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Apertureを使ってみる

ようこそ「Aperture」へ。このガイドは、「Aperture」のデジタル・イメージ・
ワークフローをはじめて使う人を対象としています。サンプルライブラリを開
いて、実際に操作しながら学習していきましょう。

このガイドでは、章ごとに主な機能を紹介し、さまざまな機能を試していきます。自由に使ってみてくだ

さい。そして、楽しみながら基本を学んでください。操作に慣れてきたら、今度は自分の写真を使って

「Aperture」で本格的な写真管理を開始できます。

このガイドでは、コンピュータに「Aperture」をインストールしていて、Apertureインストールディスク
をコンピュータの DVDドライブにセットしていることを前提としています。

まだ「Aperture」をインストールしていない場合：• 「ソフトウェアのインストール」という小冊子

を参照してください。

まだ Aperture インストールディスクを DVD ドライブにセットしていない場合：• 「Aperture」の
箱からApertureインストールディスクを探し、DVDドライブにセットしてください。

「Aperture」で使われている概念や手順について詳細な説明を読んでみたい場合：• 「Aperture」を
開いてから、「ヘルプ」＞「Apertureヘルプ」と選択します。それからユーザーズマニュアルへの
リンクをクリックしてください。
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始める前に
Apertureインストールディスクには、「Aperture」の操作方法を学ぶために利用できるサンプルライブ
ラリが収録されています。

サンプルライブラリをコンピュータにコピーするには
Apertureインストールディスクからハードディスクの「ピクチャ」フォルダに、「Aperture 3 Sample  m

Library」ファイルおよび「Wyoming」フォルダをドラッグします。

「Aperture」を開く
早速「Aperture」を開いて、イメージのサンプルライブラリを使ってみましょう。

「Aperture」を開くには
「アプリケーション」フォルダ内の「Aperture」アイコンをダブルクリックします。1 



第 1 章    Apertureを使ってみる 9

デジタルカメラの接続時に「Aperture」を使用するかどうかを確認するダイアログが表示されたら、好2 
みに応じて「Apertureを使う」または「後で決める」をクリックします。

最初に「Aperture」を開くと「ようこそ」ウインドウが表示され、オンラインチュートリアルや役に立つ
トレーニングにアクセスできます。

「閉じる」ボタンをクリックします。3 

写真を地図上に表示するかどうかを確認するダイアログが表示されたら、「はい」をクリックします。4 

これで、写真に記録された GPS情報に基づいて撮影地を自動的に認識するように設定されます。この
機能については後で説明します。ここでは「はい」をクリックしてください。この機能は、後で必要に応じ、

「Aperture」の環境設定を使ってオフにできます。
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「ファイル」＞「ライブラリに切り替える」＞「その他」と選択します。5 

「Aperture」で使用するライブラリを確認するダイアログが表示されたら、「Aperture 3 Sample 6 
Library」を選択して「選択」をクリックします。

メインウインドウが表示されます。このウインドウ内のサンプルプロジェクトやサンプルイメージを使って、

「Aperture」の機能を実際に試してみることができます。
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左側の「ライブラリ」インスペクタでは、プロジェクトを作成したり、イメージが含まれるプロジェクト

を操作したりします。

プロジェクト

ここで「プロジェクト」を選択します。

「ライブラリ」インスペクタ

これからメインウインドウを使ってみましょう。
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「ライブラリ」インスペクタを使ってみる
最初に、「ライブラリ」インスペクタの重要な機能を使ってみましょう。

試してみよう
以下の操作をどれでも自由に試して、どうなるか確認してください。

プロジェクトを確認する
「ライブラリ」インスペクタの一番上にある「プロジェクト」を選択します。メインウインドウがプロジェ m

クト表示に切り替わり、ライブラリ内のプロジェクトが表示されます。

プロジェクトを表すキー写真

プロジェクト内でポインタを左右に動かして、含まれるイメージをすばやく確認します。プロジェクト表 m

示を使うと、複数のプロジェクトを簡単に参照できます。

プロジェクトのイメージをダブルクリックして、プロジェクトを開きます。「ブラウザ」にプロジェクトのイ m

メージが表示されます。
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すべての写真を確認する
「ライブラリ」インスペクタで、「写真」を選択します。「ブラウザ」に、「ライブラリ」内の個々のイメー m

ジがすべて表示されます。

すべての写真を表示するときは、
ここをクリックします。
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「ライブラリ」内で人々の写真を確認する
「ライブラリ」インスペクタで、「人々」を選択します。メインウインドウが「人々」表示に切り替わり、 m

イメージ内で認識された人々が表示されます。「Aperture」では、顔検出および顔認識技術によって、
写真に写っている顔が自動的にスキャンして識別されます。この機能については後で詳しく説明します。
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イメージを場所ごとに確認する
「ライブラリ」インスペクタで、「撮影地」を選択します。メインウインドウが「撮影地」表示に切り替わり、 m

イメージの場所が世界地図に表示されます。

選択したイメージの
撮影地

選択したイメージ

「Aperture」では、カメラによりGPS情報が記録されている場合に、イメージの場所を自動的に地図
上に表示できます。イメージの場所を手動で指定することもできます。そのイメージの地図上の位置も

自動的に識別されます。特定の場所で撮影されたイメージを簡単に識別してグループにまとめたり、世

界地図を使って特定の場所で撮影された写真を検索したりできます。この機能については後で詳しく説

明します。
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フラグの付いたイメージを表示する
「ライブラリ」インスペクタで、「フラグ付き」を選択します。これで、フラグが付いたすべてのイメージ m

が、フラグ表示にまとめて表示されます。「ブラウザ」で任意のイメージを選択してスラッシュ（/）キー
を押すことで、そのイメージにフラグを付けることができます。イメージに設定されたフラグを解除する

には、イメージを選択してスラッシュキーをもう一度押します。

フラグの付いたイメージ

フラグの付いたイメージを表示するには、
「フラグ付き」をクリックします。

削除済みの項目を表示する
「ライブラリ」インスペクタ内の「ゴミ箱」アイコンをクリックします。ウインドウに、ライブラリから完 m

全に削除されるのを待っている項目が表示されます。まだ削除された項目がないため、現時点では何

も表示されません。

項目を削除すると、項目は「Aperture」の「ゴミ箱」に置かれますが、まだライブラリからは削除され
ていません。「Aperture」の「ゴミ箱」内にあるイメージを表示して、復元すべきイメージがないかど
うかを確認できます。また、「ゴミ箱」を空にして、イメージを完全に削除することもできます。「Aperture」
の「ゴミ箱」を空にすると、項目は Finderの「ゴミ箱」に移動します。そこでも、項目を回収したり、
「ゴミ箱」を空にして完全に削除したりできます。
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星 5つのレートが設定されたイメージを表示する
「ライブラリ」インスペクタで、星 5つのスマートアルバムを選択します。「ブラウザ」に、星 5つのレー m

トが設定されたすべてのイメージが表示されます。新しいイメージに星 5つのレートを設定すると、そ
のイメージがこのアルバムに自動的に表示されます。

このアルバムを選択します。
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ライブラリ内のビデオクリップを表示する

「ライブラリ」インスペクタで、「ビデオ」スマートアルバムを選択します。「ブラウザ」に、ライブラリ1 
に読み込まれたすべてのビデオクリップが表示されます。新しいビデオクリップを読み込むたびに、そ

のビデオクリップがこのアルバムに自動的に表示されます。

ビデオクリップをダブルクリックして開きます。「再生」ボタンをクリックしてクリップを表示します。2 
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フォルダを選択する

「ライブラリ」インスペクタで、「Wildlife」フォルダをクリックして選択します。（「Wildlife」フォルダを1 
表示するために、「ライブラリ」インスペクタのスクロールが必要な場合があります。）次に、ツールバー

の「分割表示」ボタンをクリックします。

「分割表示」ボタン

このフォルダを選択します。

ブラウザ

「ブラウザ」内のイメージをクリックして、「ビューア」に表示します。2 
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プロジェクトを選択する

「ライブラリ」インスペクタで、「Wildlife」フォルダ内の「Bears」プロジェクトを選択します。「ブラウザ」1 
に、このプロジェクト内のイメージが表示されます。

このプロジェクトを選択します。

「ブラウザ」で Shiftキーを押したままイメージをクリックして、複数のイメージをまとめて選択します。2 
「ビューア」に、選択したイメージが表示されます。
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アルバムを選択する

「ライブラリ」インスペクタで、「Alaska」スマートアルバムを選択します。1 

「ブラウザ」に、スマートアルバム内のイメージが表示されます。スマートアルバムは、指定した検索

条件に基づいてイメージおよびその他の項目を自動的に収集します。ここでは、単語「Alaska」がキー

ワードまたはキャプションの一部として割り当てられているイメージが、「Alaska」スマートアルバム
に表示されます。

このスマートアルバムを選択します。

「ブラウザ」でイメージを選択してから、Shiftキーを押したまま矢印キーを押して複数のイメージを選2 
択します。隣接していないイメージを選択するときは、コマンドキーを押したままクリックします。コマン

ドキーを押したままもう一度クリックすると、選択が解除されます。
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ツールバーを使ってみる
「Aperture」のツールバーから、よく使う機能に簡単にアクセスできます。このセクションでは、ツール
バーのボタンとコントロールをいくつか使ってみます。

ツールバー

試してみよう
「インスペクタ」パネルを表示する／隠す 
ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックして「インスペクタ」パネルを隠し、イメージを操作す1 
る領域を広げます。

「インスペクタ」ボタンをもう一度クリックして、「インスペクタ」パネルを表示します。2 
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「読み込み」パネルと「読み込み」ブラウザを表示する／隠す

ツールバーの「読み込む」ボタンをクリックして「読み込み」パネルと「読み込み」ブラウザを開きます。1 

「読み込む」ボタン

「読み込み」パネル

「読み込み」ブラウザ

「読み込み」パネルと「読み込み」ブラウザを開いた状態で、カメラまたはコンピュータ上のファイル

を選択して、イメージを「Aperture」に読み込むことができます。

「読み込む」ボタンをもう一度クリックして、「読み込み」パネルと「読み込み」ブラウザを非表示にします。2 
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「ライブラリ」インスペクタで新規項目を作成する
ツールバーの「新規」ポップアップメニューをクリックして開きます。 m

「新規」ポップアップメニュー

「新規」ポップアップメニューが表示されたら、作成したい新規項目を選択できます。プロジェクト、フォ

ルダ、アルバムなどを作成できます。ここでは、新しい項目は作成しません。
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ブラウザレイアウトに変更する
ツールバーの「ブラウザ」ボタンをクリックします。 m

