








パソコンではDTP（Desk Top Publishing）やWeb制作などのデザイン、または音楽や絵画など
の芸術分野にいたるまで、クリエイティブな創作活動を楽しむことができます。実際、プロとして活
動している方々も一般ユーザーの方と同じパソコンやソフトを利用しているのです。しかし、パソコ
ンは使えても、それらのソフトは専門的な知識を必要としたり、ソフト自体の操作が難しかったり、「敷
居が高いな」と感じていた方も多いと思います。
このマスターブックシリーズは、パソコンの基本操作はマスターしている方を対象に、クリエイティ
ブソフトをやさしく、そしてより速く使いこなしていただくことを目的に作りました。私たちがこれ
まで培ってきた図解によるやさしい解説と、その道のプロのテクニックを一冊に凝縮した解説書です。
構成は最初のページから順を追っても、必要なページから開いても理解できるようになっています。

すべて画面イメージを並べた図解形式なので、番号に沿って進めていただければ操作手順をマスター
することができるはずです。また、クリエイティブソフトならではの美しい画面に合わせて、レイア
ウトや本文デザインにもこだわりました。
本書が「パソコンをクリエイティブに使いたい！」と願っている方々にとって、活用の一助になれ

ば幸いです。

 株式会社マイナビ

『Photoshop Elements 13 マスターブック』執筆にあたって

　デジタルカメラやスマートフォンの普及によって、デジタル写真は誰にとっても身近な存在とな
りました。デジタル写真のいいところは、手軽に加工ができること。そして、メールやクラウドサー
ビスで家族と思い出を共有したりFacebook やブログで友人に公開するなど、写真の新しい楽しさ
が味わえるところでしょう。
　Adobe 社の Photoshop Elements は、そんなデジタル写真の整理から、編集・加工、そして配信
まで全部まかなうことのできるオールインワンソフトです。パソコンに保存した膨大な数の写真も、
写っている人の顔や撮影場所、時期によってスムーズに整理することができます。また、写真にレ
トロな味わいを加えたり、画像同士を合成するといったプロのような技も簡単に実現できるように
なっています。何よりも素晴らしいのは、これだけの性能を持っていながら、初心者にもわかりや
すいようていねいに画面が設計されていることでしょう。手早くデジタル写真を楽しみたい方にも、
じっくりと加工や補正に取り組みたい方にも、Photoshop Elements ならきっと応えてくれます。
　本書はそんなPhotoshop Elements の機能を、わかりやすく解説することに留意しました。ダウン
ロード可能なサンプル画像を使って、実際に操作を試しながら学ぶことができます。より楽しく、
より豊かなデジタルフォトライフのために。本書がその一助となれば幸いです。

2014 年 11月
TART DESIGN

［ は じ め に ］
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人物の肌色を
自然に補正するには

肌色補正33Section 
重要度

室内で撮影した人物、とりわけ蛍光灯の下で撮影した写真は、肌の色が青っ
ぽくなってしまうことがあります。そんな人物写真の肌を、「肌色補正」機能はス
ポイトのワンクリックだけで健康的な肌色にしてくれます。

Chapter 2

 操作のポイント

補正したい画像を開く
まず、補正したい画像を［ファイル］メニ
ューなどから開いておきます❶。次に、［画
質調整］メニューから［カラー］→［肌色補
正］を選択します❷。

人物の肌をクリックする
［肌色補正］ダイアログボックスが表示さ
れます。ポインターを画像ウィンドウに重
ねると に変わるので、人物の肌をクリ
ックします❸。

❸肌の部分をクリックします。

❶元になる画像を開いておきます。

❷ここを選択します。

［肌色補正］ダイアログ
ボックスを表示

人物の肌を
クリック 設定を確定［肌色］スライダーで

微調整

重要度
＊の数で重要度を表わしています。「＊＊＊」がもっ
とも基本的な項目で、「＊＊」「＊」と＊の数が少なく
なるほどより進んだ使い方の項目になっています。

左ページツメ
各 Chapter のタイトルが入って
います。

本文
流れに沿ってスムーズに理解で
きるように、丁寧な文章で操作
の仕方を解説しています。文中の
（❶）の数字は「操作手順」の番
号と連動しています。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがってここ
だけを読み進んでも、操作の仕
方がわかるようになっています。

