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●	用語の使い方
	 	本文中では「GIMP	2.8.2」のことを「GIMP」と記述しています。
　また、本文中で使用している用語は、基本的に実際の画面に表示される名称に則しています。

●	本書の前提
	 本文中では、Windows	7がインストールされているパソコンを前提に画面を再現していますが、
　GIMP	2.8.2が動作する下記のOSをご利用の場合でも、基本的に同じ要領で本書を読み進めることができます。
	 ＜Windowsの動作環境＞	Windows	XP	SP3以降
	 ＜Macの動作環境＞	Mac	OS	X	v10.6以上

「できる」および「できるシリーズ」は、株式会社インプレスジャパンの登録商標です。
Microsoft、Windowsは、米国Microsoft	Corporationの登録商標です。
Apple、Mac、Macintoshは、米国Apple	Inc.の登録商標です。
そのほか、本文中の製品名およびサービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス提供元の商標または登録商標です。なお、本文中には™および®マークは明記していません。

Copyright	©	2013	yoko	dolbacky(d-design),	obscureinc,	NIWAKO	and	Impress	Japan	Corporation.	All	rights	reserved.
本書の内容はすべて、著作権法によって保護されています。著者および発行者の許可を得ず、転載、複写、複製等の利用はできません。

はじめてアンケートにお答えいただく際は「CLUB Impress
（クラブインプレス）」にご登録いただく必要があります。読者
アンケート回答者より毎月抽選でVISAギフトカード（1万円
分）や図書カード（1,000円分）などをプレゼント！ なお、当
選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※ Web ページのデザインやレイアウト
は変更になる場合があります。

読者アンケートにご協力ください！

このたびは弊社書籍をご購入いただき、ありがとうございます。本書
は Web サイトにおいて皆様のご意見・ご感想を承っております。1 人
でも多くの読者の皆様の声をお聞きして、今後の商品企画・制作に生
かしていきたいと考えています。

気になったことやお気に召さなかった点、また役に立った点など、率
直なご意見・ご感想をお聞かせいただければありがたく存じます。
お手数ですが上記 URL より下記の要領で読者アンケートにお答えく
ださい。

URL : http://www.impressjapan.jp/books/3334/

【会員登録をされていない方】
会員登録の上、アンケートページに進む

【会員登録がお済みの方】
IDとパスワードを入力して
アンケートページに進む

上記URLにアクセスし、
【読者アンケートに答える】
ボタンをクリック
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まえがき

GIMP	2.8は、無料でダウンロードして使える画像編集ソフトウェアです。

プロのニーズにも応える十分な機能を備えながらも、

無料なので初心者の方にも気軽に使っていただけます。

バージョン2.8になったGIMPは劇的に使いやすくなりました。

ウィンドウをすっきり１つにまとめるシングルウィンドウモード、

ドッキングしてタブ化できるダイアログ、グループごとに管理できるレイヤー、

プレビューを見ながらのテキスト編集など多くの機能が追加されました。

本書はこれらの新しい機能を踏まえた、

さまざまな作例とリファレンスを紹介します。

作例は非常に細かい行程に分けて詳しく紹介し、

作品を作りながら基本やテクニックを学べます。

また、リファレンスではGIMPの機能を分かりやすく解説しており、

分からないことはすぐに詳しく調べられます。

コンピューターグラフィックは、

何か特殊な勉強をした人にしかできないと思われがちです。

作りたいイメージはあるけど形にする術がない……。

という方にこそ、ぜひ本書を活用してトライしていただきたいと思います。

撮影した写真の補正、イラストや季節のポストカード制作など、

本書を手に取ったことでフォトレタッチや画像制作をもっと身近に感じ、

自分で作り出す楽しさを知っていただければ幸いです。

	 2013年2月　ドルバッキーヨウコ　オブスキュアインク



4 本書を読み始める前に

本書を読み始める前に

作品を作りながらGIMPの基本を身に付けられる入門セクションです。作品ごとに
レッスンが分かれているので、各レッスンの手順に従って操作すれば、はじめての
人でも迷わずに、GIMPで実践的な作品を制作することができます。

GIMPを実際に操作して作品を作り上げる

レッスン

GIMPで作品を制作する上で必要になる機能や操作をすぐに見つけられる、
応用セクションです。8つのテーマに分け、各テーマごとによく使う機能や効
果、周辺知識、応用技など、クリエイターに必要な情報を解説しています。

