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●	用語の使い方
	 	本文中では「Inkscape	0.91」のことを「Inkscape」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	10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、
　Inkscape	0.91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	v10.7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	©	2016	Sumiko	Onishi,	Shigetaka	Ogasawara,	Sou	Haneishi,	Junichi	Yamamoto	and	Impress	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。

［読者登録する］をクリックしてアンケートにぜひご協力ください。
はじめての方は「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（無料）。アンケート回答者の中から、抽選
で商品券（1万円分）や図書カード（1,000円分）などを毎月プレ
ゼント。当選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://book.impress.co.jp/books/1116101028

【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、
【アンケートに答える】
をクリック
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まえがき

Inkscapeはドロー系と呼ばれる種類に属する画像編集ソフトウェアです。

無料で利用できるにもかかわらず高機能なので、

高価な有料のソフトウェアを使わなくても、とてもクオリティの高い作品を作ることができ

ます。

用途は、ただイラストを描くだけではなく、ロゴを作成したり、

レイアウトをしたりするなどさまざまです。

作成したデータは、拡大縮小しても劣化がなく、サイズを自由に変えることが可能なため、

DIY（ステッカー、缶バッジ、Tシャツ、名刺などの作成）にも有効活用することができます。

イラストを描いたり、デザインして何かを作ってみたりしたいけれど、

難しそうだと思っている方に、ぜひ本書を読んでいただきたいです。

本書のレッスンの章では、作例の手順を実行することによって、

基本的な操作やツールの使い方を身に付けることができます。

１ステップずつできるだけ詳しく操作を解説していますので、

初めてInkscapeを使う方でも戸惑うことなく読み進めていただけます。

また、基本とリファレンスの章では、Inkscapeが持つ膨大な機能をほぼ網羅していますので、

今まで使ったことがある方にもきっと新しい発見があるはずです。

レッスンや練習問題でもさまざまな機能・手順を紹介していますが、

必ずしもまったく同じやり方でやらなければいけないということはありません。

リファレンスの章を参照しながら、他の機能が利用できないか考えることで、

Inkscapeの使い方の理解がより一層深まることでしょう。

本書がこれからの創作活動の助けになれば幸いです。

2016年9月　著者を代表して山本	潤一
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作品を作りながらInkscape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、Inkscapeで実践的な作品を制作することができます。

Inkscapeを実際に操作して作品を作り上げる

レッスン

Inkscape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。

Inkscape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。

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。
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❶［選択ツール］で縫い目部分のオブジェクトを選択しま
す。

❷［コマンドバー］の［フィル/ストローク］をクリックして、
［フィル/ストローク］ダイアログを表示します。

❸［ストロークのスタイル］タブの❹［端］を［丸］に、❺［線
種］を点線のもの（19番目）に設定します。

❻点線に変更されました。

❼同様に口の部分も［ストロークのスタイル］の［端］を
［丸］にします。

1. ストロークのスタイルを変更する

フィル（塗り）とストローク（線）の色やスタイル
を設定していきましょう。色を塗るとオブジェク
トの重なり順がおかしい場所がわかるので、［選
択ツール］で調整しましょう。

フィルの塗り・ストロークのスタイルの設定、重なり順の調整

フィルとストロークを設定しよう
05

ショートカットキー ［フィル/ストローク］

ÌShiftÔ＋ ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕＋ ÌFÔ

❶［選択ツール］で耳の外側を選択します。

❷［カラーパレット］の「オレンジ」をクリックしてフィルの
色を設定します。

❸耳の内側は［カラーパレット］の「紫」で塗ります。

同様にして、目は「黒」、鼻と足の裏の内側は「紫」、口周
りは「薄黄色」、リボンは「緑」、残りは「オレンジ」で塗り
ましょう。

リボンの部分や、腕や体のように重なりの順番が正しく
ない部分は、［選択ツール］の前面や背面に移動する機能
を使って正しい重なり順にします。

❶例えば、リボンの部分は上側を選択します。

❷［ツールコントロールバー］の［選択オブジェクトを背面
に一段階移動］をクリックします。

❸輪の部分が上に見えるようになりました。

足のパーツはグループ化しているので、そのまま選択して
色を設定するとすべて同じ色で塗られてしまいます。

❹ ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕キーを押したままクリックすると、グルー
プ内の1つのオブジェクトだけを選択できます。