Sectionタイトル
各 Sectionは「～するには」「～
とは」などの目的別に構成され
ているので、やりたいこと・知り
たいことを簡単に探せます。

操作のポイント
各Sectionで紹介している操作の
おおまかな流れを紹介しています。

本書の使い方・読み方
まずは、本書の上手な使い方・読み方を紹介していきましょう。“パソコンやアプリケーションの操
作を覚えたい”という思いは一緒でも、人それぞれで知りたい事柄や理解しやすい覚え方は少し
ずつ違うものです。そこで本書では、人によって異なるニーズに応えるためにいろいろな使い方・
読み方ができるようになっています。あなたにあった使い方・読み方で、素早く・効率的にパソコン
やアプリケーションの操作をマスターしましょう。

機能・操作タイトル
そのSectionで使う機能
や操作の名前です。
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スライダーで調整する
すると、クリックしたポイントである肌色
が自然で健康的な色になるように、補正さ
れます❹。さらに、［肌色］や［環境光］の
スライダー（ページ下の「なぜこうなる？」
参照）をドラッグして全体の色調を整えま
す❺。よければ［OK］ボタンをクリックし
ます❻。

［肌色補正］の設定

［肌色補正］ダイアログボックスに
用意されているスライダーをドラ
ッグすることで、画像の色調を手
動で調整します。［日焼け色］と［赤
み調整］のスライダーでは、肌の
茶色と赤色を個別に調整できます
❶。［色温度］スライダーでは画像
全体の色温度を調整でき、左へド
ラッグすると画像全体が青く、右
へドラッグすると画像全体が赤く
なります❷。調整をやりなおした
い場合は、［初期化］ボタンをクリ
ックしてリセットしましょう❸。

❶肌の茶色と赤色を
個別に調整できます。

❷画像の色温度を調
節できます。スライダ
ーを左へドラッグする
と画像全体が青く、右
へドラッグすると画像
全体が赤くなります。 ❸ここをクリックすると設定がリセ

ットされ、補正前の状態に戻ります。

肌色が自然な色になった！
人物の肌色が自然で健康的な色になりま
した❼。

❼肌色を自然な色
に補正できました。

❻ここをクリックします。❺これらのスライダーで
色を調整します。

❹肌色が自然になるように
画像の色が補正されます。

● その 1●

最初からすべてのSectionを
順番に読んで完全マスター

本書は、基本的に見開き2ペー
ジで完結する各Sectionで構成さ
れています。Sectionを最初から
順番に読み進んでいけば、無理な
くスムーズに操作をマスターするこ
とができます。

● その 2●

重要度「＊＊＊」だけを読んで
基本操作を短時間マスター

本書では、各Sectionごとに＊の
数で表した重要度を付けていま
す。もっとも基本的な「＊＊＊」の
Sectionだけを読んでいけば、短
時間で基本操作がマスターできま
す。

● その 3●

やりたいこと・知りたいことだけを
読んで効率的にマスター

本書の各Sectionは「～するには」
「～とは」などの目的別に構成され
ています。自分のやりたいことや
知りたいことだけを探して読んで
いけば、効率的に操作がマスター
できます。

マ ス タ ー ブ ッ ク の 使 い 方

コラム
本書には以下の6種類のコラムが用意
されています。本文と併せてこれらのコ
ラムを読むことで、より幅広い知識が身
に付きます。

操作のポイントや、間違い
やすい点を解説しています。

操作を間違えたときの対処
方法を紹介しています。

操作の意味合いや関連知
識などを紹介しています。

知っておきたい用語をわか
りやすく説明しています。

一歩進んだ使い方や役立
つ情報を紹介しています。

ショートカットや、別の操作
方法を紹介しています。

右ページツメ
機能や操作の名前で必要なSection
が探せます。
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Photoshop Elementsでできること