GIMPを活用するための機能や知識、テクニックが学べる

リファレンス

1つのレッスンは、複数の制作工程に分割
して構成しています。

必要な情報が探しやすいように、

各テーマの中で、さらに“目的別”に項目

を分けています。

「Point」では、操作の補足説明や、

応用方法などを解説しています。

各制作工程の冒頭では、		操作の流れと目

的を確認できます。

黒字のコメントは、操作の目的や結果、

画面の意味などの解説です。

使用した機能をより深く学べるように、

リファレンスのページを参照しています。

手順通りに操作した結果

の画面です。

「Hint」では操作の補足説明や、

応用方法などを解説しています。

手順の中で紹介した操作の

ショートカットキーを確認できます。

赤字のコメントは、実際に操作する内容

です。上から順に操作してください。❶な

どの番号は、画面の番号と連動していま

す。番号順に読み進めてください。

レッスン 5　写真をトレースしてカラーのイラストを仕上げる126 レッスン5　写真をトレースしてカラーのイラストを仕上げる 127
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レッスン 5

03
ブラシで色面分割をしながら塗り整えよう
［ブラシで描画］と［スポイト］の活用
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5-03

レッスン 5

❹［ツールボックス］の［ブラシで描画］をクリックします。

❺修正したい部分をドラッグします。

［ツールボックス］の［ズーム］をクリックし、作業のしやす
い大きさに拡大します。

❶［ツールボックス］の［スポイト］をクリックします。

色分けは明るい色からはじめ、影の部分となる暗い部分
へと塗り進めていきます。

❷最も明るい肌の色をクリックします。

❸［描画色］がクリックした部分の［背景］レイヤーの色に
変わりました。

3.［背景］レイヤーの色分けを修正する

1

2

4

5

3

参照 色を選択するには
［スポイト］ ･･･････････････････････････････P149

参照 描画ツールの基本
［ブラシで描画］ ･･･････････････････････････P150

❶［ツールボックス］の［ブラシで描画］をクリックします。

❷［ツールオプション］の［ブラシ］をクリックして［2. 
Hardness 100］を選択し、❸［サイズ］を「8.00」に、❹［角
度］を「-45.00」に設定します。

周囲にぼかしの発生しない、べた塗りができる設定にな
りました。

Before

After［ブラシで描画］で［背景］レイヤーの不自然な
色分けの境界線を修正します。このときc
〔x〕キーを押している間は［スポイト］に切り替
わるので、ツールを切り替えながら作業するの
に便利です。

1.ブラシの設定をする

1

3

2

4

ショートカットキー　［ブラシで描画］

P

Next
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❶［レイヤー］ダイアログの［背景］レイヤーをクリックしま
す。

［背景］レイヤーが選択されました。

2.編集するレイヤーを切り替える

1

H i n t

必要に応じてブラシのサイズを変更しよう

大きな修正や広い範囲を同じ色で塗るときは、［ツールオ
プション］の［サイズ］の数値を大きく設定しましょう。ま
た、色の境界など細かい塗り込みをしたいときは［サイ
ズ］の数値を小さく設定すると細かい塗り分けができて
効率的に作業できます。

❻ドラッグした場所が描画色で塗りつぶされました。

はみ出した部分はあとでまとめて修正するので、気にせず
にどんどん塗り進めていきます。塗り分けに迷ったら元の
写真を見て、影になっている部分を暗い色で塗るといいで
しょう。

6

220 リファレンス 6　画像の加工テクニック 221リファレンス 6　画像の加工テクニック
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リファレンス 6

01
画像をレタッチするには
GIMPには、デジタルカメラなどで撮影した画像を修正したり加工したりするための機能がいくつも用
意されています。ゴミを取り除いたり、明る過ぎたり暗過ぎたりした画像を簡単に補正できます。

Next
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［スタンプで描画］

画像内の指定した領域を転写しながらブラシで描画するツール
です。アイテムを増やしたり、映り込んでしまった不要物を消し
たりできます。

［修復ブラシ］

［スタンプで描画］に似ていますが、そのまま参照元をペースト
するのではなく、周辺領域のピクセル情報を取り込んで、周囲
となじませて自然な修復を行います。傷や不要物の削除など、
［スタンプで描画］では不自然になる場合は、こちらを使います。