メインウインドウのレイアウトが変化して、「ブラウザ」が大きな表示になり、選択したフォルダ、プロジェ

クト、またはアルバム内のイメージを簡単に確認できます。

「ブラウザ」ボタン

ブラウザ
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分割表示レイアウトに変更する

ツールバーの「分割表示」ボタンをクリックします。1 

メインウインドウのレイアウトが変化して「ビューア」とその下に「ブラウザ」が表示されます。

「分割表示」ボタン

ブラウザ

ビューア

「ブラウザ」内のイメージを選択して、「ビューア」に表示します。2 



第 1 章    Apertureを使ってみる 27

ビューアレイアウトに変更する
ツールバーの「ビューア」ボタンをクリックします。 m

メインウインドウのレイアウトが変化して、「ビューア」のみの大きな表示になり、特定のイメージまた

は選択した複数のイメージに集中して操作ができます。

ビューア

「ビューア」ボタン
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ルーペを使ってイメージを調べる

ツールバーの「ルーペ」ボタンをクリックします。1 

ルーペが表示されます。これを使って、イメージの特定領域を拡大して表示できます。ルーペの取っ手

にあるポップアップメニューから、任意の拡大レベルを選択できます。

ルーペ

「ルーペ」ボタン

「ビューア」内のイメージ上をルーペでドラッグして、この機能を試してください。2 

もう一度「ルーペ」ボタンをクリックすると、ルーペが隠されます。3 
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イメージを拡大／縮小する

ツールストリップの「ビューアを拡大／縮小」ボタンをクリックします。1 

ナビゲーションボックス

「ビューアを拡大／縮小」ボタン
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ナビゲーションボックス内の小さい四角形をドラッグして、イメージの表示部分を変更します。2 

ナビゲーションボックス上にポインタを置くとボックスが広がり、四角形をドラッグして表示部分を変更

できるようになります。

四角形をドラッグして、表示
部分を変更します。

ツールストリップの「ビューアを拡大／縮小」ボタンをもう一度クリックすると、イメージが縮小します。3 
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フルスクリーン表示に切り替える

ツールバーの「フルスクリーン」ボタンをクリックします。1 

メインウインドウが変化して、選択した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は、

イメージの細部に集中して作業するのに最適です。

画面の上部にポインタを置くと、フルスクリーン表示ツールバーが表示されます。2 

ツールバー

このツールバーには、イメージの操作に役立つツールやコントロールが含まれています。

画面の下部にポインタを置くと、フィルムストリップが表示されます。3 

フィルムストリップを使って操作するイメージに移動したり、選択したりします。

フィルムストリップ

画面の一番上にポインタを置いてツールバーを表示してから、フルスクリーンを終了するボタンをクリッ4 
クしてフルスクリーン表示を終了します。

「フルスクリーンを終了」ボタン
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便利なキーボードショートカット
キーボードショートカットを使うと、コマンドの選択や機能の操作を効率的に行うことができます。ここ

では、知っておくと役に立つキーボードショートカットをいくつか紹介します。

試してみよう
キーボードショートカットを使って表示を変更する
フルスクリーン表示とメインウインドウを切り替えるには、Fキーを押します。 m

「インスペクタ」パネルの表示／非表示を切り替えるには、Iキーを押します。 m

「ライブラリ」インスペクタ、「メタデータ」インスペクタ、「調整」インスペクタを切り替えるには、Wキー m

を押します。

ブラウザレイアウト、分割表示レイアウト、ビューアレイアウトを切り替えるには、Vキーを押します。 m

「ビューア」内のイメージのフル解像度表示と標準表示を切り替えるには、Zキーを押します。 m
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重要な概念
プロジェクト：• マスター・イメージ・ファイル、イメージのバージョン、およびアルバムを保管する

ために使われるコンテナ。プロジェクトファイルを移動すると、その内容も一緒に移動します。

フォルダ：• プロジェクト、アルバム、およびその他のフォルダの整理に使用するツール。フォルダを

作成してプロジェクトを整理したり、プロジェクト内にフォルダを作成してアルバムを整理したりでき

ます。

アルバム：• イメージの複数のバージョンを整理するために使用するツール。プロジェクト内にアルバ

ムを作成して、目的ごとにバージョンを整理できます。

ライブラリ：• イメージの読み込みからイメージの調整および最後の配布まで、ファイルを管理するた

めの Apertureデータベース。イメージをライブラリに読み込むと、マスター・イメージ・ファイルお
よび対応するイメージのバージョンが記録され、管理されます。ライブラリでは、イメージを整理する

ために作成するフォルダ、プロジェクト、およびアルバムも管理されます。イメージに加えた変更（調

整、メタデータなど）は、マスターがライブラリと別のハードディスクのどちらに保存されているかに

かかわらず、ライブラリに保存されます。複数の Apertureライブラリを作成し、必要に応じて新しい
ライブラリを読み込んだり、ライブラリを結合したりできます。

次に、「Aperture」にイメージを読み込む操作について学習しましょう。





2

35

イメージを読み込む

「Aperture」には、あらゆるフォトグラファーのために設計された、使いや
すいさまざまな読み込みオプションが用意されています。

この章では、サンプルイメージを読み込み、基本的な読み込み機能を操作してみます。さまざまな方法

でイメージに名前を割り当て、イメージを読み込む準備をしてから、イメージをプロジェクトに読み込み

ます。サンプルイメージを読み込む操作をひと通り経験したら、実際のイメージを読み込む方法を計画

してみてください。

読み込みオプションを使ってみる
「Aperture」には、読み込むイメージを選択し、ファイルに名前を付け、メタデータと呼ばれる識別情
報を割り当て、イメージを保存する操作を簡単に行う方法が用意されています。

カメラを接続するか、イメージが保存されたカードをコンピュータに接続されたカードリーダーに挿入す

ると、「読み込み」パネルと「読み込み」ブラウザが表示されます。
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次に、読み込みたいイメージを選択し、読み込みオプションを指定します。

「読み込む」ボタン

「読み込み」ブラウザ

読み込むイメージ

「読み込み」パネル

カメラまたはカードリーダーからイメージを読み込む代わりに、ここでは、第 1章でハードディスクにコ
ピーした「Wyoming」フォルダからいくつかのサンプルイメージを読み込みます。
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試してみよう
「読み込み」ブラウザを開いて保存先を選択する

ツールバーの「読み込む」ボタンをクリックして「読み込み」ブラウザを開きます。1 

「読み込み」ブラウザが表示されます。

「ライブラリ」インスペクタで、「Wildlife」フォルダを選択します。2 

「保存先」ポップアップメニューが、「Wildlife」フォルダが保存先として選択された状態で表示されます。

「読み込む」ボタン

読み込むイメージが保存され
ているフォルダを選択します。

イメージを読み込むとき
は、ここをクリックします。

「保存先」ポップアップ
メニュー
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ファイルブラウザで「ピクチャ」をクリックして、サンプルイメージが保存されている「Wyoming」フォ3 
ルダを選択します。サンプルイメージがサムネールで表示されます。

画面に表示されるイメージは、このイメージと異なる場合があります。参考： 

ファイルブラウザで、読み込み
たいイメージに移動します。

デフォルトでは、すべてのイメージが読み込み用に選択されています。読み込む必要のないイメージの

チェックボックスを選択解除して、読み込みたいイメージだけを選択することもできます。
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「プロジェクト名」フィールドに「Wyoming」という名前が表示されます。

「プロジェクト名」フィールド

これで、「Wildlife」フォルダ内の「Wyoming」という名前の新規プロジェクトにイメージを読み込む
ように設定できました。「ライブラリ」インスペクタ内のプロジェクトを選択して、既存のプロジェクトに

イメージを読み込むように設定することもできます。

「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」を選択して、ハードディスク4 
上の Apertureライブラリにファイルを保存します。ハードディスク上の別の場所にファイルを保存する
ことも選択できます。ファイルがハードディスク上にすでにある場合は、現在の場所にファイルを残すこ

とを選択することもできます。
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特定のイメージに関する情報を表示する
特定のイメージに関する情報を表示するには、「読み込み設定」ポップアップメニューから「ファイル情報」 m

を選択します。「読み込み」ブラウザの「ファイル情報」領域に、イメージに関する情報が表示されます。

ほかのイメージをクリックして選択し、表示される情報が変化することを確認します。

選択したイメージに関する
情報がここに表示されます。

「読み込み設定」ポップアップ
メニュー

「読み込み」ブラウザでイメージをダブルクリックすると、そのイメージが拡大表示されます。もう一度 m

ダブルクリックすると、標準のサイズに戻ります。
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読み込み時にイメージに名前を付ける

「読み込み設定」ポップアップメニューから「ファイルを名称変更」を選択します。1 

「読み込み」ブラウザに「ファイルを名称変更」オプションが表示されます。

「ファイルを名称変更」オプション

「バージョン名」ポップアップメニューから、適切な命名規則の種類を選択します。「Aperture」にはさ
まざまな名前フォーマットが用意されています。また、カスタムの名前フォーマットを作成することもで

きます。

「バージョン名」ポップアップメニューから「カウンタ付きのカスタム名」を選択します。2 
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「名前のテキスト」フィールドに「Wyoming」と入力します。読み込んだイメージに「Wyoming 3 
001」、「Wyoming 002」、「Wyoming 003」という具合に名前が付けられます。

ファイル名に関するオプション

読み込み時にイメージにメタデータを追加する

「読み込み設定」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。1 

「メタデータプリセット」オプションが表示されます。

「メタデータプリセット」領域の「メタデータ」ポップアップメニューから「基本情報」を選択します。2 
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キャプション、キーワードなど、読み込んだすべてのイメージに付与したいメタデータを入力します。3 

イメージを「Aperture」に読み込む
「チェックした項目を読み込む」ボタンをクリックしてイメージを読み込みます。1 

ファイルの読み込みが完了したら、「OK」をクリックします。2 

「ライブラリ」インスペクタで「Wyoming」プロジェクトを選択して、読み込んだイメージに付けられ3 
た名前を確認します。（必要に応じ、「分割表示」ボタンをクリックして「ブラウザ」にイメージを表示

してください。）
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イメージの読み込みについて学習する
カメラで撮影された RAWイメージ、JPEGファイル、TIFFファイルを含むさまざまなファイルタイプを
「Aperture」に読み込むことができます。ビデオやオーディオクリップを読み込んで、「ビューア」で再
生したり、スライドショーで使用したりすることもできます。また、iPhotoライブラリからイメージを読み
込み、「iPhoto」で慣れているイメージの構成を「Aperture」でそのまま保持することもできます。

写真を「Aperture」に読み込むと、オリジナルのファイルがマスターになります。マスターを直接操作
したり変更したりすることはありません。代わりに、マスターイメージのバージョンが画面に表示され、

それを操作することになります。変更や調整はバージョンに適用されます。バージョンはマスターのコ

ピーではありません。情報のほとんどがマスターから継承される、マスターよりも小さいファイルです。

そのため、イメージから複数のバージョンを作成しても、大きいマスターが繰り返しコピーされてハード

ディスクがいっぱいになることはありません。

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、またはライブラリではなく
ハードディスクに保存するかを選択できます。

管理対象イメージは、ハードディスク上の Apertureライブラリに物理的に保存されます。ファイルおよ
びファイルに関するあらゆる情報は、「Aperture」によって管理され、バックアップも自動的に作成され
ます。
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参照イメージとは、マスターがライブラリに保管されていないイメージのことです。マスターはハード

ディスクまたはその他のメディアにあり、その場所が参照されるだけです。参照イメージを利用すれ

ば、既存のイメージのポートフォリオをディスク上の現在の保存場所に置いたまま読み込むことができ、

Apertureライブラリに物理的にイメージをコピーまたは移動する必要がありません。「Aperture」から
別のハードディスク上のイメージにアクセスすることもできます。現在のファイル構造とイメージファイル