Photoshop Elementsには、
写真の管理を行うElements Organizer（エレメンツオーガナイザー）と、

編集を行うElements Editer（エレメンツエディター）の2種類のソフトが含まれています。
これらを行き来することで、効率のよいスマートな作業が可能になるのです。

画像ファイルを効率的に管理する

Elements Organizer

デジカメの画像を取り込む、保存した画像を閲覧したり検
索する、数多くの画像を束ねて効率よく管理するためのソ
フトがElements Organizerです。目的の画像を探したら、
ボタンをクリックするだけでElements Editerの作業に切り
替えることができます。

画像をアルバムにまとめ
たり、顔で自動識別して
分類することもできます。

写真はEditerでシームレス
に編集可能なほか、スマー
トフォンとの連携機能も。

撮影場所で写真
を分類すること
ができます。
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で
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と

あらゆる画像編集を可能にする

Elements Editer

あったはずのものをな
かったことに！魔法の
ような画像加工も。

画像の合成やイラスト
の作成も、手軽に楽し
むことができます。

色調を整えたり、美しく加工する
機能が数多く備わっています。

画像の色調を整えたり、
楽しい加工や合成など。
プロ顔負けの高度な画像
編集機能を備えているの
がPhotoshop Editerで
す。目的に応じて「クイ
ック」「ガイド」「エキスパ
ート」の3つのモードを使
い分けます。
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サンプル画像をダウンロードしよう

本書がPhotoshop Elementsの解説に使用している画像データは、
Webサイトからダウンロードできるようになっています。

パソコンの操作や機能は、実際に操作することでより深く学習することができます。是非活用してください。
データはChapter 単位またはSection単位でダウンロードが可能です。

Safari を起動する（Mac）

Internet Explorer を起動する（Windows）
まずはWebサイトを開くためのブラウザーを起動します。Windows パソコンでは、スタート画面で［Internet 
Explorer］のタイルをクリックします❶。Windows 7の場合は、画面左下にある［スタート］ボタン をクリックし❷、
［Internet Explorer］を選択します❸。

Macでは「Safari」を使ってWebサイトを開きます。
Finderウィンドウを開き、サイドバーにある［アプ
リケーション］をクリックして❹、［Safari］をダブ
ルクリックします❺。

❶ここをクリックします。

❹ここをクリックして、

❷Windows 7ではここをクリックし、

❸ここを選択します。

❺ダブルクリックします。
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URLを入力する

利用方法を確認してダウンロードする

Webブラウザー画面の上部にある、
Webサイトのアドレスを入力する
ためのURLフィールドをクリック
します❻。下記のURLを入力して
❼、Webブラウザーの移動アイコ
ン をクリックします❽。

URLを正しく入力すると、ダウンロードサ
イトが開きます。［サンプルデータをダウ
ンロード］をクリックするとダウンロード
に進みます。❾初めてダウンロードする
場合は、［→解説ページ］の文字をクリッ
クしてダウンロード方法を確認してくださ
い10。

❽ここをクリックします。

10ここで利用方法を確認できます。

❾ここをクリックします。

❻ここをクリックします。

❼下記URLを入力します。

http://book.mynavi.jp/support/bookmook/master/pse13/
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Photoshop Elementsを起動する
まず、スタート画面で下の をクリックします❶。アプリ一覧が表示されるので、［Adobe Photoshop Elements 
13］をクリックします❷。

［整理］を選択する
スタートアップスクリーンが表示されるの
で、［整理］をクリックします❸。

Elements Organizerを
起動・終了するには

Elements Organizerの
起動と終了01Section 

重要度

Elements Organizerでは、画像の取り込みや整理をすることができます。ま
ずはこのモードでPhotoshop Elementsを起動してみましょう。操作が完了
したらPhotoshop Elementsを終了します。

