの特定の周波数範囲に反応します。錐体細胞は、赤、緑、または青の色

を見ることができます。桿体も参照してください。
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スタック  「Aperture」では、類似のイメージの集まりで、使用されるイメージはその中の1 つ
のイメージだけです。候補、ピックも参照してください。

スパン設定  セカンダリビューア設定の1つで、現在選択しているイメージを、メイン・ビュー
ア・ディスプレイとセカンダリ・ビューア・ディスプレイに分割して表示します。選択したイ

メージ、メインビューア、セカンダリビューアも参照してください。

スポット測光  測光の一種で、一般的に画面中央の限られた小さな領域を測定します。中央重点
測光、評価測光、露出計も参照してください。

「スポットとパッチ」調整  「Aperture」の調整の 1 つで、センサーダストなど、イメージの不
具合のレタッチに使用します。「スポットとパッチ」ツールと共に使用します。調整も参照して
ください。

スマートアルバム  「Aperture」でイメージを整理するために使用する動的なアルバム。検索条
件に基づいてバージョンを収集します。アルバム、クエリーHUD、バージョンも参照してくだ
さい。

スライダ  「Aperture」では、前後にドラッグして調整を行うことができるインターフェイス要
素のこと。スライダは、「調整」インスペクタと、インスペクタHUDの「調整」パネルにありま
す。調整、HUD、インスペクタHUDも参照してください。

スライド  ポジも参照してください。

スライドショー  一連のイメージを動画にしたプレゼンテーション。「Aperture」では、スライ
ドショーに音楽を組み合わせて最大2台のディスプレイでイメージのプレゼンテーションを行う
ことができます。

精細度  イメージの詳細の透明度。解像度も参照してください。

精細度パラメータ  イメージの詳細の透明度調整に使用する、「Aperture」の補正調整パラメー
タ。「補正」調整も参照してください。

セカンダリビューア  複数のイメージを、アプリケーションのワークスペースとは別個に複数の
ディスプレイに表示する場合に、セカンダリビューアを使用します。セカンダリビューアには、

「デスクトップ」、「空白」、「ミラー」、「候補」、「スパン」の5つの設定があります。候補設定、空
白設定、デスクトップ設定、ディスプレイ、メインビューア、ミラー設定、スパン設定、ワーク

スペース表示も参照してください。

セピア調  茶の色合いを持つ写真。写真、「セピア調」調整、色合い調整も参照してください。

「セピア調」調整  「Aperture」の調整の1つで、カラーイメージをセピア調に変更します。これ
を使用して、カラーイメージの彩度を下げ、任意のレベルのセピア色にできます。調整、彩度を

下げる、イメージ、セピア調、色合い調整も参照してください。

前景  被写体とカメラの間にあるイメージ領域。背景、被写界深度も参照してください。
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選択したイメージ  ブラウザまたはフルスクリーン表示フィルムストリップで選択したイメージ
またはイメージのグループ。イメージを選択すると、イメージが白い枠線で囲まれます。ブラウ

ザ、フルスクリーン表示、イメージも参照してください。

選択的焦点  被写体を強調するために、F 値を使って被写界深度が浅くなる処理。被写界深度も
参照してください。

選択レート  「Aperture」では、写真を編集するときにイメージに適用できる最も高い評価のこ
と。「選択」レートは、表示または配布する予定のイメージに適用します。写真編集、レート設

定、不採用レートも参照してください。

ソース・イメージ・ファイル  マスターを参照してください。

ソースプロファイル  色を変換する前のイメージファイルのプロファイル。

ソートポップアップメニュー  さまざまなソートプロパティまたはカスタムのソート条件に基づ
いて、ブラウザ内でイメージを並べ替える場合に使用します。ブラウザ、イメージも参照してく
ださい。

相対的な色域を維持  レンダリングインテントの1 つで、写真イメージに適しています。ソース
色空間のハイライト値と宛先色空間のハイライト値を比較して、カラー領域の範囲外の色を宛先

色空間で再現できる最も近い色に変換します。レンダリングインテントも参照してください。

相反則不規  絞りとシャッタースピードとの関係。シャッタースピードと絞りの設定は複数の組
み合わせの中から選択することができ、その結果として適切な露出を実現できます。絞りを絞っ

てシャッタースピードを下げても、前の絞りとシャッタースピードの組み合わせと同じ露出にな

ります。逆の操作でも同じ結果になります。絞り、シャッターも参照してください。

相補型金属酸化膜半導体（CMOS）  撮像素子の一種。受光素子が捉えたイメージ全体を並行して
（基本的に同時に）記録することができ、記憶装置へのデータ転送速度が速くなります。マイク

ロレンズがCMOS センサーの各受光素子に取り付けられているので、受光感度が向上していま
す。電荷結合素子（CCD）、撮像素子も参照してください。

側光  カメラの角度から見て直角方向から被写体に当たる光。逆光、順光も参照してください。

測光  露出計を使用して適切な露出を計算する処理。露出計も参照してください。

ソフト校正  プリンタまたは印刷機からどのように出力されるかを画面に表示して、画面上でプ
リントのシミュレーションを行うこと。

ソフト照明  拡散照明を参照してください。

ターゲット  スキャナやデジタルカメラなどの機器のプロファイルを作成するために使用する参
照ファイル。多くの場合、カラー値を測定済みのパッチが含まれています。機器から出力された

ものをターゲットと比較します。機器の特性定義も参照してください。

タグなし  プロファイルが埋め込まれていない書類またはイメージ。
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タブ  「Aperture」では、「プロジェクト」インスペクタで複数のプロジェクト、フォルダ、また
はアルバムを選択しているときに、ブラウザでそれらの項目を識別するための要素のこと。現在

開いているプロジェクト、フォルダ、またはアルバムの内容を表示するときは、タブをクリック

します。アルバム、フォルダ、プロジェクトも参照してください。

タングステン光  光の一種で、色温度が低い光源。タングステン光源には通常、家庭用電球が含
まれますが、蛍光灯と混同しないようにしてください。色温度、「ホワイトバランス」調整も参
照してください。

単焦点レンズ  焦点距離が固定されていて変更できないレンズ。

単調  イメージのコントラストが弱すぎて、濃度が不足している状態。コントラスト、濃度も参照
してください。

中央重点測光  ファインダー全体を測光しますが、特にフレームの中央を中心に測光する方式。
中央重点測光は、一般ユーザ向けのカメラで最も普及している測光方式です。評価測光、露出計、

スポット測光も参照してください。

調整  イメージの外観に変更を加えること。

ツールバー  「Aperture」のメインウインドウ上部に表示される、機能ごとにグループ化された
ボタンとツールのコレクション。「フルスクリーン表示」ツールバーも参照してください。

ディスプレイ  コンピュータのモニタ。

テザー撮影  FireWire またはUSB ケーブルを使ってお使いのMac にデジタルカメラを接続し、
写真を撮影し、撮影した瞬間に「Aperture」でイメージファイルを取り込んで保存する処理のこ
と。カメラ、FireWireも参照してください。

デジタル  一連の1 と0として保存または転送されるデータの表現。一般的には、電子信号また
は電磁信号を使って表現されるバイナリデータのことです。JPEG、PNG、RAW、およびTIFF ファ
イルはすべてデジタルです。デジタル処理も参照してください。

デジタルAE/AFカメラ  自動焦点機能が組み込まれた軽量デジタルカメラ。イメージの撮影に必
要な2 つの手順を基に名前が付けられています。レンズと絞りとシャッターが一体となっている
ので、通常はカメラから取り外すことはできません。カメラ、デジタル一眼レフ（DSLR）カメ
ラも参照してください。

デジタル一眼レフ（DSLR）カメラ  レンズを交換できるカメラ。レンズによって作られたイメー
ジが、反射ミラーで反射されてプリズム経由でファインダーに転送されます。このファインダー

のイメージは実際のイメージ領域に一致しています。シャッターが開いているときは、撮像素子
を妨害しないようにミラーが跳ね上がります。カメラ、デジタルAE/AF カメラも参照してくだ
さい。

デジタル化する  フィルムに取り込まれたイメージをフィルムスキャナーを使ってTIFFなどのデ
ジタルフォーマットに変換すること。フォトグラファーがよく使用する用語。

デジタル処理  アナログ電圧値をデジタル値に変換する処理。





658 用語集



デジタルノイズ  ISO感度を高く設定したために誤って解釈された画素。色差信号のS/N比とも
呼ばれます。不規則に見られる明るい画素は、特に同一色内で見られるものについては、デジタ

ルノイズが原因です。ISO 感度、ノイズ除去も参照してください。

デジタル・マスター・ファイル  マスターを参照してください。

デスクトップ設定  デュアルディスプレイ機能をオフにする、セカンダリビューア設定。ディス
プレイ、セカンダリビューアも参照してください。

デバイス依存  カラー値のうち、色を再現する機器の性能に依存するもの。たとえば、ディスプ
レイで生成される一部の色は、プリンタで紙に再現することはできません。ディスプレイで生成

される色は、プリンタのカラー領域の範囲外です。つまり、これらの色はデバイス依存と見なさ

れます。カラー領域も参照してください。

デバイス独立  CIELab やXYZなどの標準の色空間。これらの色空間の色の解釈は、特定の機器
に依存しません。色空間、国際照明委員会（CIE）も参照してください。

電荷結合素子（CCD）  撮像素子の一種。画素情報を 1 行ずつ記録していきます。相補型金属酸
化膜半導体（CMOS）、撮像素子も参照してください。

電磁放射  エネルギーの一種で、ガンマ線から電波までさまざまなものがあり、可視光線もその
中に含まれます。光も参照してください。

瞳孔  目の一部で、光の量に応じて伸縮します。虹彩とも呼ばれます。

ドット／インチ（dpi）  プリンタの解像度の測定単位。1 平方インチ内の最大ドット数です。プ
リント、解像度も参照してください。

ドットゲイン  インクが用紙に吸収されるために網点が大きくなることを説明するために使われ
る印刷機用語。ドットゲインが起こると、用紙に反映される白の量が減少するので、イメージの

見た目に影響することがあります。

トランジション  スライドショーでイメージが切り替わるときに適用される視覚効果。
「Aperture」では、イメージ間のクロスフェードの時間を選択することができます。

ドリフト  ある機器を使い込んでいくうちに色を再現する性能が変化していくこと。たとえば、
インクの古さや用紙の種類が原因で、プリンタが出力する色がドリフトすることがあります。機

器の特性定義、カラー領域も参照してください。

トリミング  オリジナルのイメージの一部だけをプリントまたは配布する処理。一般的には、構
図をより効果的にするためにイメージをトリミングします。また、4ｘ6 などの特定のアスペク
ト比に合わせるために、トリミングすることもあります。調整、アスペクト比、構図、「トリミ
ング」調整、効果も参照してください。

「トリミング」調整  「Aperture」で、構図やアスペクト比を変更する目的で、イメージをトリミ
ングして調整すること。トリミング調整の実行には、「トリミング」ツールを使用します。調整、

アスペクト比、構図、トリミングも参照してください。
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ドロップシャドウ  イメージの背後に人工的なシャドウを作成する効果。Webサイトや写真アル
バムで、3次元の雰囲気を出すためによく使用されます。

ナビゲータボタン  ライトテーブルのボタンの1つで、ライトテーブルの内容が画面よりも大き
いときに、このボタンを使って表示を移動できます。ライトテーブルも参照してください。

ネガ  被写体やシーンのイメージの色調が反転している現像済みフィルム。ゴミや傷の除去、感
光乳剤、フィルム、ポジも参照してください。

ノイズ  デジタルノイズを参照してください。

ノイズ除去  イメージのデジタルノイズを取り除く処理。調整、デジタルノイズ、イメージ、「ノ
イズ除去」調整も参照してください。

「ノイズ除去」調整  「Aperture」の調整の1 つで、イメージのデジタルノイズを減らします。調
整、デジタルノイズ、イメージ、ノイズ除去も参照してください。

濃度  イメージの暗い色をはっきりと再現するための機能。暗い方の色の解像度が高いイメージ
は、濃度が高いと呼ばれます。コントラスト、単調も参照してください。

濃度計  写真の光の濃度を測定するために設計された計器。機器の特性定義も参照してください。

バージョン  イメージに適用したすべてのメタデータと調整の情報が含まれるファイル。
「Aperture」では、バージョンだけが変更されます。マスターが操作されることはありません。
マスターも参照してください。

「バージョンを複製」ボタン  「フルスクリーン」表示ツールバーのボタン。選択したイメージバー
ジョンをすべてのメタデータと調整が適用された状態で複製します。調整、「フルスクリーン表

示」ツールバー、イメージ、メタデータ、ツールバー、バージョンも参照してください。

背景  被写体の背後にある、イメージの後方の領域。被写界深度、前景も参照してください。

バイブランスパラメータ  「Aperture」の補正調整パラメータの1 つで、イメージに彩度を非線
形的に追加する場合に使用します。彩度の追加された色は、ほかのすべての色に彩度が追加され

る間は変更されません。ただし、肌の色調は変更されません。調整、彩度を下げる、「補正」調
整、彩度も参照してください。

ハイライト  被写体またはシーンの最も明るい領域。コントラスト、濃度、シャドウも参照してく
ださい。

「ハイライトとシャドウ」調整  「Aperture」の調整の1つで、イメージのハイライトとシャドウを
選択的に調整します。ハイライト、シャドウも参照してください。

バウンス光  自然光の効果を出しつつ陰を消すために、反射板を使って被写体に向けられる自然
または自然以外の光源（フラッシュやタングステン光）。色温度、補助照明、「ホワイトバランス」

調整も参照してください。
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バッジオーバーレイ  イメージ上に配置される小さなアイコンで、調整、キーワード、またはそ
の他の変更がイメージに適用されていることを示します。調整、キーワード、オフラインも参照
してください。

パノラマ  通常は、アスペクト比が大きい横方向のイメージのことを指します。フォトグラファー
は、同じシーンの複数のイメージをデジタル的に結合（「縫い合わせて」）して、パノラマ式の連

続したイメージを作成する手法をよく利用します。アスペクト比も参照してください。

バルブ（B）  多くのカメラで露出を調節するために使用される、手動のシャッタースピード設
定。シャッターをBに設定すると、シャッターボタンを押すまでシャッターが開いたままになり
ます。シャッター、シャッタースピードも参照してください。

パン  a.動いている被写体が常にフレームに収まるようにするために、被写体に合わせてカメラ
を動かすこと。高速で動いている被写体を遅いシャッタースピードでパンすると、通常は、被写

体のピントは合っていますが、それに比べてシーンの残りの領域はカメラが動く方向にぼやける

か引き伸ばされます。b.「Aperture」で、イメージが100 パーセントのサイズで表示されてい
るときに、イメージのほかの部分を表示するには、スペースバーを押しながらイメージ内をド

ラッグします。カメラ、イメージ、ビューアも参照してください。

比較イメージ  「Aperture」で、ほかのイメージと比較できるように画面に表示したままにする
イメージのこと。比較イメージは緑の枠線で示されます。イメージも参照してください。

光  電磁スペクトルのうち、波長が400 ～720ナノメートルの可視エネルギー。電磁放射も参照
してください。

ピクチャ  写真のように、平らな表面または画面にレンダリングされた視覚表現のこと。イメー
ジ、写真も参照してください。

「ピクチャ」フォルダ  ホームフォルダ内のフォルダ。「ピクチャ」フォルダは Aperture ライブ
ラリおよびiPhoto ライブラリのデフォルトの保存場所です。ライブラリも参照してください。

被写界深度  イメージの前景から背景までピントが合って見える範囲。被写界深度は、レンズの
絞りと焦点距離の組み合わせによって決まります。絞り、背景、焦点距離、前景も参照してくだ
さい。