名を使って、ファイルを参照するだけです。参照イメージのバックアップ作成は自動的には行われません。

手動で保守する必要があります。

デジタルイメージの既存のポートフォリオを読み込むときは、どのように読み込むかを計画することが重

要になります。Apertureライブラリでは、管理対象イメージと参照イメージをさまざまに組み合わせて
管理することも簡単にできます。ディスク上にすでに多数のイメージが保存されているとしても、どのイ

メージを Apertureライブラリに読み込み、どのイメージをハードディスク上の現在の保存場所に置いた
まま参照イメージとして読み込むかを決めることができます。イメージを読み込むときに、別のハードディ

スクにコピーまたは移動することもできます。

イメージを参照イメージとして読み込んだ後に、Apertureライブラリ内の管理対象イメージと同様に、
それらのイメージのバージョンを使って作業できます。参照イメージに適用されているすべての調整とメ

タデータは、管理対象イメージと同じ方法でApertureライブラリ内で管理されます。
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重要な概念
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。マスターは変更されることはありません。オリジナルのイメージが残され、繰り

返し使用されることになります。

バージョン：• 「Aperture」で表示および変更するイメージは、「バージョン」と呼ばれます。バージョ

ンは、オリジナルのマスターから作成され、さまざまな方法で変更、コピー、および調整できます。

管理対象イメージ：• マスターが Apertureライブラリにあるイメージ。

参照イメージ：• マスターがApertureライブラリではなく別のディスク上にあるイメージ。「Aperture」
では、現在の場所にあるファイルが参照されるだけです。そのイメージを調整するには、「Aperture」
からそのファイルが保管されているハード・ディスク・ドライブまたはメディアにアクセスできる必要

があります。

名前フォーマット：• 読み込み時または書き出し時にバージョンおよびマスターに適用できる命名規則。

「Aperture」にはプリセットの名前フォーマットが多数用意されています。また、独自のカスタム名
前フォーマットを作成して保存することもできます。

次に、個々のイメージをスタックしたり、比較したり、レートやキーワードを割り当てたりしてみましょう。
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写真を編集してみる

「Aperture」を使えば、プロジェクト内のイメージを効率的に確認したり操
作したりできます。

スタック内の類似した写真をすばやく整理して、複数のイメージを簡単に操作できます。類似したイメー

ジを横に並べ、その中から最も優れたものを選択できます。イメージに星 0～星 5つまでのレートを
設定して、好みでないイメージを不採用にできます。また、イメージにキーワードを割り当てておくと、

後でこれらのキーワードを使って特定のイメージを簡単に収集して確認できます。

この章では、イメージの基本的な操作方法を学びながら、イメージをスタックに分類し、比較し、レー

トを設定し、キーワードの割り当てを行ってみます。
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イメージをスタックに分類する
「Aperture」では、写真を読み込むときや「ブラウザ」で操作するときに、関連のある写真を自動的に
スタックに分類できます。

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、カメラで撮影された間隔に基づいて、それら
のイメージを自動的にスタックに分類できます。

スタック前のイメージ

スタック後のイメージ
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「ブラウザ」でイメージを手動で選択してスタックに分類することもできます。スタックを代表するイメー

ジは、ピックと呼ばれ、開いているスタックの左側に表示されます。スタック内のイメージをドラッグし

て順序を変更することで、いつでもピックイメージを変更できます。スタックのピックイメージの左上隅

にある「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。

スタックボタン

準備をする
「ライブラリ」インスペクタで、「Wildlife」フォルダ内の「Wyoming」プロジェクトを選択します。1 

必要に応じ、ツールバーの「ブラウザ」ボタンをクリックして、「ブラウザ」レイアウトに切り替えます。2 

試してみよう
イメージを自動的にスタックに分類する

「スタック」＞「自動スタック」と選択します。1 

「イメージを自動スタックHUD」（Heads-Up Display）で、スライダを一番右に（表示が「1:00」に2 
なるまで）ドラッグします。

スライダをここまでドラッグします。
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互いの撮影間隔が 1分以内のイメージがすべて、自動的にスタックに分類されます。

「イメージを自動スタックHUD」を閉じます。3 

すべてのスタックを閉じる
「スタック」＞「すべてのスタックを閉じる」と選択します。 m

すべてのスタックが閉じられます。
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スタックを開く／閉じる
スタックを開く、または閉じるには、「スタック」ボタンをクリックします（「スタック」ボタンにはスタッ m

ク内のイメージの数が表示されます）。

スタックボタン

イメージのスタックを解除する 
「スタック」ボタンをクリックしてイメージのスタックを次のように開いてから、最初のイメージをクリック1 
して選択します。

「スタック」＞「スタック解除」と選択します。2 

イメージがスタック解除されます。
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スタックを手動で作成する

「ブラウザ」で「Wyoming 004」イメージをクリックしてから、Shiftキーを押しながら「Wyoming 1 
007」イメージをクリックして、4つのイメージを選択します。

これらのイメージを選択します。

「スタック」＞「スタック」と選択します。2 

イメージがスタックにまとめられます。

スタック内のイメージを並べ替える 
開いているスタック内のイメージをドラッグして、順序を変えてください。イメージをスタックにドラッグ m

したり、スタックからドラッグすることで、スタックにイメージを追加したり、スタックからイメージを取り

除くこともできます。
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ピックを選択する 
「Wyoming 005」イメージを選択します。1 

左端のイメージはピックイメージです。ピックは、スタックが閉じているときの、そのスタックを代表する

イメージです。

選択したイメージをピックにするには、「スタック」＞「ピック」と選択します。2 

スタックピック

イメージを比較する
フォトグラファーは、調整を確認したり、イメージにレートを設定したり、ベストショットを決めたりす

るときに、しばしばイメージを横に並べて比較します。「Aperture」を使用すると、イメージを簡単に
比較できます。

準備をする
ツールバーの「分割表示」ボタンをクリックします。 m
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試してみよう
イメージを並べて比較する

「ブラウザ」で「Wyoming 005」のイメージを選択します。1 

このイメージを選択します。
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「表示」＞「メインビューア」＞「比較」と選択します。2 

選択したイメージに、「比較」イメージであることを示す緑の枠が表示されます。「ブラウザ」内の次の

イメージが、右に表示されます。これで、2つのイメージを比較して、どちらが優れているかを判定で
きます。

比較イメージ
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スタック内の最初のイメージをほかのイメージと比較する場合は、右向き矢印キーまたは左向き矢印キー3 
を押します。

新規比較イメージを選択するときは、Returnキーを押します。4 

比較機能を切にするには、Option＋ Uキーを押します。5 

イメージにレートを設定する
イメージを確認するとき、星 0～星 5つまでのレートをイメージに設定することで、好みでないイメージ
を簡単に不採用にできます。レートを設定しておくと、「ブラウザ」で特定のレート以上のイメージだけ

を表示できるようになります。たとえば、最高レートである星 5つのイメージだけを表示できます。
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試してみよう
イメージにレートを設定する

星 5つのレートを割り当てるには、「Wyoming 005」イメージを選択して 5キーを押します。1 

星 5つのレート

数字キーの 0～ 5を押してレートを割り当てます。プラス記号（＋）キー、またはマイナス記号（－）キー
を押して、選択したイメージのレートを上げたり下げたりすることもできます。
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「Wyoming 004」、「Wyoming 006」、および「Wyoming 007」に、次のようにレートを割り当てます。2 

「Wyoming 005」イメージの「スタック」ボタンをクリックして、スタックを閉じます。3 

次に示すように、いくつかのスタックを選択して、ピックイメージに星 5つのレートを割り当てます。4 
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レートに基づいてイメージを検索する
星 5つのイメージだけを表示するには、検索フィールドの（拡大鏡アイコンの付いた）ポップアップメ m

ニューで星 5つを選択します。

検索フィールドのポップアップメニューで選択したレートのイメージだけが、「ブラウザ」に表示されます。

ここで星 5つを選択します。

レートが未設定かそれ以上のイメージだけを表示するには、検索フィールドポップアップメニューで「レー m

ト未設定またはそれ以上」を選択します。
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イメージを不採用にする

「Wyoming 013」イメージを選択して「9」を押して、このイメージを不採用にします。1 

イメージ上に不採用であることを示す「X」が表示されます。

別のイメージを選択します。2 

不採用のイメージがブラウザに表示されなくなります。（スタック内の不採用でないほかのイメージは、

まだ表示されています。）これは、「ブラウザ」がレート未設定またはそれ以上のイメージを表示し、不

採用のイメージを隠すように設定されているためです。

不採用のイメージを再び表示するには、検索フィールドのポップアップメニューで「すべてを表示」を選3 
択します。

これで、「ブラウザ」に、不採用のイメージを含むプロジェクトのイメージすべてが表示されます。

ここで「すべてを表示」を選択します。

不採用のイメージを選択して、レートを星 4つに引き上げます。4 

「ブラウザ」をデフォルト設定に戻すには、検索フィールドのポップアップメニューで「レート未設定ま5 
たはそれ以上」を選択します。
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イメージにキーワードを割り当てる
キーワードを割り当てる作業は、かつては時間のかかる作業でしたが、「キーワードHUD」を使えば
作業が大幅に簡素化されます。キーワードを選択して、個々のイメージまたは複数のイメージに簡単に

割り当てることができます。

「キーワードHUD」は定義済みキーワードのライブラリが用意されているフローティングウインドウで、
それらのキーワードをイメージに割り当てることができます。「キーワードHUD」では、キーワードのブ
ラウズや検索を簡単にできるほか、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。
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試してみよう
「キーワードHUD」を使ってみる
ツールバーの「キーワード」ボタンをクリックします。1 

「キーワードHUD」が表示されます。

画面上の使いやすい場所に「キーワードHUD」をドラッグします。2 

HUD内でスクロールしてキーワードを表示します。3 
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キーワードを選択して適用する

「Wyoming」プロジェクト内のイメージが見やすくなるように、ツールバーの「ブラウザ」ボタンをクリッ1 
クします。

「キーワードHUD」の検索フィールドに「鳥」と入力します。2 

ここに「鳥」と入力します。

HUDに「鳥」キーワードが表示されたら、このキーワードを「キーワードHUD」から「Wyoming 3 
029」イメージにドラッグします。

このイメージに「鳥」キーワードが割り当てられます。

「Wyoming 001」スタックを開いてから、Shiftキーを押したままスタック内の 3つのイメージを選択4 
します。

「キーワードHUD」の検索フィールドに「水」と入力します。5 

「水」キーワードが表示されたら、キーワード「水」を「Wyoming 001」イメージにドラッグします。6 

これで、選択したすべてのイメージに「水」キーワードが割り当てられます。
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「Wyoming 013」スタックを選択してから、コマンドキーを押したまま「Wyoming 032」スタックを7 
クリックして、両方のスタックを選択します。

「キーワードHUD」の検索フィールドに「動」と入力します。8 

HUDに「動物」キーワードが表示されたら、それを「Wyoming 013」イメージにドラッグします。9 

キーワード「動物」が、両方のスタックの選択されているピックイメージに割り当てられます。（スタック

内の選択されていないほかのイメージには割り当てられません。）

「キーワードHUD」を閉じます。10 

イメージをキーワードで検索する

キーワードなどのテキストに関連付けられたイメージだけを表示するには、「ブラウザ」の検索フィール1 
ドをクリックして、そのテキストを入力します。「Wyoming」プロジェクト内のイメージを見つけるため
に、「鳥」、「水」、および「動物」という語を個別に入力してみてください。

