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まえがき
　Photoshopはフォトグラファーやデザイナー、映画製作などプロフェッショナルの現場で利用さ
れてきた写真編集ツールです。そして、Photoshop Elementsは、パーソナル向けの製品として2001
年に登場しました。毎年新しいバージョンが発売され、2012年でバージョン11を迎えました。その
間にデジタルカメラは進化を続け、最近では一眼レフと同等の機能を持つコンパクトなデジタルカ
メラである「ミラーレス一眼」が人気を博すなど、誰もが簡単に高画質な写真の撮影を楽しめるよ
うになりました。

　しかし、一眼レフやコンパクトデジタルカメラ、スマートフォンなど、多くの機器で撮影した写
真を、どのように管理すればいいのか分からなくなってしまうこともあります。このような多くの
写真データを集約して整理できるのがPhotoshop Elementsの便利な機能の１つです。本書では、撮
影した写真を撮影日で表示したり、人物認識機能を使って同じ人物で写真をまとめたり、撮影した
場所を地図上に表示したりするなど、写真を整理する方法をいろいろな角度から紹介しています。

　Photoshop Elementsではボタンやスライダーを使って直感的に写真を補正できます。またガイド
に沿って操作を行うだけでトイカメラ風やジオラマ風の作品を作れるほか、Photoshop Elementsに
用意されているグラフィックデータを利用すれば、ポストカードやカレンダーを簡単に作れます。
本書では、補正や加工の基本から、レイヤーを使った作品作りまでを丁寧に解説しました。またレ
ッスンごとに操作の結果や目的が分かる「Before・After」を掲載しているので、初めてPhotoshop 
Elementsを使う方でも安心して操作を進められます。

　「写真の補正や加工をするときにどのレッスンを見たらいいか分からない」というときは「本書で
マスターできる主な補正・加工の一覧」を参照してください。作成から目的のレッスンをすぐに探
せます。特に自分で撮った写真をどう補正したらいいかをHINT!やテクニックで紹介しているので、
読み進めるうちにお気に入りの写真をすてきな作品に仕上げる方法が身に付くはずです。

最後に、素晴らしい写真をご提供いただいたパノラマ写真家の蔭山一広氏＜Panorama Houseオフ
ィシャルサイト：http://www.pano-h.com＞、ならびにモデルとして毎年登場いただくご令嬢のご
厚意に感謝いたします。また編集を担当いただいた井上 薫さん、高木大地さんに、この場を借りて
心より御礼申し上げます。

2012年11月　樋口泰行

http://www.pano-h.com
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次のページに続く

手順1で保存したファイルは、次から
はPhotoshop Elementsですぐに編集
ができます。ただしこのファイルは、
ビット数が［16bit］のカラーモードに
なっています。［16bit］のカラーモー
ドの場合は高い画質のままで加工でき
ますが、フィルターやレイヤーといっ
た 一 部 の 機 能 を 使 え ま せ ん。
Photoshop Elementsの機能をフルに
使いたい場合やJPEG形式などに変換
して保存したい場合は、メニューバー
の［イメージ］-［モード］から［8bit/
チャンネル］をクリックして、モード
を切り替えましょう。

保存したファイルを
Photoshop Elementsで
編集するには

Camera Rawで色や明るさを調整した
後に、ファイルを保存します。Photoshop
形 式で保存しておけば、Photoshop 
Elementsでいつでも編集ができます。

［別名で保存］ダイアログボックスを表示する1

❷［別名で保存］を
クリック

ここでは、レッスン65で調整した
［Lesson065.NEF］のRAWファイル
をPhotoshop形式で保存する

▶キーワード
DNG形式 p.305
Photoshop形式 p.305
RAWファイル p.305

s＋c〔x〕＋S
································別名で保存

ショートカットキー

ひと通り調整して現像が終わった
RAWファイルをPhotoshop形式ファ
イルとして保存しておきましょう。
RAWファイルで撮影するメリットの１
つは画像劣化がないことなので、この
レッスンでは保存するときに画像が劣
化してしまうJPEG形式ではなく、
Photoshop形式で保存しています。
Photoshop形式なら、16bitのカラー
モードを保ったまま保存できるので、
後からでも高画質のまま、色や明るさ
などを調整できます。

現像したRAWファイルは
Photoshop形式で保存する

写真が保存された3
現像を実行したRAWファイルが、
Photoshop形式で保存された

写真を閉じてElements Organizerを
表示しておく

「Digital Negative」（DNG）形式とは、アドビシステムズ
が提唱するRAWファイルを保存するためのファイル形式
です。RAWファイルはデジタルカメラの機種やメーカー
ごとにファイル形式が違いますが、DNG形式に変換すれ
ば違いが解消されるので、現像していない状態のまま
RAWファイルを保管したいときに大変便利です。

テクニック 現像前のRAWファイルはDNG形式で保管しよう

［Camera Raw］を
表示しておく

❶［画像を保存］
をクリック

❷ここをクリック
して保存先のフォ
ルダーを選択

ここでは、元のRAWファイル
と同じフォルダーにDNG形式
のファイルを保存する

［高速読み込みデータを埋め込み］
にチェックマークを付けると、小
さいサイズにコピーした画像を埋
め込んでプレビュー表示の速度を
上げることができる

❺プレビュー用
の［標準サイズ］
を選択

❻［保存］をクリック

❹［ファイル
拡 張 子 ］ が
［.dng］になっ
ていることを
確認

❸ファイル名
を入力

手順1で［Web用に保存］をクリック
してしまった場合は、警告のダイアロ
グボックスが表示されるので、［いい
え］ボタンをクリックして、手順1か
ら操作をやり直しましょう。