◆［スタンプで描画］の［ツールオプション］の
   設定項目

◆［修復ブラシ］の［ツールオプション］の設定項目

◆［スタンプで描画］

❶［ツールボックス］の［ス
タンプで描画］をクリック
します。

❷［ツールオプション］の
［スタンプソース］を［画
像］、❸［位置合わせ］を［な
し］に設定します。

1［ツールボックス］の［スタ
ンプで描画］をクリックし
ます。

［ツールボックス］の［修復
ブラシ］をクリックします。

【位置合わせ】
［なし］［揃える］［登録され
たもの］［固定］から選択し
ます。

【ハードエッジ】
ブラシの端のぼかし具合を
無視して描画します。ブラ
シの大きさ内で修復されま
す。

【見えている色で】
表示しているレイヤーの情
報のみで修復されます。非
表示のレイヤーの情報は
適用されません。

ショートカットキー　［スタンプで描画］

C
ショートカットキー　［修復ブラシ］

H
P o i n t

参照元の位置合わせの使い分け

［位置合わせ］では以下のように位置を設定できます。
［なし］：設定した転写位置で参照元を転写します。転写位
置を変えても、参照元は変わりません。
［揃える］：転写位置を変えると、参照元もその変更に合わ
せて移動します。
［登録されたもの］：異なるレイヤーや別のウィンドウの画
像に参照元を転写したいときに使用します。
［固定］：参照元が固定されます。転写位置を移動しても、
同じ画像を転写し続けます。

P o i n t

［スタンプで描画］と［修復ブラシ］の違い

［スタンプで描画］と［修復ブラシ］は似た効果を持つツー
ルですが、修正する画像によって使い分けましょう。［スタ
ンプで描画］では、周囲のピクセルとなじむことなく、ハ
ンコのようにペーストされるので、アイテムなどの複製に
向いています。［修復ブラシ］は周囲のピクセル情報をなじ
ませて修正するので、画像のゴミの除去や肌の調整など、
自然な仕上がりが必要な画像に向いていて、全く同じ状
態を複製することには不向きです。

2

◆［修復ブラシ］

❶［ツールボックス］の［修
復ブラシ］をクリックしま
す。

❷［ツールオプション］の
［ハードエッジ］が［見えて
いる色で］にチェックマーク
が付いていないことを確認
します。

1❹転写したい部分の始点
を、c〔x〕キーを押し
ながらクリックします。

4

❻同じ積み木が新しく描画
されました。

6

❺転写したい位置をドラッ
グします。

5

ここでは背景の人物を削除
します。

❸c〔x〕キーを押し
ながら人物のいない芝生を
クリックします。

3

❹消したい領域をドラッグ
します。

❺スタンプソースにしてい
た芝生が描画され、人物
のあった位置は周囲と溶け
込み、修復されました。

【スタンプソース】
参照元やパターンを指定し
ます。
［画像］
c〔x〕キーを押しなが
らクリックして、参照元を
指定します。［見えている色
で］をチェックすると、レイ
ヤーが複数あっても見た目
通りに転写されます。
［パターン］
選択されているパターンで
描画します。

【位置合わせ】
［なし］［揃える］［登録され
たもの］［固定］から選択し
ます。

【ハードエッジ】
チェックマークを付けると
ブラシのぼかし具合を無視
して描画します。

3

2

4

5
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レッスン
入門 応用 復習

リファレンス 練習問題

レッスンで使用した機能について、リファレンスで詳しく学習する 参考ページをヒントに問題を
解くことで、本書の復習ができる

関連する参考ページを活用しよう！

レッスンからリファレンスへ、練習問題からレッスン、リファレンスへ、関連した内容のページを参照で
きるようになっています。
レッスンで使用した機能をリファレンスで詳しく学んだり、練習問題を解くヒントにレッスンの内容を参
考にしたりして、スキルアップや復習のために活用してください。

03
ブラシで色面分割をしながら塗り整えよう 3.［背景］レイヤーの色分けを修正する

1.ブラシの設定をする

2.編集するレイヤーを切り替える

1
写真の必要な部分だけ切り抜こう

［切り抜き］の分割線を活用する［切り抜き］でトリミングする

［切り抜き］でトリミングする
解答例

1.［切り抜き］を選択する

2.画像をドラッグする

3.位置と範囲を調整してトリミングをする

01
画像をレタッチするには

［スタンプで描画］

［修復ブラシ］

本書は、GIMPを本格的に学びたい人に向けた学習書籍です。効率よく学び、応用力が身に付くよう、
「レッスン」「リファレンス」「練習問題」の3つのセクションで構成されています。
本書の内容は、WindowsとMacの両方に対応しています。掲載画面はWindowsを基準に作成されていますが、
Macでも問題なく読み進めることができます。操作するキーやメニュー項目が異なる場合は、
Macでの操作を〔 〕でくくって掲載しています。