検索フィールド

フィールド内のテキストを削除すると、残りのイメージがまた表示されます。2 
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イメージに割り当てられたキーワードを表示する
「Wyoming 001」イメージを選択して、「ライブラリ」インスペクタの上部にある「メタデータ」タブ m

をクリックします。

「メタデータ」インスペクタが表示され、イメージに割り当てられたメタデータ（キーワードを含みます）

が表示されます。ほかのイメージを選択して、それらのイメージに割り当てられたメタデータを表示して

みてください。

選択したイメージに
割り当てられたキーワード
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重要な概念
スタック：• 「ブラウザ」で閉じたり開いたりできるイメージグループ。「Aperture」では、イメージが
撮影された間隔に基づいて自動的にスタックを作成できます。また、イメージを任意に選択して分類

することで、手動でスタックを作成することもできます。

比較イメージ：• 「ビューア」でほかのイメージと比較するために選択したイメージ。比較イメージを選

択するには、イメージを選択し、Returnキーを押します。比較機能を切にするには、Option＋Uキー
を押します。

キーワード HUD：• キーワードをすばやく適用するためのフローティングウインドウ。HUDには、設
定済みキーワードのライブラリが表示されます。キーワードライブラリは、必要なキーワードを追加す

ることでカスタマイズすることもできます。キーワードは、個々のイメージまたは複数のイメージに割

り当てることできます。

メタデータ：• イメージに関する情報、およびその撮影方法とフォーマットが記載されているデータ。

「Aperture」では、フォトグラファーがイメージの識別と追跡によく使うさまざまな種類のメタデータ
を記録および追跡できます。メタデータを表示および変更するときは、「メタデータ」インスペクタを

使います。

次に、「人々」機能を使用して、写真内の顔を識別してみます。
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「人々」を使ってみる

「Aperture」の「人々」機能を使って、人々のイメージをすばやく確認で
きます。

「Aperture」には、顔検出と顔認識の両方のテクノロジーを利用する、「人々」と呼ばれる機能が搭載
されています。この機能を使えば、イメージに写っている人々をすばやく識別できます。イメージライブ

ラリを 1つ 1つチェックして、人々を識別するキーワードを追加する代わりに、「Aperture」の「人々」
機能を利用することができます。
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人々に名前を付ける
「Aperture」では、イメージ内の顔が自動的に検出されます。それからイメージを選択して「名前を付
ける」モードで被写体に名前を割り当てることで、人々を識別できます。

顔のラベル

人の顔の下に顔ラベルが表示されるので、そこにその人の名前を入力できます。顔にポインタを置くと、

顔を囲むポジショニングボックスが表示されます。
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1つのイメージで人に名前を付けたら、ライブラリ内にあるその人の候補イメージを表示できます。

「ライブラリ」インスペクタ内の「人々」を選択することで、その人の候補イメージ、および確定された

イメージを表示できます。メインウインドウが「人々」表示に切り替わります。特定の人の確定された

顔および未設定の顔を表示するには、「人々」表示でその人のスナップショットをダブルクリックします。

名前を確定した人々

これから名前を
付ける人々
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準備をする
「ライブラリ」タブをクリックして、「ライブラリ」インスペクタを表示します。1 

ツールバーの「分割表示」ボタンをクリックして、分割表示レイアウトに切り替えます。2 

試してみよう
名前が割り当てられたイメージをすべて表示する
「ライブラリ」インスペクタで、「人々」を選択します。 m

メインウインドウが「人々」表示に切り替わり、Apertureライブラリ内で名前付きのすべての人々のスナッ
プショットが表示されます。

画面に表示されるイメージは、このイメージと異なる場合があります。参考： 
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未設定の人々は、「人々」表示の一番下に表示されます。必要に応じて、これらの人々に名前を付け

ることができます。

「人々」表示で人々に名前を付ける

「人々」表示で、「未設定の人々を表示」ボタンをクリックします。1 

未設定の人の顔ラベルを次のようにクリックします。2 

ここに名前を入力します。

「Ivana」という名前を入力して、Returnキーを押します。新たに名前を付けた人のスナップショットが、3 
「人々」表示の先頭に表示されます。
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特定の人が含まれるイメージを確認する

「人々」表示で、Ivanaのスナップショットをダブルクリックします。1 

「人々」ブラウザが表示され、Ivanaが含まれるすべてのイメージが表示されます。「人々」ブラウザ
の下半分に、Ivanaの候補イメージがすべて表示されます。

画面に表示されるイメージは、このイメージと異なる場合があります。参考： 

「人々」ブラウザの一番下にある「人を確定」ボタンをクリックします。2 
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イメージに表示されている人物が正しいことを確定するには、そのイメージをクリックします。イメージ3 
が候補の人物のものではないことを示すには、イメージを 2回クリックします。

イメージの確定作業が完了したら、「完了」をクリックします。4 
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フォルダ、プロジェクト、またはアルバム内の人々に名前を付ける

「ライブラリ」インスペクタで、「Weddings」フォルダ内の「Elizabeth & Daniel」プロジェクトを選1 
択します。

ブラウザで「071014_King_0212」イメージを選択して名前を付けます。2 

このイメージを
選択します。
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ツールバーの「名前」ボタンをクリックします。3 

イメージ内で検出された各顔の下に、顔ラベルが自動的に表示されます。

「名前を付ける」ボタン

人々に名前を付ける
HUD

左側の新婦の顔ラベルをクリックし、テキストフィールドに「Elizabeth」という名前を入力してから、4 
Returnキーを押します。

人々に名前を付けるHUDの「完了」をクリックします。5 
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ツールバーの「人々」ボタン（「ライブラリ」インスペクタの「人々」項目ではありません）をクリックします。6 

メインウインドウが「人々」表示に切り替わり、選択したフォルダ、プロジェクト、またはアルバムのイメー

ジ内で識別された人々が表示されます。

画面に表示されるイメージは、このイメージと異なる場合があります。参考： 

「人々」ボタン

Elizabethのイメージに名前を付けて確定してみてください。7 
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人に関する情報を追加する

「ライブラリ」インスペクタで、「人々」を選択します。1 

ポインタを人のスナップショットの上に置き、表示される「情報」ボタンをクリックします。2 

「情報」ボタン

「情報 HUD」が表示されます。

必要に応じ、「情報 HUD」にその人のフルネームとメールアドレスを入力します。その人の3 
Facebookメールアドレスを入力すると、「Aperture」を使って Facebookにイメージを公開したとき
に、その人に自動的に通知が送信されます。顔に関連付けられた名前を変更することもできます。

閉じるボタンをクリックして「情報 HUD」を閉じます。4 
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重要な概念
顔ラベル：• 写真に写っている人の名前を示すラベル。顔ラベルには名前を入力できます。そうすると、

ライブラリ内でその人が写っているほかのイメージが自動的に識別されます。

ポジショニングボックス：• 顔を識別するために、人の顔特徴に配置される長方形。「Aperture」では、
検出された顔の上にポジショニングボックスが自動的に配置されます。また、ポジショニングボックス

や顔ラベルを追加して、「Aperture」で検出されなかった顔（大幅に異なるアングルで撮影した顔な
ど）に名前を付けることもできます。

次に、「撮影地」機能を使って、イメージの場所を追跡および表示する方法について詳しく学びます。
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「撮影地」を使ってみる

「Aperture」の「撮影地」機能を使って、特定の場所で撮影したイメージ
をすばやく見つけることができます。

「撮影地」を使用すると、イメージを場所ごとに整理できます。GPS対応のカメラや iPhoneを使用し
ている場合は、イメージが場所ごとに自動的に分類されます。GPS対応のカメラや iPhoneを使用し
ていない場合は、手動でイメージに場所を設定できます。その後、「撮影地」表示を使って、イメージ

がどこで撮影されたかを簡単に確認できます。
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「撮影地」表示を操作する
「撮影地」表示では、イメージの撮影地が地図上にピンで示されます。
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準備をする
「ライブラリ」インスペクタで、「Travel」フォルダ内の「Canadian Road Trip」プロジェクトを選択します。 m

試してみよう
イメージやイメージのグループの場所を表示する

ツールバーの「撮影地」ボタンをクリックします。1 

「撮影地」ボタン

撮影地を表示する地図が、「ブラウザ」の上に表示されます。イメージまたはイメージのグループの場

所が、赤いピンで示されます。

「ブラウザ」で最初のイメージを選択します（選択されていない場合）。2 
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イメージの撮影地を示す赤いピンの上に場所ラベルが表示されます。

位置情報ラベル
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イメージを表示して特定の場所を割り当てる
「撮影地」表示で、地図上の赤いピンを選択します。 m

「ブラウザ」内で、ピンで示される場所に関連付けられた 1つまたは複数のイメージが選択されます。

1つの場所ピンで示されるイメージグループの正確な位置を表示する
「撮影地」表示で、複数のイメージが関連付けられている場所ラベルのピンをクリックして、表示される m

位置情報矢印をクリックします。

位置情報矢印

「撮影地」表示でそのイメージグループの地域が拡大表示され、各イメージの場所がピンで表示され 
ます。

「撮影地」表示で地図を再配置する
地図をドラッグして再配置します。 m
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「撮影地」表示で地図の倍率を変更する
地図をダブルクリックすると、1段階拡大されます。 m

地図の左上隅にある拡大／縮小スライダをドラッグして、地図を拡大縮小します。 m

コマンドキーを押しながら、拡大したい領域をドラッグして四角で囲みます。 m

「撮影地」表示で地図の表示を変更する
地図を航空写真の形式で表示する場合は、「航空写真」ボタンをクリックします。道路名などの情報を m

表示するには、「航空写真」ボタンをクリックすると表示される「ラベルを表示」チェックボックスを選

択します。

道路、公園、境界線、水域などが従来の形式で表現された地図を表示する場合は、「道路地図」ボタ m

ンをクリックします。

地形図を表示する場合は、「地形」ボタンをクリックします。地形図では、物理的な高度が等高線およ m

び陰影付きで表示されます。
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地図を拡大した状態で表示地域を変更する

地図の右下隅に概要地図パネルが表示されるまで、拡大率を上げます。概要地図パネル内部の赤い長1 
方形が、現在の表示領域を示します。

赤い長方形をドラッグして、
地図に表示する領域を変更
します。

表示する領域を変更するには、目的の地域の上に表示されるように赤い長方形をドラッグします。2 
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撮影地パスナビゲータを使って場所をすばやく表示する

撮影地パスナビゲータ上にポインタを置き、「5カ所」ポップアップメニューをクリックしてオプションを1 
表示します。

このポップアップメニューには、イメージに割り当てられている地図上の場所がリスト表示されます。

「ホーム」ボタン（家のアイコン）をクリックして地図をデフォルト表示に戻してから、「5カ所」ポップアッ2 
プメニューから「バンフ国立公園」を選択すると、バンフ国立公園で撮影されたイメージのピン位置が

