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ご注意

● 本書は2016年7月末時点の「Adobe Photoshop Lightroom CC」を元に執筆しています。

● 執筆時点以降に機能などが変更されている可能性があります。

● 本書に掲載している内容は、お客さまの環境で同様に再現できることを保証するものではありません。

● 本書の内容を実行したことで発生したいかなる直接的・間接的損害に関して、株式会社マイナビ出版および著作権者は一切そ
の責任を負いません。

● サンプルデータは本書の学習用に提供しているものです。

● サンプルデータはすべて著作物であり、著作権はそれぞれの著作者にあります。

● 本書の購入者が学習用として試す以外の使用は認めていません。

● 営利目的での利用、本データを使用した制作物の公開、各種コンテストなどへの応募、印刷物やホームペー

ジへの掲載、第三者への配布は固く禁じます。

● 本書で解説したすべてのサンプルデータを用意しているわけではありません。

サンプルデータのダウンロード

本書で使用している多くのサンプルデータは、以下のURLからダウンロードできます。 

本URLはYahoo!やGoogleなどで検索できません。必ずアドレスバーに入力してください。 

正誤情報も記載しています。

https://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839957056.html



はじめに

　アドビ システムズのデジタル写真管理・編集ソフト「Adobe Photoshop 

Lightroom」が登場したのは2006年のことで、リリースされてから10年を迎

えました。バージョンアップが進むごとに写真家向けの機能が拡充され、現在の

「Adobe Photoshop Lightroom CC/6」につながっています。

　「Adobe Photoshop」がプロフェッショナル向けの画像処理ソフトとして位

置付けられているのに対し、このLightroomは写真編集に特化しています。ア

マチュアからプロまでを含めた写真家が、フィルムの現像を行う感覚で作業が進

められるようにインターフェースや機能の呼び方を変えたものになります。

　写真編集に特化したとはいえ、それでも数多くの機能が搭載されており、初心

者が作品を仕上げるまでの機能を習熟しようとしたら、大変な手間がかかること

でしょう。特に色を補正する際は、さまざまなアプローチが用意されており、ど

の機能を使えばよいのか迷ってしまいます。また、作品を仕上げるのにどのよう

な過程で進めるとよいかなど、RAW現像を始めたばかりのユーザーにとって悩

みの種は尽きません。

　本書はLightroomを使ううえで必要な機能を厳選して紹介し、それらをてい

ねいに解説しました。また、メインコンテンツであるChapter 5では、5人の写

真家が作品を仕上げるためのテクニックをポイントごとに説明しています。す

べてのサンプルは用意できませんでしたが、RAWデータをダウンロード提供し

ているので、実際に試しながら補正作業を学ぶことができます。

　写真家によって作品を仕上げるアプローチが異なりますが、それぞれの意図を

知ることは、補正していく過程も含め、アイデアの引き出しとしても役に立つこ

とでしょう。「写真の完成イメージはあるけど、どうやって仕上げればいいのか

わからない」といった課題に対し、本書が少しでもショートカットの手助けにな

れれば幸いです。

2016年8月



004 005

L
igh

troom
 C

C
/6

5人の写真家による作例一覧
本書のChapter 5では「人物」「風景」「動物」「乗物」「静物」ごとに作例を63点掲載しています。
Lightroom操作のキホンを覚えたら、これらを参考にして作品づくりを楽しみましょう。
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C h a p t e r  1

基本的な操作を
しっかり理解
せっかく撮った写真の完成度を上げたい、思い通りに補正した

い、人の目を引くような作品に仕上げたい……。「Photoshop 

Lightroom CC/6」（以下、Lightroom）を手に取るきっかけはさ

まざまでしょう。Lightroomを使うと、写真表現の世界がぐっと

広がります。はやる気持ちを抑え、まずは画面の役割や基本操作

から覚えていきましょう。

Lightroomのメイン画面。各部の役割をしっかり覚えて、
写真表現の世界へ飛び出しましょう。
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Lightroomは、いわゆる「RAW（ロー）現像」を行うソフトです。でもそれだけではなく、入力
から管理に至るさまざまな機能によって、膨大なデジタル写真を容易に扱えます。またレタッ
チソフトの代名詞ともいえるPhotoshopから受け継がれた強力な補正機能は、新しい写真表
現を可能にしてくれます。ここではLightroomが持つ機能の特徴を見てみましょう。

Lightroomで広がる
写真表現の世界!