被写体  フォトグラファーがイメージを表現するために選択した、メインのオブジェクト、人物、
シーン、または出来事。隠し撮り、イメージも参照してください。

比色計  カラーフィルタを使って色のサンプル値を測定できる計器。比色計は、2 つの色が同じ
かどうかを判断するために使用します。ただし、サンプルが測定されるときの光は考慮されませ
ん。比色計は、ディスプレイやプリンタを補正するときによく使用されます。補正も参照してく
ださい。

比色分析  客観的かつ定量的に色を測定する方法。

ピック  スタックを代表するイメージ。ピックは通常、スタックで最も品質の高いイメージです。
候補、スタックも参照してください。
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ビット深度  1つの画素がカラーチャンネルごとに表示できるカラー値の数（色合い）。1画素の
カラーチャンネルのビット深度が高くなればなるほど、各画素が表示できる色の数は飛躍的に多

くなります。カラーチャンネル、色深度も参照してください。

1つのイメージのプリント  「Aperture」のプリントプリセットに基づいて、1枚の用紙にプリン
トされた1つのイメージ。

「ビネット除去」調整  「Aperture」の調整の1 つで、イメージの取り込み時に適用された不要な
ビネットを修正するために使用します。「ビネット」調整、口径食も参照してください。

「ビネット」調整  「Aperture」の調整の1つで、イメージにビネット効果を追加します。「ビネッ
ト除去」調整、口径食も参照してください。

ビューア  「Aperture」で、現在ブラウザで選択しているイメージを表示する領域。ビューアを
使用して、イメージに調整を加えたり、イメージを相互に比較したりできます。ブラウザも参照
してください。

ビューアのみ表示  「Aperture」のワークスペース表示の1 つで、ブラウザを隠します。ブラウ
ザ、ブラウザとビューア表示、ブラウザのみ表示、フルスクリーン表示、ビューアも参照してく
ださい。

「ビューアをズーム」ボタン  「ビューア」および「フルスクリーン」表示ツールバーのボタン。
このボタンを使って、選択したイメージをビューアの大きさに合わせて表示するか、100パーセ
ントサイズでイメージを表示するかを切り替えます。コントロールバー、フィルムストリップ、

イメージ、選択したイメージ、ビューアも参照してください。

評価測光  測光の一種で、画面をいくつかの部分に分割し、それぞれを部分的に測光して、全体
の平均値を求め、画面全体の適正露出を指示します。中央重点測光、露出計、スポット測光も参
照してください。

ファインダー  撮像素子に取り込まれるシーン領域をプレビューするように設計されたカメラ部
品。カメラ、撮像素子も参照してください。

フィルタ  a.「クエリーHUD」で使用する変更可能な検索条件。選択した特定のイメージを返す
ために使用します。b.「Photoshop」で適用する効果。イメージの視覚的な性質を変えるため
に、フィルタを適用します。c.カメラレンズの前に取り付けるように設計された、色の付いたガ
ラスまたはプラスチック。シーンの濃度、反射、または領域を変更、強調、または除外するため

に使用します。合成、濃度、効果も参照してください。

フィルム  イメージを記録できるように感光乳剤が塗布された、柔軟性のある透明な支持体（ベー
ス）。ゴミや傷の除去、感光乳剤も参照してください。

フィルムストリップ  フルスクリーン表示のインターフェイス要素の1つ。イメージのスクロー
ル、レートの設定、回転、検索などの操作を行うことができます。フルスクリーン表示も参照し
てください。
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フィルムストリップ表示  イメージのサムネールを水平にすばやくスクロールできるブラウザ表
示。ブラウザも参照してください。

フォーマット  a.ファイルフォーマット：情報をエンコードする方式。TIFF やPNG などのよく
知られたファイルフォーマットの仕様は公開されています。 b.ディスクのフォーマット：ハード
ディスクなどの記憶メディアをファイルシステムで使用できるように準備すること。たとえば、
MacOSXで使用するディスクドライブでは、MacOSExtended フォーマットが使用されます。
JPEG、PNG、PSDファイル、TIFF、ボールトも参照してください。

フォルダ  Apertureライブラリのコンテナの一種で、プロジェクトおよびプロジェクト内のアル
バムの整理に使用します。フォルダには、イメージは含まれません。アルバム、ライブラリ、プ
ロジェクトも参照してください。

不採用レート  「Aperture」では、写真を編集するときにイメージに適用する否定的な評価のこ
と。写真編集、レート設定、選択レートも参照してください。

復旧パラメータ  「Aperture」の露出調整パラメータの1 つで、ハイライト詳細の復旧に使用し
ます。「露出」調整も参照してください。

不透明度  イメージの透明度のレベル。

プライマリ設定  「Aperture」のビューア設定の1 つで、選択した複数のイメージ内のプライマ
リ選択だけにメタデータの変更を制限します。フィルムストリップ、選択したイメージ、メタ

データ、プライマリ選択も参照してください。

プライマリ選択  選択したイメージの中で最も重要なイメージ。調整が適用されるのは、選択し
たイメージ内のプライマリ選択だけです。プライマリ選択は太い白の枠線で示されます。選択し

たイメージの中で、プライマリ選択は1つしかありません。調整、選択したイメージ、プライマ
リ設定も参照してください。

ブラウザ  「Aperture」のインターフェイスの一部。ライブラリ、プロジェクト、またはアルバ
ムの内容を表示します。ブラウザには、イメージが 1 行のサムネール（フィルムストリップ表
示）、格子状のサムネール（グリッド表示）、またはファイル情報（リスト表示）で表示されます。

グリッド表示、フィルムストリップ表示、リスト表示、ビューアも参照してください。

ブラウザとビューア表示  「Aperture」のワークスペース表示の1 つで、ビューアとブラウザを
同時に表示します。ブラウザ、ブラウザのみ表示、ビューア、ビューアのみ表示も参照してくだ
さい。

ブラウザのみ表示  「Aperture」のワークスペース表示の1つで、「ビューア」を隠します。ブラ
ウザ、ブラウザとビューア表示、フルスクリーン表示、ビューア、ビューアのみ表示も参照して
ください。



用語集 663



ブラケティング撮影  露出計が指示する絞りとシャッタースピードを基準に、同じイメージを 3
コマ撮影する処理。たとえば、1 コマ目は推奨露出より 1F 値露出アンダーで、2 コマ目は推奨
露出で、3 コマ目は推奨露出より1F 値露出オーバーで撮影します。また、ブラケティング撮影
の範囲を1F 値より狭くすることもできます。ブラケティング撮影は、照明の状況が思わしくな
いときに、シーンを適切な露出で撮影するために使用します。自動ブラケティング撮影も参照し
てください。

ブラック・ポイント・パラメータ  イメージ内で黒の設定に使用される、「Aperture」の露出調
整パラメータ。「露出」調整も参照してください。

ブラックポイント補正  ブラックポイント補正とは、黒と白の輝度値を対象の機器（プリンタ、
用紙、およびインク）の範囲（カラー領域）に合わせて適切に調整することです。ブラックポイ

ント補正を使うと、黒がプリンタ、用紙、およびインクのカラー領域に合わせて調整されるため、

シャドウでクリッピングが起こるのを防ぐのに役立ちます。

フラッシュ  カメラに付いているか取り付ける機器の 1 つ。シャッターボタンを押したときに、
短く強力な閃光が光ります。フラッシュは、シャッターと一緒に動作し、光が不足している状況

で適切な露出のイメージを撮影するために使用します。露出、外部フラッシュ、補助照明、ホッ

トシューも参照してください。

プリセット  書き出し、名前付け、プリント、Web 書き出しなどの設定をまとめて保存したも
の。プリセットによって、ファイルフォーマット、ファイルの圧縮、ファイル名の作成、用紙サ

イズ、ColorSyncプロファイルなどのプロパティが決まります。プリセットは通常、特定のワー
クフローに合わせて定義されていますが、クライアントの仕様に合わせることもできます。
ColorSync も参照してください。

プリント  用紙にプリントされたイメージ。写真とも呼ばれます。昇華型プリンタ、インクジェッ
トプリンタ、RA-4 も参照してください。

フルスクリーン表示  「Aperture」のワークスペース表示の1 つで、最小限のインターフェイス
だけが表示されます。光と色の干渉を最小限に抑えてフルスクリーンのイメージを表示するため

に使います。ブラウザとビューア表示、ブラウザのみ表示、フィルムストリップ、HUD も参照
してください。

「フルスクリーン表示」ツールバー  フルスクリーン表示で画面上部に表示される、機能ごとにグ
ループ化されたボタンとツールのコレクション。ツールバーも参照してください。

フレーム  イメージの境界。フレームは、特定のイメージ領域内の構図を決める処理を説明する
動詞として使うこともできます。トリミングも参照してください。

プレビューイメージ  「Aperture」により生成されたJPEGイメージ。すべての調整および関連す
るメタデータが適用されたオリジナルマスターを表します。プレビューイメージは、「iWeb」な
どのほかのアプリケーションとの共有で使用すること、およびマスターがオフラインの場合にマ

スターの代わりに使用することを意図して設計されています。調整、JPEG、メタデータ、オフ
ラインも参照してください。
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プロジェクト  「Aperture」では、すべてのマスター、バージョン、および撮影に関連付けられた
メタデータを格納する最上位のコンテナのこと。参照イメージの場合、マスターはプロジェクト

ファイル内ではなく、現在の場所に保存されます。アルバム、フォルダ、ライブラリ、マスター、

参照イメージ、バージョンも参照してください。

プロファイル  カラー領域、色空間、操作モードなど、特定の機器の色情報に関するデータを集
めたもの。プロファイルには、その機器の色再現能力が表現されているので、効果的なカラーマ

ネージメントを行うためには欠かすことができません。機器の特性定義、カラー領域も参照して
ください。

分光光度計  色のスペクトル全体の色波長を測定する計器。この測定結果を使って、ディスプレ
イとプリンタのプロファイルを作成できます。機器のプロファイルを作成するときには、分光光

度計を使用することをお勧めします。

ベイヤーパターンのカラーフィルタ配列  撮像素子の表面に取り付けられた赤、緑、および青の
レンズの特定の配列。人間の目が色を認識する仕組みに合わせて、緑のレンズの数は青と赤のレ

ンズの数の約2倍あります。電荷結合素子（CCD）、相補型金属酸化膜半導体（CMOS）、も参照
してください。

変形  イメージの形状または構図を変更するために調整すること。効果も参照してください。

偏光フィルタ  カメラレンズの前に取り付けるフィルタ。ある面を進む光だけを通し、ほかの面
を進む光は吸収します。偏光フィルタは、窓や光っている面で起きている不必要な反射を減らす

ことができます。偏光フィルタは、空を暗くするためにもよく使われます。フィルタも参照して
ください。

編集  イメージを配置したり除去したりする処理。写真編集も参照してください。

ボールト  Apertureライブラリの（最後のバックアップ以降の）正確なコピーを保管するために
指定されている記憶領域で、通常は外部FireWireドライブに保存されます。FireWire、ライブラ
リも参照してください。

望遠レンズ  被写体を大きく写す焦点距離の長いレンズ。レンズも参照してください。

ポジ  被写体またはシーンの色調の関係が目で見る場合と同じである現像済みフィルム。スライ
ドとも呼ばれます。ゴミや傷の除去、感光乳剤、ネガも参照してください。

補助照明  被写体が柔らかく見えるようにしたり、影が写らないようにするために、昼光色ラン
プやフラッシュなどの人工的な光源を使用すること。バウンス光、色温度、「ホワイトバランス」

調整も参照してください。

補正  機器の正確なカラープロファイルを作成する処理。機器を補正することにより、機器の間
で色を正確に変換できるようになります。機器の特性定義も参照してください。
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「補正」調整  「Aperture」の調整の1つで、イメージのコントラスト、精彩度、彩度、およびバ
イブランスを、黒、グレイ、および白の色合いと共に調整します。調整、コントラスト、コント
ラストパラメータ、精細度、精細度パラメータ、彩度、彩度パラメータ、色合い、色合い調整、
バイブランスパラメータも参照してください。

ホットシュー  外部フラッシュをカメラの上部に装着するために設計された器具。シャッターボ
タンを押すと、ホットシューの接点を通して電気信号が伝送されて、外部フラッシュが動作しま

す。外部フラッシュ、フラッシュも参照してください。

「ホワイトバランス」調整  「Aperture」の調整の1つで、デジタルイメージの色温度と色合いを
変更すること。イメージのホワイトバランスの調整は、イメージの色かぶりを中和するために行

います。たとえば、白熱灯の照明のためにイメージの白がかなり黄色がかって見える場合には、

ホワイトバランス調整で青を強くすることによって、バランスのとれた白に中和します。色かぶ

り、色温度、ケルビン（K）も参照してください。

ホワイトポイント  表示の色温度で、ケルビン単位で測定されます。ホワイトポイントが高いほ
ど白が青みを帯び、ホワイトポイントが低いほど白が赤みを帯びます。Macコンピュータのネイ
ティブ・ホワイト・ポイントはD50（5000 ケルビン）で、WindowsPC の場合はD65（6500
ケルビン）です。色温度、ケルビン（K）も参照してください。

マクロレンズ  レンズの一種で、極端に近付いて接写撮影するときに使用します。カメラ、レン
ズ、単焦点レンズ、望遠レンズ、広角レンズ、ズームレンズも参照してください。

マスター  コンピュータのファイルシステムまたはカメラのメモリカードからコピーされたソー
ス・イメージ・ファイル。「Aperture」では、マスターが変更されることはありません。イメー
ジに加えられる変更は、常にバージョンに適用されます。メモリカード、プロジェクト、バー

ジョンも参照してください。

マスターから新規バージョンボタン  「フルスクリーン」表示ツールバーのボタン。選択したイ
メージのマスターから新しいバージョンを作成します。「フルスクリーン表示」ツールバー、イ

メージ、ツールバー、バージョンを参照してください。

ミッドトーン  イメージのカラー値のうち、ハイライトとシャドウの間のカラー値。コントラス
ト、ハイライト、「ハイライトとシャドウ」調整、「レベル」調整、シャドウも参照してください。

ミラー設定  セカンダリビューア設定の1つで、メイン・ビューア・ディスプレイとセカンダリ・
ビューア・ディスプレイに、選択した同じイメージを表示します。ディスプレイ、選択したイ

メージ、ミラーリング、メインビューア、セカンダリビューアも参照してください。

ミラーリング  同じイメージを複数のディスプレイに表示する処理。拡張デスクトップモードも
参照してください。

メインビューア  複数のディスプレイを使用するシステムでは、メインビューアはAperture ア
プリケーションを表示するために使用されます。ディスプレイ、セカンダリビューアも参照して
ください。
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メガピクセル  100万画素。たとえば、150万画素は1.5メガピクセルと等しくなります。撮像素
子、画素も参照してください。

メタデータ  データに関するデータ。メタデータは、データがどのように収集されてフォーマッ
トされたかを説明するデータです。データベースは、メタデータを使用して、特定の形式のデー

タを管理しています。「Aperture」は、EXIF メタデータおよびIPTC メタデータの両方に対応し
ています。EXIF、IPTCも参照してください。

メモリカード  カメラの中で、デジタルイメージが保存される機器。カメラ、撮影も参照してく
ださい。

モアレパターン  2 つのグリッドが重なり合うことによる干渉で生成される表示パターンタイプ
のこと。モアレパターンは、デジタルカメラで撮影したイメージで、イメージの線形パターンが