問題集形式の復習セクションです。本書で紹介している内容を理解
できているかを確認し、復習することで、GIMPの知識や操作技術
を確実に身に付けることができます。

実践問題でGIMPの知識・技術を確実に身に付ける

練習問題

本書で紹介した内容の応用問題です。 解答例の手順は、練習問題の

次のページにあります。
問題で使う素材の一覧です。

素材はサポートページからダウンロー

ドできます。

完成画像（解答）です。

練習問題を解くためのヒントです。

練習問題の内容に関連した参考ペー

ジを紹介しています。

270 練習問題 271練習問題
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1

❷トリミングする位置と範
囲を調整したら、フレーム
の内側をクリックします。

このときvキーを押し
ても同じ操作ができます。

練習問題

1
写真の必要な部分だけ切り抜こう
かわいいフクロウが2羽写っている写真から、目を開けているフクロウの写真がメインになるように切
り抜いてください。フクロウの顔を正確に左右中央に合わせるのがポイントです。

参照 ［切り抜き］ ･･････････････････････････････P. 251

［Dekicre_gimp］-
［Training］-［Training1］フォルダ

□フクロウの写真
　［フクロウ.jpg］

□完成例
　［Training1 完成例.xcf］

完成写真 素材ドキュメント

［切り抜き］の［ツールオプション］で［三分割法］を設定すると、
フレームの内側を縦横三分割するガイドが表示されます。レイ
アウトを決めるのに便利です。

［切り抜き］は、画像ウィンドウをドラッグして切り抜く範囲を決
め、範囲内をクリックして切り抜きを実行します。プレビューを
見ながら作業できるので、直感的にトリミングすることができ
ます。

❶［ツールボックス］の［切
り抜き］をクリックします。

［切り抜き］の分割線を活用するHint［切り抜き］でトリミングするHint

［切り抜き］でトリミングする
正確に位置合わせをして画像を切り抜きくときは、［切り抜き］を使いましょう。［三分割法］などの
ガイドを表示すると、切り抜き後の左右のバランスを簡単に調整できます。

解答例

1.［切り抜き］を選択する

2.画像をドラッグする

3.位置と範囲を調整してトリミングをする

［ツールオプション］の［表
示しない］をクリックする
と、［切り抜き］で作成する
フレームの内側に表示でき
るガイドの一覧が表示され
ます。

❶［ツールボックス］の［切
り抜き］をクリックします。

❸フレームの内側をクリッ
クするか、vキーを押す
とトリミングされます。

❷トリミングしたい部分を
ドラッグして選択します。

ドラッグした範囲がフレー
ムで囲まれました。

❷［ツールオプション］の
［表示しない］をクリック
し、表示された一覧から
［三分割法］をクリックしま
す。

［センターライン］

［三分割法］

画像がトリミングされ、不
要な部分が削除されまし
た。

このとき範囲の内側に表
示されるガイドを参考に、
フクロウの顔が画像の中
心の上側になるように調整
します。

2

❶画像ウィンドウのフクロ
ウの写真を、左側のフクロ
ウの全体像が入るようにド
ラッグします。

あとで調整をするので、こ
の時点では大まかで構いま
せん。

❷ドラッグした範囲がフ
レームで囲まれました。フ
レームの内側には先ほど
選択した［三分割法］に合
わせて縦横2本ずつのガイ
ドが表示されます。

1

2

2

2

3

❶作成した範囲の四隅を
ドラッグして、トリミング
する位置と範囲を調節しま
す。

1

1

1
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❷［ダウンロード］の［Dekicre_gimp.zip］をクリックして、フ
ァイルをダウンロードします。

❶［ダウンロードとアフターケア］をクリックします。

本書を読み始める前に

サンプルファイルのダウンロードについて

本書で使用するサンプルファイルは、本書のサポートページからダウンロードできます。サンプルファイルは「Dekicre_
gimp.zip」というファイル名で、zip 形式で圧縮されています。展開してご利用ください。
本書の中で「使用素材」として下記のように記述されているものは、展開したフォルダの構成を表しています。たとえば、
下記の下絵の画像ファイルは、［Dekicre_gimp］フォルダ→［Lesson］フォルダ→［Lesson1］フォルダ内の「doughnuts.
jpg」という意味です。

［Dekicre_gimp］-［Lesson］-［Lesson1］フォルダ
下絵の画像…［doughnuts.jpg］

上記を参考にレッスンと練習問題のセクションでは、本書の指示に従って、必要なサンプルファイルを使用してください。
なお、ダウンロードしたファイルに含まれているすべてのサンプルファイルは、本書を利用してGIMPの操作を学習す
る目的以外の用途には、使用することができません。