Lightroom

デジタル写真の整理から作品づくりまで

写真をデータベースに
登録して整理

Lightroomは写真家に向けたソフトだけあって、主要なメーカーのほぼすべてのデジタルカメラに対
応し、その撮影データ（RAWやJPEGファイルなど）を読み込むことができます。読み込んだ画像は
データベースに登録され、サムネイルが一覧表示されるようになります。拡大・縮小表示はもとより、
他の画像と見比べながらセレクトできる機能も備えているのがポイント。個々の画像にはラベルやフ
ラグ、レーティング、キーワードなどを設定できるので、分類や整理も思いのままに行えます。

1

読み込んだ画像はサムネイルとして一覧表示。必要に応じてラベルやレーティ
ングを設定して、画像の整理や分類を行おう
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Lightroom

色や明るさを
ベストな状態に補正

通常、デジタルカメラで撮影された写真はカメラ内部で画像処理が行われていますが、RAWデータ
は「生（なま）＝RAW」の状態で、ほとんど処理が行われていません。いわば調理されていない素材
の状態なので、Lightroomでホワイトバランスや明るさ、階調、シャープネス、ノイズ低減といった
調整を行い、撮影者の狙いに応じた状態に仕上げるわけです。これが「RAW現像」です。RAW現像
での作業は、元の撮影データをそのまま維持しながら、何度編集を繰り返しても品質が低下しない「非
破壊編集」となります。

2

画像に効果を加えて
イメージ通りに仕上げる

Lightroomには、デジタル写真にさまざまな効果を施すための各種ツールがそろっています。これら
を使って写真の狙いを明確にし、より印象の強いイメージに高めることができます。たとえば、カラー
写真をモノクロ調に変換したり、フィルムのような粒子を加えてレトロな感じを演出したり、全体を
ソフトタッチで仕上げて幻想的な雰囲気にしたり、といった作品づくりが可能です。こうした効果は

「現像プリセット」として保存し、他のユーザーと共有することもできます。

3

元の撮影データと見比べな
がら、色や明るさ、シャープ
ネス、レンズ収差などの補
正を行う。部分的な補正や
スポット修正も可能

自分で作成したりWebな
どから入手した「現像プリ
セット」を利用すれば、画像
に特殊効果を素早く適用で
きる
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Lightroomの基本画面は、サムネイル画像を中央に配し、左側には読み込み／書き込み先の
フォルダーやプリセットのパネル、右側には画像情報や補正するためのパネルが表示されます。
実際の作業は右上でモジュールを切り替えることで進めていきます。基本は［ライブラリ］モ
ジュールで画像を読み込んでセレクトし、［現像］モジュールで画像を補正。再度［ライブラリ］
モジュールに戻って、補正した画像を書き出すという流れになります。

Lightroomを使いこなす前に
基本画面を理解しておこう

基本画面

基本画面の各部名称

画像を調整するための
パネル
画像情報の確認や補正をここ
に表示されるさまざまなパネ
ルから行う

フィルムストリップ
読み込んだすべての画像がサム
ネイルで表示され、ここから画像
を選択できる（次ページ参照）

ツールバー
画像の管理・分類・補正を行う
ためのさまざまなツールが表
示される

画像表示領域
画像のサムネイルや作業中の
画像が表示される

ソース写真を表示
するためのパネル
画像のサムネイルや作業中の
画像が表示される

メニューバー
メニューバーからさまざまな
機能や操作を選択できる

モジュールピッカー
項目名をクリックして7つの
モジュールを切り替え（20ペー
ジ参照）
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フィルムストリップの各部名称を知る
画面下部のフィルムストリップは、 すべてのモ
ジュールにおいて表示され、ここから画像の選択
が行えます。

ツールバー右側のフィルター機能

基
本
画
面

ソースフィルター
フィルターを設定することで、表示される
画像を絞り込める。特定のフラグやラベ
ルが設定された画像など、細かな条件が指
定可能

フィルターを使う／使わない
クリックすることでフィルターのオン／オ
フを切り替え

メインウィンドウ
メインウィンドウの表示モー
ドを切り替え

セカンドウィンドウ
セカンドウィンドウの表示／
非表示を切り替え

戻るボタンと進むボタン
選択している画像を前後の画
像に切り替え

ライブラリグリッド
クリ ッ クすると、ほかのモ
ジュールを表示している場合
でも［ライブラリ］モジュール
のグリッド表示（52ページ参
照）に素早く切り替えられる

フィルムストリップの
ソースインジケーターとメニュー
フィルムストリップに表示している画像の
点数やファイル名などが表示される。また、
ここをクリックして表示されるメニューか
ら、最近使用したソースを選択できる