❺その状態で色を設定します。

同様に肉球は「紫」、足裏本体は「オレンジ」で塗り分けま
す。

2. 色を塗る

3. 重なり順を変更する

H i n t

複数のオブジェクトのスタイルをまとめて変更する

ÌShiftÔキーを押したまま［選択ツール］で複数選択すると、
一括で変更することができます。
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リファレンス 4

フィルとストロークはオブジェクトの外観を決める重要な設定です。色の塗り方の他、線の太さや種
類、角の形状なども設定できます。

フィルとストロークの設定
01

色を設定する

フィルとストロークの色や太さの設定方法は、いくつか用意さ
れています。細かく設定したい場合は［フィル/ストローク］ダイ
アログを、手早く設定したい場合は［スタイルインジケーター］
や［カラーパレット］を利用します。

塗り方の種類を設定する

［フィル/ストローク］ダイアログの［フィル］タブと［ストローク
の塗り］タブでは、まず色の種類を選択します。塗りなし、単
一色、グラデーションなど7種類あります。

◆スタイルインジケーター（画面左下）

現在設定されている色やストロークの太さが表示されています。
不透明度の設定も可能です。クリックすると、［フィル/ストロー
ク］ダイアログが表示されます。

◆ ［フィル/ストローク］ダイアログを開く

◆［塗りなし］

色が設定されていない、つまりフィルまたはストロークがない
状態にします。

◆［パターン］

模様を設定します。「ストライプ」や「市松模様」など数種類が用
意されており、新たに登録することもできます。

◆［スウォッチ］

ドキュメント中で使用している色が一覧表示され、そこから選
択して設定できます。複数のオブジェクトに同じスウォッチを
設定している場合、下側の色設定でまとめて色を変更できます。

◆［単一色］

単一の色を設定します。色の指定方法は5種類あります。

◆［線形グラデーション］

直線状に変化するグラデーションを設定します。

◆［放射グラデーション］

中心から放射状に変化するグラデーションを設定します。

❶［コマンドバー］の［フィル/ストローク］をクリックするか、［オ
ブジェクト］メニューの［フィル/ストローク］をクリックします。

【フィル】
塗りの色を設定します。

【フィル】
選択したオブジェクトの塗りの色を表示します。

【ストローク】
選 択したオブ
ジェクトの線の
色を表示します。

【ストローク幅】
選択したオブジェク
トの線の幅を表示
します。

【不透明度】
不透明度を設定します。

【ストロークの塗り】
線の色を設定します。

【ストロークのスタイル】
線の種類を設定します。

【交差パスの設定】
交差しているパス
の塗り方を設定し
ます（フィルのみ）。

【コードで色を指定
する】
16進数の8ケタの
コードで色を設定
します。

【ぼかし】
ぼかしを設定
します。

【不透明度】
不透明度を設定し
ます。

【フィル】
設定されている塗りの色を表示
します。

【ストローク】
設定されている線の色を表示します。

◆オブジェクトのペイント（画面右上）

描画するツールを選択したときに、［ツールコントロールバー］の
右側に表示されます。新たに描画するときに使われる色を表し
ます。クリックすると、［Inkscapeの設定］ダイアログが表示さ
れます。

◆カラーパレット

あらかじめ用意された色が表示されており、クリックでフィル
の色を設定、ÌShiftÔキーを押しながらクリックしてストロークの色
を設定できます。

参照 グラデーションの設定
グラデーションツール･････････････････････P191

参照 パターンとは
パターンの作成･･･････････････････････････P234

【スウォッチの色の設定】
選択中のスウォッチの色を設定します。

【スウォッチのフィル】
スウォッチの一覧が表示されます。
ここを選択してフィルやストローク
に設定します。

◆［アンセット］

アンセット（未定）という特殊な状態にします。クローンのオリ
ジナルにアンセットを設定すると、クローン側で個別に色を変
えられるようになります。

参照 クローンとは
クローンの作成･･･････････････････････････P226

ショートカットキー ［フィル/ストローク］ダイアログ

ÌShiftÔ＋ÌCtrlÔ〔ÌcontrolÔ〕＋ÌFÔ

P o i n t

カラーパレットの切り替え

カラーパレット右端の［◀］をクリックすると、カラーパ
レットの種類を切り替えることができます。



5本書を読み始める前に

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。
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❶緑の円を選択し、［編集］
メニューの［同じオブジェク
トを選択］-［フィルの色が
同じ］をクリックします。