表示されます。

撮影地パスナビゲータからほかの場所も選択してみて、このナビゲータの操作方法に慣れてください。3 

撮影地パスナビゲータの「ホーム」ボタンをクリックして、地図をデフォルト表示に戻します。4 
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場所をすばやく検索してイメージを割り当てる

場所を割り当てる 1つまたは複数のイメージを選択します。ここでは、「Wildlife」フォルダの1 
「Wyoming」プロジェクト内で、「Wyoming 032」（馬のイメージ）を選択します。

「撮影地」表示の検索フィールドに場所を入力します。「Greybull」と入力します。2 

「Google検索結果」リストから「Greybull, Wyoming」という場所を選択します。3 

「位置情報を割り当てる」をクリックします。4 

ピンの上に、場所ラベルが表示されます。この場所が、選択したイメージに割り当てられたことを示し

ています。



88 第 5 章    「撮影地」を使ってみる

選択したイメージに手動で場所を割り当てる

「ライブラリ」インスペクタで、場所を割り当てる 1つまたは複数のイメージを選択します。ここでは、1 
「Wildlife」フォルダの「Wyoming」プロジェクト内で、「Wyoming 036」（バイソンのイメージ）
を選択します。

地図表示を調整して目的の場所を表示します。ここでは、ワイオミング州の任意の場所を拡大して表示2 
します。

地図上のこの場所に「ブラウザ」の「Wyoming 036」イメージをドラッグします。3 

紫色のピンの上に、場所ラベルが表示されます。この場所が、イメージに割り当てられたことを示して

います。

「完了」をクリックします。4 
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場所ピンを移動して、関連付けられているすべてのイメージの位置情報を変更する

「撮影地」表示で、「ピンを移動」ボタンをクリックします。1 

場所ピンが紫色に変化し、移動可能であることを示します。

「ピンを移動」ボタン

ピンを別の場所にドラッグし、「撮影地」表示の下部に表示されるダイアログで「完了」をクリックします。2 
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プロジェクト内のすべてのバージョンにすばやく場所を割り当てる

「ライブラリ」インスペクタで、「プロジェクト」を選択します。1 

「Elizabeth & Daniel」プロジェクトを選択します。2 

プロジェクトの「情報」ボタンをクリックします。3 

「情報」ボタン

「情報 HUD」が表示されます。
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「情報 HUD」で、「位置情報を割り当てる」ボタンをクリックします。4 

「位置情報を割り当てる」
ボタン

表示されるダイアログの検索フィールドに「White House」と入力します。5 

特定の住所、都市名、町名、または地理上の有名な場所（国立公園など）を入力できます。
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検索結果で「White House ワシントン」を選択して、「割り当てる」をクリックします。6 

「情報 HUD」の閉じるボタンをクリックします。7 

重要な概念
場所ラベル：• 「撮影地」表示の地図上でピンを選択すると、そのピンの上に場所ラベルが表示されま

す。場所ラベルで、ピンの現在地を確認できます。位置情報が複数のイメージに関連付けられている

場合は、ラベルの右側に表示される位置情報矢印をクリックしてその場所を拡大表示できます。

場所ピン：• 「撮影地」表示の地図上で特定の位置を示すピン。場所ピンは、関連付けられたイメー

ジが撮影された場所を示します。

次に、イメージの新規バージョンを作成してその外観を調整する方法について詳しく学びます。
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調整してみる

「Aperture」が備えている洗練されたさまざまな調整機能を使って、イメー
ジを微調整したり、磨きをかけてプロ品質の作品にできます。

イメージの露出、コントラスト、ホワイトバランス、色、彩度、およびハイライトとシャドウを調整できま

す。赤目を取り除いたり、イメージの配置を揃えたり、ビネットを適用または取り除いたり、カラーイメー

ジを白黒やセピア調に変更したりできます。「Aperture」で利用できる調整の多くは、ブラシを使用す
ることによって、写真の特定の領域だけを対象に適用したり取り除いたりできます。また、「Aperture」
には一般的な修正作業に特化した 15種類のクイックブラシ調整も用意されています。たとえば、イメー
ジの一部を明るくしたり、暗くしたり、イメージの問題点を取り除いたり、人物が写っている写真で肌

に現れた問題を目立たなくすることもできます。
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イメージを調整する場合は、「調整」インスペクタを使います。

「調整」インスペクタには、「ホワイトバランス」や「露出」などを含む、イメージ調整のデフォルトセッ

トが表示されます。必要に応じてほかのコントロールを追加したり、よく使う調整が常に表示されるよ

うにデフォルトセットを変更したりすることもできます。「調整」ポップアップメニューから調整を選択して、

インスペクタに調整を追加できます。
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「Aperture」の「インスペクタHUD」から調整コントロールにアクセスすることもできます。フルスクリー
ンで表示している場合は、画面上の好きな位置に「インスペクタHUD」を配置できます。

この章では、数種類の調整をイメージに適用してみます。

調整プリセットをバージョンに適用する
「Aperture」には、調整プリセットと呼ばれる、イメージに適用可能な保存済みの調整設定のコレクショ
ンがあります。これらの調整プリセットは、「調整」インスペクタの「プリセット」ポップアップメニュー

から選択します。

ここで調整プリセットを
選択します。

独自のプリセットを作成することも可能です。たとえば、1回の撮影で撮ったすべてのイメージに同じ一
連の調整を適用する必要がある場合、調整プリセットを作成し、すべてのイメージを選択して、調整プ

リセットをすべてのイメージに一度に適用することができます。
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準備をする
「ライブラリ」インスペクタで、「Travel」フォルダ内の「Canadian Road Trip」プロジェクトを選択します。1 

ツールバーの「分割表示」ボタンをクリックします。2 

「Canada 015」イメージを選択します。3 

このイメージを選択します。

このイメージのバージョンを複数作成して、調整を適用します。



第 6 章    調整してみる 97

試してみよう 
イメージの新規バージョンを作成する

「Canada 015」イメージを選択して、「写真」＞「マスターから新規バージョン」と選択します。1 

「写真」＞「マスターから新規バージョン」をさらに 2回選択して、次のようにイメージのバージョンを2 
4つ作成します。

「クイック修正」調整プリセットをイメージに適用する

「Canada 015」イメージの 2番目のバージョンを選択します。1 

「インスペクタ」パネルの「調整」タブをクリックして、「調整」インスペクタを表示します。2 

「調整」タブ

ここで調整プリセットを
選択します。

「プリセット」ポップアップメニューから「クイック修正」＞「自動補正」と選択します。3 
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イメージを自動的に補正する調整が適用されます。

「カラー」調整プリセットをイメージに適用する

「Canada 015」イメージの 3番目のバージョンを選択します。1 

「プリセット」ポップアップメニューから「カラー」＞「セピア調（高コントラスト）」と選択します。2 

セピア調の調整プリセットがイメージに適用されます。

「白黒」調整プリセットをイメージに適用する

「Canada 015」イメージの 4番目のバージョンを選択します。1 

「プリセット」ポップアップメニューから「白黒」＞「中高コントラスト（グレード 2）」と選択します。2 

「白黒」調整プリセットがイメージに適用されます。これで、4つのバージョンはそれぞれ見た目が異な
るものになりました。
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フルスクリーン表示で調整を加える
フルスクリーン表示は、イメージを黒一色の背景に表示して、気を散らすものができるだけ表示されな

いようにするモードです。フルスクリーン表示は 1台または 2台のモニタで使用できます。

「Aperture」の HUD（Heads-Up Display）を使って変更や調整を行うときには、フルスクリーン表
示をお勧めします。「Aperture」で使われる主な HUDの 1つが「インスペクタHUD」です。このセ
クションでは、「インスペクタHUD」の「調整」パネルを使って露出を変更しましょう。（「インスペク
タHUD」の「調整」パネルには、「インスペクタ」パネルの「調整」インスペクタと同じコントロー
ルが用意されています。）

「調整」ボタン

「常にインスペクタHUDを
表示」コントロール
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露出を設定したり、ハイライトの詳細を復旧したり、イメージのシャドウ部分の黒を調整したりするときは、

「露出」調整コントロールを使用します。厳しい照明条件で撮影されたイメージの露出を修正すること

もできます。サンプルイメージを好きなように調整してみましょう。調整は、後からいつでも無効にした

り取り除いたりできます。

「Aperture」の調整の使いかたについては、この短いガイドでは詳しく説明できません。詳しいことは
後で学習できるので、ここでは調整オプションをとにかく使ってみましょう。

次に、イメージをフルスクリーン表示で表示し、フィルムストリップ、ツールバーのツール、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してみましょう。

準備をする
「ライブラリ」タブをクリックして、「ライブラリ」インスペクタを表示します。1 

「ライブラリ」インスペクタで、「Studio」フォルダの「Portrait Session」プロジェクト内にある「Ivana」2 
アルバムを選択します。

Fキーを押して、フルスクリーン表示に切り替えます。3 

Fキーを押すと、フルスクリーン表示の入／切を切り替えることができます。
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下の図を参考にして、使ってみたい項目を選んでください。画面の上部にポインタを置くと、ツールバー

が表示されます。画面の下部にポインタを置くと、フィルムストリップが表示されます。

フィルムストリップ

ツールバー
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試してみよう
フィルムストリップを使ってイメージを表示する

フィルムストリップでイメージをクリックします。（フィルムストリップが表示されていない場合は、画面の1 
下部にポインタを置くと表示されます。）

左矢印キーまたは右矢印キーを押すと、別のイメージが選択されます。2 

「Ivana」の最初の写真を選択して調整を加えます。3 

ツールバーを表示する
ツールバーが表示されるまで、画面の上部にポインタを置きます。ツールバーを常に画面に表示するに m

は、「常にツールバーを表示」コントロールをクリックします。

「常にツールバーを表示」
コントロール
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フルスクリーン表示で「インスペクタHUD」を表示する
ツールバーの「インスペクタHUD」ボタンをクリックして「インスペクタHUD」を表示します。1 

「インスペクタHUD」ボタン

「インスペクタHUD」の上部にある「調整」ボタンをクリックして「調整」パネルを表示します。2 

「調整」ボタン

「常にインスペクタHUDを
表示」コントロール

「インスペクタHUDを常に表示」コントロールをクリックして、イメージへの効果を確認しながら簡単3 
にオプションを選択したり変更したりできる位置に HUDを固定します。
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露出調整を使ってイメージを変更する

必要に応じ、「露出」調整の開閉用三角ボタンをクリックして「露出」調整コントロールを表示します。1 

「露出」調整領域で、「露出」スライダを左右にドラッグして、好みの露出レベルを設定します。スライ2 
ダコントロールのどこかをクリックして、スライダをその位置に移動することもできます。

「露出」値スライダで左矢印または右矢印をクリックすると、イメージの露出（F値）が 5パーセント単
位で変わります。値フィールドをドラッグしてもかまいません。

露出スライダ

「露出」値スライダ

必要に応じて、「明るさ」スライダをドラッグしてイメージの明るさを調整します。3 

「ブラックポイント」スライダをドラッグすると、シャドウ内の詳細の感じが変わります。4 
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「露出」調整の入／切を切り替える
イメージに対する累積的な「露出」調整エフェクトを確認するには、「露出」チェックボックスを選択／ m