間違った場合は？

写真を別名で保存する2

❸［保存］を
クリック

❷［ファイル形式］
が［Photoshop
（*.PSD;*.PDD）］
になっていること
を確認

［別名で保存］ダイアログ
ボックスが表示された

❶元の写真があるフォルダーが
表示されていることを確認

補正前の写真はフ
ァイル名の後ろに
「_edited-1」と入
力される

❶［ファイル］を
クリック

Macでバックアップしたデータから書
き戻す場合には、メニューの［ファイ
ル］-［ハードドライブからカタログを
復元］をクリックし、以下の手順でバッ
クアップファイルを指定します。ファ
イル選択ダイアログが表示されたら、
バックアップが保存してあるフォル
ダー内にある［Backup.tly］を選択し
［OK］ボタンをクリックしましょう。
ファイルを正しく設定できたら［復元］
ボタンをクリックします。

Macの場合

手  順

左ページのつめでは、
章タイトルで
ページを探せます。

手順見出し
「○○を表示する」など、
1つの手順ごとに内容
の見出しを付けていま
す。番号順に読み進め
てください。

操作説明
「○○をクリック」など、それぞれの
手順での実際の操作です。番号順に
操作してください。

解説
操 作の前提や
意 味、 操 作 結
果に関して解説
しています。

レッスン
見開き完結を基本に、
やりたいことを簡潔に解説

やりたいことが見つけやすい 
レッスンタイトル
各レッスンには、「○○をするには」や「○○って
何？」など、“やりたいこと”や“知りたいこと”
がすぐに見つけられるタイトルが付いています。

機能名で引けるサブタイトル
「あの機能を使うにはどうするんだっけ？」そんな
ときに便利。機能名やサービス名などで調べやす
くなっています。

必要な手順を、すべての画面と
すべての操作を掲載して解説
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手順1で保存したファイルは、次から
はPhotoshop Elementsですぐに編集
ができます。ただしこのファイルは、
ビット数が［16bit］のカラーモードに
なっています。［16bit］のカラーモー
ドの場合は高い画質のままで加工でき
ますが、フィルターやレイヤーといっ
た 一 部 の 機 能 を 使 え ま せ ん。
Photoshop Elementsの機能をフルに
使いたい場合やJPEG形式などに変換
して保存したい場合は、メニューバー
の［イメージ］-［モード］から［8bit/
チャンネル］をクリックして、モード
を切り替えましょう。

保存したファイルを
Photoshop Elementsで
編集するには

Camera Rawで色や明るさを調整した
後に、ファイルを保存します。Photoshop
形 式で保存しておけば、Photoshop 
Elementsでいつでも編集ができます。

［別名で保存］ダイアログボックスを表示する1

❷［別名で保存］を
クリック

ここでは、レッスン65で調整した
［Lesson065.NEF］のRAWファイル
をPhotoshop形式で保存する

▶キーワード
DNG形式 p.305
Photoshop形式 p.305
RAWファイル p.305

s＋c〔x〕＋S
································別名で保存

ショートカットキー

ひと通り調整して現像が終わった
RAWファイルをPhotoshop形式ファ
イルとして保存しておきましょう。
RAWファイルで撮影するメリットの１
つは画像劣化がないことなので、この
レッスンでは保存するときに画像が劣
化してしまうJPEG形式ではなく、
Photoshop形式で保存しています。
Photoshop形式なら、16bitのカラー
モードを保ったまま保存できるので、
後からでも高画質のまま、色や明るさ
などを調整できます。

現像したRAWファイルは
Photoshop形式で保存する

写真が保存された3
現像を実行したRAWファイルが、
Photoshop形式で保存された

写真を閉じてElements Organizerを
表示しておく

「Digital Negative」（DNG）形式とは、アドビシステムズ
が提唱するRAWファイルを保存するためのファイル形式
です。RAWファイルはデジタルカメラの機種やメーカー
ごとにファイル形式が違いますが、DNG形式に変換すれ
ば違いが解消されるので、現像していない状態のまま
RAWファイルを保管したいときに大変便利です。

テクニック 現像前のRAWファイルはDNG形式で保管しよう

［Camera Raw］を
表示しておく

❶［画像を保存］
をクリック

❷ここをクリック
して保存先のフォ
ルダーを選択

ここでは、元のRAWファイル
と同じフォルダーにDNG形式
のファイルを保存する

［高速読み込みデータを埋め込み］
にチェックマークを付けると、小
さいサイズにコピーした画像を埋
め込んでプレビュー表示の速度を
上げることができる

❺プレビュー用
の［標準サイズ］
を選択

❻［保存］をクリック

❹［ファイル
拡 張 子 ］ が
［.dng］になっ
ていることを
確認

❸ファイル名
を入力

手順1で［Web用に保存］をクリック
してしまった場合は、警告のダイアロ
グボックスが表示されるので、［いい
え］ボタンをクリックして、手順1か
ら操作をやり直しましょう。

間違った場合は？

写真を別名で保存する2

❸［保存］を
クリック

❷［ファイル形式］
が［Photoshop
（*.PSD;*.PDD）］
になっていること
を確認

［別名で保存］ダイアログ
ボックスが表示された

❶元の写真があるフォルダーが
表示されていることを確認

補正前の写真はフ
ァイル名の後ろに
「_edited-1」と入
力される

❶［ファイル］を
クリック

Macでバックアップしたデータから書
き戻す場合には、メニューの［ファイ
ル］-［ハードドライブからカタログを
復元］をクリックし、以下の手順でバッ
クアップファイルを指定します。ファ
イル選択ダイアログが表示されたら、
バックアップが保存してあるフォル
ダー内にある［Backup.tly］を選択し
［OK］ボタンをクリックしましょう。
ファイルを正しく設定できたら［復元］
ボタンをクリックします。