▶次ページに続く
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7つのモジュールを順にチェックしよう

ライブラリモジュール

［ライブラリ］モジュールでは写真
を管理します。ここでLightroom

（カタログ）に読み込んだ画像の細
部をチェックしたり、ほかの画像
と比較できます。必要に応じてカ
ラーラベルやレーティング、フラ
グ、キーワードといった分類項目
を設定しましょう。

1

現像モジュール

［現像］モジュールは、Lightroom
のメインともいえる補正機能が扱
えます。画面右側に表示されるさ
まざまな編集機能を使い、画像の
明るさや色彩、階調などを調整し
ます。画面左側には効率よく作業
を進めるためのプリセットや、作
業工程を戻せるヒストリー機能が
用意されています。

2

マップモジュール

［マップ］モジュールは、GPS機能
付きカメラで撮影したGPS情報を
元に撮影場所をGoogleマップに表
示してくれます。手動でGPS情報
を追加することもできます。

3

モジュールピッカーで
画面を切り替え
画面右上のモジュールピッカーで
は、7つの用途を持った画面（モ
ジュール）を切り替えられます。
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基
本
画
面

ブックモジュール

［ブック］モジュールでは、 写真
をさまざまな形でレイアウトして
フォトブックにできます。PDFや
JPEGで書き出せるほか、Web注
文でフォトブックをオーダーでき
ますが、執筆時点で国内向けサー
ビスは開始されていません。

4

スライドショー
モジュール

［スライドショー］モ ジ ュ ー ル は、
スライドショーを作成するのに使
います。BGMや写真のキャプショ
ンなどを入れられ、作ったスライ
ドショーは動画ファイルやPDFと
して活用できます。

5

プリントモジュール

［プリント］モジュールは、プリン
ターで写真を印刷する際に使いま
す。1枚の紙に複数の写真をレイ
アウトしたり、細かくカラーマネ
ジメントを設定できます。撮影情
報付きのコンタクトシートも印刷
可能です。

6

Webモジュール

［Web］モ ジ ュ ー ル は、HTMLで
フォトギャラリーを制作できます。
画面左側のテンプレートから作成
し、HTMLファイルとして書き出
したり、FTPでサーバーにアップ
ロードすることが可能です。FTP
のアップロードに関するプリセッ
トの登録や編集もできます。

7
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画面の左右に表示されているサイドパネルや、上段のモジュールピッカー、下段のフィルムス
トリップは、自分が使いやすいように表示・非表示を切り替えられます。
基本的な操作ではありますが、Lightroomで思い通りの作業を行うには必ず押さえておきたい
テクニックです。

自分が操作しやすいように
パネルの表示を切り替え!

パネル

パネルグループの表示方法を変更するには?

パネルグループの表示
を切り替え

パネルグループの表示
を自動で切り替える

左右のサイドパネル、 上段のモ
ジュールピッカー、下段のフィル
ムストリップは、表示と非表示を
切り替え可能です。それには画面
の上下左右に表示される△のアイ
コン、もしくはフチをクリックし
ます。

フチを右クリックすると、表示方
法に関するメニューが表示されま
す。

1

2

②パネルグループの
表示／非表示が切り替わる

左右または上下のパネルで表示
／非表示の動作を合わせる

画面の端にポインターを重ね
るとパネルが表示される

画面の端をクリックするとパ
ネルが表示され、パネルの外に
ポインターを移動するとパネ
ルが閉じる

画面の端をクリックするごと
に、パネルの表示／非表示が切
り替わる

①ここをクリック
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パ
ネ
ル

パネルの表示項目やサイズを変更する

パネルの表示／非表示
を切り替える

パネル内の項目はツリー形式で表
示され、クリックするごとに表示
／非表示にできます。

1

使わないパネルを
非表示にする

パネルのヘッダー部分（パネル名
が記された部分）を右クリックす
ると、 メニューが表示されます。
その中から表示したくないパネル
を選択してチェックを外すと、そ
のパネルは表示されません。

2

パネルの幅を調整する

各パネルの内側の境目にポイン
ターを置くと、ポインターが矢印
表示に変わります。これを左右に
ドラッグすることで、パネルグルー
プの幅を調整できます。

3

①ここをクリック

①ここを右クリック

②選択してチェックを外す
③そのパネルが
非表示になる

②パネルが開く

①ここを左右にドラッグ

②パネルグループ
の幅を調整できる
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Lightroomで作業をしていると、画像を拡大して表示したい場面がよくあります。その際に役
立つのが、［ナビゲーター］パネルです。任意の倍率で表示できるので、用途に合わせて調整す
るとよいでしょう。
基本的に［ナビゲーター］パネルは画面の左上に用意されています。