●本書サポートページ

●フォルダの構成

http://www.impressjapan.jp/books/3334/

2

1

［Lesson］

…
［Lesson 1］

完成例ファイル

完成例ファイル

素材ファイル

素材ファイル［Training］

…
［Training1］

［Dekicre_gimp］
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拡張子について

本書では、拡張子を表示していることを前提に作業を進めています。以下の手順を参考に、拡張子を表示してください。

1	［デスクトップのカスタマイズ］を表示する

2［フォルダーオプション］を表示する

［スタート］メニューの［コントロールパネル］-［デスクトップの表示とテーマ］-［フォルダオプション］-［表示］で［登録さ
れている拡張子は表示しない］をクリックしてチェックマークを外します。

［デスクトップのカスタマイズ］が表示されます。
［フォルダー	オプション］をクリックします。

［スタート］ボタンをクリックして［コントロールパネル］
をクリックし、［コントロールパネル］を表示します。
［デスクトップのカスタマイズ］をクリックします。

●Windowsの場合（Windows	7、Windows	Vista）

●Windows の場合（Windows	XP）

❶［Finder］メニュー
の	❷［環境設定］をク
リックします。

1［Finder	環境設定］を表示する

［Finder	環境設定］ダイアログボックス
が表示されます。

❸［詳細］タブをクリックして	❹［すべ
てのファイル名拡張子を表示］にチェ
ックマークを付けます。

すべてのファイルの拡張子が表示され
ます。

2	拡張子が表示されるようにする

●Macの場合

［フォルダー	オプション］ダ
イアログボックスが表示され
ます。

❶［表示］タブをクリックしま
す。
❷［登録されている拡張子は
表示しない］をクリックし、
チェックマークを外して❸
［OK］をクリックします。

すべてのファイルの拡張子が
表示されます。

3拡張子が表示されるようにする

2

1

3

2
1 3

4

H i n t

Windows	8での拡張子の変更方法

Windows	8の場合は、エクスプローラーの［表示］タブをクリックし、
［ファイル名拡張子］をクリックしてチェックマークを付けると、拡張
子が表示されます。



8 本書を読み始める前に

［ツールオプション］とウィンドウの設定を初期状態に戻す

レッスンでは、GIMPの［ツールオプション］やウィンドウの設定が初期状態になっていることを前提に進めています。
本書を読みはじめる前に、環境設定を初期状態に戻す作業を行うことをおすすめします。
ただし、これらの設定を初期状態に戻すと、画面の表示がマルチウィンドウモードに戻り、ドックに追加したダイアロ
グなどの設定が初期状態に戻るので、現在の設定をそのまま使用したい場合は注意してください。

［GIMPの設定］ダイアログボックスが表示されました。

❷［ツールオプション］をクリックし、❸［ツールオプションのリセット］をクリッ
クします。

［ツールオプション］の設定が初期状態に戻ります。

❶［編集］メニューの［設定］をクリックします。

❹［ウィンドウの設定］をクリックし、❺［保存済ウィンドウ位置のリセット］を
クリックします。

ウィンドウの設定が初期状態に戻ります。

❻［OK］をクリックして［GIMPの設定］ダイアログボックスを閉じ、GIMP
を一度終了し、再び起動します。

［ツールオプション］ウィンドウの設定が初期状態に戻りました。

3

2

1

6

5
4
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［アクティブなパス］にスナップをオフにする

本書では、GIMP	の［アクティブなパスにスナップ］をオフにして作業を進めています。オンになっている場合は、［表示］
メニューの［アクティブなパスにスナップ］をクリックして［アクティブなパスにスナップ］をオフにしてから作業を
進めてください。

［表示］メニューの［アクティブなパスにスナップ］をクリックします。

［アクティブなパスにスナップ］のチェックマークが外れて［アクティブなパスに
スナップ］がオフになります。

フォントについて

本書で使用しているサンプルファイルを開くときに、誌面と異なる文字の形で表示される場合があります。これはサン
プルファイルに、お使いのパソコンにインストールされていない「フォント」が使われているためです。特定のフォン
トをインストールする必要のある手順ではインストール方法を解説しているので、手順に従いフォントをインストール
したあとにGIMPを再起動してから作業をしてください。
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GIMPでできること
GIMPは、無料で使用できる画像編集ソフトウェアです。しかし無料とは思えないほど、画像処理に十分な機能を備
えています。ここではGIMPでどんなことができるかを解説します。

GIMPとは？

GIMPは無料で高機能な画像編集ソフトウェアです。
無料ですが、市販の画像編集ソフトと同じように利用で
きます。海外の有志によって作られたソフトで、無料で
使える多くのプラグインが存在するのも特徴です。パソ
コンで扱われる画像は「ビットマップ画像」と「ベクトル
画像」に大別され、GIMPはビットマップ画像を扱うペ
イント系ソフトに含まれます。