デジタル・イメージ・センサーのピクセル配列の線形パターンと干渉する場合に発生することが

あります。モアレパターンは、カメラのイメージプロセッサによって弱いアンチエイリアスフィ

ルタが適用される場合によく発生します。撮像素子、「RAW微調整」調整も参照してください。

モニタ  ディスプレイを参照してください。

モノクロ  白黒写真の場合のグレイの濃淡のように、単一色の濃淡で表現されるイメージ。「モノ
クロ化」調整、グレイスケール、イメージ、モノクロミキサー調整、写真も参照してください。

「モノクロ化」調整  「Aperture」で、イメージの彩度を下げ、選択した色合いの強さをミッドトー
ンに適用して調整を行うこと。調整、彩度を下げる、イメージ、ミッドトーン、モノクロ、色合

い調整も参照してください。

モノクロミキサー調整  「Aperture」の調整の1 つで、カラーイメージをグレイスケールに変換
するときに、ソースの赤、緑、および青のカラーチャンネルを選択的に制御可能にします。調整、
グレイスケール、イメージ、モノクロも参照してください。

読み込み  さまざまな種類のデジタル・イメージ・ファイルを「Aperture」のプロジェクトに取
り込む処理。別のアプリケーションで作成されたファイル、カメラやカードリーダーからダウン

ロードしたファイル、別のAperture プロジェクトのファイルなどを読み込むことができます。
プロジェクトも参照してください。

ライトテーブル  「Aperture」のメインウインドウ内の領域で、「ライトテーブル」アルバムを選
択したときに表示されます。ライトテーブルの提供する大規模なオープンスペースでは、選択し

た大量のイメージを配置して確認したり、それらを新しい位置にドラッグしたり、さまざまな組

み合わせでグループにまとめたり、必要に応じてサイズを変更したりできます。アルバム、ナビ
ゲータボタンも参照してください。

ライブラリ  「Aperture」では、プロジェクト、フォルダ、アルバム、マスター、およびバージョ
ンを格納するコンテナファイルのこと。ライブラリ内の要素の整理、項目名の変更、項目のソー

トなどは、「プロジェクト」インスペクタで行います。デフォルトでは、Aperture ライブラリ
ファイルは「/ユーザ/ ＜ユーザ名＞/ピクチャ/」にあります。アルバム、フォルダ、マスター、
プロジェクト、バージョンも参照してください。
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ラスター・イメージ・プロセッサ（RIP）  プリンタに付属のドライバの代わりに使用する、特殊
なプリンタドライバ。アプリケーションからの入力を受け取り、その情報をプリンタが認識して

ページ上にドットを配置できるデータ（ラスターイメージ）に変換します。ソフトウェアRIP に
は通常、標準のプリンタドライバにはない機能があります。

リスト表示  イメージを表示するブラウザ表示の1 つで、サムネールの行またはグリッドの代わ
りに、名前、アイコン、および含まれるメタデータのリストを、レート、イメージの大きさ、ファ

イルサイズ、日付などの情報と共に表示します。ブラウザ、フィルムストリップ表示、グリッド

表示、メタデータ、レート設定も参照してください。

「リフト」ツールと「スタンプ」ツール  あるイメージからメタデータや調整などの属性をコ
ピー（リフト）して、選択したイメージにペースト（スタンプ）するために、スタンプHUD で
使用する2 つのツール。調整、選択したイメージ、リフトとスタンプHUD、メタデータも参照
してください。

リフトとスタンプHUDイメージからリフトした属性を表示するフローティングウインドウ。適
用しない属性の選択を解除して、選択したイメージにスタンプする属性を選択できます。HUD、
選択したイメージ、「リフト」ツールと「スタンプ」ツールも参照してください。

量子化  アナログソースの信号を抽象的なデジタル値に変換する処理。デジタル処理も参照して
ください。

ルーペ  「Aperture」のツールの1 つで、ルーペを置いたイメージの領域を拡大します。イメー
ジも参照してください。

レート設定  「Aperture」では、選択した一連のイメージに含まれるほかのイメージと比べて、そ
のイメージがどのような品質であるかを示す値をイメージに追加する処理のこと。写真編集、不

採用レート、選択レートも参照してください。

レタッチ  詳細を追加したり取り除いたりしてイメージを変更する処理。「クローン」ブラシ、合
成、効果、フィルタ、「修復」ブラシ、レタッチツールも参照してください。

レタッチツール  「Aperture」で、イメージの不具合を修正またはぼかすために使用するブラシの
ペア。「レタッチHUD」と共に使用します。「クローン」ブラシ、「修復」ブラシも参照してください。

「レベル」調整  「Aperture」の調整の1つで、コントロールを使ってイメージの色調範囲を選択
的に調整します。調整、イメージも参照してください。

レンジファインダー  多くのカメラにある器具の1 つで、イメージのピントを簡単に合わせるた
めに使用されます。カメラ、ファインダーも参照してください。

レンズ  被写体からの反射光を集めて焦点（カメラの撮像素子）に結像させるために組み立てら
れた、高性能のレンズエレメント（一般に光学ガラス製）の集まり。カメラ、撮像素子、マクロ

レンズ、単焦点レンズ、望遠レンズ、広角レンズ、ズームレンズも参照してください。

レンダリングインテント  選択した出力機器のカラー領域の範囲外の色をその機器で再現できる
カラー領域に対応させるときの方法。
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露出  イメージに当てる光の量。露出は、光の強度（絞りで制御します）と光が撮像素子に当た
る時間の長さ（シャッターで制御します）を制限することによって制御します。露出は、イメー

ジの全体的な明るさと、イメージで知覚されるコントラストの強さに影響します。調整、絞り、

コントラスト、撮像素子、「露出」調整、シャッターも参照してください。

露出アンダー  シーンの露出が足りなかったときに、この状態になります。露出アンダーのシー
ンは暗くなります。露出、露出オーバーも参照してください。

露出オーバー  シーンの露出が長すぎたときに、この状態になります。露出オーバーのシーンは
明るすぎて、シャドウの詳細が適切に表示されません。露出、露出アンダーも参照してください。

露出計  反射光の強度を測定できる機器。露出計は、カメラの適切な露出設定を簡単に選択する
ために使用されます。ほとんどのカメラには露出計が内蔵されています。中央重点測光、評価測

光、測光、スポット測光も参照してください。

「露出」調整  「Aperture」の調整の1つで、露出、復旧、ブラックポイント、および明るさを調
整します。調整、ブラック・ポイント・パラメータ、明るさパラメータ、露出、復旧パラメータ

も参照してください。

ワーキングスペース  ファイルを編集するための色空間。ワーキングスペースは、AppleRGB な
どの色空間プロファイルまたはデバイスプロファイルに基づく色空間です。

ワークスペース表示  ブラウザ、ビューア、およびインスペクタのレイアウト。「Aperture」に
は、複数のワークスペース表示があります。ブラウザ、ビューアも参照してください。
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DNG22,111
DPIフィールド  476
dpi（ドット／インチ）  506,658
DSLR（デジタル一眼レフカメラ）  657
DVIポート  630

E



ExchangeableImageFileデータ→「EXIF
（ExchangeableImageFile）メタデータ」を参照
EXIFボタン  282
EXIF（ExchangeableImageFile）メタデータ
イメージを見つける  309
書き出す  487
定義  643
日付情報  305
表示する  58,176,194
フィールド  273
メタデータセットにフィールドを追加する  282

F



Finder144,643
FireWire620,627,643
F値  412,644

G



GIF ファイル  22,111

H



HTML ファイル
WebページまたはWebジャーナルを保存する  538
書き出す  551,554

HUD（Heads-UpDisplay）
機能とコントロール  74
操作する  25
フルスクリーン表示で使用する  214

HUD（Heads-UpDisplay）→「HUD」、または具体的な
HUDの名前を参照
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I



ICCプロファイル  638,640,642
iDisk の容量インジケータ  92
ID番号  175,312
IEEE1394 →「FireWire」を参照
iLife またはiWorkで写真を共有する  40
InternationalPressTelecommunicationsCouncil（国際
新聞電気通信評議会）データ→「IPTCメタデータ」を参
照
iPhoto
イメージを読み込む  22,111
カメラやカードに対して無効にする  114
ライブラリを読み込む  139

iPhotoブラウザ  141
イメージを読み込む  142

iPhotoブラウザでイメージをプレビューする  142
iPhotoライブラリの役割  140
IPTCボタン  282
IPTCメタデータ
～としてキーワードを書き出す  245
イメージを見つける  308
書き出す  487,502
キーワードを割り当てる  31
定義  644
表示する  58,176,194
フィールド  273,289
メタデータセットにフィールドを追加する  282
文字列の制限  289
文字列の長さ  245
読み込み時に追加する  132

ISO感度  273,644
iTunesプレイリスト  515,520
iTunesライブラリ領域  515

J



JPEG2000ファイル  22,111
JPEGファイル  412
圧縮する  556
色空間  639
書き出す  487
キーワード  502
定義  644
マスター  94
読み込む  22,111

JPEGプレビュー  196

K



K（ケルビン）  410,650

L



Labプロット  644
LZW圧縮  644

M



MacOSのディスプレイ構成  631–633

MobileMeアカウント
Webページを書き出す  538,551
Webページをホームページにリンクする  553
公開する  542,544
設定する  560

MobileMeアカウントのウェブギャラリーに公開す
る  538
MobileMeアカウントを作成する  560
MobileMeウェブギャラリー  538
MobileMeにウェブギャラリーを公開する  560
MobileMeへ公開コマンド  552
MobileMeへ公開ボタン  71,72,542,544
MobileMeボタン  86

N



NewspaperAssociationofAmerica502

P



PCIグラフィックカード  628
PCモード  114
PDFとして保存ボタン  476,479
PDFファイル  476,479
Photoshopファイル→「PSDファイル」を参照
PNGファイル  22,94,111,487,502,644
PSDファイル
ウォーターマーク  502
書き出す  487
対応しているフォーマット  22
定義  644
メタデータ  502
読み込む  111

PTPモード  114

Q



QuickTime645,650
QuickTime互換のファイルフォーマット  111

R



RAID装置  645
RAM627,645
RAWイメージ
自動露出調整  367
露出  412

RAW微調整コントロール  351
RAWファイル
色空間  639
解像度  473
対応しているフォーマット  22
定義  645
ファイルサイズ  614
マスター  94
読み込む  111

RA-4F645
RGB色空間  637,645
RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）  667
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S



sRGB 色空間  637,639,645
SWOP645

T



TIFFファイル  22,94,111,487,502,645

U



USBケーブル  627

W



Web書き出しコマンド  555,557,558
Web書き出しプリセット
ウォーターマーク  559
削除する  558
作成する  557
選択する  554
編集する  558

Web書き出しプリセットダイアログ  555,557,558
Webコピーライトフィールド  89,548
Webジャーナル
アルバム  542
移動または表示する  545
イメージのウォーターマーク  559
イメージのサイズを変更する  547
イメージを削除する  549
イメージを追加する  543,549
インターネットに投稿する  551
概要  39,536
書き出す  551,554
機能とコントロール  71
検索結果を～として保存する  315
コピーライト情報  548
作成する  542
テーマ  545
テキストボックス  549
ページ上のイメージ数  546
ページにテキストを追加する  544
ページを削除する  544,551
ページを追加する  543,550
ページを並べ替える  551
ヘッダスタイル  551
メタデータに基づくページ  550
メタデータの表示  547
レイアウトとイメージの順序を変更する  549

Webページ
MobileMeホームページにリンクする  553
Webジャーナル→「Webジャーナル」を参照
アルバム  538
移動する  544,545
移動または表示する  545
イメージ数  546
イメージのウォーターマーク  559
イメージのサイズを変更する  547
イメージを削除する  548

イメージを追加する  539,548
イメージを並べ替える  548
インターネットに投稿する  551
概要  38,536
書き出す  541,544,551,554
機能とコントロール  541
検索結果を～として保存する  315
コピーライト情報  548
コントロール  70
作成する  536,538
種類  536
スマートWebページアルバム  540
テーマ  545
バッジオーバーレイ  290
表示する  544
ページ上のイメージ数  546
ページのテキスト  548
メタデータの表示  547

Webページエディタ  332
Webジャーナル  542
概要  38
機能とコントロール  70,541,543
公開機能  552
開く  537,538

Webページの書き出しボタン  71,72,541,544,554
Webページをインターネットに投稿する  551

X



XMP サイドカーファイル  487
X 値スライダ  407
X レート  234

Y



Y値スライダ  407

あ
アーカイブボタン  282,283
アイコン
ツール  79
バッジのアイコン  290

青スライダ  454
青チャンネル
カラー補正レベル調整  429,433,435
輝度  369
グレイスケールに変換する  328
個別に調整する  370,452
調整する  435
ヒストグラム  331
モノクロミキサー調整  454

青の色調
暗くする  453
追加する  435
取り除く  435

青フィルタプリセット  453
赤い長方形  191
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赤スライダ  454
赤チャンネル
カラー補正レベル調整  429,433
輝度  369
グレイスケールに変換する  328
個別に調整する  370,452
調整する  434
ヒストグラム  331
モノクロミキサー調整  454

赤の色調
暗くする  453
追加する  434
取り除く  434

赤のボールトの状況ボタン  615
赤フィルタプリセット  453
赤目  49,55,213,646
赤目HUDを表示する
キーボードショートカット  217

赤目修正  373
赤目修正調整  373–380
赤目ツール  373
オーバーレイなしでイメージを表示する  378
オーバーレイの感度  377
オーバーレイのサイズを変更する  374
オーバーレイを移動する  379
オーバーレイを削除する  380

赤目修正調整コントロール  373
感度スライダ  377

赤目ターゲットオーバーレイ  374
移動する  379
削除する  380

赤目ツール  49,55,213,373
赤目ツールHUD75
赤目を修正する調整  328
明るさ
黒の色合いの計算での明るいピクセル  424
シャドウ調整  437
調整する  328,416
ハイライト調整  436
ヒストグラム表示  360

明るさ値スライダ  416
明るさスライダ  416
明るさパラメータ  416
明るさレベルのスライダ  432
アスペクト比  175,312,405,595,646
アスペクト比の切り替えボタン  405
値スライダ  332,333
アダプタ（グラフィックカード）  630
新しい機器に移行する  612,621
新しい写真を確認ポップアップメニュー  92
新しいプロジェクトでプレビューを自動的に生成チェック
ボックス  90
圧縮

Web書き出し  556
圧縮したイメージを書き出す  503
イメージの品質  505

定義  646
プリント  473

圧縮,露出  412
圧縮解除  646
アップデートする
スマートアルバム  319
複数のコンピュータ上のイメージ  619
ボールト  65,100,614,615,617
ボールトのイメージ  613
マスターページ  606

宛先プロファイル  646
アナログデジタル変換  646
アピアランスボタン  86
アルバム

iPhotoライブラリから読み込む  140
Webジャーナルアルバム→「Web ジャーナル」を参
照
Webページアルバムを作成する  536
Webページアルバム→「Webページ」を参照
アルバムピック  227
アルバムをコピーする  608
アルバムを削除する  106
イメージのフォルダを読み込む  139
イメージを移動する  168
イメージを検索する  297
イメージをコピーする  323
イメージを削除する  105,167
イメージをドラッグする  168
検索結果を～として保存する  315
作成する  300
種類と機能  96
スタック  227
スマートアルバム→「スマートアルバム」を参照
スライドショーを保存する  513
定義  94,646
ピックに設定する  212
ブックを計画する  574
プロジェクトを整理する  101
ライト・テーブル・アルバム→「ライトテーブル」を
参照
ライトテーブルのイメージを転送する  532

アルバムから取り除くコマンド  167,548
アルバムピックボタン  212
アルバムピックを設定コマンド  227
アングルスライダ  390

い
移行する
選択したRAW イメージ  145
プロジェクトまたはアルバム  145

位相  646,653
一覧を表示する
キーワード  251
スライドショープリセット  514
割り当てられたキーワード  266

一括変更ダイアログ  288
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一脚  646
一致するポップアップメニュー  300,305
一致の検索条件  300,305
一般サイズポップアップメニュー  405
一般ボタン  86
移動
項目をゴミ箱に～  105