細かな調整を行う際は
画像の表示倍率を変えよう

ナビゲーターパネル

［ナビゲーター］パネルで画像を拡大表示

画像全体を表示する

画面左上、サムネイル画像の上に［ナビゲーター］パネルがあります。ここを操作することで、
表示領域を拡大できます。［全体］をクリックすると、画像の全体が表示されます。

1

フル表示にする

［ナビゲーター］パネルの［フル］をクリッ
クすると、画像が表示領域いっぱいに拡
大された状態になります。

2

②画像全体が表示

［ナビゲーター］
パネル

①［全体］を
クリック

画 像の縦または横が表 示 領 域
いっぱいに拡大
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ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

パ
ネ
ル

［ナビゲーター］パネルのプレビュー画像の上
にポインタを置き、ドラッグまたはクリック
すると、拡大領域が移動します。また、［全体］
表示や［フル］表示になっている場合、四角
い白枠の中をクリックするとズームインでき
ます。

［ナビゲーター］パネルでパンやズームインを行うCheck 1

白枠の中をクリックして
ズームインします。

白枠の外をドラッグまたは
クリックしてパンできます。

表示倍率を任意に変更する

［ナビゲーター］パネルの をクリック
して表示されるメニューから［1:16］
～［11:1］ の表示倍率を選択すると、
その倍率に切り替わります。また、画像
の上にポインタを置くとポインタが手の
ひらの形 になり、ドラッグすると画像
の拡大の位置が移動（パン）します。

4

1:1で表示する

［ナビゲーター］パネルの［1:1］をクリッ
クすると、実ピクセルサイズで表示され
ます。

3

②表示倍率を選択

①クリック

拡大領域を移動できる

実ピクセルサイズで
表示

Point

スペースキーを押したままにすると、画像を一
時的にズームイン／ズームアウトできます。
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Lightroomではメインウィンドウのほかに、別途セカンドウィンドウ（セカンドモニター）を
表示できます。ディスプレイ表示が4K（3,840×2,160）やWQHD（2,560×1,440）といっ
た高解像度でデスクトップ画面が広いときや、2台のディスプレイを同時に表示するデュアル
ディスプレイを使用している場合は特に便利な機能です。

複数のウィンドウで
ディスプレイを効率よく使う

セカンドウィンドウ

セカンドウィンドウの使い方を見てみる

セカンドウィンドウを
表示する

セカンドウィンドウを開くには、フィル
ムストリップの左側にある［セカンド
ウィンドウボタン］をクリックします。

1

①ここをクリック

②セカンドウィンドウが表示

2台のディスプレイを接続した状
態で［ウィンドウ］メニューの［セ
カンドディスプレイ］→［フルスク
リーン］を選択した場合、［セカン
ドウィンドウ］ではなく［セカンド
モニター］という表記になり、ボタ
ンの形も変わります。

ディスプレイが2台
ある場合は?

!

Point

［ウィンドウ］メニューの［セカンドディスプレイ］
→［表示する］を選択して開くこともできます。
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セ
カ
ン
ド

ウ
ィ
ン
ド
ウ

セカンドウィンドウでは、ウィンドウの左上の項目をクリックすることで［グリッド］［ルーペ］［比較］
［選別］とモードを切り替えられます。

セカンドウィンドウの表示モードを切り替えたい!Check 2

グリッド表示
画像をサムネイルで
一覧表示します。多
くの画像をまとめて
確認したいときに役
立ちます。

ルーペ表示
選択した1枚の画像
を大きく表示しま
す。［標準］［ライブ］

［ロック］の3タイプ
から選べます。

比較表示
選択画像、 候補画
像を並べて表示し
ます。下のズームレ
バーを使うと、同じ
場所を拡大表示して
細部の同時チェック
が可能です。

選別表示
フィルムストリップ
またはグリッド表示
で選択した複数の画
像を一画面に並べて
表示します。

セカンドウィンドウの
大きさを調整

セカンドウィンドウのフチにポインタを置
くと、矢印に変化します。その状態でドラッ
グすればウィンドウの大きさを変更するこ
とができます。

2

をドラッグすると
ウインドウの大きさ
を変えられる

メインウィンドウで選択
されている写真が表示

フィルムストリップまたはグリッド表
示で、ポインタを重ねた画像が表示

現在セカンドウィンドウに表示
されている写真でロックされる



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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