Macの場合

キーワード
そのレッスンで覚えておきたい用語の一覧です。巻末の用語集
の該当ページも掲載しているので、意味もすぐに調べられます。

HINT!
レッスンに関連したさまざまな機能や、一歩進んだ
使いこなしのテクニックなどを解説しています。
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ごとにファイル形式が違いますが、DNG形式に変換すれ
ば違いが解消されるので、現像していない状態のまま
RAWファイルを保管したいときに大変便利です。

テクニック 現像前のRAWファイルはDNG形式で保管しよう

［Camera Raw］を
表示しておく

❶［画像を保存］
をクリック

❷ここをクリック
して保存先のフォ
ルダーを選択

ここでは、元のRAWファイル
と同じフォルダーにDNG形式
のファイルを保存する

［高速読み込みデータを埋め込み］
にチェックマークを付けると、小
さいサイズにコピーした画像を埋
め込んでプレビュー表示の速度を
上げることができる

❺プレビュー用
の［標準サイズ］
を選択

❻［保存］をクリック

❹［ファイル
拡 張 子 ］ が
［.dng］になっ
ていることを
確認

❸ファイル名
を入力

手順1で［Web用に保存］をクリック
してしまった場合は、警告のダイアロ
グボックスが表示されるので、［いい
え］ボタンをクリックして、手順1か
ら操作をやり直しましょう。

間違った場合は？

写真を別名で保存する2

❸［保存］を
クリック

❷［ファイル形式］
が［Photoshop
（*.PSD;*.PDD）］
になっていること
を確認

［別名で保存］ダイアログ
ボックスが表示された

❶元の写真があるフォルダーが
表示されていることを確認

補正前の写真はフ
ァイル名の後ろに
「_edited-1」と入
力される

❶［ファイル］を
クリック

Macでバックアップしたデータから書
き戻す場合には、メニューの［ファイ
ル］-［ハードドライブからカタログを
復元］をクリックし、以下の手順でバッ
クアップファイルを指定します。ファ
イル選択ダイアログが表示されたら、
バックアップが保存してあるフォル
ダー内にある［Backup.tly］を選択し
［OK］ボタンをクリックしましょう。
ファイルを正しく設定できたら［復元］
ボタンをクリックします。

Macの場合

レッスン
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次のページに続く

手順1で保存したファイルは、次から
はPhotoshop Elementsですぐに編集
ができます。ただしこのファイルは、
ビット数が［16bit］のカラーモードに
なっています。［16bit］のカラーモー
ドの場合は高い画質のままで加工でき
ますが、フィルターやレイヤーといっ
た 一 部 の 機 能 を 使 え ま せ ん。
Photoshop Elementsの機能をフルに
使いたい場合やJPEG形式などに変換
して保存したい場合は、メニューバー
の［イメージ］-［モード］から［8bit/
チャンネル］をクリックして、モード
を切り替えましょう。

保存したファイルを
Photoshop Elementsで
編集するには

Camera Rawで色や明るさを調整した
後に、ファイルを保存します。Photoshop
形 式で保存しておけば、Photoshop 
Elementsでいつでも編集ができます。

［別名で保存］ダイアログボックスを表示する1

❷［別名で保存］を
クリック

ここでは、レッスン65で調整した
［Lesson065.NEF］のRAWファイル
をPhotoshop形式で保存する

▶キーワード
DNG形式 p.305
Photoshop形式 p.305
RAWファイル p.305

s＋c〔x〕＋S
································別名で保存

ショートカットキー

ひと通り調整して現像が終わった
RAWファイルをPhotoshop形式ファ
イルとして保存しておきましょう。
RAWファイルで撮影するメリットの１
つは画像劣化がないことなので、この
レッスンでは保存するときに画像が劣
化してしまうJPEG形式ではなく、
Photoshop形式で保存しています。
Photoshop形式なら、16bitのカラー
モードを保ったまま保存できるので、
後からでも高画質のまま、色や明るさ
などを調整できます。

現像したRAWファイルは
Photoshop形式で保存する

写真が保存された3
現像を実行したRAWファイルが、
Photoshop形式で保存された

写真を閉じてElements Organizerを
表示しておく

「Digital Negative」（DNG）形式とは、アドビシステムズ
が提唱するRAWファイルを保存するためのファイル形式
です。RAWファイルはデジタルカメラの機種やメーカー
ごとにファイル形式が違いますが、DNG形式に変換すれ
ば違いが解消されるので、現像していない状態のまま
RAWファイルを保管したいときに大変便利です。

テクニック 現像前のRAWファイルはDNG形式で保管しよう

［Camera Raw］を
表示しておく

❶［画像を保存］
をクリック

❷ここをクリック
して保存先のフォ
ルダーを選択

ここでは、元のRAWファイル
と同じフォルダーにDNG形式
のファイルを保存する

［高速読み込みデータを埋め込み］
にチェックマークを付けると、小
さいサイズにコピーした画像を埋
め込んでプレビュー表示の速度を
上げることができる

❺プレビュー用
の［標準サイズ］
を選択

❻［保存］をクリック

❹［ファイル
拡 張 子 ］ が
［.dng］になっ
ていることを
確認

❸ファイル名
を入力

手順1で［Web用に保存］をクリック
してしまった場合は、警告のダイアロ
グボックスが表示されるので、［いい
え］ボタンをクリックして、手順1か
ら操作をやり直しましょう。