移動する
Webジャーナル  544
Webジャーナルのイメージ  549
Webジャーナルのテキストボックス  549
Webページ  542,544,545
赤目ターゲットオーバーレイ  379
イメージ  64,151,155,156
イメージをパンする  191
写真ボックス  595
スポットとパッチターゲットオーバーレイ  396
スライドショー  513
選択したイメージ  154
フィルムストリップ  210
ブックページ  69,578,580,591
ブラウザ  153
ブラウザ内のイメージ  162
プロジェクトまたはアルバムからイメージを～  168
ページ上のテキスト  602
ライトテーブル内のイメージ  527

移動ボタン  64,69
イベントに基づく整理  101
イメージ
一連  221
イメージツールチップ  270,277
書き出す→「書き出す」を参照
キーワードを設定する→「キーワード」を参照
記憶領域  614
既存のイメージ  112
共有する  35
索引  577,588
スタック→「スタック」を参照
スライドショー→「スライドショー」を参照
選択する  151,153,212
ソートする→「イメージをソートする」を参照
調整→「イメージ調整」を参照
日時を調整する  293
バージョン→「バージョン」を参照
場所  144
比較する  29,180,184
ピックイメージ  226
ファイル情報  157
ファイルフォーマット→「ファイルフォーマット」を
参照
ブックの表紙  590
マスターイメージ→「マスター」を参照
見つける→「イメージを見つける」を参照
メタデータ→「メタデータ」を参照
読み込む→「イメージを読み込む」を参照

レートを設定する→「イメージにレートを設定する」
を参照

イメージ書き出しコマンド  505
イメージからメタデータボックスをリンク解除する  600
イメージ管理ボタン  106,107
イメージ索引  577,588
イメージ上で問題のある個所  386
イメージ上のダスト  386
イメージ調整
赤目修正調整  373–380
以前の調整を編集する  60
インスペクタHUD の調整パネル  35,215
外部エディタで編集する  350
概要  328
書き出し時に調整する  500
傾き補正調整  399–401
画面上の調整  363
ガンマ調整  556
コントロールを追加する  331
コントロールを表示する  329
コントロールをリセットする  333
自動調整  366–372
種類  34
スタックしたイメージに適用する  336
スポットとパッチ調整  386–397
スライダ  332
セピア調調整  456
チェックボックス  333
調整インスペクタ  60
調整コントロールを使用する  332
ツールのHUD75,215
定義  657
トリミング調整  402–407
ノイズ除去調整  457–458
バージョン  95
ハイライトとシャドウ調整  435–444
バッジオーバーレイ  290
パッチ調整  386–397
ヒストグラム  363
複数のイメージに適用する  335
不要な調整を選択解除する  336
フルスクリーン表示  334
ほかのアプリケーションでイメージを編集する  350
ボタンとツール  333
ホワイトバランス調整  408–411
モノクロ化調整  455
モノクロミキサー調整  452–454
リフトする  212
レベル調整  429–435
露出調整  412–428

イメージ調整をスタンプする  335
イメージ調整をリフトする  335
イメージツールチップ  270,277
イメージツールチップ領域  91
イメージにレートを設定する
イメージを比較する  240
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概要  27,234
キーボードショートカット  237,241,242
複数段階のレート設定  239
複数のイメージに一度に  237
星レート  234
レートに基づいてイメージを見つける  307
レートに基づいて並べ替える  163,238
レートに基づくWebジャーナルページ  550
レートボタン  63,236
レート未設定のイメージを表示する  238
レートを表示する  194
レートを割り当てる  236
ワークフロープロセス  239

イメージの傾きを補正する  49,55,212
イメージのグループを調整する  335
イメージのグレイン  395
イメージの構図を決める  663
イメージのサイズ調整スライダ  594
イメージのサイズを合わせる

Webジャーナルページ  544
Webページ  541,547

イメージのサイズを合わせるポップアップメニュー  70,
72,541,544,547
イメージの彩度を下げる  652
イメージの自動配置  583
イメージの順位を上げる  54,212,227
イメージの順位を下げる  54,212,227
イメージの精細度  655
イメージの前景  655
イメージの選択を解除する  154
イメージの高さ  405,407
イメージのツールチップ  270,277
イメージのテクスチャ  395
イメージの場所を変更する  122
イメージのバックアップを作成する
アーカイブの定義  646
～システムを計画する  613
概要  41,612
記憶領域  614,615
機能とコントロール  615
ハードディスクを再接続する  618
ファイルを復元する  612
複数のコンピュータを操作する  619
ボールト  41,65,100,616
ボールトをアップデートする  617
ボールトを作成する  616
読み込んだ後に～  143
ライブラリを復元する  621

イメージの幅  405,407
イメージの日付／時刻のフォーマット  127
イメージの品質スライダ  500,505,556
イメージの複数のスタック  228
イメージのレートを設定する
定義  667
レートメタデータ  273

イメージフォーマットポップアップメニュー  505,556

イメージを  105
イメージをアーカイブする→「イメージをバックアップす
る」を参照
イメージを明るくする  413
イメージを移行する  144
方法  144

イメージを置く  527,584,586,587
イメージを回転する
ツール  212
ブラウザ  163

イメージを外部エディタで編集する  350
イメージを重ねる
ブックページ  577
ライトテーブル  530

イメージを画面上でプルーフする  192,482
イメージを共有する→「イメージを配布する」を参照
イメージを暗くする  413
イメージをグループにまとめる
スタック  30
スマートアルバム  32
ライトテーブル  529

イメージを検索する→「イメージを見つける」を参照
イメージを撮影する  648,652
イメージを修正する  212,667
イメージをスタックから解除する  224
イメージを選択する
概要  153
ショートカット  154
スタック  224
選択ツール  212
選択を解除する  154
比較イメージ  184
複数のイメージ  154
ブックアルバム  575
ブックにページを追加する  586
ブック用の～  583
プライマリ選択項目  154
ブラウザ  151
読み込む～  117
ライト・テーブル・アルバム用の～  525

イメージをソートする
グリッド表示  163
最後のソートを復元する  162
ブラウザ  150
リスト表示  158

イメージを中央揃えにする  594
イメージをデジタル処理する  657
イメージをトリミングする  212,594,658
イメージを並べ替える

Webジャーナル  549
Webページ  548
写真ボックスを移動する  595
スタック  54,212,227
スライドショー  513
ブックページ  578
ブラウザ  162
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ページレイアウト  571
ライトテーブル  524,527
レートに基づいて～  238

イメージを配置する→「イメージを再配置する」を参照
イメージを配布する

Webジャーナル  39
Webページ  38,536
スライドショー  36
ブックをプリントする  39
方法  35
ライトテーブルでの確認  37

イメージをパッチする  388
イメージをパンする  191,594,660
イメージを比較する
オリジナルに対して～  192
概要  29
スタック  223
比較イメージを選択する  154,184
ビューア  180
ライトテーブルでの確認  37
レート設定プロセス  240

イメージを左揃えにする  594
イメージを不採用にする
不採用にしたイメージを隠す  298
不採用にしたイメージを表示する  238
ボタン  236

イメージを分類する
ライトテーブル  524

イメージを右揃えにする  594
イメージを見つける

EXIFデータに基づいて～  309
IPTCデータに基づいて～  308
キーワードに基づいて～  303
クエリーHUD296–299
検索結果を絞り込む  301
検索結果を保存する  315
検索条件→「検索条件」を参照
条件を組み合わせて～  175,312,313
スマートアルバム  321,322
名前またはテキストに基づいて～  302
日付に基づいて～  305
フィルムストリップ  52
ブラウザ  150,161
読み込みセッションに基づいて～  311
ライブラリ内  301
レートに基づいて～  307

イメージをメールで送信する  503
イメージをメールに添付する  504
イメージを読み込む

iPhotoライブラリ  139
イメージのフォルダ  138
同じセッションで読み込まれたイメージを見つけ
る  311
オプション  21
概要  110
カメラやカードリーダーから～  113–118

コンピュータに保存されている～  119
自動的に名前を付ける  127
スタック  133,222
選択したイメージ  117
タイムスタンプ  134
大量のイメージ  138
試しに読み込む  111
定義  666
バックアップを作成する  143
ファイルフォーマット  111
ファイルをプロジェクトにドラッグする  134
プロジェクトを転送する  143
メタデータ  132
読み込みグループ  282,283
読み込みパネルボタン  64
読み込んだイメージの場所  144
読み込んだものを整理する  111

色
温度→「色温度」を参照
作業環境  363

色合い
色合いパラメータ  411
カラーホイールを使って手動で設定する  428
カラーホイールをリセットする  428
シャドウを補正する  423
白の色合いスポイトツール  426
適用する  328,455
取り除く  422
ホワイトバランススポイトツール  409
ホワイトバランス調整  408
ミッドトーン  425
ミッドトーンに適用する  455

色合いカラーホイール  422
リセットする  428

色合いスポイトツール  422
色合いスライダ  411
色合いパラメータコントロール  411
色温度  408,409,410
色温度コントロール  410
色温度スライダ  410
色かぶり  429
青または黄を取り除く  435
赤またはシアンを取り除く  434
カラーホイールを使って手動で設定する  428
カラーホイールをリセットする  428
グレイの色合いスポイトツール  425
黒の色合いスポイトツール  423
白黒イメージ  455
デジタルノイズ  410
取り除く  422
ハイライトとシャドウ  426,440
補正する  370
緑またはマゼンタを取り除く  434
レベル調整  433

色空間  192,637,639
色深度  647
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色の彩度→「彩度」を参照
色補間  647
色補正  524
色を一致させる  638
色を補正する
カラー補正スライダ  438,440
ハイライトとシャドウ  440
レベル調整  433

インクジェットプリンタ  647
インクの種類  642
印刷部数  475
インスペクタ  26
概要  26
隠す  77
調整を表示する  60
表示する  77
メタデータを表示する  58,59

インスペクタHUD215
調整ボタン  74
プロジェクトボタン  74
メタデータボタン  74

インスペクタHUDの調整パネル
コントロール  35
コントロールを追加する  331
調整コントロール  328
開く  215,330
フルスクリーン表示で表示する  334

インスペクタHUDボタン  56,213
インスペクタHUDを表示する
キーボードショートカット  217

インスペクタボタン  58,59,60
インスペクタを表示コマンド  270
インターフェイス要素  43,44
インデックス付きの独自の名前のフォーマット  127
インデックス付きのバージョン名のフォーマット  127

う
ウインドウに合わせるボタン  68,578,581
ウェブギャラリー  538
公開する  560

ウォーターマーク
Webページのイメージ  559
～と一緒にイメージを書き出す  487,556
サイズ変更する  560
定義  647
表示する  506
ヒント  502
不透明度  506,559

ウォーターマークの透明度  506,559
ウォーターマークの不透明度  506,559
ウォーターマークを表示チェックボックス  506,556,559
右側のページ  606
埋め込まれたプロファイル  647

え
エッジシャープコントロール  459
使用する  460

エッジシャープ調整  461
「エッジシャープ」調整  328
エッジシャープのワークフロー  462
エッジ詳細スライダ  458
エッジ値スライダ  354
演算子の文字  129

お
オートブラケット  133,221
オーバーレイ
赤目ターゲットオーバーレイ  374,377
移動する  379,396
イメージの傾きを補正する  401
オーバーレイなしでイメージを表示する  378
隠す  406
キーワード  246
削除する  397
スポットとパッチターゲットオーバーレイ  386,388,
391
取り除く  380
トリミングオーバーレイ  403,406
バッジ  290
表示する／隠す  248
不透明度  394
ライトテーブルの表示  532
レート  236

オーバーレイの感度  377
大見出しメタデータ  274,289
屋内の照明  422
オブジェクト名メタデータ  273,289
オフセット印刷機  648
オフラインのハードディスク  618
オペレーティングシステムを考慮した名前の付けか
た  129
オレンジの枠線  240
オレンジ・フィルタ・プリセット  453
オンスクリーンプルーフ  192,482
温度,色  408,409,410

か
カードリーダー
カードを消去する  116
カードを取り出す  116
コンピュータに接続する  626
選択したイメージを読み込む  117
ファイルを読み込む  21,113–118

下位キーワード  255
下位キーワードを追加ボタン  76,251,255
外国語の文字  129
解像度  363

DPI設定  506
カメラの設定  473
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高解像度表示  181,191
定義  648
プリント  473

回転スライダ  401
回転する
イメージの傾きを補正する  400
パッチ内でピクセルを～  390

外部イメージエディタフィールド  89
外部エディタ  144,350,648
使用する  350

外部エディタで開くコマンド  350
外部エディタのファイルフォーマットポップアップメ
ニュー  89
外部エディタを使用する  350
外部ハードディスク
再接続する  618
識別する  616
接続を解除する  618
バックアップシステムを計画する  614
バックアップを作成する  612
復元する  621
別の場所にある記憶領域  618
ボールト  100,616
領域  614,615
領域を追加する  627

外部フラッシュ  648
カウンタ付きの独自の名前のフォーマット  127
書き出しダイアログ  489
書き出したマスターの名前のフォーマットポップアップメ
ニュー  489
書き出しの名前のフォーマットポップアップメ
ニュー  493,496
書き出しのプリセットダイアログ  505,507
書き出しプラグイン  503
書き出しプリセット

Web書き出しプリセット  555
イメージ調整  500
イメージのバージョン  493
ウォーターマーク  501
～に取り込むメタデータ  502
削除する  508
作成する  506
設定を表示する  505
定義済み  488,505
ファイル名  496
変更する  507
メール  503

書き出しプリセットポップアップメニュー  493
書き出す

ColorSyncプロファイル  500
HTMLファイル  551
PDFファイル  479
Web書き出しプリセット  554,555
Webジャーナルページ  544
Webページ  541,551
XMPサイドカーファイル  487

イメージと一緒にメタデータを～  502
イメージの定義  648
イメージの品質  500
ウォーターマーク  501,559
概要  487
書き出し時にファイル名を変更する  496
書き出しプリセット→「書き出しプリセット」を参照
書き出すイメージを調整する  500
ガンマ調整  500
キーワード  245,268
バージョン  492,554
プラグインを使用する  503
ブラックポイント調整  500
プロジェクト  143,620
マスター  489
メール用のイメージ  503
メタデータ  503
メタデータのリスト  487

書き出すボタン  76,86
画角  648
拡散照明  648
隠す
赤目ターゲットオーバーレイ  379
イメージツールチップ  277
オーバーレイ  248
キーボードショートカットでパネルを～  77
スポットとパッチターゲットオーバーレイ  396
ビューア  182
フィルムストリップ  210
不採用にしたイメージ  298
ページ番号  593
マスターページ  605
メタデータ  177,195
レート未設定のイメージ  298

拡大／縮小する
ブックページを表示する  578,581

拡大する
ビューアをズームを使ってイメージを～  213
ページの表示  578,581
ライトテーブルの表示  531

拡大表示する
Webページ上のイメージ  545
高解像度表示  191
ルーペでイメージを～  181,189

拡張デスクトップモード  631,648
過剰な彩度  421
加色混合  648
カスタム・フィルタ・プリセット  453
カスタム・ブック・テーマを共有する  608
画素
定義  649

傾き補正調整  328,332,399–401
傾き補正調整コントロール  400,401
傾き補正ツール  49,55,212,332,400
カテゴリ

IPTCおよびEXIF メタデータ  274
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削除する  282,283
メタデータセットに追加する  282
メタデータの文字列の制限  289