選択解除します。

「露出」調整をデフォルト設定に戻すには、「リセット」ボタンをクリックします。 m

「リセット」ボタン
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調整のブラッシング
ブラシ調整を使って、イメージの特定の領域に変更を加えることができます。たとえば、「覆い焼き」

調整を使って、ポートレートの特定の領域を明るくすることができます。

ブラシHUD

「覆い焼き」
調整コントロール
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このセクションでは「覆い焼き」調整を使って、Ivanaの目の虹彩を明るくしましょう。

この領域を明るくします。

この領域を明るくします。

最初に、「インスペクタHUD」の「調整」パネルにある「調整」ポップアップメニューから、「覆い焼き」
調整を選択します。

「覆い焼き」調整用のブラシHUDが表示され、ブラシのサイズ、柔らかさ、および強さを設定できます。
この HUDのコントロールを使って、変更が選択的に適用されるようブラシを設定したり、ブラシストロー
クをぼかしたり、ブラシによる変更を取り除いたりすることもできます。

「調整」パネルにも、「覆い焼き」調整コントロールが追加されます。これらのコントロールを使って、

ブラシストロークの外観を変更できます。
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試してみよう

「覆い焼き」調整を「調整」パネルに追加する

「インスペクタHUD」の「調整」パネルにある「調整」ポップアップメニューから、「クイックブラシ」＞「覆1 
い焼き（明るく）」と選択します。

「覆い焼き（明るく）」調整

「覆い焼き」調整用のブラシHUDが表示されたら、画面上の都合の良い位置に HUDをドラッグします。2 

この HUDを使って、ブラシストロークをイメージに適用する方法を制御できます。

ブラシHUDのコントロールを下の図と同じように設定します。3 

各スライダをこのように
設定します。
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「覆い焼き」調整を適用する

Ivanaの鼻先辺りにブラシポインタを置き、Zキーを押して Ivanaの顔を拡大します。1 

イメージの右側にナビゲーションボックスが表示されます。

ナビゲーションボックス上にポインタを置いてボックスが広がったら、「拡大／縮小」値スライダの左矢2 
印をクリックするか値フィールド内をドラッグして、拡大／縮小率を 70%に設定します。

このボタンをクリックして、
拡大／縮小率を下げます。



110 第 6 章    調整してみる

下の図のように、それぞれの虹彩に対して、円を描くようにドラッグしてブラシストロークを適用します。3 

円を描くようにブラシを
ドラッグして、この領域
を明るくします。

円を描くようにブラシを
ドラッグして、この領域
を明るくします。

引き続き、良いと思えるまでブラシストロークを各虹彩に適用します。

Zキーを押して縮小します。4 

虹彩にブラシストロークを適用した後で、「覆い焼き」調整コントロールの「適応量」スライダをドラッ5 
グして両目の明るさを調整します。

「適応量」スライダ
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「覆い焼き」調整の効果を確認するには、「インスペクタHUD」の「調整」パネル内にある「覆い焼き」6 
チェックボックスを選択および選択解除してみます。

「インスペクタHUD」とブラシHUDを閉じます。7 

Fキーを押すと、フルスクリーン表示が終了します。8 

重要な概念
HUD（Heads-Up Display）：• 画面上の使いやすい場所に移動できるフローティングウインドウ。イメー

ジを変更するときに利用できます。

インスペクタ HUD：• ライブラリ、メタデータ、および調整オプションで構成されるHUD。オプショ
ンとコントロールはインスペクタと同じです。

ブラシ HUD：• 調整ブラシに関するオプションを設定するための HUD。ブラシのサイズ、ストローク
の柔らかさ、ストロークの強さなどを変更するオプションがあります。イメージに対する変更をぼかし

たり取り除いたりするように設定することもできます。

値スライダ：• 設定の変更によく使われる特殊なスライダコントロール。矢印をクリックして値を増減

するか、値フィールド内をドラッグするか、値フィールドに正確な値を入力します。

次に、「Aperture」を使って、写真、ビデオクリップ、およびオーディオクリップをMobileMe、
Flickr、FacebookなどのWebサイトに公開してみましょう。
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イメージをオンラインで共有する

「Aperture」を使うと、写真共有WebサイトのMobileMe、Flickr、
Facebookでイメージを簡単に共有できます。

「Aperture」では、Apertureライブラリの項目をMobileMe、Flickr、および Facebookアカウント
に公開できます。「Aperture」のMobileMeアルバム、Flickrアルバム、および Facebookアルバ
ム内に配置されたイメージは、該当するWebサイトに自動的に公開されます。

この章では、サンプルイメージをMobileMeとFlickrのアカウントに公開します。これらのアカウント
を持っていない場合は、無料の Flickrアカウント、および 60日間無料のMobileMeトライアルアカ
ウントを作成できます。

アカウントを設定する
MobileMeアルバム、Flickrアルバム、または Facebookアルバムの初回作成時に、アカウント情
報を入力するように求められます。Webサイトのアカウントを持っていない場合は、アカウントを作成
してください。

アカウント設定を入力したら、Webサイトへのイメージ公開を開始できます。

このセクションでは、MobileMeトライアルアカウントおよび Flickrアカウントを設定してサインインし
てみましょう。
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準備をする
以下の手順に従って、既存のMobileMeアカウントにサインインするか、60日間無料のMobileMe
トライアルアカウントを作成します。

MobileMeアカウントを設定してサインインする
ブラウザで、任意のイメージを選択してから、ツールバーの「MobileMe」ボタンをクリックします。1 

MobileMeのサインインダイアログが表示されます。

以下のいずれかの操作を行います：2 

MobileMe アカウントを持っている場合：• ユーザ名とパスワードを入力して、「ログイン」をクリッ

クします。

MobileMe アカウントがなく、無料のトライアルアカウントを作成する場合：• 「システム環境設定」

を開き、「MobileMe」ボタンをクリックし、「詳しい情報」をクリックします。次に、必要な情報を
入力して、新しいMobileMeアカウントを作成します。

以下の手順に従って、既存の Flickrアカウントにサインインするか、新しい Flickrアカウントを作成し
ます。
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Flickrアカウントを設定してサインインする
ブラウザで、任意のイメージを選択してから、ツールバーの「Flickr」ボタンをクリックします。1 

Flickr設定ダイアログが表示されます。

「設定」をクリックします。2 

Webブラウザが開いて、Flickrのサインインページが表示されます。

以下のいずれかの操作を行います：3 

Flickr アカウントを持っている場合：• アカウントにサインインします。表示される指示に従います。

Webブラウザを閉じます。

Flickr アカウントがなく、新しく作成する場合：• 「Sign Up」をクリックします。次に、必要な情報
を入力して、新しい Flickrアカウントを作成します。Webブラウザを閉じます。
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MobileMeギャラリーを公開する
写真やビデオクリップをMobileMeアカウントに公開するには、最初に、共有したい写真またはビデ
オクリップを選択してからMobileMeアルバムを作成します。

試してみよう
MobileMeアルバムを作成する
「ライブラリ」タブをクリックして、「ライブラリ」インスペクタを開きます。1 

「Wildlife」フォルダの「Wyoming」プロジェクト内で複数のイメージを選択します。2 

ツールバーの「MobileMe」ボタンをクリックします。3 
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キーチェーンパスワードへのアクセスを許可するかどうかを確認するダイアログが表示されたら、「許可」4 
をクリックします。

「MobileMe」ダイアログが表示されます。

「アルバム」ポップアップメニューから「新規アルバム」を選択します。5 

必要に応じ、「アルバム名」フィールド内のMobileMeアルバムの名前として「Wyoming」を入力6 
します。

「アルバムを表示できるユーザ」ポップアップメニューでアクセスレベルを選択して、MobileMeアル7 
バムを表示できるユーザを設定します。

「公開」をクリックします。8 
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アルバムがMobileMeに公開され、新しいアルバムが「ライブラリ」インスペクタの「Web」セクショ
ンに表示されます。「ライブラリ」インスペクタ内で新しいMobileMeアルバムが自動的に選択され、
その内容が表示されます。

「MobileMe」
ポップアップメニュー

「同期」ボタン

MobileMeアルバム

インターネット接続の速度によっては、イメージのアップロードに 1～ 2分かかることがあります。
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Webサイト上のMobileMeアルバムを表示する
「ライブラリ」インスペクタで「Wyoming」MobileMeアルバムを選択していない場合は選択して、ツー m

ルストリップの「MobileMe」ポップアップメニューから「MobileMeギャラリーにアクセス」を選択
します。

「MobileMe」
ポップアップメニュー

MobileMeギャラリーが表示されます。ギャラリー内のアルバムを確認します。
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MobileMeアルバムをアップデートする
「Aperture」のウインドウをクリックして、「Aperture」に戻ります。1 

「ライブラリ」インスペクタで、「Photojournalism」フォルダ内の「Sports Profile」プロジェクトを2 
選択します。

「Sports Profile」内のイメージをスクロールして「DAY2_0012」ビデオクリップを表示します。3 

クリップをダブルクリックして「ビューア」で開いてから、「ビューア」内にポインタを置いてビデオコン4 
トロールを表示します。クリップを再生して内容を確認します。クリップをダブルクリックして分割表示レ

イアウトに戻ります。

「DAY2_0012」ビデオクリップを、「ブラウザ」から「ライブラリ」インスペクタ内の「Wyoming」5 
MobileMeアルバムにドラッグします。

「ライブラリ」インスペクタ内の「Wyoming」MobileMeアルバムを選択します。6 

コンピュータ上のMobileMeアルバムとMobileMe Webサイト上のアルバムとが同期され、ビデオ
クリップがMobileMeギャラリーに転送されます。

インターネット接続の速度によっては、ビデオクリップのアップロードに 1～ 2分かかることがあります。

MobileMeギャラリーを表示しているブラウザウインドウ内をクリックしページを再読み込みし、新しく7 
追加したビデオクリップを表示します。

「DAY2_0012」ビデオクリップをクリックして、MobileMeギャラリーで再生します。8 

Webブラウザを閉じます。9 
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イメージを Flickrに公開する
最初に、共有したいイメージを選択します。次に、ツールバーの「Flickr」ボタンをクリックします。作
成したい Flickrアルバムの情報を指定すると、「ライブラリ」インスペクタ内にアルバムが作成され、
項目が Flickrにアップロードされます。

Flickrアルバム
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試してみよう

Flickrアルバムを作成する
「ライブラリ」インスペクタで、「Travel」フォルダ内の「Canadian Road Trip」プロジェクトを選択します。1 
次に、プロジェクト内のイメージを 4～ 5枚選択します。

ツールバーの「Flickr」ボタンをクリックします。2 

表示されるダイアログで、「セット」ポップアップメニューから「新規セット」を選択します。3 

「セット名」フィールドに Flickrアルバムの名前を入力します。「Canadian Road Trip」という名前が4 
自動的に入力されるので、その名前をそのまま使ってもかまいません。

「写真を表示できるユーザ」ポップアップメニューでアクセスレベルを選択して、Flickrアルバムを表示5 
できるユーザを設定します。
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「公開」をクリックします。6 