間違った場合は？

写真を別名で保存する2

❸［保存］を
クリック

❷［ファイル形式］
が［Photoshop
（*.PSD;*.PDD）］
になっていること
を確認

［別名で保存］ダイアログ
ボックスが表示された

❶元の写真があるフォルダーが
表示されていることを確認

補正前の写真はフ
ァイル名の後ろに
「_edited-1」と入
力される

❶［ファイル］を
クリック

Macでバックアップしたデータから書
き戻す場合には、メニューの［ファイ
ル］-［ハードドライブからカタログを
復元］をクリックし、以下の手順でバッ
クアップファイルを指定します。ファ
イル選択ダイアログが表示されたら、
バックアップが保存してあるフォル
ダー内にある［Backup.tly］を選択し
［OK］ボタンをクリックしましょう。
ファイルを正しく設定できたら［復元］
ボタンをクリックします。

Macの場合

※ここに掲載している紙面はイメージです。

　実際のレッスンページとは異なります。

右ページのつめでは、
知りたい機能で
ページを探せます。

ショートカットキー
知っておくと何かと便利。キーボードを組み合わせて押す
だけで、簡単に操作できます。なお、Macで利用するショー
トカットキーは「〔 〕」で囲んでいます。

テクニック
レッスンの内容を応用した、
ワンランク上の使いこなしワ
ザを解説しています。身に付
ければパソコンがより便利に
なります。

間違った場合は？
手順の画面と違うときには、
まずここを見てください。操
作を間違った場合の対処法を
解説してあるので安心です。

Point
各レッスンの末尾で、レッス
ン内容や操作の要点を丁寧に
解説。レッスンで解説してい
る内容をより深く理解するこ
とで、確実に使いこなせるよ
うになります。

Macの場合
Windowsと操作内容が異なる場合の解説です。
Macでも安心して操作を進められます。
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以下の一覧は、本書のレッスンで紹介する写真補正例や加工例の抜粋です。それぞれに機能名とページ番
号を記載しているので、「目で見る目次」として利用してください。

本書でマスターできる
主な補正・加工の一覧

→レッスン⓳（72ページ）

→レッスン�（88ページ）

→レッスン�（82ページ）

→レッスン�（94ページ）

●写真の自動補正［スマート補正］

●ピンぼけ写真の補正［シャープ］

●逆光で撮影した写真の補正［レベル補正］

●色合いの補正［バランス］

→レッスン�（106ページ）→レッスン�（96ページ）

●斜めに写った写真の補正［角度補正ツール］●必要な部分の切り抜き［切り抜きツール］

→レッスン�（110ページ）→レッスン�（108ページ）

●手ぶれでぼやけた写真の補正［シャープを調整］●全体が暗い写真の補正［レベル補正］
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→レッスン�（142ページ）

→レッスン�（126ページ）

→レッスン�（114ページ）

→レッスン�（138ページ）

→レッスン�（124ページ）

→レッスン�（112ページ）

●漫画やアニメ風に加工［コミック］

●被写体のコピー［コピースタンプツール］

●人物の肌色の補正［肌色補正］

●絵画風に加工［フィルターギャラリー］

●不要な部分の消去［スポット修復ブラシツール］

●ざらついた写真の補正［ノイズを低減］

→レッスン�〜�（150ページ）

→レッスン�（134ページ）→レッスン�（130ページ）

●特定の色の置き換え［色の置き換え］

●写真の合成［クイック選択ツール、レイヤーマスク、レイヤーを複製、自由変形、新規調整レイヤー］

●部分的なぼかし［長方形選択ツール、ぼかし（ガウス）］



8

→レッスン�（198ページ）

→レッスン�（186ページ）

→レッスン�（172ページ）

→レッスン�（196ページ）

→レッスン�（180ページ）

→レッスン�（168ページ）

●写真の変形［再構成ツール］

●フィルターによる色の変更［レンズフィルター］

●写真の部分合成［Photomerge Exposure］

●ゆがんだ写真の加工［レンズ補正］

●手書きの文字やイラストの挿入［新規レイヤー、ブラシツール］

●パノラマ写真の作成［Photomerge Panorama］

→レッスン�（192ページ）→レッスン�（188ページ）

●顔の色を明るくする加工［詳細スマートブラシツール］●選択範囲の加工［スマートブラシツール］
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→レッスン�（236ページ）

→レッスン�（214ページ）

→レッスン�（212ページ）

→レッスン�（230ページ）

→レッスン�（208ページ）

●細部を調整したRAW現像［ディテール］

●フィルターによる色の変更［レンズフィルター］

●トイカメラで撮ったように加工［ロモカメラ効果］

●基本的なRAW現像［基本補正］

●水面に反射したように加工［反射］

●古びた写真に加工［昔風の写真］

→レッスン�〜�（246ページ）

→レッスン�（220ページ）→レッスン�（218ページ）

●ジオラマ風に加工［チルシフト］

●素材とレイヤーを使った年賀状作成［白紙ファイル、型抜きツール、横書き文字ツール、テキストレイヤー、グラフィック、画像を統合］

●幻想的な写真に加工［オートン効果］
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Photoshop Elementsを
使う準備をしよう
はじめに、Photoshop Elementsはどういうソフトウェ
アなのか、何ができるのかを知りましょう。この章では、
Photoshop Elementsを起動して、終了するまでの基本
操作を解説します。