カテゴリに基づくWeb ジャーナルページ  550
可能な場合はカメラから埋め込みJPEGを使用チェック
ボックス  90
カメラ
イメージを読み込む  21,114–118
解像度の設定  473
カメラのプロファイル  639
コンピュータに接続する  626
シャッター速度と設定  58
接続モード  114
選択したイメージを読み込む  117
対応しているデジタルカメラ  22
定義  649
メタデータ  273

カメラ,露出  412
カメラの時間帯ポップアップメニュー  134
カメラぶれ  649
カメラを接続したときに起動する項目ポップアップメ
ニュー  87
画面上のスライドショー  510–516
画面上の調整  363
画面表示→「ディスプレイ」、「デュアルディスプレイ」を
参照
カラー
彩度を下げる  328
白黒に変換する  453,454,455
セピア調に変換する  456
フルスクリーン表示  334
補正  363
補正する→「色かぶり」、「カラーを補正する」を参照
レベル調整  429

カラーコントロール  445
カラースポイトツール  445
使用する  451

カラー値
調整する  447

カラー値のサンプリングサイズ  349
カラーチャンネル  649
カラー・チャンネル・クリップ  343
カラー・チャンネル・クリップのオーバーレイ  343
「カラー」調整  328
カラーディスプレイのプルーフ用プロファイル  192
カラーフィールド  455
カラーホイール  428
カラー補正スライダ  438,440
カラー補正設定  440
カラー補正パラメータコントロール  440
カラーマネージメント  363

ColorSyncユーティリティ  637
色空間  192,637
概要  635
カメラのプロファイル  639
カラー領域  190,636

デバイスプロファイル  638
プリンタの補正  642
補正  473,633,640

カラー・マネージメント・システム（CMS）  649
カラーメーター  348
カラー領域  190,636,649
カラー領域のマッピング  649
カラー領域（ガモット）→「カラー領域」を参照
カラーを補正する
→「色かぶり」も参照

カレンダー検索オプション  305
桿体  649
環境設定ウインドウ  86
環境設定ウインドウのメタデータパネル  177,195,247,
270
感光乳剤  649
寒色系の色調  410
感度スライダ  377
ガンマ  649
ガンマ値スライダ  475
ガンマ調整スライダ  500,506,556
ガンマビネット  465
イメージに適用する  465

管理されたイメージ  94,98
場所  144

き
キーボードショートカット
イメージ上を移動する  155,156
イメージにレートを設定する  237,241,242
イメージを回転する  164
イメージを選択する  154,224
イメージを表示する  242
カスタマイズする  80
キーワードをリフトしてスタンプする  265
キーワードを割り当てる  259,262
グループに基づいて表示する  82
検索する  82
コマンドセットを書き出す  85
コマンドセットを読み込む  85
スタック  231
スタックコマンド  231
スライドショー  513
次の表示を選択する  77
バージョン  165
ブック内を移動する  580
フルスクリーン表示  217
メタデータ表示  195,216
ルーペツール  187,190
レートを設定する  237
ワークスペースの要素とパネルを配置する  77
割り当てる  84

黄色のボールトの状況ボタン  615
キーワード

IPTCデータ  245
一覧を表示する  251,266
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イメージに適用する  245
イメージの～を表示する  246–250
イメージを検索する  302,303
下位キーワード  255
概要  31,244
書き出す  245,268,487,502
キーボードショートカット  259,265
キーワードHUDに追加する  254
キーワードHUDを使って適用する  250–256
キーワードコントロール  32,257–258
キーワードに基づくWebジャーナルページ  550
検索する  251,253
削除する  256,267
スマートアルバム  319
定義  650
バッジオーバーレイ  290
表示する  176,194,246
複数のイメージに適用する  264,288
ブラウズする  253
プリセットキーワード  62,63,250,257,258,259
プリセットグループに追加する／プリセットグループ
から削除する  260
プリセットグループを適用する  259–262
ボタンに割り当てる  62,63,257
メタデータ  273
メタデータインスペクタの～  58
メタデータインスペクタを使って適用する  266
メタデータにフィールドを追加する  282
文字列の制限  289
読み込み時に適用する  132
読み込む  268
ライトテーブル  267
リフトとスタンプHUDを使って適用する  262–265

キーワードHUD
新しいキーワードを追加する  254
キーワードを一覧表示する  31
キーワードを適用する  250–256
機能とコントロール  76,251
図  25
開く  214

キーワードHUDボタン  56,62,213
キーワードHUDを表示する
キーボードショートカット  217

キーワードグループ  251
キーワードコントロール  32,63,77,257,257–258
キーワードコントロールを表示コマンド  257
キーワード・プリセット・グループ
キーワードを適用する  259–262
作成する  260
ボタンに割り当てる  62,63

キーワード・プリセット・グループのポップアップメ
ニュー  62,63,258,259
キーワードボタン  257,282
キーワードポップアップメニュー  304
キーワードリスト  251
キーワードリストを読み込む  268

キーワードを検索する  251,253
キーワードを選択する  253,264
キーワードを追加フィールド  62,63,258
キーワードを追加ボタン  76,251,254
キーワードを取り除くボタン  76,251,256
キーワードをブラウズする  253
キーワードを割り当てる  252,257,262,266,267
記憶領域  614,615,627
機器の特性定義  650
既存のイメージ  112
輝度  654
輝度調整  445
自動レベル結合ボタン  369
ヒストグラム  331
レベル調整  429

輝度パラメータ  449
黄の色調  422,435
黄フィルタプリセット  453
基本ワークスペースレイアウト  77
逆光  650,660
ギャラリーのタイトルフィールド  92
ギャラリー→「Webページ」を参照
境界線
プリントしたイメージ  476

行数
Webページ  70,541,546
スライドショーのイメージ  515,518

行数スライダ  515,518
行数値スライダ  70,541,546
強度スライダ  455,456,460,462
行の高さ  541,544
切り替える
アスペクト比  405
テーマ  579
フルスクリーン表示  50,209,334
プロジェクト  104
メタデータセット  273,276,277,278
ワークスペース  77

く
空白画面,設定  193
空白文字  129
クエリーHUD

EXIFデータ検索  309
IPTCデータ検索  308
概要  296–300
キーワード検索  244,303
機能とコントロール  300
検索結果を保存する  315
スマートWebページアルバム  540
スマートアルバム  33,298,318,320
操作する  28
テキスト検索  302
日付検索  305
開く  297
複数の条件を使用した検索  175,312,313
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レートに基づいた検索  307
クエリーHUD アクションポップアップメニュー  75,300
クエリーHUD ボタン  46,150,299
クオータートーン
ヒストグラム  363
レベル調整  432

国
メタデータ内の名前  274
メタデータの文字列の制限  289

クラウド・フィルタ・プリセット  453
グラフィックカード  628,630
グリッド状のイメージ  518
グリッド表示
イメージをソートする  163
オプション  176
入力する  151,156
メタデータ表示  270

グリッド表示ボタン  46,150,155,156
クリップポイントのパラメータ  371
グレイの色合いカラーホイール  422,428
グレイの色合いスポイトツール  423,425
グレイポイント値  431
グレイレベル調整  431
グレイレベルのスライダ  431
クレジットメタデータ  273,289
クローズアップ  650
クローンブラシ  384
クロスフェードチェックボックス  515
黒になるまでフェードスライドショープリセット  510,
512
黒の色合いカラーホイール  422,428
黒の色合いスポイトツール  423
黒のボールトの状況ボタン  615
クロマブラー調整コントロール  359
黒レベルのスライダ  345,346,430

け
計画する
バックアップシステム  613
ブックレイアウト  573

継続時間スライダ  514
ケーブル  626
現在のイメージでアルバムを新規作成ボタン  76,300,
323
現在の設定を編集コマンド  282
現在のページを上に移動または下に移動コマンド  551
検索結果を絞り込む  301
検索条件  75
一致する  300
オプション  300
組み合わせる  175,312,313
～に基づいて絞り込む  300
スマートアルバム  322
複数の条件  307

検索範囲ポップアップメニュー  88
検索フィールド  52,75,76,150,161,251,300

県／州名メタデータ  274,289
現場のコンピュータ  619
減法混色  651,660

こ
効果  651
公開アルバムの名前オプション  552
公開が完了しましたダイアログ  552
公開したアルバムのリスト  92
高解像度イメージ  473
高解像度表示  191
光学ズームレンズ  651
広角レンズ  651
口径食  651
光源  422
虹彩  651
高色調幅スライダ  438,441,442
高色調幅パラメータコントロール  441
高色調幅パラメータ値  441
構図  651
合成  651
候補イメージ  651
候補オプション（複数のディスプレイ）  193
項目を抽出コマンド  228
コールドエリア表示のしきい値  191
コールドエリア表示のしきい値スライダ  88
国際照明委員会（CIE）  637,651
固定レンズ  651
コピーする
イメージ調整  212,335
イメージを複製する  168
キーワード  262–265
写真ボックスの内容  596
スマートアルバムからイメージを～  323
バージョンを複製する  211
ピクセル  212,386
ブックアルバム  608
プリントプリセット  481
プロジェクトまたはアルバムからイメージを～  168
ページデザイン  591,605
マスター  489
ライブラリ  619

コピーライト
Webページ上のデータ  548
メタデータ  58,110,273
メタデータの文字列の制限  289

コマンドエディタ  80
コマンドグループ  81
コマンドセットを選択する  81
コマンドセットを保存する  85
コマンドリスト領域  81
ゴミ箱に移動ボタン  105
ゴミや傷の除去  651
コンタクトシート  474,478,651
コンタクトシートのプリセット  478
コンテンツのカットコマンド  596
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コンテンツのコピーコマンド  596
コンテンツのペーストコマンド  596
コントラスト  652
コントラストスライダ  418
コントラスト調整
コントラストスライダ  417
コントラストの強いイメージ  418
自動レベル結合ボタン  369
ヒストグラムにコントラストを表示する  361
ミッドトーン調整  438,443
モノクロミキサープリセット  453
露出のコントロール  328

コントラストの強いイメージ  418
コントロール
調整  328

コントロール上にツールチップを表示チェックボック
ス  89
コントロールバー  62

さ
最高のDPIを使用チェックボックス  476
サイズ調整してすべての項目に合わせるボタン  73,531
サイズ調整ポップアップメニュー  506
サイズ変更する

Webページのイメージ  547
ウォーターマーク  502,560
ライトテーブル内のイメージ  528
ライトテーブルの表示  531
ルーペツール  187,189

サイズ変更ポップアップメニュー  476
サイズを変更する
イメージの一般サイズ  405
イメージをトリミングする  403
オーバーレイ  374,391,404
書き出し時にイメージの～  506
写真ボックス内のイメージ  594
フィルムストリップ  211
フォント  476
プリントするイメージ  476
メール用のイメージ  503

彩度  328,652
効果  421
シャドウ  438,440
調整する  420
ハイライト  438,440

彩度スライダ  420,449
サイトテーマボタン  70,71,541,543,546
彩度パラメータ  420
彩度を下げる
赤目ターゲットオーバーレイの感度  377
彩度を調整する  328,420
モノクロミキサープリセット  453

作業をしながらイメージを取り込む  135
索引を作成コマンド  589
削除コマンド  106
削除する→「取り除く」を参照

作成日  305
作成日メタデータ  289
撮影した写真を読み込む  111
撮像素子  652
サブフォルダ  139
サブフォルダ構成  123
サムネール

Webページ  552
イメージ索引  588
イメージを表示する  150
グリッド表示  155,156
サイズ  151,156,158
ブックページ  569
読み込み時に作成する  110

サムネールイメージプリセットポップアップメ
ニュー  552
サムネールのサイズ変更スライダ  46,52,151,156,158
さらに容量を購入ボタン  92
三角形の情報表示ボタン  76,101,251,615,652
三脚  652
参照イメージ  94,98,115,118

iPhotoライブラリを読み込む  139
検索する  175
再接続する  172
識別する  170
操作する  169
場所を変更する  122,174
バックアップを作成する  100,612
マスターを検索する  172
読み込む  110,121,124
ライブラリに統合する  174
リストを表示する  171

参照イメージのバッジを表示チェックボックス  89,170
参照イメージを識別する  170

し
仕上げ処理  652
シアンの色調  434
時間
一定の間隔で撮影された写真をスタックに分類す
る  222
イメージをブラケティング撮影する  133
時間帯  134,175,312
スライドショーの再生時間を音楽に合わせる  521
スライドショーのタイミング  514
ファイル名  106,127
読み込むイメージの～を調整する  134

色相の範囲  445
色相ブーストパラメータ  352
色調
輝度調整  430
色調範囲を広げる  371
シャドウ調整  438,443
暖色系または寒色系  410
調整に含まれる半径  439
ハイライト調整  438,441
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ヒストグラム  360,361
指示メタデータ  274,289
システムの設定  626–631
システムを設定する  626–633
実際のサイズでの表示  68,578,581
実際のサイズボタン  68,578,581
実際の時間帯ポップアップメニュー  134
自動焦点  653
自動スタックコマンド  223
自動スタックスライダ  133,222
自動調整  366–372
自動レベル結合ボタン  369
自動レベル分離ボタン  370
自動露出ボタン  367
ブラック・クリップ・ポイントとホワイト・クリッ
プ・ポイント  371
リセットする  372

自動調整コントロール  366
自動ノイズ補正  351
自動ノイズ補正チェックボックス  357
自動ブラケット撮影されたイメージ  133,653
自動ブラケティング撮影  133,653
自動ブラッククリップ調整スライダ  87,371
自動ホワイトクリップ調整スライダ  87,372
自動レベル結合ボタン  366,369
自動レベル調整  371
自動レベル調整オプション  371
自動レベル分離ボタン  366,370
自動露出  653
自動露出ボタン  366,367
絞り込むための検索条件  300,302,307,313
絞り設定
絞りの定義  653
メタデータ  273

絞り優先  653
絞る  653
ジャーナル→「Webジャーナル」を参照
シャープ  351,354
シャープコントロール  462
シャープチェックボックス  353
シャープ調整  328,458
シャープ調整コントロール  462
シャープの度合スライダおよび値スライダ  475
シャープの半径スライダおよび値スライダ  475
写真フィルタのポップアップメニュー  67,577,598
写真プリンタ  653
写真編集の定義  653
写真ボックス
アスペクト比  595
移動する  595
イメージサイズのオプション  594
イメージを削除する  596
重ね合わせる  597
追加する／埋める  577,582,593
内容をコピーしてペーストする  596
ボタン  68

ボックスを削除する  597
写真ボックスのアスペクト比コマンド  595
写真ボックスボタン  68
写真ボックスを重ね合わせる  597
写真ボックスを追加ボタン  68,573,577,593
写真ボックスをページ上でスタックする  597
写真をダブルクリックポップアップメニュー  88
写真をトリミングする→「トリミング調整」を参照  403
写真→「イメージ」を参照
シャッター  653
シャッター速度  58,273,653
シャッター優先  653
シャドウ  506,653
シャドウ詳細  414
シャドウスライダ  438
シャドウ調整  328,435–444
明るさ調整  416,437
色合いを調整する  423
色かぶりを取り除く  422,428
カラー補正と彩度  440
詳細設定  438
調整の範囲を設定する  443
ピクセル領域の半径  439
ヒストグラム  360,362,363
ミッドトーンコントラスト  443
四分割トーンレベルの調整  432
レベル調整  429

シャドウの明るさレベル  433
シャトルコントロール  45,46,52,151,155,156,654
修復ブラシ  382
周辺光  363,654
州名メタデータ  274,289
出力装置のプルーフ用プロファイル  192
手動スライドショープリセット  510,512
順位を上げるボタン  54,212
順位を下げるボタン  54,212
純粋な白と純粋な黒  429
順光  654
昇華型プリンタ  654
状況インジケータの横にアクティビティラベルを表示
チェックボックス  88
詳細
コントラストの強いイメージ  418
スポットとパッチ調整後に保持する  395
ノイズ除去後も保持する  458
モノクロミキサープリセット  453