アルバムが Flickrに公開され、新しい Flickrアルバムが「ライブラリ」インスペクタの「Flickr」セク
ションに表示されます。

「同期」ボタン

Flickrアルバム

必要に応じて、ほかのイメージも「ライブラリ」インスペクタにある新しい Flickrアルバムにドラッグし7 
てから選択します。

インターネット接続の速度によっては、イメージのアップロードに 1～ 2分かかることがあります。
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公開したイメージを表示するには、ツールストリップの「Flickr」ポップアップメニューから「Flickrギャ8 
ラリーにアクセス」を選択します。

Flickrに公開したイメージが表示されます。これで、ほかのユーザを Flickrアカウントに招待すれば、
イメージを共有できます。また、「Aperture」のイメージと共に Flickrに自動的に転送されたキーワー
ドや位置情報も表示できます。

写真の撮影地情報は、「Aperture」の「環境設定」ウインドウの「詳細」パネルにある「公参考： 
開する写真の位置情報を取り込む」チェックボックスが選択されているときにのみ Flickrに転送され
ます。

Webブラウザを閉じます。9 
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重要な概念
MobileMe：• MobileMeは、アップルが提供する登録制のサービスです。MobileMeを使って、美
しいフォトギャラリーを作成したり、大きなファイルを共有したり、iPhoneとMac、または iPhone
とPCなどのデバイス間ですべてのメール、連絡先、カレンダーイベントを同期したりできます。60
日間無料のトライアルアカウントを設定して、MobileMeを試してみることができます。

Flickr：• Flickrは、写真をアップロードして、ネットワーク上のほかのユーザと共有することが可能な、
無料の写真共有Webサイトです。

Facebook：• Facebookは、人と人をつなげる無料のソーシャルネットワークWebサイトです。
Facebookを使って、写真をアップロードしたり、リンクやビデオを共有したり、ネットワーク上のほ
かのユーザと情報を交換したりできます。

Flickr、Facebook、および MobileMe アルバム：• これらのタイプの Apertureアルバムで、写真共
有Webサイトのアカウントにアップロードするイメージを管理できます。イメージを追加または削除
すると、インターネットアカウントがアップデートされ、変更が反映されます。

次に、イメージを含むブックを作成してみましょう。
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Apertureブックを操作する

「Aperture」では、自分のイメージを使ってブックを作成し、プロ品質でプ
リントおよび製本してもらうことができます。

次に、サンプルの Apertureブックを操作してみましょう。「Aperture」にはブックを作成するためのプ
ロレベルのオプションが多数用意されていますが、この章ではそれらの機能について簡単に紹介します。

Apertureブックを使ってみる
「Aperture」では、さまざまなデザインのプリントブックを作成することもできます。「ライブラリ」イン
スペクタでブックアルバムを作成または選択すると、「ブラウザ」にブック・レイアウト・エディタが表

示されます。



128 第 8 章    Apertureブックを操作する

このブック・レイアウト・エディタを使用して、ブックのページ構造を設定し、イメージとテキストをペー

ジ上に配置します。

試してみよう
ブックアルバムを操作する
「ライブラリ」インスペクタで、「Travel」フォルダの「Canadian Road Trip」プロジェクト内にある m

「Exploring Canada」ブックアルバムを選択します。
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ブック・レイアウト・エディタがブラウザ上に表示されます。ここに、アルバム内のイメージが表示され

ます。

選択したページ

選択したページに、ブラウザから
イメージをドラッグします。

ここで、操作したいページを
選択します。

左側の「ページ」パネルには、ブックページのサムネールが表示されます。サムネール上をスクロール

して特定のサムネールをクリックすると、操作するページが選択されます。選択したページの大きな表

示が右側に表示されます。
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表示するページを選択する
左側の「ページ」パネルでサムネールページをクリックすると、そのページが右側に大きく表示されます。 m

ページを拡大または縮小するときは、「表示サイズ」スライダをドラッグします。

表示サイズスライダ

イメージを配置する
「ブラウザ」上のイメージを表示されているページ上の写真ボックスにドラッグします。別のイメージを m

同じ写真ボックスにドラッグします。イメージをダブルクリックしてから、「イメージのサイズ調整 HUD」
を使用してサイズを変更します。「イメージのサイズ調整 HUD」が開いているときに、イメージをドラッ
グして写真ボックス内の配置を変更することもできます。Controlキーを押しながら写真ボックス内のイ
メージをクリックして、ショートカットメニューの「写真ボックスの配置」サブメニューからイメージの配

置を選択します。
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テキストを追加する

「ページ」パネルで、表紙裏のテキストがあるページを選択します。1 

画面に表示されるイメージは、このイメージと異なる場合があります。参考： 

このページを選択します。

ページ上のテキストボックスをクリックします。テキストを選択した状態で、独自のテキストを入力します。2 

ここにテキストを入力します。
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「テキストスタイルを設定」ポップアップメニューでテキストスタイルを選択します。3 

「テキストスタイルを設定」
ポップアップメニュー

コマンド＋ Tキーを押して「フォント」ウインドウを開き、別のフォントを選択することもできます。
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Apertureブックについて学習する
独自のブックを作成するには、ブック内に配置するイメージを選択してから、ツールバーの「新規」ポッ

プアップメニューから「ブック」を選択して、新規ブックアルバムを作成します。

新しいブックアルバムを作成するときに、ブックテーマを選択してブックの外観を決定することができます。

「Aperture」には、プロ品質にデザインされたさまざまなブックテーマが用意されています。

テーマを選択すると、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。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。
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マスター・ページ・デザインを選択したページに適用できます。ページには、イメージが表示されるグ

レイの写真ボックスと、テキストが表示されるテキストボックスが表示されます。イメージを追加すると

きは、「ブラウザ」上のイメージを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から、テキストを入力するかペーストします。

選択したテキストボックス

必要に応じて、ブックページをページ単位に構築できます。新しいページをブックに追加してマスター・

ページ・デザインを選択し、イメージとテキストを入れてから、次のページを作成します。追加するペー

ジごとに、この手順を繰り返します。

ブックを使用しているときに、ページレイアウトを個別に調整する必要が発生することがあります。たと

えば、一連のイメージの中であるイメージを少し大きく表示する必要があることが分かったとします。マ

スター・ページ・デザインが要件を満たしていないときは、イメージが表示されるボックスをページご

とに移動したりサイズ変更することで、レイアウトを微調整できます。独自のマスターページを作成して、

カスタムブックを作成することもできます。
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ページに地図を追加して、ブック内のイメージの撮影地を自動的に表示することもできます。

選択したページに地図を追加し、その周りにイメージを配置し、イメージの場所を地図に表示できます。

ブックが完成したら、アップルのプリントベンダーからプリントおよび製本されたブックを購入できます。

自分でブックをプリントしたい場合は、自分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してもらうことができます。Apertureブックア
ルバムのさまざまな機能については、「Aperture」の「ヘルプ」から参照可能な「Aperture ユーザー

ズマニュアル」で確認してください。
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重要な概念
ブックアルバム：• プロ品質でデザインされたブックを作成するためのアルバム。独自のテキストやイ

メージを追加できます。

ブック・レイアウト・エディタ：• ブックのレイアウトを作成するためのエディタ。あらかじめデザイ

ンされたページにイメージとテキストを配置できます。

次に、イメージをスライドショーで表示してみましょう。
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Apertureスライドショーを作成する

「Aperture」では、スライドショーにイメージ、さらにはビデオやオーディ
オクリップを含めることができます。

多数のスライドショーテーマの中からテーマを選択したり、音楽を追加したり、イメージのさまざまな表

示方法を制御したりできます。それでは、サンプルスライドショーを使って高度な機能をいくつか見てみ

ましょう。その後、簡単なスライドショーを自分で作ってみます。「Aperture」にはスライドショーを作
成するためのプロレベルのオプションが多数用意されていますが、この章ではそれらの機能について簡

単に紹介します。

スライドショーを表示する
Apertureスライドショーを作成するときに、画面に表示するイメージの数やそれらの配置方法、各イメー
ジの表示時間などを選ぶことができます。
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準備をする
「ライブラリ」インスペクタで、必要に応じて「Photojournalism」フォルダを開き、「Sports  m

Profile」プロジェクトの「Sierra on Competition」スライドショーを選択します。

メインウインドウに、スライドショーエディタが表示されます。
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試してみよう
スライドショーをフルスクリーンモードで再生する
スライドショーエディタの「スライドショーを再生」ボタンをクリックします。ビデオクリップが表示され m

ると、自動的に再生が始まります。クリップが終了してもスライドショーは続行されます。

「スライドショーを再生」ボタン

スライドショーを一時停止するときは、スペースバーを押します。スライドショーを再開するときは、もう m

一度スペースバーを押します。

スライドショーを進めるときは、右矢印キーを押します。戻すときは、左矢印キーを押します。 m

スライドショーを停止するときは、Esc（Escape）キーを押します。 m

スライドショーアルバムを作成する

「ライブラリ」インスペクタで、「Photojournalism」フォルダ内の「Sports Profile」プロジェクトを1 
選択します。

「ブラウザ」で、スライドショーに取り込む「Sierra 035」イメージ、「Sierra 036」イメージ、および2 
「DAY2_0012」ビデオクリップを選択します。

ツールバーの「新規」ポップアップメニューから「スライドショー」を選択します。3 
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表示されるダイアログの「スライドショーの名前」フィールドに「Sierra Plays Hard」と入力します。4 

テーマのリストでスライドショーのテーマとして「スクラップブック」を選択して、スライドショーがどの5 
ように表示されるかをプレビューで見てみます。

スライドショーのテーマとして「スライディングパネル」を選択して、スライドショーがどのように表示さ6 
れるかをプレビューで見てみます。

スライドショーのテーマとして「水彩パネル」を選択して、スライドショーがどのように表示されるかを7 
プレビューで見てみます。
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スライドショーのテーマとして「スナップショット」を選択してから、「テーマを選択」をクリックします。8 

「ライブラリ」インスペクタ内に新しいスライドショーアルバムが作成され、ブラウザの上にスライドショー

エディタが表示されます。ブラウザには、アルバムに含まれるイメージが表示されます。

スライドショーエディタでスライドショーをプレビューする
スライドショーエディタの「スライドショーをプレビュー」ボタンをクリックします。スライドショーを停止す m

るときは、スペースバーを押します。

「スライドショーをプレビュー」ボタン
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スライドショーでのスライドの順序を変更する

「ブラウザ」内で、イメージをドラッグして別の順序に並べ替えます。1 

スライドショーを再生して、違いを確認します。2 

スライドショーのテーマを変更する

「テーマ」ボタンをクリックします。1 

表示されるダイアログのテーマリストで「クラシック」テーマを選択してから、「テーマを選択」をクリッ2 
クします。

スライドショーを再生して、テーマの変更結果を確認します。3 
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イメージ間で使用するトランジションを変更する

「スライドショー設定」ボタンをクリックして、スライドショーをカスタマイズするためのオプションを表1 
示します。「デフォルトの設定」パネルが表示されていない場合は、「デフォルトの設定」ボタンをクリッ

クします。

「スライドショー設定」ボタン
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「トランジション」ポップアップメニューからトランジションの種類を選択します。2 