●この章の内容
❶
❷
❸
❹

Photoshop Elements って何？ ······························· 18
Photoshop Elementsでできること ························ 20
Photoshop Elementsを使うには ···························· 22
Photoshop Elementsを終了するには ···················· 26
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1 Photoshop Elementsは、デジタル写真の
「画像管理」と、補正・加工などの「画像
処理」の機能を併せ持つソフトウェアです。
その多彩な機能について解説します。Photoshop Elements

Photoshop Elements
って何？

Elements	Organizer	 p.305

エキスパートモード	 p.306
ガイドモード	 p.306
クイックモード	 p.307
レタッチ	 p.311

▶キーワード

Photoshop	Elements	Editor	
p.305

総合的な機能を持つ画像処理ソフト

Photoshop	Elementsでできることは大きく分けて3つです。1つ
目は写真の「整理」です。デジタルカメラから取り込んだ写真が増
えると、目的の写真をすぐに探せません。しかしPhotoshop	
Elementsなら日付や時間ごと、あるいは撮影した場所やイベント
ごとに整理できます。2つ目は写真の「編集」です。写真をよりよ
く見せるために、明るさや色味の補正や複数の写真や文字を組み合
わせた加工ができます。3つ目は写真の「配信」です。メールに写
真を添付したり、Facebookなどで公開したりすることができます。

人物やイベントなど
で写真を整理できる

写真を補正したり
加工したりできる

写真を家族や友人と
共有できる
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Photoshop Elementsには2つのツールがある

Photoshop	Elementsは、それぞれ役割を担った2つのソフトウェ
アで構成されていて、目的に応じて画面が切り替わります。写真の
整理を行う「Elements	Organizer」を使えば、デジタルカメラで
撮影した写真やパソコンに保存されている写真を取り込んだり、表
示方法を切り替えて数多くの写真の中から目的の写真を探せます。
もう1つは写真の補正や加工、編集を行う「Photoshop	Elements	
Editor」です。クイックモードでは写真の補正が簡単にでき、エキ
スパートモードでは、多くのツールを使って本格的なフォトレタッ
チや作品作りができます。また、ガイドモードでは、ステップに沿っ
て写真に効果を設定できます。

Photoshop Elementsは、写真を「整
理」する機能と「編集」する機能を併
せ持っています。ただ、同時に複数の
機能を使おうと思っても、どこから始め
ればいいか分からず迷ってしまうでしょ
う。そのため、目的の作業内容に合わ
せて、自動的にソフトウェアが切り替わ
り、必要なツールのみが表示されるよ
うになっています。また、写真の表示切
り替えや補正など、よく使う機能が大
きなボタンと文字で表示されるので、
簡単に操作できます。

目的の作業が行いやすいように
2つのツールが切り替わる

Photoshop	Elements	Editorで
写真の補正や加工ができる

Elements	Organizerで
写真を整理できる
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このレッスンでは、Photoshop Elements
の補正機能を使ってきれいに仕上げた写
真や、編集機能を使ってでき上がった作
品例をいくつか紹介します。Photoshop Elementsの機能

Photoshop Elementsで
できること2

写真の補正

デジタルカメラの中には、測光して明るさを調整したり、夜景をき
れいに撮影できたりするなど、多彩な撮影機能が備わった機種もあ
ります。しかし、それらの機能を使っても、ベストな状態で写真が
撮影できるとは限りません。特に暗い場所での撮影や逆光での撮影
では、写真が暗くなってしまうことがあります。Photoshop	
Elementsなら、優れた補正機能を使うことで、より自然な明暗や
色彩の写真に補正できます。

全体が暗く、何が写っているか
分からない

●明るさと暗さのバランスを整える

レベル補正で明暗のバランスを
調整して、塔の細部をはっきり
させることができた

人物の肌を赤みがかった自然
な印象の肌色に補正できた

日陰で撮影したために肌の色が
青っぽく写ってしまった写真を
補正したい

●肌を自然な色に補正する

▶キーワード
ピクセル	 p.310
レイヤー	 p.311
レベル補正	 p.311

デジタルカメラやパソコンで扱う写真
は、点の集まりであるデジタルデータ
です。デジタルデータの点には色が付
いており、１つ１つを「ピクセル」と
呼ぶことを覚えておきましょう。ピク
セルが縦横に並ぶことで、写真が形作
ら れ る の で す。 な お、Photoshop 
Elementsでは、ピクセルの単位略称と
して「px」が使われています。

写真は点の集合で表される

１つ1つの点を「ピクセル」
と呼ぶ

●3000倍に拡大表示した画像

●通常表示の画像
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写真の加工と作品作り

Photoshop	Elementsは、プロの現場で利用されるPhotoshop	
などの製品と同じように、レイヤーを使って複数の写真を合成した
り、さまざまなイラストや文字を組み合わせてカードやカレンダー
をデザインしたりできます。Photoshop	Elementsには多くの素
材データが収録されているので、第10章で紹介しているような、オ
リジナルの年賀状を簡単に作成できます。

●写真を加工する ●写真を合成する

「補正」は、撮影時に記録されたデジ
タルデータの色情報を変えることで、
正しい明暗や色味を再現させることで
す。一方、「加工」は、元のデータの
一部を切り取ったり、別の画像から違
う情報を持ってきたりする作業を指し
ます。例えば、写真の必要な部分を消
去する作業は加工に該当します。

補正と加工は何が違うの？

●フォトカレンダーを作る ●年賀状やポストカードを作る

お気に入りの写真を組み合わせて
フォトカレンダーを作れる

写真やイラスト、文字を組み合わせて
オリジナルのポストカードを作れる

女の子とヤギの写真を組み合わせて
1枚の写真に合成できる

ジオラマのような写真に
加工できる
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3 Photoshop Elementsを
使うには
起動