詳細イメージパネル  70,71,541,543,545
詳細イメージプリセットポップアップメニュー  552
詳細スライダ  395
詳細なハイライトとシャドウコントロール  440
使用するメールアプリケーションポップアップメ
ニュー  89
焦点距離  58,273,654
照明,色かぶり  422
照明の混在  422
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ショートカットキー→「キーボードショートカット」を参
照
ショートカットメニュー
定義  654
ビューア  206
表示する  106
フルスクリーン表示  218
プロジェクトインスペクタ  108

処理能力  627
処理のためのメモリ  627
白黒イメージ
色合いを調整する  455
カラーを～に変換する  453,454,455
セピア調調整  456
モノクロミキサー調整  452

白黒のイメージ  597
白の色合いカラーホイール  422,428
白の色合いスポイトツール  423,426
白の色合いの計算での暗いピクセル  427
白の枠線  153,240
白レベルのスライダ  345,346,430
新規Webページコマンド  539,543
新規スマートWebページコマンド  540
新規スマートアルバムボタン  76,300,321
新規プロジェクトボタン  61
新規ページを追加コマンド  585

す
錐体  654
数学演算子  129
ズームする
イメージを100%で表示する  213
高解像度表示  191
ライトテーブルでイメージを表示する  531

ズームレンズ  654
スカイ・フィルタ・プリセット  453
スクロールバー  45,46,52,151
少しずつ変化するバージョン  165
スタック
イメージの順位を上げるまたは下げる  227
イメージを自動的に読み込む  133,222
イメージを選択する  154
イメージを追加または削除する  228
イメージをドラッグする  229
イメージを並べ替える  227
イメージを比較する  223
概要  30,219
キーボードショートカット  231
作成する  133,221,224
スタックを解除する  224
スタックをドラッグする  229
すばやく作成するためのヒント  225
ツールバーボタン  54,212
定義  655
閉じる  220
ピック  54,212,220,226

表示する  185
開くまたは閉じる  133,226
複数のアルバム  227
フルスクリーン表示  230
分割する  133,228
リスト表示  229

スタックの自動作成  221
スタックボタン  166,220,226
スタックを開く  336
スタックを分割コマンド  228
スタックを分割する  133,228
スタックを分割ボタン  133
スタンプ  49,55,212,263,265
スタンプツール  49,55,212,263,335
スタンプツールHUD75
ストックID番号  175,312
スパンオプション（複数のディスプレイ）  193
スペース文字  129
すべてのイメージでブックを再構築コマンド  593
すべてのイメージを表示ボタン  73,527,582
すべての警告をリセットボタン  87
すべてのスタックを閉じるボタン  133
すべてのスタックを開くボタン  133
すべてのボールトをアップデートボタン  65
「すべてのボールトをアップデート」ボタン  615,617
スポイトツール  423
スポット測光  655
スポット調整  212,328,386–397
オーバーレイのサイズを調整する  391
オーバーレイを移動する  396
オーバーレイを隠す  396
オーバーレイを削除する  397
スポットとパッチ調整コントロール  391
定義済み  386
不透明度  394
保持される詳細量  395
柔らかさ調整  393

スポットとパッチHUD387
スポットとパッチコントロール  381
スポットとパッチターゲットオーバーレイ  388
移動する  396
サイズを変更する  391
削除する  397
詳細を調整する  395
不透明度を調整する  394
柔らかさを調整する  393

スポットとパッチ調整の透明度  394
スポットとパッチ調整の不透明度  394
スポットとパッチ調整を調和させる  393
スポットとパッチツール  49,55,212,386,388,397
イメージをスポットする  386
イメージをパッチする  388
オーバーレイのサイズを調整する  391
オーバーレイを移動する  396
オーバーレイを隠す  396
コントロール  391
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ビューアに切り替える  332
不透明度  394
保持される詳細量  395
柔らかさ  393

スポットとパッチツールHUD75
スマートWebページアルバム  315,540
スマートアルバム
イメージを検索する  321
イメージを収集する  320–324
イメージをドラッグする  169
イメージをプロジェクトまたはアルバムに転送す
る  323
概要  32,318–320
検索結果を～として保存する  315
削除する  324
作成する  298,300,318
自動アップデート  319
定義  298,655
内容を一覧表示する  33
内容を表示する  318
内容を変更する  322

スマートアルバムを削除コマンド  324
スライダ  332,333,655
スライドショー
イメージを変更する  513
音楽設定  515,520
概要  36,510
キーボードショートカット  513
機能とコントロール  514
グリッド状  518
再生する  519
作成する  512
タイミング  514
定義  655
トランジション  510
背景  515
品質  515
フェード時間  515
プリセット→「スライドショープリセット」を参照
保存する  513
リピートする  515

スライドショーのイメージの間隔  515
スライドショーの音楽設定  515,520
スライドショーの再生ダイアログ  510,512
スライドショープリセット
音楽設定  520
機能とコントロール  514
グリッド状  518
作成する  516
種類  510
デュアルディスプレイ  519
編集する  517

スライドショープリセットダイアログ  511,514
スライドショープリセットポップアップメニュー  511
スライドショーボタン  61
スライドショーを一時停止後に再開する  513

スライドショーを一時停止する  513
スライドショーを音楽に合わせる  521
スライドショーを逆順で表示する  513
スライドショーを繰り返し再生する（リピート）  515
スライドショーを再生する  510,519
スライドショーを停止する  513
スライドショーを前に戻す  513
スライドショーをリピートする  515

せ
正確なイメージのサイズ  406
精細度パラメータ  419
正方形の写真ボックス  595
整列する
写真ボックス内のイメージ  594
ブックページ上の項目  572

セカンダリビューア  182,193
設定1ポップアップメニュー  247
設定済みの情報の表示  194
セットを並べ替えるコマンド  283,286,287
セピア調調整  328,456
セピア調調整コントロール  456
セピア調フィルタ  597
センサーダスト  328,386
全体に広げて表示ボタン  69,578,581
選択,定義  96
選択項目から新規Webジャーナルコマンド  542
選択項目から新規Webページコマンド  538,539
選択項目から新規ブックコマンド  575
選択項目から新規ライトテーブルコマンド  525
選択したイメージでブックを再構築コマンド  593
選択したイメージをオートフローコマンド  584
選択したイメージを自動スタックHUD223
選択ツール  49,55,212
選択的焦点  656
選択ボタン  53,63,236
選択レート  241,656
前面へボタン  68,578,597

そ
装飾  532
相対的な色域を維持  656
相反則不規  656
相補型金属酸化膜半導体（CMOS）  656
ソース・イメージ・ファイル→「デジタル・マスター・
ファイル」を参照
ソースターゲット  388,389
ソースプロファイル  656
ソースメタデータ  274,289
ソート順ボタン  46,150
ソートポップアップメニュー  46,150,163
測光  656
測光パターンメタデータ  58
その他ボタン  282
側光  656
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ソフトウェアドライバ  628
ソフトカバーのブック  578,590
ソフトカバー（大）ボタン  69,578,591
ソフト校正  656
ソフト照明  656
空の新規ブックコマンド  575
空の新規ライトテーブルコマンド  525
空のプロジェクト  115,117

た
ターゲットファイル  656
タイミングポップアップメニュー  514,521
高さ値スライダ  71,72,407,541,544
タグなしイメージ  656
裁ち切り  478
裁ち切り線  478
縦方向の写真ボックス  595
タブ  657
タブ区切りのキーワードリスト  268
単一イメージのプリント  474,661
単一イメージプリセット  477
タングステン光  422,657
単焦点レンズ  657,662,663
暖色系の色調  410
単調なイメージ  417,657

ち
チェックボックス  333
チャンネル
カラー補正レベル調整  433
自動レベル結合ボタン  369
自動レベル分離ボタン  370
調整  328
ヒストグラム  331
→「青チャンネル」、「緑チャンネル」、「赤チャンネ
ル」も参照

中央重点測光  657
調整  60
赤目修正を行う  373
イメージの傾きを補正する  400,401
イメージをシャープにする  462
イメージをトリミングする  402,406
色合いを変更する  411
色温度を変更する  410
色の変更を行う  445
エッジシャープ調整を行う  459
カラー補正を行う  440
クロマブラーを変更する  359
高色調幅補正を行う  441
自動的に変更する  366
スポット修正を行う  381,391
セピア調調整を行う  456
低色調幅補正を行う  443
中コントラスト補正を行う  443
ノイズ除去調整を行う  457

バイブランスを変更する  421
ハイライトとシャドウを変更する  435
ハイライトを変更する  436
パッチ修正を行う  391
ビネットを追加する  463
ビネットを取り除く  398
ブーストを変更する  352
補正調整を行う  417
ホワイトバランスを変更する  408
モアレパターンを変更する  355
モノクロ化調整を行う  455
モノクロ調整を行う  452,454
レタッチする  381
レベルを変更する  363,429
露出を調整する  412
→「イメージ調整」も参照

調整アクションのポップアップメニュー  60
調整インスペクタ  26,58,59,60
調整コントロール  328

調整コントロール
HUDまたはインスペクタに追加する  331
表示する  329
リセットする  333

調整したときに新規バージョンを作成チェックボック
ス  87
調整する
イメージの色合い  411
イメージの精細度  419
イメージの日時  293
クロマブラー  359
コントラスト  328
彩度  420
ハイライトとシャドウコントロールの半径  439
ハイライト領域  436
ライトテーブルの表示  531
露出  328

調整タブ  57
調整ツール  49,52,55,212
調整ツールHUD215
調整ボタン  632
調整を追加するポップアップメニュー  60,331
著作権
ウォーターマーク  501

著者に基づくWebジャーナルページ  550
著者メタデータ  274,289
直径を大きくコマンド  187,189
直径を小さくコマンド  187,189

つ
通常モード  114
通信コード  502
ツール
イメージ調整  333
ツールバーに追加する  79
ツールバーのボタン  61
フルスクリーン表示  334
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ラベルとアイコン  79
ツールHUD215
ツールストリップ  73,151
ツールバー  51
イメージ調整  333
概要  61
隠す  78
カスタマイズする  78
図  18
ツールを追加する  79
表示する  78
復元する  79
フルスクリーン表示  208,211,334

ツールバーのツールを並べ替える  79
ツールバーをカスタマイズダイアログ  79
次のイメージへ移動する
キーボードショートカット  217

次のイメージへボタン  53,64,153
次の表示を選択するキーボードショートカット  77
次のページへボタン  69,71,72,542,544,578
次のポップアップメニュー  300
次のポップアップメニューと一致するポップアップメ
ニュー  75
「常にツールバーを表示」ボタン  56,211,214
常にツールバーを表示ボタン  53

て
低解像度イメージ  473
低色調幅スライダ  438,443,444
低色調幅パラメータコントロール  443
ディスプレイ
位置を調整する  632
イメージをプルーフする  482
解像度  363
拡張デスクトップまたはミラーリングモード  631
カラー環境のヒント  363
カラーマネージメント  635
カラー領域  636
スライドショー  510,515
定義  657
デバイスプロファイル  638
複数のディスプレイ→「デュアルディスプレイ」を参
照
フルスクリーン表示  208
補正  473,506,633
ライトテーブルの調整  530

ディスプレイアダプタ  628
ディスプレイの位置を調整する  632
ディスプレイを検出ボタン  632
ディスプレイをミラーリングする  193,631,665
ディゾルブスライドショープリセット  510,512
テーマ

Webジャーナル  543
Webページ  541
選択および編集する  545
ブック  569,575,576,579

ヘッダスタイル  551
ほかのテーマに切り替える  579
マスターページ  591,604
リスト  575

テーマボタン  67,569,576,579
テーマリスト  579
テキスト

Webジャーナルに追加する  544
Webジャーナルページ  549
Webページ  548
イメージを検索する  302
キーワードリスト  268
コンタクトシート  476
削除する  550
テーマを切り替えた後に～が失われる  579
フォーマットを設定する  577,601
ブック  571,576
ブックに追加する  572
ブックの表紙  590
ページ上の～を移動する  602
ボタン  68
ボックス→「テキストボックス」を参照
列  602
→「メタデータ」も参照

テキストスタイルのポップアップメニュー  67,577,601
テキストのフォーマットを設定する  577,601
テキストファイル  268
テキストボタン  68
テキストボックス
移動する  602
削除する  602
～にテキストを追加する  598
ページにボックスを追加する  577,599
列  602

テキストボックスの列コマンド  602
テキストボックスを追加ボタン  68,72,544,549,573,
577,599
テキストを並べ替える

Webジャーナル  549
ページレイアウト  571,602

適用する
キーワード  257,267
マスター・ページ・デザイン  571

テザーHUD137
テザー撮影
イメージをすぐに取り込む  135
サポートされるカメラ  135

デジタルAE/AF カメラ  657
デジタル一眼レフカメラ（DSLR）  657
デジタルカメラ→「カメラ」を参照
デジタル写真→「イメージ」を参照
デジタル処理  657
デジタルデータ  657
デジタルノイズ  658
ノイズ除去調整  328,457
ホワイトバランス調整  410
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デジタル・マスター・ファイル
定義  665

デスクトップ,拡張  631
デバイス依存の色機能  636,658
デバイス独立の色機能  637,658
デバイスプロファイル  638
デフォルトのカメラパラメータとして設定する  358
デュアルディスプレイ  193,332,629–633

PCIグラフィックカード  628
スライドショー  515,519
スライドショーの選択  515
設定する  631–633
フルスクリーン表示  25,208
補正する  641
メインビューアとセカンダリビューア  182

展開ボタン  73,530
電荷結合素子（CCD）  658
電磁放射  658
転送する
イメージをほかのコンピュータに～  620
カメラやカードからイメージを～  114
スマートアルバムからイメージを～  323
ファイル  488
プロジェクト  96,143
ライトテーブルからイメージを～／ライトテーブルに
イメージを～  532
ライブラリ  621

テンプレート
Webジャーナルテンプレート  544
ブック  569
ヘッダスタイル  551

と
瞳孔  658
通し番号付きのバージョン名のフォーマット  127
独自の名前フォーマット  496
特別指示メタデータ  274,289
「時計回り」ツール  55
時計回りに回転コマンド  164
時計回り／反時計回りツール  49,55,164,212
時計回り／反時計回りボタン  53,164
都市
都市に基づくWebジャーナルページ  550
メタデータ内の名前  274
メタデータの文字列の制限  289

閉じる
スタック  133,220,226
プロジェクト  103

閉じるボタン  75,76,251,300
ドット／インチ（dpi）  506,658
ドット／インチ（dpi）単位のプリント解像度  476
ドットゲイン  658
ドラッグする

Webジャーナルにイメージを～  543
Webページにイメージを～  539
イメージのキーワード  252

イメージの表示をパンする  191
イメージをブックに～  571,582
イメージをプロジェクトに～  134
スタック  229
スタック内のイメージ  229
スタックにイメージを～  228
スマートアルバムからイメージを～  169
フォルダをプロジェクトに～  139
ブラウザ内のイメージ  162
プリセットグループ内のキーワードを～  261
ライトテーブル内のイメージ  526,527