❶［ 矩 形 ツール ］で ÌCtrlÔ

〔 ÌcontrolÔ〕キーを押したままド
ラッグして、縦横比が1:1
になるように矩形を描きま
す。

ストロークを削除し、フィ
ル に 色（R:87、G:6 9、
B:57、A:255）を塗ります。

❶［ファイル］メニューの［イ
ンポート］でイラストを読み
込みます。

［選択ツール］でイラストの
サイズを調整して、チェッ
ク模様の中に配置します。

❶イラストを［複製］し、複
製 元のオブジェクトを［オ
ブジェクトのプロパティ］
ダイアログで［ロック］しま
す。

❷［選 択ツール］で色を変
更したい部分を ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕
キーを押したままクリック
して選択します。

❸［編 集 ］メニューの［同
じオブジェクトを選 択 ］の

［フィルの色が同じ］をク
リックして、同じ色の部分
をすべて選択します。

［カラーパレット］などで好
きな色に変更します。

他の色の部分もこの作業を
繰り返します。

［オブジェクト］メニューの
［すべてのロックを解除］を
クリックして、オブジェク
トのロックを解除します。
色違いのイラストを追加で
きました。

正 方 形 を［複 製 ］（ ÌCtrlÔ

〔 ÌcontrolÔ〕+ ÌDÔ）します。

フィルの塗りに❶［ストラ
イプ 1:1 白］を適 用して、
❷不透明度を「20」に設定
します。

❸白のストライプが表示さ
れます。

❹［ノードツール］で□ハン
ドルをドラッグしてパター
ンの大きさを調整します。

❺パターンを適用した正方
形を［複製 ］します。［オブ
ジェクト］メニューの［90°
回転、時計回り］をクリッ
クして、90°回転します。

チェック模様が完成しまし
た。

❷緑のオブジェクトがすべ
て選択されました。

選択したくないオブジェクト
があるときは、［オブジェク
トのプロパティ］ダイアログ
で、［ロック］にチェックを入
れます。ロックを解除した
い場合は、［オブジェクト］メ
ニューの［すべてのロックを
解除］をクリックします。

デフォルトでは、縦縞のス
トライプです。

黒色のパターンや比率の異
なるパターンも選択するこ
とができます。

［ノードツール］を使うとパ
ターンのサイズを拡大縮小
できます。
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1
チェック模様を作ろう
レッスン1で作成したイラストの背景として、チェック模様を作成してください。さらにイラストを複製
して色を変更してみてください。

参照

フィル/ストローク……P186
パターン……P234
矩形ツール……P142
同じオブジェクトを選択……P205
オブジェクトのロック……P210

□クマのぬいぐるみイラスト
　［bear.svg］
□完成例
　［Training1完成例.svg］

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

白と黒のストライプは、［フィル/ストローク］ダイアログでパター
ンを使って描くことができます。

同じ色のオブジェクトの塗りを変更するのに、1つ1つ選択して
いては大変です。［編集］メニューの［同じオブジェクトを選択］
を使うと1つのオブジェクトから関連したオブジェクトを選択す
ることができます。

パターンを適用するHint 同じ色のオブジェクトを選択するHint

図形を描いて［フィル/スト
ローク］ダイアログの［フィ
ル］タブの❶［パターン］を
有 効にし、［パターンフィ
ル］のリストから❷［ストラ
イプ 1:1 白 ］を選 択しま
す。

1.正方形を描く

2.パターンを利用して模様を作る

3.イラストをインポートする

4.色違いのオブジェクトを追加する

完成イメージ

解答例
パターンを利用し不透明度を下げる
チェック模様の作り方はいろいろありますが、ここではパターンを利用して、不透明度の調整で
チェック模様を作ってみましょう。
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リファレンス 4