このレッスンではPhotoshop Elementsの
起動方法を解説します。起動方法と、ス
タートアップスクリーンから目的に合った
画面を表示させる方法を覚えましょう。

▶キーワード
Elements	Organizer	 p.305
スタートアップスクリーン	 p.308デスクトップを表示する1

デスクトップが表示された

［Adobe	Photoshop	Elements	
11］のショートカットアイコンを
ダブルクリック

Windows 7以前のOSでは、以下の手
順でも起動ができます。

［スタート］メニューから
起動するには

❸［Adobe	 Photoshop	
Elements	11］をクリック

❶［スタ
ート］を
クリック

❷［すべてのプ
ログラム］にマ
ウスポインタ
ーを合わせる

Windowsの場合 Mac の手順は
24 ページから

Photoshop Elementsを起動する2

Windows	7以前のOSを
使用している場合は、手
順2から操作する

［デスクトップ］を
クリック

付録1を参考に、Photoshop	
Elements	11をインストー
ルしておく

Windows 8の ス タ ー ト 画 面 か ら
Photoshop Elementsを起動するに
は、［Adobe Photoshop Elements 
11］のタイルをクリックします。

スタート画面から
起動するには

❶ここを右に
ドラッグして
スクロール

❷［ A d o b e	
P h o t o s h o p	
Elements	11］
をクリック
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Elements Organizerを起動する3
［アドビソフトウェア使用許諾契約書］の画面が表示された
ときは、表示内容を確認の上［同意する］をクリックする

スタートアップスクリーンが
表示された

◆スタートアップスクリーン
作業の目的に合ったツールを起動できる

手順3で表示されるスタートアップス
クリーンでは、写真の取り込みや表示
を行う「Elements Organizer」という
ツールと写真の補正や加工を行う

「Photoshop Elements Editor」とい
うツールの起動を選べます。Elements 
Organizerを 起 動 し て か ら、
Photoshop Elements Editorを起動さ
せることもできます。このレッスンで
は、［整理］ボタンをクリックして、
Elements Organizerを起動します。

スタートアップスクリーンで
2つのツールを起動できる

［写真の編集］をクリックすると
Photoshop	Elements	Editor
が起動する

次のページに続く

［整理］を
クリック

Elements Organizerの画面が表示された4

タスクバーにElements	Organizer
のアイコンが表示される

ここでは写真の取り
込みに関する設定を
スキップする

［キャンセル］を
クリック

Elements	Organizerが
全画面で表示された

◆Elements Organizer
写真や動画を取り込み、一覧表示させて
管理できる Photoshop Elementsを起動すると、

毎回スタートアップスクリーンが表示
されます。毎回［整理］ボタンをクリッ
クするのが面倒というときは、以下の
手順でElements Organizerを常に起
動できるように設定しましょう。

Elements Organizerを
常に起動させるようにするには

❷ここをクリック
して［整理］を選択

❸［完了］を
クリック

❶ここを
クリック

ここではElements	
Organizerを起動する
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Photoshop Elementsを起動する1
付録1を参考にPhotoshop	
Elements	11をインストール
しておく

メニューバーの［ファイル］-［新
規Finderウィンドウ］をクリッ
クしておく

Photoshop Elementsで作業するとき
は、Dockを非表示にすると画面を広
く使えて効率良く作業できるようにな
ります。Dockを利用しないときに非
表示にするには、以下の手順を実行し
ましょう。

Dockの表示を
自動的に隠すには

❶［アップル
メニュー］を
クリック

❷［Dock］にマ
ウスポインター
を合わせる

❸［”自動的に隠す”機能を
入にする］をクリック

手順3で間違って、［写真の編集］ボタ
ンをクリックしてしまった場合には、
Photoshop Elements Editorが起動し
ます。その場合は、メニューバーの

［Photoshop Elements］-［Photoshop 
Elementsを終了］をクリックして
Photoshop Elements Editorを終了さ
せます。それから手順1の操作をやり
直してください。

間違った場合は？

Elements Organizerを起動する3
スタートアップ
スクリーンが表
示された

［整理］を
クリック

◆スタートアップスクリーン
作業の目的に合ったツールを
起動できる

国を選択する2
［Adobe	Photoshop	Elements	11］
ダイアログボックスを表示された

❶ここをクリックして
［日本］を選択

❷［OK］を
クリック

❶［アプリケーション］
をクリック

❷［Adobe	Photoshop	Elements	11］
をダブルクリック

❸［Adobe	Photoshop	Elements	11］
をダブルクリック

「Elements Organizer」（エレメンツ 
オーガナイザー）とは、デジタルカメ
ラで撮影した写真や動画などを取り込
み、一覧表示させて管理できるツール
です。スタートアップスクリーンで［整
理］ボタンをクリックすると自動的に
起動し、取り込んだ写真をサムネール
で一覧表示できます。

Elements Organizer
って何？

Macの場合 Windows の手順は
22 ページから
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［キャンセル］を
クリック

Elements Organizerの画面が表示された4

こ の レ ッ ス ン で は、Photoshop 
Elementsの起動方法を解説しました。
Photoshop Elementsを起動すると、
まずスタートアップスクリーンが表示さ
れます。スタートアップスクリーンでは、

［整理］ボタンか［写真の編集］ボタン
をクリックして「Elements Organizer」
と「Photoshop Elements Editor」の
どちらかのソフトウェアを起動します。
このレッスンでは、［整理］ボタンをク
リックし、Elements Organizerを起動
しました。「写真の取り込みや整理を行
うときは［整理］ボタンをクリック、
すぐに写真の編集や加工を行うときは