Chapter 1

 操作のポイント

Photoshop Elementsを
起動 ［整理］を選択 起動 ［終了］を選択 終了

Elements Organizerの起動

Macで起動するには

Finderウインドウのサイドバーから［アプリケーシ
ョン］を選択し、［Adobe Photoshop Elements 
13］→［Adobe Photoshop Elements 13］をダブ
ルクリックします。

❸ここをクリックします。

❶ここをクリックします。 ❷ここをクリックします。
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Elements Organizerが
起動した！
Elements Organizerが起動します❹。

［終了］を選択する
作業が終わったら、Elements Organizerを
終了しましょう。［ファイル］メニューから
［終了］（Macでは［Elements Organizer］メ
ニューから［Elements Organizerを終了］）
を選択します❶。

Elements Organizerを
終了できた！
Elements Organizerが終了し、デスクトッ
プに戻ります❷。

Elements Organizerの終了

Windows 7で
起動するには

デスクトップの［スタート］ボタン をクリックし、［す
べてのプログラム］→［Adobe Photoshop Elements 
13］を選択します。

Elements Editorに
切り替えるには

Elements OrganizerからElements Editorに移動す
るには、画面下にあるアクションパネルの［編集］
をクリックします。

❹Elements Organizerを起動できました。

❶ここを選択します。

❷終了できました。
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Elements Organizerの
画面を見てみよう

Elements Organizerの
基本画面02Section 

重要度

Organizer（オーガナイザー）は、デジカメからの画像の取り込みや、画像の
分類・整理を行います。まずは画面の各部要素を見てみることにしましょう。

Chapter 1

Elements Organizerの各部分の名称

作成と配信
フォトアルバムやスライドショー、
SNSへの配信などに使用します。

並べ替え
画像を表示するときの
ルールをここで選びます。

メニューバー
各種作業を行うためのメニュー項
目が収められています。

検索バー
見つけたい画像の条件を入力するか、
メニューから目的の項目を選びます。

ビュー
4つのビューから目的のもの
を選び、表示を切り替えます。

重要度
写真ごとの重要度を
星の数で設定します。

アルバムとフォルダー
分類されたアルバムや、画
像のフォルダーをここで選
びます。

タグと情報
画像にタグを付けたり、
詳細情報を確認します。

タスクエリア
よく使う操作がボタ
ンでまとめられてい
ます。

読み込み
デジカメやパソコン内の画像をOrganizer
に読み込むときに使用します。
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画面下のタスクエリアに
は、Elements Organizer
でよく使う項目がボタンに
なって並んでいます。タス
クエリアの内容は、選ん
でいるビューによって自動
的に切り替わるようになっ
ており、また一部のボタン
はクリックして切り替えま
す。ここではその中でもよ
り基本的なものを選んで
紹介します。

Section 02
Elem

ents O
rganizer

の
基
本
画
面

ビューの切り替え

タスクエリアの内容

［メディア］ビュー
写真だけでなく音声
やムービーなどのさ
まざまなメディアを
検索・表示します
（P.32参照）。

［場所］ビュー
写真に記録された場
所の情報を元に写真
を管理・閲覧します
（P.48参照）。

［人物］ビュー
顔認識で分類された
写真を管理・閲覧し
ます（P.42参照）。

［イベント］ビュー
イベントを作成し、
写真を集めて整理す
ることができます
（P.50参照）。

回転（左に回転／右に回転）
選択している画像を回転させます。

編集
選択している写真をElements 
Editerに移動して編集します。メ
ニューを表示して別の編集アプリ
ケーションを選択することも可能
です。

ズームツール
スライダーをドラッグすることで
表示されている画像の拡大率を変
更します。

かんたん補正
切り抜きや明るさ・色の補正を手
軽に行うことができます。

タグ／情報
画面右のタグ、情報パネルを表示
／非表示します。

人物を追加／場所を追加／
イベントを追加
それぞれクリックして、写真の分
類方法を追加します。

表示／非表示
画面左のアルバム、フォルダーの
パネルを表示／非表示します。

取り消し／やり直し
直前の操作を取り消したり、取り
消した操作をやり直します。

Elements Organizerは、4つのビューを切り替えて写真を分類・整理・検索します。
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パソコンにデジタルカメラを
接続する
Elements Organizerが起動した状態で❶、
デジタルカメラをパソコンに接続します
❷。画面左上の［読み込み］をクリックし❸、
［カメラまたはカードリーダーから］を選択
します❹。