フィルとストロークはオブジェクトの外観を決める重要な設定です。色の塗り方の他、線の太さや種
類、角の形状なども設定できます。

フィルとストロークの設定
01

色を設定する

フィルとストロークの色や太さの設定方法は、いくつか用意さ
れています。細かく設定したい場合は［フィル/ストローク］ダイ
アログを、手早く設定したい場合は［スタイルインジケーター］
や［カラーパレット］を利用します。

塗り方の種類を設定する

［フィル/ストローク］ダイアログの［フィル］タブと［ストローク
の塗り］タブでは、まず色の種類を選択します。塗りなし、単
一色、グラデーションなど7種類あります。

◆スタイルインジケーター（画面左下）

現在設定されている色やストロークの太さが表示されています。
不透明度の設定も可能です。クリックすると、［フィル/ストロー
ク］ダイアログが表示されます。

◆ ［フィル/ストローク］ダイアログを開く

◆［塗りなし］

色が設定されていない、つまりフィルまたはストロークがない
状態にします。

◆［パターン］

模様を設定します。「ストライプ」や「市松模様」など数種類が用
意されており、新たに登録することもできます。

◆［スウォッチ］

ドキュメント中で使用している色が一覧表示され、そこから選
択して設定できます。複数のオブジェクトに同じスウォッチを
設定している場合、下側の色設定でまとめて色を変更できます。

◆［単一色］

単一の色を設定します。色の指定方法は5種類あります。

◆［線形グラデーション］

直線状に変化するグラデーションを設定します。

◆［放射グラデーション］

中心から放射状に変化するグラデーションを設定します。

❶［コマンドバー］の［フィル/ストローク］をクリックするか、［オ
ブジェクト］メニューの［フィル/ストローク］をクリックします。

【フィル】
塗りの色を設定します。

【フィル】
選択したオブジェクトの塗りの色を表示します。

【ストローク】
選 択したオブ
ジェクトの線の
色を表示します。

【ストローク幅】
選択したオブジェク
トの線の幅を表示
します。

【不透明度】
不透明度を設定します。

【ストロークの塗り】
線の色を設定します。

【ストロークのスタイル】
線の種類を設定します。

【交差パスの設定】
交差しているパス
の塗り方を設定し
ます（フィルのみ）。

【コードで色を指定
する】
16進数の8ケタの
コードで色を設定
します。

【ぼかし】
ぼかしを設定
します。

【不透明度】
不透明度を設定し
ます。

【フィル】
設定されている塗りの色を表示
します。

【ストローク】
設定されている線の色を表示します。

◆オブジェクトのペイント（画面右上）

描画するツールを選択したときに、［ツールコントロールバー］の
右側に表示されます。新たに描画するときに使われる色を表し
ます。クリックすると、［Inkscapeの設定］ダイアログが表示さ
れます。

◆カラーパレット

あらかじめ用意された色が表示されており、クリックでフィル
の色を設定、ÌShiftÔキーを押しながらクリックしてストロークの色
を設定できます。

参照 グラデーションの設定
グラデーションツール･････････････････････P191

参照 パターンとは
パターンの作成･･･････････････････････････P234

【スウォッチの色の設定】
選択中のスウォッチの色を設定します。

【スウォッチのフィル】
スウォッチの一覧が表示されます。
ここを選択してフィルやストローク
に設定します。

◆［アンセット］

アンセット（未定）という特殊な状態にします。クローンのオリ
ジナルにアンセットを設定すると、クローン側で個別に色を変
えられるようになります。

参照 クローンとは
クローンの作成･･･････････････････････････P226

ショートカットキー ［フィル/ストローク］ダイアログ

ÌShiftÔ＋ÌCtrlÔ〔ÌcontrolÔ〕＋ÌFÔ

P o i n t

カラーパレットの切り替え

カラーパレット右端の［◀］をクリックすると、カラーパ
レットの種類を切り替えることができます。

本書は、Inkscape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、Inkscape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Inkscape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。