［写真の編集］ボタンをクリックする」
ということを覚えておきましょう。

目的の機能を選んで起動する

Elements OrganizerやPhotoshop 
Elements Editorの起動中にスタート
アップスクリーンを表示するには、メ
ニューバーの［ヘルプ］-［スタートアッ
プスクリーン］をクリックします。こ
の操作はWindowsとMacで共通です。

スタートアップスクリーンを
表示するには

Elements	Organizerが
全画面で表示された

ここでは写真の取り
込みに関する設定を
スキップする

◆Elements Organizer
写真や動画を取り込み、一覧表示
させて管理できる

アップデートには、Photoshop Elementsに追加される機能や不具合の修
正、また新しいOSや機器に対応したソフトウェアが含まれています。常に
最新のバージョンにすることで、より安定した動作でPhotoshop Elements
を利用できます。以下の手順で小まめにアップデートを行いましょう。

テクニック 小まめにアップデートしよう！

❶［ヘルプ］を
クリック

❷［アップデート］
をクリック

スタートアップスクリーンが
表示される

❶［ヘルプ］を
クリック

❷［スタートアップスクリーン］
をクリック

［Adobe	Application	
Manager］ダイアログ
ボックスが表示された
ときは［はい］をクリッ
クしておく

❸［アップデート］
をクリック

アップデートが
開始される
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4 Photoshop Elementsを
終了するには
終了

ここでは終了の方法を解説します。ただし、
WindowsとMacでは、終了させる方法が
異なります。使用しているパソコンに合わ
せて正しく操作しましょう。

Elements Organizerを終了する1
Elements	Organizerを
終了する

［閉じる］を
クリック

Elements Organizerが終了したことを
確認する2

デスクトップが表示された

タスクバーのボタンが
消えたことを確認

Photoshop	Elements	Editorの
場合も同様の操作で終了できる

メニューバーの［ファイル］-［終了］
を ク リ ッ ク し て も、Photoshop 
Elementsを終了できます。自分が操作
しやすい方法でPhotoshop Elements
を終了させましょう。

メニューから終了するには

❶［ファイル］を
クリック

❷［終了］をクリック

手順1で［最小化］ボタン（ ）をク
リックしてしまった場合は、Windows
ではタスクバー、MacではDockにあ
るElements Organizerのアイコンをク
リックして元の状態に戻し、もう一度

［閉じる］ボタン（ ）をクリック
しましょう。

間違った場合は？

▶キーワード
Elements	Organizer	 p.305
Photoshop	Elements	Editor	
	 p.305

Windowsの場合 Mac の手順は
27 ページから

c〔x〕＋Q ·················終了

ショートカットキー

メニューバー	 p.311
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Photoshop Elementsは、ハードディ
スクの空き容量やメモリーを大量に必
要とします。そのため、Photoshop 
Elementsを終了しないままの状態で別
のソフトウェアを起動すると、パソコ
ンによっては、ソフトウェアの動作が
遅くなったり起動できなくなったりす
ることがあります。作業が終わったら、
必ずPhotoshop Elementsを終了する
ようにしましょう。

作業が終了したら
Photoshop Elementsを
終了しよう

Photoshop Elementsの 起 動 時 に、
［Adobe Updater］ダイアログボック
ス が 表 示 さ れ ること が ありま す。
Adobe Updaterとは、Photoshop Ele 
mentsを最新版にするソフトウェアが
インターネット上にあるかどうかを自
動的にチェックし、最新版があれば自
動的にダウンロードしてくれる便利な
機能です。ただし、インターネットに
接続していないと利用できません。

Adobe Updater って何？

Elements Organizerを終了する1
Elements	Organizer
を終了する

❶［Adobe	Elements	11	
Organizer］をクリック

❷［Adobe	Elements	11	Organizer
を終了］をクリック

Elements Organizerが終了したことを確認する2
デスクトップが表示された

Photoshop	Elements	Editorの
場合も同様の操作で終了できる

レッスン❶やレッスン❸で紹介したよ
う に、Photoshop Elementsに は、
Elements OrganizerとPhotoshop 
Elements Editorの2つのツールがあり
ます。ここではElements Organizerし
か 起 動してい な い の で、Elements 
Organizerを終了すればPhotoshop 
Elementsが終了します。後半のレッス
ンで紹介するPhotoshop Elements 
Editorを利用したときは、このレッス
ンで解説した方法で2つのツールをそ
れぞれ終了する必要があります。

ソフトウェアを小まめに
終了しておこう

Macの場合 Windows の手順は
26 ページから
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この章のまとめ

●起動と終了の仕組みを理解しよう
この章では、Photoshop Elements の特長
や 機 能 を 紹 介 し ま し た。Photoshop 
Elements を使うことで、今まで撮影した多
くの写真をきれいな状態に補正したり、複数
の写真に文字を加えて、年賀状やカレンダー
を作れることが理解できたと思います。まず
は、Photoshop Elements の起動と終了の
方法を覚えましょう。
Photoshop Elements は「整理」を行う

Elements Organizer と、「編集」を行う
Photoshop Elements Editor の 2 つのツ
ールで構成されています。起動した後は、そ
れぞれ作業によって自動的に切り替わりま
す。ここでは「写真の取り込みや整理は
Elements Organizer」「写真の補正などの
編集は Photoshop Elements Editor」とい
うことをイメージしておけば十分でしょう。