デジカメから
画像を読み込むには

読み込み
（カメラ・カードリーダー）03Section 

重要度

デジタルカメラで撮影した画像を、Elements Organizerに取り込んでみまし
ょう。取り込みには、カメラを直接USBケーブルなどで接続する方法と、デジタ
ルカメラのメモリーカードをカードリーダーで読み込む方法があります。

Chapter 1

 操作のポイント

カメラを接続 ［取り込み］ボタンを
クリック

［読み込み］→［カメラまたは
カードリーダーから］を選択

ドライバーソフトが必要

デジタルカメラを接続するには、デジタルカメラに
付属しているかWebサイトなどで配布されているド
ライバーソフトが必要になる場合があります。

❷デジタルカメラを
パソコンに接続します。

❶Elements Organizerを
起動しておきます。

［取り込み］ボタンを
クリックする
［写真の取り込み元］が図のようになって
いることを確認して❺、［取り込み］ボタン
をクリックします❻。

写真を選んで読み込む

ダイアログボックスの左下にある［詳細設定］ボタン
を押すと、デジタルカメラに保存されている写真か
ら、読み込みたいものだけを選べるようになります。

❹ここを選択します。

❸ここをクリックして、

❻ここをクリックします。

❺これを選択して、
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デジカメから画像を
読み込めた！！
取り込みが完了し、今取り込んだ画像が
一覧で表示されます❽。［メディア］をクリ
ックすると、通常の［メディア］ビューの
表示に戻り、取り込んだ画像がすべて表
示されます❾。

画像のコピーが開始される
画像のコピーが始まるので、しばらくその
まま待ちましょう❼。

❼そのまましばらく待ちます。

❽画像が取り込まれました。 ❾ここをクリックすると
元の表示に戻ります。

効率よく読み込むには

［編集］メニュー（Macでは［Elements Organizer］メニュー）の［環境設定］→［カメラまたはカードリーダー］で、読み込んだ画像
の保存場所や自動処理を選択することができます。［ダウンロードオプション］の［APDダイアログを表示（標準）］を選択し❶、［編集］
ボタンをクリックして❷、［自動ダウンロード］を選択しておくと❸、次回からカメラを接続するたびに自動的に読み込みが始まりま
す（自動ダウンロードはWindowsのみ）。

❶ここを選択し、 ❷クリックして、

❸これを選択します。
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読み込み方法を選ぶ
まずは画面左上にある［読み込み］をクリ
ックし、［ファイルやフォルダーから］を選
択します❶。

画像ファイルを選択する
サイドバーで目的の画像のある場所を選
択し❷、表示された一覧から画像ファイ
ルをクリックして選択します❸。

パソコン内の画像を
読み込むには

読み込み（ファイル・フォルダー）04Section 
重要度

すでにコンピュータの中に保存してある画像や、デジタルカメラから転送済
みの画像を読み込む場合は、その画像のファイルや画像が収められている
フォルダーを指定します。

Chapter 1

 操作のポイント

［読み込み］の［ファイルや
フォルダーから］を選択

ファイルまたは
フォルダーを選択

［取り込み］ボタンを
クリック

まとめて読み込むには

1つのフォルダーに入っている画像ファイルをすべて
取り込みたい場合は、フォルダーをクリックして選
択します。［サブフォルダーから写真を取り込む］に
チェックを付けておくと、フォルダー内の画像がす
べて取り込まれます。

❶ここを選択します。

❷画像が保存されている場所を選び、

❸画像ファイルを選択します。
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［取り込み］ボタンを
クリックする
読み込みたい画像にチェックを付けます
❹。よければ［取り込み］ボタンをクリッ
クします❺。