練習問題



チ
ェ
ッ
ク
模
様
を
作
成
し
よ
う

1

練習問題 練習問題276 277



チ
ェ
ッ
ク
模
様
を
作
成
し
よ
う

1

❶緑の円を選択し、［編集］
メニューの［同じオブジェク
トを選択］-［フィルの色が
同じ］をクリックします。

❶［ 矩 形 ツール ］で ÌCtrlÔ

〔 ÌcontrolÔ〕キーを押したままド
ラッグして、縦横比が1:1
になるように矩形を描きま
す。

ストロークを削除し、フィ
ル に 色（R:87、G:6 9、
B:57、A:255）を塗ります。

❶［ファイル］メニューの［イ
ンポート］でイラストを読み
込みます。

［選択ツール］でイラストの
サイズを調整して、チェッ
ク模様の中に配置します。

❶イラストを［複製］し、複
製 元のオブジェクトを［オ
ブジェクトのプロパティ］
ダイアログで［ロック］しま
す。

❷［選 択ツール］で色を変
更したい部分を ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕
キーを押したままクリック
して選択します。

❸［編 集 ］メニューの［同
じオブジェクトを選 択 ］の

［フィルの色が同じ］をク
リックして、同じ色の部分
をすべて選択します。

［カラーパレット］などで好
きな色に変更します。

他の色の部分もこの作業を
繰り返します。

［オブジェクト］メニューの
［すべてのロックを解除］を
クリックして、オブジェク
トのロックを解除します。
色違いのイラストを追加で
きました。

正 方 形 を［複 製 ］（ ÌCtrlÔ

〔 ÌcontrolÔ〕+ ÌDÔ）します。

フィルの塗りに❶［ストラ
イプ 1:1 白］を適 用して、
❷不透明度を「20」に設定
します。

❸白のストライプが表示さ
れます。

❹［ノードツール］で□ハン
ドルをドラッグしてパター
ンの大きさを調整します。

❺パターンを適用した正方
形を［複製 ］します。［オブ
ジェクト］メニューの［90°
回転、時計回り］をクリッ
クして、90°回転します。

チェック模様が完成しまし
た。

❷緑のオブジェクトがすべ
て選択されました。

選択したくないオブジェクト
があるときは、［オブジェク
トのプロパティ］ダイアログ
で、［ロック］にチェックを入
れます。ロックを解除した
い場合は、［オブジェクト］メ
ニューの［すべてのロックを
解除］をクリックします。

デフォルトでは、縦縞のス
トライプです。

黒色のパターンや比率の異
なるパターンも選択するこ
とができます。

［ノードツール］を使うとパ
ターンのサイズを拡大縮小
できます。
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1
チェック模様を作ろう
レッスン1で作成したイラストの背景として、チェック模様を作成してください。さらにイラストを複製
して色を変更してみてください。

参照

フィル/ストローク……P186
パターン……P234
矩形ツール……P142
同じオブジェクトを選択……P205
オブジェクトのロック……P210

□クマのぬいぐるみイラスト
　［bear.svg］
□完成例
　［Training1完成例.svg］

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

白と黒のストライプは、［フィル/ストローク］ダイアログでパター
ンを使って描くことができます。

同じ色のオブジェクトの塗りを変更するのに、1つ1つ選択して
いては大変です。［編集］メニューの［同じオブジェクトを選択］
を使うと1つのオブジェクトから関連したオブジェクトを選択す
ることができます。

パターンを適用するHint 同じ色のオブジェクトを選択するHint

図形を描いて［フィル/スト
ローク］ダイアログの［フィ
ル］タブの❶［パターン］を
有 効にし、［パターンフィ
ル］のリストから❷［ストラ
イプ 1:1 白 ］を選 択しま
す。

1.正方形を描く

2.パターンを利用して模様を作る

3.イラストをインポートする

4.色違いのオブジェクトを追加する

完成イメージ

解答例
パターンを利用し不透明度を下げる
チェック模様の作り方はいろいろありますが、ここではパターンを利用して、不透明度の調整で
チェック模様を作ってみましょう。
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❷［8155_Dekicre_inkscape.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］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_
inkscape.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_inkscape］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_inkscape］-［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 Inkscape 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://book.impress.co.jp/books/1116101028

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_inkscape］



7本書を読み始める前に

●Windowsの場合

●Macの場合

サンプルで使用するフォントについて

レッスン 2では「Bevan」と「自家製 Rounded	M+」、レッスン3では「にくまるフォント」を使用しています。以下の手順を参考に、
配布サイトからフォントをダウンロードしてインストールしてください。