起動と終了の方法を
覚える

スタートアップスクリーンから目
的に応じて Elements Organizer
と Photoshop Elements Editor の
どちらかを起動し、［閉じる］ボ
タンで終了する
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デジタルカメラで撮影した写真を取り込むには ······32
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まとめた写真を表示するには ····································60

この章では、Photoshop Elementsで写真を整理する方
法について解説します。Elements Organizerを利用し
てデジタルカメラで撮影した写真を取り込む方法や、取り
込んだ写真の検索や整理を行う方法をはじめ、写真を見や
すく分類する方法などを紹介します。写真を分類して整理
し、必要な写真を見つけ出す方法をマスターしましょう。

写真を取り込んで
上手に整理しよう第2章
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5 写真を取り込んで
整理しよう
Elements Organizer

ここでは、Elements Organizerの機能を大
きく３つに分けて紹介します。Elements 
Organizerを使えば、写真の一覧表示や整
理のほか、目的の写真を簡単に検索できます。

▶キーワード
Elements	Organizer	 p.305

サムネール	 p.307
人物ビュー	 p.308

イベントビュー	 p.306

メディアビュー	 p.311

場所ビュー	 p.309
ビュー	 p.310

メニューバー	 p.311

タスクバー	 p.308

Elements Organizerの画面

Elements		Organizerには、取り込んだ写真のサムネールを一覧で
表示する「メディアビュー」が中央に配置されています。サムネー
ルの一覧は、「ビュー」にある［メディア］［人物］［場所］［イベント］
の4つのタブで表示を切り替えれば、目的の写真を見つけやすくな
ります。また、検索バーでは、ファイル名や日付、設定したタグ名
などで写真を検索できるほか、色や形が類似した写真も探せます。

◆メニューバー
整理に関するメニュー
を選択できる

◆検索バー
ファイル名やイベント名
などで写真を絞り込める

◆フォルダービュー
取り込みを実行した写真の
フォルダーが表示される

◆ズームツール
スライダーでサムネールの
表示サイズを調節できる

◆メディアビュー
写真をサムネールで一覧で
表示して管理できる

◆タスクバー
よく使う操作のボタンやズーム
ツールが表示される

◆ビュー
サムネールの表示のほか、人物
や撮影地情報、イベント情報な
どを写真に付加できる
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Elements Organizerで写真を整理できる

Photoshop	Elementsでは、デジタルカメラにある写真や、あら
かじめフォルダーなどに保存しておいた写真を取り込んで表示でき
ます。Elements	Organizerに取り込んだ写真は、人物や場所、イ
ベントといった項目に整理できます。ビューを切り替えたり、検索
したりすることで目的の写真をすぐに表示できます。

ビューには、［メディア］［人物］［場所］
［イベント］の4つの項目が用意されて
います。［メディア］ではすべての写
真や動画ファイル、PDFファイルなど
のファイルの閲覧が可能です。並べ替
えの順序は、日付の新しい順、古い順、
取り込み順を切り替えられます。人物
ビューでは顔認識機能で人物の写真だ
けを表示できます。場所ビューでは写
真の撮影場所を確認できます。イベン
トビューでは自分で付けたイベント名
や「スマートイベント」を使って条件
に合った写真のみを表示できます。

ビューって何？

◆メディアビュー
取り込んだ写真がサムネールで表示される。
サムネールの大きさは自由に変更できる

◆場所ビュー
位置情報が保存された写真や後から場所を
登録した写真の撮影場所を確認できる

◆人物ビュー
人物の情報を追加した写真の
サムネールが表示される

◆イベントビュー
特定の出来事や被写体によって
写真をまとめられる
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デジタルカメラで撮影した
写真を取り込むには
フォトダウンローダー

デジタルカメラで撮影した写真をパソコン
に取り込んでみましょう。撮影に使ったメ
モリーカードをパソコンにセットして写真
の取り込みを実行します。

6
▶キーワード

メディアビュー	 p.311
フォトダウンローダー	 p.310

手順2で表示される「トースト」は、
Windows 8でメモリーカードやデジ
タルカメラなどを接続するときに表示
される「関連付けの通知」です。例え
ば、メモリーカードのセット時にトー
ス ト を ク リ ッ ク し、Elements 
Organizerの［整理と編集］を選択す
ると、メモリーカードに「Elements 
Organizerの起動」と「写真の取り込
み動作」が関連付けられます。次回以
降メモリーカードをセットすると、自
動で手順4の［フォトダウンローダー］
ダイアログボックスが表示されます。
トーストは6 〜 7秒後に自動で消えて
しまいますが、ここではトーストを利
用しないので、クリックせずに操作を
進めます。

トーストって何？

こ の レ ッ ス ン で は、Elements 
Organizerを起動してから写真を取り
込みます。Windows 7以前のパソコ
ンでメモリーカードのセット時に［自
動再生］ダイアログボックスが表示さ
れたときは、画面右上の［閉じる］ボ
タンをクリックしましょう。なお、［閉
じ る ］ ボ タ ン を クリッ ク せ ず に、
Elements Organizerの［整理と編集］
をクリックすると、手順4の［フォトダ
ウンローダー］ダイアログボックスが
表示されます。

［自動再生］ダイアログ
ボックスが表示されたときは

Windowsの場合 Mac の手順は
36 ページから

メモリーカードをパソコンにセットする1

❶デジタルカメラからメモリー
カードを取りはずす

レッスン❸を参考にElements	
Organizerを表示しておく

トーストが表示された2

◆メモリーカード

◆トースト

❷パソコンのメモリーカード
スロットにセット

画面の右上にトーストが
表示された

ここではトーストをクリックせず、
しばらく待つ