画像ファイルが読み込めた！
読み込みが終わると、取り込んだ画像が
一覧で表示されます❻。［メディア］をクリ
ックすると通常の［メディア］ビューの表
示に戻ります❼。

他の写真整理アプリからの移行

これまでElements Organizer以外の写真整理用アプリ
ケーションを使っていた場合は、［読み込み］の［検索
結果から］（Windowsのみ）を選択し、写真を一括で読
み込むとよいでしょう。Mac版の場合は、［読み込み］
で［iPhotoから］を選ぶことができるようになっていま
す。この機能を使用すると、写真以外の余計なファイ
ルを読み込まないオプションがあるため、素早く移行
することが可能です。

Mac版の［読み込み］では［iPhotoから］が選べます。

❹読み込みたいファイ
ルにチェックを付けて、

❺ここをクリックします。

❻画像が取り込まれました。 ❼ここをクリックすると
元の表示に戻ります。
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Elements Organizerの［モバイルアルバム］は、通常の
アルバム（ローカル）と違いインターネット上のサーバに
画像を保存します。保存したアルバムは、Adobe Revel
というアプリを使うことでスマートフォンやタブレット端
末で見たり、スマートフォンで撮影した画像をアルバム
に追加することが可能です。またURLを教えることで、
これらのソフトを持っていない人にも閲覧してもらうこと
（Web共有）もできます。

モバイルアルバムを活用すれば外出先で家族の写真を
眺めたり、遠い親戚や仕事仲間に画像を見せて喜ばせる
こともできるでしょう。ただし、インターネット上の画像
の保存には流出などの危険もともないます。IDやパスワ
ードの管理、共有の範囲などを正しく理解し、安全に楽
しみましょう。また、モバイルアルバムの作成や共有には、
Adobe IDが必要になります。

アルバムを共有するには

モバイルアルバム05Section 
重要度

Elements Organizerには［モバイルアルバム］という、画像を共有する仕
組みが備わっています。この機能を使えばスマートフォンやタブレットで同
じ画像を表示したり、アルバムに画像を追加することができます。

Chapter 1

 操作のポイント

モバイルアルバムの作成 共有設定 Adobe Revelや
ブラウザで共有

モバイルアルバムとは？

Adobe
Elements Organizer

・作成
・共有の設定
・その他各種編集

パソコンや
スマートフォンなど

スマートフォンや
タブレット

モバイルアルバム

Adobe ID

・表示　・共有
・お気に入りの設定
・写真の追加／削除
・コメントの追加
・かんたんな補正

Adobe Revel

Adobe ID

Webブラウザー

・表示、Web 共有（表示）
・コメントの追加（Adobe ID ／ Facebook
　／Googleのいずれかのアカウントが必要
・スライドショーの再生
・写真のダウンロード（許可のあるときのみ）

ID 不要



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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1 2
メディア別だからよくわかる
魅力的なキャラクターの描き方！
創作物を作るうえで欠かせないものに「キャラクター」があ
ります。その際は見た目のキャッチーさだけでなく、キャラク
ター性が感じられることが重要です。本書では、キャラクタ
ーをデザインするうえでの基礎から、見た人の印象に残る
ようにする方法を解説。スマホゲームやポスターイラスト、
ラノベ表紙など、メディアによって異なるキャラクターデザイ
ンの特徴についても解説し、読み手に合った方向を見つ
ける際にも役立ちます。

物語を動かす
キャラクターデザインと
イラストの描き方

マイナビ出版
スタジオ・ハードデラックス（著者）
160 ページ
価格：2,257 円（PDF）

その他

総勢12名のイラストレーターが
多彩な作風と考え方でキャラクターイラストを描く

本格的な補正・加工で思い出の
写真を美しく残そう！
なかなか使いこなすのが難しいPhotoshop Elements 15
の操作や機能をやさしく解説！ 補正や加工、SNSへの投
稿など写真編集をもっと楽しみたい人にぴったりな入門書
です。本書は「逆光で撮影した写真を補正するには」「年
賀状を作成してみたい」など、実際に写真を編集する上で
生まれる疑問をレッスン仕立てで解説しています。また、
グラフィックデザイナーによるプロ技や操作のコツも伝授
し、ワンランク上の技を身に付けられます。