GIMPの向き＆不向き

GIMPが活躍するシーン

高機能な画像編集ソフトウェアであるGIMPは、さまざまなシーンで活躍します。高価な有料のソフトウェアと比べても見劣
りせず、通常の作業に必要な機能は十分に揃っています。以下にその主な利用シーンを紹介します。

○GIMPでの作業に向いていること

・写真を扱う作業
・画像の加工、合成、レタッチ
・ペンタブレットを使用したアナログ調のイラスト制作
・リアルな質感表現
・ロゴ制作などの文字加工

×	GIMPでの作業に向いていないこと

・CMYKを扱うグラフィックデザインや商業的な印刷
業務

・正確な幾何学図形や、鮮明な画像の作成
・精密さが求められるグラフや表の作成
・拡大縮小などの変形を複数回繰り返す作業

ピクセルが集合して構成している
画像です。特徴として、画像を拡
大していくと四角いピクセルが見え
てきます。

ビットマップ（ラスター）画像

線と塗りで構成された画像で、画
像を拡大してもビットマップ画像の
ような四角いピクセルは見えず、滑
らかな線で表現されます。

ベクトル（ベクター）画像

写真をより理想に近づけるための、明
るさ、色調の補正、さまざまな修正の
ほか、ドラマチックな効果を加えること
が可能です。また、必要に応じたトリミ
ングや、ファイル形式の変更にも使わ
れています。

写真の補正、加工

複数の写真を1つの画面に合成します。
ただ貼り付けるだけでなく、レイヤー
機能を用いた合成の方法はさまざまで、
色調補正と組み合わせてリアルな架空
の世界を作り出せます。

写真の合成（コラージュ）

さまざまなフォントから字体を選び、入
力した文字に色や質感を与えてロゴを
作れます。また、立体的にしたり光ら
せたりして、ポストカードやイベントの
フライヤーなどにも使えます。

ロゴの作成

GIMPには鉛筆やブラシなどのツール
に、さまざまな特性を持つブラシが多
数揃っています。ペンタブレットを使用
した手描きのようなイラストを描くこと
はもちろん、写真を使ったトレースや、
パスでの描画などにも適しています。

イラストの作成
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Windows版	GIMP	2.8をインストールするには
GIMPはLinux向けに作成されたソフトウェアですが、公式サイトにてWindows版、Mac版も公開されています。こ
こでは、Windows版のGIMPをインストールする方法を解説します（Mac版は26ページ参照）。

Windows版のインストール

GIMP 2.8をダウンロードする

H i n t

SorceForge内の［Download］はクリックしない

一番下の画面である「SorceForge」にはいくつかの
［Download］ボタンがありますが、これらはGIMPとは
関係のないものです。これらをクリックすると別のアプ
リケーションやサービスのWebページが表示されるの
で、クリックしないようにしましょう。

H i n t

最新版がダウンロードできるか確認しよう

紙面では2013年1月時点での最新バージョンである
「2.8.2」をダウンロードしています。GIMPは不定期で
はありますが、新機能の追加や不具合の解消のために
新しいバージョンを公開することがあります。最新バー
ジョンが公開されているときは、そちらをダウンロードし
ましょう。

❶ブラウザに下記のURLを表示します。
　http://www.gimp.org/

GIMPのWebページが表示されました。

❷［Download］をクリックします。

1

GIMPのダウンロードページが表示されました。

利用しているWindowsに合ったダウンロードページが自
動で表示されます。

❸［Download	GIMP	2.8.2］をクリックします。

3

2

❹SourceForgeのWebページが表示され、しばらく待
つと画面下に通知バーが表示されます。

❺［実行］をクリックすると、GIMPのダウンロードがはじ
まります。

4 5

Next
Page
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GIMP 2.8をインストールする

GIMPのダウンロードが完了すると［ユーザーアカウント
制御］画面が表示されます。

❶［はい］をクリックします。

［Select	Setup	Language］画面が表示され、インストー
ル時の言語の選択を求められました。

❷日本語は選択できないので、ここでは［English］のまま
［OK］をクリックします。

2

1

画面が変わりGIMPのインストールがはじまりました。

❺緑色のプログレスバーが右端に移動する間しばらく待
ちます。

インストールが終わると［Completing	the	GIMP	Setup	
Wizard］と表示されます。

❻［Finish］をクリックするとGIMPのインストールが完了
します。

GIMPのセットアップ画面が表示されました。

❸［Install］をクリックします。

❹インストールするフォルダを選 択したいときは
［Customize］をクリックします。

34

6

5

H i n t

セットアップ後は日本語環境で利用できる

GIMPのセットアップ画面は英語ですが、インストール
したあとは日本語のメニューで利用できます。そのまま
インストールを進めましょう。
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GIMP 2.8を起動する