トランジション効果  658
取り出しボタン  618
取り出す
カードをリーダーから～  116
ハードディスク  618

取り除く
Web書き出しプリセット  558
Webジャーナルからイメージを～  549
Webジャーナルページ  544,551
Webページからイメージを～  548
青または黄の色かぶり  422,435
赤またはシアンの色かぶり  434
赤目  373
赤目ターゲットオーバーレイ  380
アルバム  106
イメージバージョン  105
色かぶり  422
書き出しプリセット  508
カラー→「彩度の引き下げ」を参照
キーワード  256,260,267
写真ボックス  597
写真ボックスからイメージを～  596
スタックからイメージを～  228
スポットとパッチターゲットオーバーレイ  397
スマートアルバム  324
スマートアルバムからイメージを～  322
スライドショーからイメージを～  513
ツールバーからツールを～  79
テキストボックス  550,602
ノイズ  457
バージョン  166
背景イメージ  592
フォルダ  105
ブックからページを～  577,584,592
ブックページ  584
ブラウザからイメージを～  166
プリントプリセット  482
プロジェクト  104,105
プロジェクトから項目を～  105
ボールト  619
ボールトのイメージ  619
マスター  166,167
緑またはマゼンタの色かぶり  411,434
メタデータカテゴリ  282
メタデータボックス  602
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ライト・テーブル・アルバム  534
ライトテーブルからイメージを～  526

取り外す
ハードディスク  618

ドリフト  635,658
トリミングHUDを表示する
キーボードショートカット  217

トリミング調整  402–407
アスペクト比  405
イメージをトリミングする  328
トリミングオーバーレイを隠す  406
トリミング調整コントロール  406
トリミングツール  332,403

トリミング調整コントロール  402,406
トリミングツール  49,55,212,332,402,403
トリミングツールHUD75
トリミングのサイズ
設定する  406

トリミングのサイズを設定する  406
トリミングマーク  476
トリミングマークを表示オプション  476
ドロップシャドウ  659

な
内容を編集ボタン  67,572,576,598
中コントラストスライダ  438,443
中コントラストパラメータコントロール  443
ナビゲータボタン  73
名前のフォーマットポップアップメニュー  126,131,491
名前を付ける
スマートアルバム  321
独自のファイル名  125,130,490
ファイル  110,128–129
ファイル名を変更する  158,496
プロジェクト  101,102
ボールト  616
読み込むイメージに自動的に～  127
ライト・テーブル・アルバム  525

名前を変更する
イメージバージョン  158
ファイル  158

ね
ネガ  659
ネットワークを経由してプロジェクトを読み込む  620

の
ノイズ  659
ノイズ,ホワイトバランス調整  410
「ノイズ除去」コントロール  457
ノイズ除去調整  328,457–458
ノイズ除去調整コントロール  457
ノイズ補正  357
濃度  659
濃度計  659

は
バージョン
アルバム  96
書き出す  492,554
削除する  105,166
作成する  54,165,211
少しずつ変化するバージョン  165
ツールバーボタン  54,211
定義  94,95,659
名前を変更する  158
番号  58
複製する  211
プロジェクト  96
ほかのプロジェクトまたはアルバムに移動する  168
読み込み時に作成する  110

バージョン番号  58
バージョンボタン  54,211
バージョン名
検索する  175,312
フォーマット  127
メタデータ  273

バージョン名と日付／時刻のフォーマット  127
バージョン名のフォーマット  127
バージョンを削除コマンド  167
「バージョンを複製」ボタン  166,211
ハードウェア
カラーマネージメント  636
考慮点  628
ディスクドライブの考慮点  627
デバイスプロファイル  638
複数のディスプレイによるシステム  628
→具体的なハードウェアの種類も参照

ハードウェアのドライバ  628
ハードカバーのブック  578,590
ハードカバー（大）ボタン  69,578,591
ハードディスク
イメージの場所  144
イメージを転送する  620
イメージを読み込む  119
記憶領域  614,615
再接続する  618
識別する  616
接続を解除する  618
ディスクを追加する  627
バス電源駆動  628
バックアップシステムを計画する  614
バックアップを作成する  612
復元する  621
別の場所にある記憶領域  618
ボールト  100,616

ハードディスクの接続を解除する  618
ハードディスクへのパス  618
ハードディスクを再接続する  618
背景
イメージ  659
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スライドショー  515
ビューア  182
ブックページ  592
ブラウザ  157

背景ページの設定ポップアップメニュー  67
配置していないイメージ
自動的にページを作成する  586
表示する  582
ブックに流し込む  584,587
ライトテーブルの配置  527

配置していないイメージのオートフローコマンド  584
配置していないイメージを流し込む  587
配置していないイメージを表示ボタン  73,527,582
配置ポップアップメニュー  273
バイブランスパラメータコントロール  421
背面へボタン  68,577,597
ハイライト詳細を復旧させる  413
ハイライトスライダ  437
ハイライト値の色合いを設定する  427
ハイライト調整  328,435–444
明るさ値  416,436
色かぶりを取り除く  422,428
カラー補正と彩度  440
詳細設定  438
白の色合いスポイトツール  426
ハイライトの範囲を設定する  441
ピクセル領域の半径  439
ヒストグラム  360,362,363
ミッドトーンコントラスト  443
四分割トーンレベルの調整  432
レベル調整  429

ハイライトとシャドウコントロール
高色調幅  442
低色調幅  444

ハイライトとシャドウ調整
詳細設定  438

ハイライトとシャドウ調整コントロール  435
ハイライトとシャドウ領域  437,438
ハイライトの明るさレベル  433
ハイライトパラメータコントロール  436
バウンス光  659
白熱光  422
場所
イメージ  144
復元  621
ボールト  616
メタデータ  58

バス電源駆動のハードディスク  628
肌の色調  453
バッジ
種類  290
表示する  273,292
ライトテーブルの表示  532

パッチ調整  212,328,386–397
オーバーレイのサイズを調整する  391
オーバーレイを移動する  396

オーバーレイを隠す  396
オーバーレイを削除する  397
スポットとパッチ調整コントロール  391
定義済み  388
パッチのアングル  390
不透明度  394
保持される詳細量  395
柔らかさ調整  393

パッチツール  212
パディングスライダ  515
パノラマ  660
幅
イメージ  70,72
境界線  476
列  541,544

幅コントロール  476
幅値スライダ  70,72,407,541,544
バルブ設定（B）  660
範囲スライダ  450
半径スライダ  375,392,438,439,457,463
半径パラメータ  356
半径パラメータコントロール  439
反転調整  328
反時計回りに回転コマンド  164
汎用的なカメラプロファイル  639

ひ
比較イメージ  154,184,240
比較項目に設定コマンド  184,240
比較項目を解除コマンド  185
比較項目を選択コマンド  185
光  660
ピクセル
アングル  390
黒の色合いの計算での明るいピクセル  424
コピーする  212
白の色合いの計算での暗いピクセル  427
調整するピクセル領域の半径  439
デジタルノイズと調整  410
表示解像度  181
メタデータ内のサイズ  273

ピクセルのアングル  390
ピクセルを複製する  386,388,390
ピクセルをペーストする  386
被写界深度  660
被写体に基づく整理  101
比色計  660
比色分析  660
ヒストグラム
アップデートする  331
イメージを修正する  363
概要  360
輝度レベル  429
コントラスト  361
色調  361
定義  331
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読み取る  360
レベルヒストグラム  430
露出  360

ヒストグラムをアップデートする  331
左側のページ  606
左方向または右方向への移動を停止する
キーボードショートカット  217

ピック
アルバムピック  227
イメージを～として設定する  54,212
選択する  226
定義  220,660

ピックコマンド  226
ピックボタン  54,212
日付
イメージを見つける  305
作成日  305
～に基づいてソートする  163
日付に基づくWebジャーナルページ  550
日付に基づく整理  101
ファイル名  106,110,127
メタデータ  58,273,289

日付ポップアップメニュー  306
ビット深度  412,473,661
ビデオカード  628
ビネット
露出とガンマ  463

ビネット除去コントロール  398
ビネット除去調整  34
「ビネット除去」調整  328
ビネット調整  34
「ビネット」調整  328
ビネット調整コントロール  463
ビューア  18,332
イメージ数  183
イメージの表示サイズ  181
イメージの表示を調整する  191
イメージのホットエリア  190
イメージを比較する  184
オンスクリーンプルーフ  192
概要  180
キーワード  247,250,275,276,277
キーワードの表示  246
高解像度イメージの表示  191
ショートカットメニュー  206
スタック  185
定義  661
背景  88,182
バッジオーバーレイ  290
表示と非表示を切り替える  182
複数画面での表示  182,193
ブック・レイアウト・エディタに切り替える  583
メタデータ  194,270,273,275
メタデータを表示する  195
ルーペ  189

ビューアの背景の明るさスライダ  88

ビューアのみ表示  77
ビューアモードポップアップメニュー  50,56,193,213
ビューア領域  91
ビューアを最大化ワークスペースレイアウト  77
ビューアをズームボタン  50,56,191,213
評価測光  661
表示

HUD→「HUD」を参照
表示オプション  247,250,275,276,277
表示コントロール  50
表示サイズスライダ  68,578,581
表示する

Webページ  544,545
赤目ターゲットオーバーレイ  379
ウォーターマーク  501,506
オーバーレイ  248
オーバーレイなしでイメージを～  378
書き出しプリセット  505,555
拡大または縮小してブックページを表示する  581
キーボードショートカットでパネルを～  77
キーワード  246–250
キーワードHUD76,252,253,254,255,256
キーワードコントロール  257
既存のボールト  617
高解像度イメージ  181,191
スタック  185
すべてのイメージ  238
スポットとパッチターゲットオーバーレイ  396
スマートアルバムの内容  318
調整インスペクタ  58,59,60
調整コントロール  329
調整ツールHUD75
ツールバー  53,211,334
バッジ  292
ビューア  182
フィルムストリップ  209,210
複数のディスプレイ→「デュアルディスプレイ」を参
照
ブック内のページ  580
ブック内のページに広げる  578
ブック・レイアウト・エディタ  568
フルスクリーン表示  208,334
プロジェクト  101
ホットエリア  190
マスター  192,213
マスターページ  605
メタデータ  176,194,273,278
メタデータセット  279
よく使うプロジェクト  104
ライトテーブルのイメージを重ねる  530
ライトテーブルの調整  530
利用可能な記憶領域  615
レート未設定のイメージ  238

表紙のボタン  69
表示ポップアップメニュー  61
開く
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Webページエディタ  537
外部エディタ  350
キーワードHUD214
クエリーHUD297
スタック  133,220,226,336
調整HUD215,330
調整ツールHUD215
ビューア  182
複数のプロジェクト  176
ブック・レイアウト・エディタ  568
プロジェクト  103
メタデータインスペクタ  248,270

品質ボタン  515

ふ
ファイル

Apertureの外で変更する  144
名前を付ける  128–129
メタデータインスペクタでのサイズ  58

ファイルサイズ
イメージを検索する  175,312
バックアップ用の記憶領域  614
～に基づいてソートする  163
メールで送信するイメージ  504
メタデータ  273

ファイルの状況
検索する  175

ファイルの消失から復旧する  612
ファイルフォーマット  89,111,412,505,556
ファイル名
イメージの名前を変更する  158,496
イメージを検索する  175,302,312
書き出すイメージの～を選択する  489
自動的に割り当てる  110,127
独自のファイル名  125,130,490
日時  106
～に基づいてソートする  163
メタデータ  273
メタデータインスペクタの～  58

ファイル名に含まれる記号  129
ファイル名に含まれる句読点  129
ファイル名に含まれる特殊文字  129
ファイル名のカウンタ  126,127,131,492
ファイル名のフォーマットのプリセット  127
ファインダー  661
フィルタ
イメージに適用する  597
定義  661
ブックのイメージに適用する  577
ミミッキング  452
モノクロミキサープリセットフィルタ  453

フィルタを追加ポップアップメニュー  75,300,302,306,
307,313
フィルム  661
フィルムストリップ  23,51,208,209–211,230,661,662
ドラッグする  211

フィルムストリップアクションポップアップメ
ニュー  210
フィルムストリップの左方向に移動する
キーボードショートカット  217

フィルムストリップの右方向に移動する
キーボードショートカット  217

フィルムストリップ表示  45,151
フィルムストリップ表示ボタン  150
風景フィルタプリセット  453
ブースト  351
ブーストコントロール  352
フェード時間スライダ  515
フォーマットの定義  662
→「ファイルフォーマット」も参照

フォルダ
Webページ  554
イメージを読み込む  120,124
削除する  105
定義  94,97,662
読み込む  138

フォルダ名のフォーマット  125
フォルダ名のフォーマットのプリセット  125
フォルダ命名規則のプリセットダイアログ  126
フォルダを削除コマンド  105
フォントサイズポップアップメニュー  476
復元先  621
復元する
最後のソートしたときの配置  162
ツールバー  79
マスターページのレイアウト  591

復元元のボールト  621
複数条件の検索  175,312
複数のイメージ
スライドショー  518
調整を適用する  335
ビューア  183
プリントする  477
レートを設定する  237

複数の検索条件  307
複数のコンピュータを操作する  619
複数のディスプレイを接続する  630
複数のディスプレイ→「デュアルディスプレイ」を参照
複数のテキストフィールド  302
複数のプロジェクト  176
複製する→「コピーする」を参照
不採用ボタン  53,63,236
不採用レート  234,662
復帰改行文字  129
復帰文字  129
復旧スライダ  344,346
復旧パラメータ  414
ブック

1ページずつの表示または全体に広げた表示  578,581
アルバムをコピーする  608
イメージを追加する  572,575,582,583
概要  568
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カスタムテーマ  607
検索結果をアルバムに保存する  315
索引  577,588
作成する  39,575
自動的に作成する  571
写真ボックス  577,593
注文する  573,578,609
テーマ  569,575,576,579
テキストとレイアウトを編集する  576
テキストボックス  598
配置していないイメージ  582,587
配置していないイメージを～に流し込む  584
バッジオーバーレイ  290
表紙  578,590
ブックアルバム  315,575
プリントする  479,573,609
プロセスを計画する  573
ページ上のテキスト  572,577
ページ数  573
ページに移動する  580
ページに番号を付ける  592
ページの表示を拡大／縮小する  578,581
ページを切り替えるためのショートカットキー  580
ページを追加する／取り除く  577,584,586,592
ページを並べ替える  591
ページを表示する  580
ページを変更でアップデートする  606
変更後に再構築する  593
メタデータ  571,577
メタデータボックス  599
レイアウトコントロール  67

ブックアクションポップアップメニュー  67,577,584
ブックアルバム
検索結果を～として保存する  315
コピーする  608
作成する  575

ブックサイズポップアップメニュー  575
ブック内の索引  577,588
ブック内のページ番号  577,592
ブックに追加されていないイメージを追加する  577
ブックの表紙  578,590
ブックの表紙の色  590
ブックページ上でイメージやテキストを重ねる  577
ブックページ上でテキストを重ねる  577
ブックページ上のグリッド線  572
ブック・レイアウト・エディタ  332
概要  39
機能とコントロール  66,576–578
テーマを選択する  579
ビューアに切り替える  583
表示する  568
ブックをプリントする  479
マスターページの表示  604

ブックを買う→「ブックを注文する」を参照
ブックを購入する  578,609
ブックを購入ボタン  69,578

ブックを注文する  573,578,609
ブックを複製コマンド  608
不透明度  662
不透明度スライダ  394,559
不要な調整を選択解除する  336
プライマリ選択  153,154
プライマリビューア  182,193
ブラウザ  46,332
移動する  153
イメージ情報  152
イメージを回転する  163
イメージを削除する  105,166
イメージを選択する  154
イメージをソートする  163
イメージを並べ替える  162
イメージを見つける  161
概要  150
キーワードの表示  246
機能とコントロール  45
グリッド表示  156,176
図  18
スタック  220
操作する  23
バージョンを作成する  165–166
背景の明るさを調整する  157
バッジオーバーレイ  290
パネルを分割する  176
フィルムストリップ表示  155
複数のプロジェクトを開く  176
プロジェクトまたはアルバムにイメージをドラッグす
る  168
メタデータ表示  270,273
リスト表示  157,176