できるPhotoshop 
Elements 15
Windows & Mac対応 
インプレス
樋口泰行・
できるシリーズ編集部（著者）
320 ページ
価格：1,631円（PDF）

グラフィック
アプリケーション

解説は基本的
に見開きで完

結。

補正前と後の
写真を

「Before・A
fter」形式で掲

載

巻頭ではさまざまな補正例を
紹介。ここから使いたい機能を見つけ出せる

依頼元からの
発注時の

イメージから、
キャラクターを

作り上げていく



AutoCADの勘所を
人気講師がやさしく解説！
3D・
CAD

CINEMA 4Dの
MoGraph/XPressoを解説 !

3D・
CAD

現役ディレクターが教える
ライティング&レンダリング
3D・
CAD

デザイン・アートのための
プログラミング環境を詳解

DTPや印刷業界全般で
知っておくべき情報を網羅

その他

表現のアイデアを形に !
「vvvv」の入門解説書

その他

できるAutoCAD
2017/2016/2015 対応

ベテラン講師が AutoCAD の基本と実践をやさし
く解説しています。初学者が押さえておくべきポイ
ントやつまづきがちな操作を特に手厚く解説して
いるので、初めてでもAutoCAD の勘所がしっか
り分かります。

インプレス
矢野悦子・できるシリーズ編集部（著者）
337ページ　価格：2,624 円（PDF）

CINEMA 4D
MoGraph/XPressoガイドブック

【解説ムービー付き】

CINEMA 4D のXPressoとMoGraph に関する
解説書。この 2 つの機能は、CINEMA 4D の中
で中級～上級レベルのユーザーが必ず引っかかる
もので、近年かなり重要視されています。本書は
MoGraphとXPressoに絞って解説しました。

マイナビ出版　冨士俊雄（著者）
328 ページ　価格：4,514 円（PDF）

［digital］
ライティング＆レンダリング 第 3 版

3DCG 制作の中でもライティングとレンダリング
にフォーカスし、より高品質な作品に仕上げるた
めの解説書。テクスチャ制作のカラーマネージメ
ント、物理ベースライティングやリニアワークフ
ローなどにも触れています。

ボーンデジタル
Jeremy Birn（著者）

472ページ　価格：7,560 円（PDF）

Processing
ビジュアルデザイナーとアーティストの

ためのプログラミング入門
Processing は、デザイナーやアーティストなどに
向けて作られたプログラミング言語／環境です。
そこでの体験は、文系と理系、デザインとエンジ
ニアリング、感性と論理という両軸における領域
横断接続をもたらします。

ビー・エヌ・エヌ新社　Ben Fry・Casey Reas（著者）、中西泰人・
安藤幸央・澤村正樹・杉本達應（翻訳）
688 ページ　価格：6,804 円（PDF）

カラー図解 
DTP& 印刷スーパーしくみ事典 2016 

DTPや印刷物に携わるすべての人に役立つ図解事
典。業界のトピック110 を特集するほか、Adobe 
Creative Cloud の最新機能、サービスを使った
表紙制作レポート、デジタル印刷機の動向などを
110 の項目にまとめました。

ボーンデジタル
ボーンデジタル 出版事業部（編集）
329 ページ　価格：4,104 円（PDF）

vvvvook̶プロトタイピングのための
ビジュアルプログラミング入門

Windows ソフト「vvvv」は様々な機能を持った
〈部品〉を線で繋ぐことで、表現のアイデアを素
早く形にできるビジュアルプログラミング環境で
す。インタラクション・2D/3D アニメーションな
ど幅広い制作で活躍します。

ビー・エヌ・エヌ新社
伊東実・星卓哉（著者）

224 ページ　価格：3,110 円（PDF）
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