GIMPの起動画面が表示されました。

しばらく待つと	GIMPが起動します。

デスクトップ画面を表示しておきます。

❶スタートメニューをクリックして❷［すべてのプログラム］
をクリックします。

2

プログラムの一覧が表示されました。

❸［GIMP	2］をクリックします。

Windows	8ではスタート画面の［GIMP	2］をクリックす
ると起動できます。

1

3

H i n t

不具合回避のための起動方法がある

2013年1月現在、GIMP2.8にはツールオプションや
ダイアログボックスの表示に不具合があります。この
不具合の詳細と不具合を回避するための起動方法は、
次ページのHintで解説しています。本書は次ページの
Hintの手順で不具合を回避した状態で手順を解説しま
す。

H i n t

Windows	8でGIMPを起動するには

Windows	8では［スタート画面］にプログラムの一覧が
表示されます。GIMPを起動するときは［スタート画面］
の［GIMP	2］のタイルをクリックします。

Next
Page
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H i n t

ツールオプションやダイアログの不具合の解消方法

2013年1月現在、GIMPにはツールオプションやダイ
アログボックスの表示を切り替えると左の図のように設
定値の名称や数値の文字が表示されなくなる不具合が
あります。この不具合を解消するには次のページで解説
する「GIMP	Portable」を使用するか、下記の手順でバッ
チファイルを作成しましょう。

作成したファイルをダブルクリックすると、GIMPが起動
します。

画像ファイルなどをダブルクリックしてGIMPを起動する
とバッチの効果が適用されないので、GIMPを起動する
ときは必ずバッチファイルをダブルクリックして起動しま
しょう。

◆バッチファイルを作成する

［ファイル］メニューの［名前を付けて保存］をクリックして
［名前を付けて保存］画面を表示します。

❷［ファイルの種類］を「すべてのファイル」に変更し、❸
ファイル名の最後に「.bat」と付けて保存します。

スタートメニューの［すべてのプログラム］-［アクセサリ］か
らメモ帳を起動する。

❶メモ帳に「set	 lang=de」と入力し、さらに改行し
て「C:¥ "Program	Files" ¥ "GIMP	2" ¥ bin ¥ gimp-
2.8.exe」と入力します。

ここで「lang=en」とすると、一部のメニューが英語になっ
てしまうので、ここでは「lang=de」と入力します。GIMP
をインストールする場所を初期状態から変更している場合
は2行目の内容をインストールした場所に合わせて変更し
ます。

1

2

3

❹保存した場所に「（ファイル名）.bat」というファイルが
作成されました。4
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GIMP	Portableをインストールするには
Windows版のGIMPには有志によって作られた、USBメモリなどにもインストールできる「GIMP Portable」というソ
フトウェアが用意されています。こちらのインストール方法も確認しましょう。

❸SourceForgeのWebページが表示され、しばらく待
つと画面下に通知バーが表示されます。

❹［実行］をクリックすると、GIMP	Portableのダウンロー
ドがはじまります。

GIMP	Portableのインストール

GIMP Por tableをダウンロードする

❶ブラウザに下記のURLを入力します。
　 ht tp: //po r t ableapps .com/apps/g raph ics _

pictures/gimp_portable

GIMP	Portableのダウンロードページが表示されました。

❷［Download	Now］をクリックします。

1

2

3 4

H i n t

パソコン版とGIMP	Portableの違い

パソコン版とGIMP	PortableではUSBメモリなどにイ
ンストールできること以外にも、前ページで解説したパ
ソコン版のようなツールオプションやダイアログの不具
合が発生しないといった違いもあります。有志により作
成されているため、パソコン版よりも最新版への対応が
少し遅れたり、一部の機能が使えなかったりすることな
どがありますが、それ以外の使い勝手などは変わらない
ので好きな方を使いましょう。

Next
Page
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GIMP Por tableをインストールする

［Please	select	a	 language	for	 the	 installer］画面が
表示され、インストール時の言語の選択を求められまし
た。

❶［日本語］が選択されていることを確認して、❷［OK］を
クリックします。

GIMP	Portableのインストール画面が表示されました。

❸［次へ］をクリックします。

［コンポーネントを選んでください。］画面が表示されまし
た。

❹［Additional	Languages］にチェックマークが付いて
いることを確認して、❺［次へ］をクリックします。

［インストール先を選んでください。］画面が表示されまし
た。

❻［参照］をクリックしてインストール先を選択して、❼［イ
ンストール］をクリックします。

H i n t

インストール先は分かりやすい場所にしよう

GIMP	Portableはあらかじめ指定したフォルダにインス
トールされますが、ほかのソフトウェアとは違い、スター
トメニューの［すべてのプログラム］やコントロールパネ
ルの［プログラムと機能］には表示されないため、USB
メモリやハードディスクの直下など分かりやすい場所に
インストールするようにしましょう。