1	フォントをダウンロードする

1	MacでZIPファイルを解凍する

2	Macでフォントをインストールする

ダウンロードしたZIPファイルをダブルクリックします。
TTF（TrueTypeフォント）やOTF（OpenTypeフォント）のファ
イルが表示されます。

Webブラウザで配布サイトを表示し、［Download］などのリ
ンクをクリックしてZIPファイルをダウンロードしてください。

［Bevan］
http://www.1001fonts.com/bevan-font.html
［にくまるフォント］
http://www.fontna.com/blog/1651/
［自家製	Rounded	M+］
http://jikasei.me/font/rounded-mplus/

TTFまたはOTFファイルをダブルクリックするとフォントの
プレビューが表示されます。［フォントをインストール］をクリ
ックします。

1	WindowsでZIPファイルを解凍する

ダウンロードしたZIPファイルを右クリックして［すべて展
開］を選択します。
TTF（TrueTypeフォント）やOTF（OpenTypeフォント）のファ
イルが表示されます。

2	Windowsでフォントをインストールする

TTFまたはOTFファイルをダブルクリックするとフォントの
プレビューが表示されます。［インストール］をクリックします。



8 本書を読み始める前に

カラーパレットをインストールする

●Windowsの場合 ●Mac の場合

レッスン1とレッスン 2では専用のカラーパレット（色の組み合わせ）を使用します。次の操作でパレットファイルをインスト
ールしてください。パレットファイル（gplファイル）はサンプルの素材ファイル内に含まれています。

1	フォルダの場所を確認する 1	フォルダの場所を確認する

2	フォルダを表示する
2	フォルダを表示する

3	パレットファイルをインストールする
3	パレットファイルをインストールする

［編集］メニューの［Inkscapeの設定］をクリックして
［Inkscapeの設定］ダイアログを表示し、［システム］を選
択して「share」という名前が含まれたファイルパスを探しま
す。
標準インストールでは「C:¥Program	Files¥Inkscape¥share」
になります。

［編集］メニューの［Inkscapeの設定］をクリックして
［Inkscapeの設定］ダイアログを表示し、［システム］を選
択して「share」という名前が含まれたファイルパスを探しま
す。
標準インストールでは「/Applications/inkscape.app/
Contents/Resources/share」になります。

Finder に切り替えて［移動］メニューの［フォルダへ移動］
をクリックし、ファイルパスを貼り付けて［OK］をクリックす
ると、［share］フォルダが表示されます。

［share］フォルダ内の［palettes］フォルダを表示し、パレッ
トファイルをドラッグ＆ドロップします。

［share］フォルダ内の［palettes］フォルダを表示し、パレット
ファイルをドラッグ＆ドロップします。
「このフォルダーへコピーするには管理者の権限が必要で
す」と表示された場合は、［続行］をクリックしてください。

エクスプローラーのアドレスバーのアイコンをクリックし、ファ
イルパスを貼り付けると［share］フォルダが表示されます。



9本書を読み始める前に

Inkscapeの操作に慣れるコツ

Inkscape の操作には、Adobe	 Illustrator などの使用経験があるとかえって迷いやすい部分がいくつかあります。ここで
は特に引っかかりやすい 3点を紹介します。

●先にキーを押してからドラッグする

何かのキーを押してからドラッグする操作を行う場合、Illustrator ではドラッグ途中でキーを押しても有効ですが、
Inkscape ではドラッグを開始する前にキーを押す必要があります。以下は［選択ツール］で水平・垂直に移動する時の
操作です。

●複製操作ではスペースキーを押してすぐ放す

Illustrator では ÌAltÔ〔ÌoptionÔ〕キーを押しながらドラッグすると複製できますが、Inkscape にも［選択ツール］でドラッグ
している間に ÌSpaceÔキーを押して複製する機能があります。ただし Inkscape ではキーを押し続けると大量に複製されて
しまいます。複製を配置したい場所までドラッグし、ÌSpaceÔキーを押してすぐに放してください。