ブラウザとビューア表示  77
ブラウザの背景の明るさスライダ  88,157
ブラウザのみ表示  77
ブラウザ領域  91
ブラウザを最大化ワークスペースレイアウト  77
ブラックポイント値  328,429
ブラックポイントのスライダ  344,346
ブラックポイント補正  475,663
ブラックポイント補正設定  475,500,506
フラッシュ  58,663
プラットフォーム間で互換性のあるファイル名  129
プラットフォームを考慮した名前の付けかた  129
プリセット  663
プリセットキーワード  62,63,250,257,258,259
プリセットスライドショー  510,512
プリセットの書き出しオプション  492,505,554,555
プリセットプリント設定  474,477
プリセットメタデータ表示  194
プリセットリスト  514
プリンタ
カラーマネージメント  635
カラー領域  636
設定  475
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補正する  483,642
問題を解決する  477
両面プリントの機能  581

プリンタの問題を解決する  477
プリンタを補正する  483
プリントオプションをプレビューする  476
プリント解像度  476
プリントする

1つのイメージ  477
dpi476
PDFファイルに～  479
PDFファイルを作成する  479
概要  472
画面上でプルーフする  482
カラーマネージメント  484
コンタクトシート  478
コントロール  474
最高のDPIを使用チェックボックス  476
トリミングマークと境界線  476
ヒントと推奨事項  473
複数のイメージ  477
ブック  479,568,573,609
ブックページ  578
ブック・レイアウト・エディタ  39
プリンタ設定  475
プリントプリセット→「プリントプリセット」を参照
プリントベンダー  574,609
プレビューする  476
ページを両面に～  581
ホットエリア  190
メタデータセット  476
ライトテーブルの配置  480,533
レイアウトオプション  476

プリントダイアログ  474,533
プリントの定義  663
プリントプリセット
削除する  482
作成または変更する  474,480
複製する  481
ブック  479
プリセットをロックする  482
プリントする  472
保存する  474
ライトテーブルのプリセット  480

プリントプリセットアクションのポップアップメ
ニュー  474,480
プリントプリセットのロックを解除する  482
プリントプリセットを変更する  480
プリントプリセットをロックする  482
プリントベンダー  574,609
プリントボタン  69,476,578
プルーフ用プロファイル  482
フルサイズのイメージを読み込み中に「読み込み中...」を
表示チェックボックス  88
フルサイズのスライドショー  515
フルスクリーン表示  51,77,334

HUDを使用する  214
開始または終了する  24,50,209
概要  208
キーボードショートカット  217
ショートカットメニュー  218
スタック  230
ツールバー  211
定義  663
バッジオーバーレイ  290
フィルムストリップ  209
メタデータの表示  216,270

フルスクリーンボタン  50,61,209
フルスクリーンを終了ボタン  56,213
フレーム  663
プレビュー  196

JPEG 保守を予約する  201
アクティビティウインドウ  200
アップデートする  199
サンプルワークフロー  202
生成を抑制する  206
切にする  205

プレビューイメージ  197
プレビューのサイズを制限ポップアップメニュー  90
プレビューの品質  198
プレビューの品質スライダ  90
プレビューボタン  86,476
プレビューをiLife およびiWorkと共有チェックボック
ス  90
プロキシイメージのスライドショー  515
プロジェクト
アルバム  97,101
イメージを移動する  168
イメージを検索する  297
イメージを削除する  105
イメージをドラッグする  134,168
イメージを読み込む  110,115,138
書き出す  143,620
キーワードリストを読み出すまたは書き出す  268
切り替える  104
作成する  20,101,102
スマートアルバム  320,323
整理のヒント  97,100,101,111
空  115,117
定義  94,96,664
名前を付ける  101,102
表示する  101
開くまたは閉じる  103
ファイル命名方式  128–129
フォルダ  97
複数のコンピュータを操作する  619
複数のプロジェクトを開く  176
プロジェクトインスペクタの機能  58
プロジェクトを削除する  105
プロジェクトを転送する  96,143
よく使う項目  104
ライトテーブルからイメージを転送する  532
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プロジェクトアクションポップアップメニュー  58,101
プロジェクトインスペクタ  58,77,105,108
プロジェクトおよびアルバムのバージョン数を表示チェッ
クボックス  88
プロジェクトタブ  57
プロジェクトポップアップメニュー  58,101
プロジェクトを削除コマンド  105
プロジェクトを整理する
ヒント  100
ファイルを読み込む前  111
フォルダを読み込む  138

プロジェクトを読み込む
ほかのコンピュータから～  143,620

プロファイルの定義  664
分割する
スタック  133,228
マスターページ  606

分光光度計  664

へ
米国新聞発行者協会（ANPA）コード  289,502
ベイヤーパターンのカラーフィルタ配列  664
ページ

Webジャーナル  543,550
Webページ  541
Webページ→「Webページ」を参照
移動する  578
イメージを重ね合わせる  597
印刷部数  475
自動的に作成する  584,586
写真ボックス  593,597
写真ボックスを削除する  597
挿入する  585,586,587,588
テキストのフォーマットを設定する  601
デザインをコピーする  591
背景イメージ  592
番号を付ける  577,592
左側と右側  606
ブック内で並べ替える  591
ブック内の～数  573
ブックに追加する／ブックから取り除く  577,584,
592
～にテキストを追加する  599
～にメタデータボックスを追加する  599
変更でアップデートする  606
マスターページ  570,587,591,604
マスターページとして保存する  606
レイアウト  576

ページアクションのポップアップメニュー  72,544,550
ページ移動ボタン  69
ページサイズを画面に合わせる  581
ページ上のイメージ数  546
ページ数ボタンおよび行数と列数ボタン  476
ページ全体に広げる  581
ページデザイン→「テーマ」を参照
ページテンプレートポップアップメニュー  72,544,551

ページに番号を付ける  577,592
ページに広げる  578
ページのコントロール  69
ページのサブタイトル  548
ページの自動作成  586
ページのタイトル  548
ページのデザイン→「テーマ」を参照
ページのヘッダ  548
ページパネル  66,70,71,541,543,545,569,577
ページ表示のコントロール  68
ページを削除ボタン  67,577,592
ページを挿入する  585,586,587,588
ページを追加するポップアップメニュー  66
ページを追加ボタン  543,550
ページを追加ポップアップメニュー  577
ページを取り除くボタン  72,544,551
ページを並べ替える

Webジャーナル  551
ブック  591

ページを複製コマンド  585,586,587,588,591,605
ペーストする
写真ボックスの内容  596
スタンプ→「スタンプ」を参照

ヘッダスタイル  551
別の場所にある記憶領域  618
別名で保存ボタン  474
変形調整  664
変更する→「編集する」を参照
偏光フィルタ  664
編集する

Apertureの外部にあるファイル  144
Web書き出しプリセット  557,558
Webページのテーマ  545
イメージ  23–28,664
イメージのバッジオーバーレイ  290
書き出しプリセット  507
スマートアルバムの内容を～  322
スライドショープリセット  517
ブック内の写真レイアウト  595
ブックページのレイアウト  572
プリントプリセット  481
マスターページ  605
メタデータ  278,288
メタデータセット  282

ほ
望遠レンズ  664
方向
イメージを検索する  175,312
写真ボックス  595
プリンタ設定  475

方向ポップアップメニュー  475
ポータブルコンピュータのボールトを操作する  619
ホームページ,リンクする  553
ホームページにリンクする  553
ボールト



索引 695



アップデートする  100,613,615,617
イメージを削除する  619
概要  41
作成する  616
参照イメージのバックアップを作成する  612
状況  65,614
追加するまたは削除する  615
定義  94,100,664
ハードディスクを再接続する  618
ハードディスクを識別する  616
バックアップシステムを計画する  614
復元元のボールト  621
複数のコンピュータを操作する  619
～からイメージを復元する  612
ライブラリのバックアップを作成する  612
ライブラリを復元する  621
ロックする／ロックを解除する  619

ボールトアクションポップアップメニュー  65,615,616
ボールトとバックアップファイルを同期する  100
ボールトの状況ボタン  65,613,615
ボールトのパスをアップデートコマンド  618
ボールトのロックを解除する  619
ボールトパネル
概要  614
隠す  77
機能  65
図  41
表示する  77
開く  18

ボールトパネルボタン  65,615
ボールトをアップデートコマンド  617
ボールトを追加ダイアログ  616
ボールトを取り除いて削除ボタン  619
ボールトを取り除くコマンド  619
ポジ  664
補助照明  664
星レート  234
補正  363

ColorSyncユーティリティ  637
色空間  637
カスタム・デバイス・プロファイル  506,556
カメラのプロファイル  639
カラーマネージメント  635
定義  664
ディスプレイの補正  473,633,640
デバイスプロファイル  638
プリンタのプロファイル  642
プルーフ用プロファイル  192

「補正」調整  328
補正調整コントロール  417
補正ボタン  475,483
保存先を選択コマンド  621
保存する
検索結果  315
スライドショー  513
ブックをPDFとして～  479

プリントプリセット  474
ページデザインをマスターページとして～  606

保存ボタン  474
ボタン  333
ボタンセットの編集ウインドウ  260
ホットエリア  88,190
ホットエリアとコールドエリアをハイライトコマン
ド  190
ホットエリアとコールドエリアを表示する  190
ホットエリア表示のしきい値  190
ホットエリア表示のしきい値スライダ  88
ポップアップメニュー  106,283,286,287
ポップアップメニュー内のメタデータセットを並べ替え
る  283,286
ホワイト・クリップ・ポイント  372
ホワイトバランススポイトツール  408,409
ホワイトバランス調整  328,408–411
色合い調整  411
色温度コントロール  410
スポイトツールとの比較  423
ホワイトバランススポイトツール  409

ホワイトバランス調整コントロール  408
ホワイトポイント  665
ホワイトポイントスポイトツール  409
ホワイトポイント値  328,429

ま
前のイメージへ移動する
キーボードショートカット  217

前のイメージへボタン  53,64,153
前のページへボタン  69,71,72,542,544,578
マクロレンズ  665
マスター
書き出す  489
削除する  105,166,167
作成日  305
定義  94
バージョン  95
バージョンをコピーする  165
場所  144,273
表示する  192,213
プロジェクトに読み込む  110
プロジェクトを作成する  96

マスターイメージとすべてのバージョンを削除コマン
ド  105,168
マスターイメージを表示ボタン  50,56,192,213
マスターから新規バージョンボタン  54,165,211
マスター・デジタル・ファイル→「マスター」を参照
マスターのピクセルサイズ  175,312
マスターファイル名のフォーマット  127
マスターページ
アップデートする  606
概要  604
コピーする  605
作成する  605
選択する  591
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テーマ  579
統合する／分割する  606
左側と右側  606
表示する  605
ブックページを変更でアップデートする  606
編集する  605
保存する  606
～から作成したページを追加する  587

マスターページの設定ポップアップメニュー  67,577,
585,591
マスターページのレイアウト  569,577,579
マスターページのレイアウトを再適用する  591,607
マスターページを統合する  606
マスターページを表示コマンド  587,605
マスターを再適用コマンド  591,607
マスターを削除するときに警告を表示チェックボック
ス  87
マゼンタの色調
中和する  411
追加する  434
取り除く  434

マルチコマンド  183

み
見出し
イメージを検索する  302
メタデータ  273,289
メタデータインスペクタの～  58

ミッドトーン  665
明るさ調整  416
色合いを調整する  328,425,455
色かぶりを取り除く  422,428
輝度調整  431
コントラスト調整  417,438,443
白黒イメージ  455
ヒストグラム  360,362,363
四分割トーンレベルの調整  432
レベル調整  429

ミッドトーンから色かぶりを取り除く  425
緑スライダ  454
緑チャンネル
カラー補正レベル調整  429,433,434
輝度  369
グレイスケールに変換する  328
個別に調整する  370,452
調整する  434
ヒストグラム  331
モノクロミキサー調整  454

緑の色調
明るくする  453
強くする  434,453
取り除く  411,434

緑フィルタプリセット  453
見開きのページ  578

め
命名規則のプリセットダイアログ  125,130,490,497
メインウインドウ  44
メール書き出しプリセットポップアップメニュー  89,504
メールでイメージを送信する  503
メールボタン  61
メールポップアップメニュー  504
メガピクセル  666
メタデータ

EXIFメタデータ  274
IPTCメタデータ  31,245
Webジャーナル  544
Webジャーナルページを分類する  550
Webページ  541
Webページでの表示  547
イメージを見つける  308,309
インスペクタ→「メタデータインスペクタ」を参照
概要  270
書き出しプリセット  505
書き出す  487,502,503,556
隠す  177
カスタマイズされたフィールド  282
カテゴリを削除する  282,283
キーワード  244
クエリーHUD298
検索可能なデータフィールド  175,312
コピーのキーボードショートカット  265
セットを切り替える  276,277
セット→「メタデータセット」を参照
定義  666
バッジ  290
日付  305
ビューアでの表示  275
表示位置を指定する  273
表示する  58,176,194,273,278,571,577
ファイル名  110
フィールドの説明  289
複数のイメージに適用する  288
ブック内のテキストのフォーマットを設定する  601
ブックの索引  589
ブックページ  577,599
プリセット表示  194
フルスクリーン表示で表示する  216
編集する  278
ボックス→「メタデータボックス」を参照
文字列の制限  289
読み込み時に追加する  132
ライトテーブルの表示  532
ラベル  275

メタデータアクションのポップアップメニュー  59,272,
281,284,285
メタデータインスペクタ  26,58
キーワードの表示  248
キーワードを適用する  266
機能とコントロール  58



索引 697



図  26
開く  248,270
メタデータセット  271
メタデータを表示する  278
メタデータを編集する  278

メタデータセット
概要  270
カテゴリを削除する  282,283
カテゴリを追加する  282
切り替える  273,276,277,278
作成する  281,284
種類  273
バッジの表示  292
表示する  279
フィールドと文字列制限  289
複数のイメージに適用する  288
編集する  282
ポップアップメニュー内で並べ替える  283,286
メタデータインスペクタ  271

メタデータタブ  57
メタデータに基づいてイメージを検索する  313
メタデータ表示  132

IPTC- 基本  274
一般  273
グリッド表示-拡張  274
グリッド表示-基本  274
写真の情報-EXIF274
すべてのIPTC273
ツールチップ  274
名前と見出し  273
名前とレート  273
名前のみ  273
ビューア-拡張  274
ビューア-基本  274
ファイル情報  273
見出しとキーワード  273
見出しとクレジット  273
見出しのみ  273
リスト- 拡張  274
リスト- 基本  274
レート  273

メタデータ表示ポップアップメニュー  70,72,541,544
メタデータフォーマットのポップアップメニュー  67,
577,589
メタデータプリセット  132
メタデータへの一括変更  288
メタデータボタン  59,68,86
メタデータボックス
移動する  602
イメージにリンクする  600
削除する  602
ブックページ  599

メタデータボックスをイメージに再リンクする  600
メタデータボックスをイメージにリンクする  600
メタデータボックスを追加ボタン  68,573,577,600
メタデータボックスをリンク解除コマンド  600

メタデータボックスをリンクコマンド  600
メタデータポップアップメニュー  59,279,476
メタデータを配置する  273
メタデータを含むチェックボックス  505,556
メモリカード  666

も
モアレコントロール  351,355
モアレパラメータ  355
文字
ファイル名  129

文字列
IPTCデータでの制限  245
メタデータでの制限  289

モニタ→「ディスプレイ」を参照
モノクロ化調整  455
モノクロ化調整コントロール  455
モノクロミキサーコントロール  453
モノクロミキサー調整  328,452–454
コントロール  454
プリセット  452,453

モノクロミキサー調整コントロール  452
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