7

4

6

5

3

2
1
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H i n t

Windows	8でもGIMP	Portableは使用できる

GIMP	PortableはWindows	8でも使 用できます。
Windows	7と同じようにエクスプローラーでインストー
ルしたフォルダを表示し、［GIMP	Portable］をダブルク
リックすることで起動できます。

GIMP Por tableを起動する

しばらくすると、GIMP	Portableのインストールが完了
します。

❽［完了］をクリックし、インストールを終了します。

H i n t

GIMP	Portableをアンインストールするには

GIMP	Portableをアンインストールするときは、インス
トール先に指定した場所に作成されたファイルをフォル
ダごと削除します。このときに、関連付けされたファイ
ルやソフトウェアのショートカットなどは自動で削除され
ないので、手動で関連付けの解除やショートカットの削
除をする必要があります。

8

❶エクスプローラーでGIMP	Portableをインストールし
たフォルダを表示します。

❷［GIMPPortable］をダブルクリックします。

GIMP	Portableが起動しました。

2

1
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Mac	OS	X版	GIMP	2.8をインストールするには
GIMPにはMac OS X版も用意されています。以前はX11という環境で動作させていましたが、2.8からはほかのソフ
トウェアと同様にアプリケーションフォルダにコピーするだけで使えるようになりました。

SourceForgeのWebページが表示され、しばらく待つ
とダウンロードが自動ではじまります。

Mac	OS	X版	GIMP	2 .8のインストール

GIMP 2.8をダウンロードする

❶ブラウザに下記のURLを表示します。
　http://www.gimp.org/

GIMPのWebページが表示されました。

❷［Download］をクリックします。

GIMPのダウンロードページが表示されました。2カ所か
らダウンロードできますが、今回は日本語環境での動作
が安定している「A	build	by	Simone	Karin	Lehmann」
の方をダウンロードします。

❸［Download	GIMP	2.8］をクリックします。

1

2

3

「GIMP	on	OS	X」のWebページが表示されました。

ここではMountain	Lion用のGIMPをインストールしま
す。

❹［GIMP	2.8.2	for	Mountain	Lion］をクリックします。

4
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❶ダウンロードが終了すると［ダウンロード］の表示が変わ
るので、❷［ダウンロード］をクリックして［gimp-2.8.2-p4-
Mountain-Lion.dmg］をクリックします。

❸しばらくするとイメージファイルがマウントされて、
GIMPのインストールファイルが表示されます。

❹［Gimp.app］のアイコンを［Programme］にドラッグし
ます。

GIMPのインストールが完了しました。

H i n t

［セキュリティとプライバシー］画面の設定を確認しておこう

Mac	OS	X	10.8から、実行できるアプリケーションを制限
する「Gatekeeper」（ゲートキーパー）という機能が追加さ
れました。この機能が有効になっていると、GIMPのような
Mac	App	Store以外からダウンロードしたアプリケーション
を利用することができません。あらかじめGIMPを利用する
前に［システム環境設定］の［一般］にある［ダウンロードした
アプリケーションの実行許可］を［すべてのアプリケーション
を許可］に設定しておきましょう。

GIMP 2.8をインストールする

❶Dockの［Launchpad］をクリックします。

❷インストールされているアプリケーションの一覧が表示
されるので［Gimp］をクリックします。

GIMP 2.8を起動する

GIMPが起動しました。

1

2

2

4

3

1
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GIMP	2.8の基本画面
GIMPを使用する前に、操作画面の基本的な名称や役割を知っておきましょう。

主な名称と役割

複数のダイアログを1つにまとめたもの
です。よく使うダイアログを追加できま
す。

ドック

選択しているツールの動作を設定できま
す。選択しているツールによって設定で
きる内容が変化します。

ツールオプション

画像を加工するツールの選択や、描
画色や背景色の設定などを行いま
す。

ツールボックス

［ファイル］や［編集］など、各種コマ
ンドを選択するメニューが並んでい
ます。

メニューバー

編集中の画像が表示される領域です。
複数の画像を表示しているときはそれぞ
れの画像ウィンドウが表示されます。

画像ウィンドウ

画像の編集や状態確認などを行います。またブラ
シやレイヤーの選択などもダイアログから行えま
す。

ダイアログ