●初期設定ではツールごとに描画色が決められている

Illustrator では直前に選択したオブジェクトの色の設定が、次に描くオブジェクトに引き継がれますが、Inkscape の初期
設定ではツールごとに決めた色設定が使われます。使いにくい場合は、直前に使用した色を引き継ぐ設定に変更しまし
ょう（P138 参照）。

先に ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕キーを押します。 ドラッグすると多少位置がぶれても水平
に移動します。

ドラッグ開始後に ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕キーを
押しても水平になりません。

押したまま

押して
放す

押して
放す

押して
放す

ÌSpaceÔキーを押したままドラッグすると大量に配置されてしま

います。

複製を配置したい場所で ÌSpaceÔキーを押してすぐに放します。

［このツール独自のスタイル］が選択されている場合、直前にどんな色を設定していても、新たに描くオブジェクトには
［Inkscape の設定］ダイアログで設定されている色が使われます。
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Inkscapeでできること
Inkscapeは無料でありながら高機能な画像編集ソフトウェアです。イラストを描くことからロゴ、チラシの作成まで
幅広く利用できます。ここではその特徴をおおまかに説明しましょう。

Inkscapeとは？

Inkscapeは無料で利用できる高機能な画像編集ソフ
トウェアで、ベクター形式の画像を扱う「ドロー系」と
いうタイプに含まれます。無料とはいえ有料のドロー
系ソフトと比べても見劣りせず、LINEスタンプなどの
イラストを作成したり、文字を加工してロゴを作成した
りするのに十分な機能を持っています。
その代わり、写真のようなビットマップ画像の編集に
は向いていないため、写真編集を行いたい場合は、
同じく無料で利用できるGIMP（https://www.gimp.
org/）を併用するといいでしょう。

ピクセルという点が集合して構成さ
れており、拡大していくと四角いピ
クセルが見えてきます。

線と塗りで構成されており、拡大し
ても常に滑らかな線で表 現されま
す。

ビットマップ（ラスター）画像 ベクトル（ベクター）画像

Inkscapeの向き、不向き

○Inkscapeでの作業に向いていること

・ロゴの制作や文字加工
・線のハッキリとしたイラストの制作
・異なるサイズでの出力
・正確なレイアウト

× Inkscapeでの作業に向いていないこと

・画像の合成、レタッチ
・線のタッチが複雑なイラストの制作
・厳密なCMYK指定を要求される商業印刷物
・フィルターなどの特殊効果の多用

Inkscapeが活躍するシーン

Inkscapeは、さまざまなシーンで活躍します。以下にInkscapeが得意とする利用シーンを4つ紹介します。

四角形や円、星形などを描く機能があ
るので、図形を変形させて組み合わせ、
きれいな曲線のイラストを描くことがで
きます。自由に形を変えられるベジェ曲
線を使って、複雑な形のオブジェクトも
作成可能です。

イラストの作成

たくさんのテキストを扱うレイアウトが
必要な場合にも力を発揮します。
例えば、枠の中にテキストを流し込んだ
り、パス上にテキストを配置したり、テ
キストのサイズや位置をきれいに揃える
ことができます。

チラシのレイアウト

テキストをパスに変換することで、自由
に形を変えることができます。
さらに、図形と組み合わせることで、よ
り一層オリジナリティあふれるロゴに仕
上がります。

ロゴの作成

サイズ変更しても画像が劣化せず、色
の変更や複製を簡単に行うことができま
す。そのため、1つのイラストから派生し
たものをたくさん作ることが可能です。
例えば、異なるサイズや色のもの、表
情の異なるものなどです。

オブジェクトの量産
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Windows版のインストール
ここでは、Windows版のInkscapeのインストール方法について解説します。おおまかな流れとしては、Inkscapeの
Webページからインストーラーをダウンロードし、インストーラーの指示に従います。