「トランジション」
ポップアップメニュー

スライドショーを再生して、選択したトランジションの効果を確認します。3 

スライドのタイミングを変更する
「スライドの再生時間」値スライダの値を変更して、各スライドの表示時間を指定します。 m

「スライドの再生時間」値スライダ
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スライドショーに音楽を追加する

オーディオブラウザのボタンをクリックして、音楽選択用のオプションを表示します。1 

「オーディオブラウザ」ボタン

スライドショーで再生したい音楽に移動します。たとえば、「テーマ曲」フォルダを選択して曲を選択し、2 
「ブラウザ」にドラッグします。「ブラウザ」のグレイ領域に曲をドラッグすると曲をスライドショー全体

に追加できます。曲をイメージにドラッグしてスライドショーの特定の場所で曲を開始することもできま

す。再生を開始したい位置に曲を配置します。

スライドショーを再生して、選択した音楽に合わせてその表示を確認します。3 
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スライドショーを書き出してほかの人が表示できるようにする

「書き出す」ボタンをクリックしてスライドショーをムービーとして書き出し、ほかの人が自分のコンピュー1 
タで表示できるようにします。

書き出しダイアログの「名前」フィールドに、スライドショームービーの名前を入力します。2 

ここに名前を入力します。

ここでスライドショームービー
のフォーマットを選択します。

「書き出し対象」ポップアップメニューから、スライドショームービーのフォーマットを選択します。ス3 
ライドショーは、選択したフォーマットに応じて標準精細度または高精細度の TV、Apple TV、iPad、
iPod、iPhoneなどで表示できます。たとえば、スライドショーを iPodでの表示に合わせる場合は、
「iPod」を選択します。

「スライドショーを iTunesに自動的に送信」チェックボックスに注目してください。このチェックボックス
を選択すると、スライドショーが「iTunes」に送信されます。次回「iTunes」で同期を実行するときに、
スライドショーを iPhoneや iPodに簡単に転送できます。

「書き出す」をクリックします。4 



第 9 章    Apertureスライドショーを作成する 147

スライドショーが書き出されたら、「iTunes」を開いて「ムービー」をクリックし、iTunesライブラリ 5 
にスライドショーが含まれていることを確認します。作成したスライドショームービーを再生してみてく

ださい。

重要な概念
スライドショーアルバム：• スライドショーの実行中にイメージを表示したり、ビデオクリップやオーディ

オクリップを再生したりできるアルバム。スライドショーアルバムを選択すると、スライドショーエディ

タが表示され、スライドショーを自分のコンピュータで再生したり、設定をカスタマイズしたりできます。

スライドショームービー：• ほかの人が表示できるムービーとしてスライドショーを書き出すことがで

きます。作成したスライドショームービーは、標準精細度または高精細度の TV、Apple TV、iPad、
iPod、iPhone、YouTubeなどで表示できます。

次に、「Aperture」のプリント機能をいくつか使ってみましょう。
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「Aperture」からプリントする

この章では、単一イメージおよびコンタクトシートのプリント用の簡単なオ
プションをいくつか紹介します。

イメージをプリントする設定をまだ行っていない場合は、ここでは説明を読むだけにして後でプリントし

てみるか、「Elizabeth & Daniel」プロジェクトのサンプルイメージをいくつかプリントしてみてください。

イメージを選択したら、「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択して「プリント」ダイアログを開き

ます。このダイアログで、イメージをプリントするためのさまざまなオプションを選択できます。
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プリントしてみる
目的のプリントオプションを指定するときは、「プリント」ダイアログを使用します。1ページに単一のイ
メージをプリントしたり、イメージのコンタクトシートをプリントしたりできます。

1ページに 1つのイメージをプリントする
ときは、「標準」を選択します。
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コンタクトシートをプリントするときは、レイアウトは「Aperture」によってすべて自動的に決定されま
す。必要なページ数またはページで必要な列数を選択すると、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。

コンタクトシートをプリントするときは、
「コンタクトシート」を選択します。

準備をする
「ライブラリ」インスペクタで、「Weddings」フォルダ内の「Elizabeth & Daniel」プロジェクトを選1 
択します。

「ブラウザ」でイメージを選択します。（どのイメージでもかまいません。）2 

「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します。3 

「プリンタ」ポップアップメニューから「プリンタを追加」を選択します。4 

使用するプリンタがダイアログに表示されない場合は、プリンタ製造元の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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使用するプリンタを選択して、「追加」をクリックします。5 

「キャンセル」をクリックします。6 

これで、「Aperture」からプリンタを使ってプリントできます。

試してみよう
単一のイメージをプリントする

「Elizabeth & Daniel」プロジェクト内で、「071014_King_0582」イメージを選択します。1 

「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します。2 

「プリント」ダイアログのプリセットリストで、「標準」を選択します。3 

イメージが正しく回転しない場合は、「方向」ポップアップメニューから「縦方向」を選択します。参考： 

1ページに 1つのイメージをプリントする
ときは、「標準」を選択します。
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「プリンタ」ポップアップメニューから、使用したいプリンタを選択します。4 

プリンタを使うには、コンピュータに正しいプリンタドライバがインストールされている必要があ重要： 
ります。必要なプリンタソフトウェアのインストールとアップデートについては、プリンタに付属の製品ド

キュメントを参照してください。

プリントオプションの効果を試してみましょう：5 

「用紙サイズ」ポップアップメニュー：• 使用可能な用紙サイズのリストからサイズの1つを選択します。

「方向」ポップアップメニュー：• 必要に応じて縦方向を選択します。

「イメージサイズ」ポップアップメニュー：• プリントするイメージのイメージサイズを選択します。「最

大限に合わせる」を選択すると、現在の用紙サイズで印刷可能な最も大きいイメージサイズに設定さ

れます。「カスタム」を選択すると、イメージのサイズを指定できます。

「プリント」をクリックします。6 

表示されるダイアログで、「プリント」をクリックしてイメージをプリントします。7 

一連のイメージを 1ページに 1つずつプリントする
「ブラウザ」で、「Elizabeth & Daniel」プロジェクト内の複数のイメージを選択します。1 

「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します。2 

「プリント」ダイアログのプリセットリストで、「標準」を選択します。3 

写真の用紙サイズ、方向、およびイメージサイズを指定します。4 

選択したイメージサイズが小さいため、1ページに2枚以上の写真を含めることができる場合は、「1ペー5 
ジ当たりの写真数」フィールドが使用可能になります。1ページ当たりのイメージ数を1枚にする場合は、
フィールドに「1」と入力します。
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前後のイメージを表示して確認する場合は、ダイアログの右矢印や左矢印をクリックします。6 

移動矢印ボタン

「プリント」をクリックします。7 

表示されるダイアログで、「プリント」をクリックしてイメージをプリントします。8 

イメージのコンタクトシートをプリントする

「ブラウザ」で、コマンド＋ Aキーを押して「Elizabeth & Daniel」プロジェクト内のイメージをすべ1 
て選択します。

「ファイル」＞「イメージをプリント」と選択します。2 
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プリセットリストで、「コンタクトシート」を選択します。これで、1ページに複数のイメージをプリント3 
するように設定されました。

「コンタクトシート」を選択します。

「方向」ポップアップメニューから「横方向」を選択します。4 

プリントオプションの効果を試してみましょう：5 

「メタデータ表示」ポップアップメニュー：• 各イメージでプリントしたいイメージメタデータを指定す

る場合に、メタデータプリセットを選択します。

「行数」および「列数」値スライダ：• ページにプリントするイメージの行数および列数を指定する場合に、

これらの値スライダを使用します。イメージのサイズは、行数と列数に基づいて自動的に調整されます。

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。

「プリント」をクリックします。6 

表示されるダイアログで、「プリント」をクリックしてコンタクトシートをプリントします。7 
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プリントについて学ぶ
ここまでで、「Aperture」の最も簡単なプリントオプションを使って、1枚の写真をプリントしたりコンタ
クトシートに複数の写真をプリントしたりしました。「Aperture」には、プリントするイメージの外観や
レイアウトをカスタマイズできるオプションが多数あります。これらのオプションを自分で使ってみるには、

「プリント」ダイアログの「詳細設定」ボタンをクリックしてください。「プリント」ダイアログが拡張さ

れ、レイアウト、余白、イメージ調整、イメージ表示、メタデータ表示などをカスタマイズするためのオ

プションが表示されます。プリントアクションのポップアップメニュー（歯車のアイコン）を使って、設定

をプリントプリセットとして保存しておけば、必要なときにいつでも再利用できます。

追加のプリントオプション
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重要な概念
プリントプリセット：• プリント設定の組み合わせ。プリント時にこれらの設定を呼び出したいときに、

いつでも選択できます。「Aperture」には、1つのイメージおよびコンタクトシートをプリントするた
めのプリントプリセットがあらかじめ定義されています。プリントの種類に合わせて、独自のプリント

設定の組み合わせを持つプリセットを作成して保存することもできます。

「標準」プリセット：• 単一イメージのプリントに適した設定を持つプリントプリセット。

「コンタクトシート」プリセット：• プリントプリセットの 1つ。複数のイメージをコンタクトシート形
式でプリントするのに適した設定が定義されています。

次に、「Aperture」に関する情報が必要なときに、簡単に見つける方法を学習しましょう。
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疑問の解決

「Aperture」の基本について紹介してきましたが、作業中に「Aperture」
の使用方法についてさらに分からないことが発生するかもしれません。

「Aperture」の「ヘルプ」を使って、必要な答えを見つけてください。

Apertureの「ヘルプ」を使ってみる
「Aperture」の「ヘルプ」には、「Aperture」の機能を使うための説明と手順が詳しく記載されています。

試してみよう
「Apertureユーザーズマニュアル」を開く
「Aperture」で、「ヘルプ」＞「Apertureヘルプ」と選択してから、ユーザーズマニュアルへのリンク m

をクリックします。興味のあるトピックを閲覧してください。

興味のある特定のトピックを検索する
「ユーザーズマニュアル」が開いた状態で、ヘルプビューア・ウインドウの一番上にある検索フィールド m

に、興味のあるトピックを入力します。検索結果の一覧から、詳細を知りたいトピックを選択します。
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アップルのサービス＆サポート情報を検索する
「Aperture」で、「ヘルプ」＞「Apertureサポート」と選択します。興味のあるトピックを閲覧してく m

ださい。

Apertureフォーラムのディスカッションを閲覧する
「Aperture」で、「ヘルプ」＞「Apertureヘルプ」と選択してから、その他のリソースのリストで m

「Apertureディスカッション」をクリックします。興味のあるトピックを閲覧してください。

「Aperture」のオンライン・ビデオ・チュートリアルを表示する
「Safari」を開き m http://www.apple.com/jp/aperture/how-toにアクセスするか、「Aperture」
を開いて「ようこそ」ウインドウが表示されたら、ビデオチュートリアルのリンクをクリックします。

次の段階
「Aperture」について簡単に紹介し、いくつかの機能を操作してきました。引き続き自分でサンプル・
プロジェクト・ファイルを操作してみたり、「ファイル」＞「ライブラリに切り替える」＞「その他」と

選択して独自のイメージを含む新しいライブラリを作成してみてください。詳細情報が必要な場合は、

「Aperture」の「ヘルプ」を参照してください。

http://www.apple.com/aperture/howto
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