1.インストーラーをダウンロードする

❶WebブラウザでInkscapeのWebページを表示します。
https://inkscape.org/ja/

❷［ダウンロード］をクリックします。

ダウンロード用のWebページが表示されました。

❸Windows版のアイコンをクリックします。

Windowsのバージョンに合わせたInkscapeのインストーラー
を選択します。ここでは64ビット版のInkscapeをダウンロー
ドします。

❹［64-bit Windowsバージョン］のアイコンをクリックします。

ダウンロードが完了すると、メッセージが表示されます。

❺［実行］をクリックすると、Inkscapeのインストールをすぐ
に実行します。

またはダウンロードしたInkscapeのインストーラーファイルを
ダブルクリックしてください。

1

2

3

4

5

H i n t

32ビット版の不具合

32ビット版のInkscapeにはダイアログの入力エリアに
直接入力できないという不具合があります。可能であれ
ば64ビット版を使うことをおすすめします。
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2.Inkscapeをインストールする

Inkscapeのダウンロードが完了すると、インストーラーが起動
します。

❶［Next］をクリックします。

GNU一般公衆利用許諾書が表示されました。

❷［I accept the terms in the License Agreement］にチェッ
クマークを付けます。

❸［Next］をクリックします。

Inkscapeの構成を選択します。［Typical］は一般的な機能がイ
ンストールされます。［Custom］は、インストールする機能を選
択できます。［Complete］はすべての機能をインストールします。

❹ここでは［Typical］をクリックします。

❺［Install］をクリックします。

［ユーザーアカウント制御］画面が表示されました。これは、ユー
ザーの操作を確認するWindowsの機能です。アプリのインス
トールなど、パソコンの構成が変更される場合に表示されます。

❻［はい］をクリックします。

1

5

2

4

6

3



Inkscape の基本 21

インストールが開始されました。

インストールが完了しました。

❼［Finish］をクリックします。

インストーラーが終了します。

❽ Inkscapeが正しくインストールされていれば、スタートメ
ニューから起動できます。

7

8

H i n t

スタート画面に登録する

Inkscapeのタイルをスタート画面に登録したい場合は、
スタートメニューの［Inkscape］を右クリックし、「スター
ト画面にピン留めする」を選択します。

H i n t

Inkscapeをアンインストールする

Inkscapeをアンインストールするには、スタート
メニューの［Inksace］を右クリックし、［アンイン
ストール］を選択します。［プログラムと機能］が
表示されるので、［Inkscape］を選択し、［アンイ
ンストール］をクリックします。
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Mac版のインストール
ここでは、Mac版のInkscapeのインストール方法について解説します。Mac版のInkscapeを利用するには、先に
XQuartzをインストールする必要があります。

1.XQuar tzのインストーラーをダウンロードする

❶WebブラウザでInkscapeのWebページを表示します。
https://inkscape.org/ja/

❷［ダウンロード］をクリックします。

ダウンロード用のWebページが表示されました。

❸Mac版のアイコンをクリックします。

Mac版のダウンロード画面が表示されました。Inkscapeが動
作するためには、XQuartzが必要であることが記載されていま
す。すでにXQuartzをインストールしている場合は、P24へ進
んでください。

❹［xquartz.macosforge.org］をクリックします。

XQuartzのWebページが表示されました。

❺［XQuartz-2.7.9.dmg］をクリックします。

XQuartzのインストーラーがダウンロードされます。

1

2

3

H i n t

XQuartzとは

「XQuartz」は、Mac上で動作するUnixのデスクトップ
描 画 技 術です。MacはUnixをベースにしていますが、
デスクトップ描画技術は独自仕様なので、Inkscapeの
ようなUnix由来のアプリを動かすためにXQuartzが必
要になります。

4

5
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2.XQuar tzをインストールする

XQuartzのインストーラーは、通常、［ダウンロード］フォルダ
にダウンロードされます。

❶［ダウンロード］フォルダを表示して［XQuartz-2.7.9.dmg］
をダブルクリックします。

XQuartzのインストーラーが起動しました。

❸［続ける］をクリックします。

この後、XQuartzに関する情報や使用許諾契約などが表示さ
れます。［続ける］をクリックして進めていきます。

使用許諾契約に対する同意を求められます。

❹［同意する］をクリックします。

XQuartzをインストールする準備が整いました。

❺［インストール］をクリックします。

❻Macの［ユーザー名］と［パスワード］を入力します。

❼［ソフトウェアをインストール］をクリックします。

インストールが開始されるので、完了するまで待ちます。

❷［XQuartz.pkg］をダブルクリックします。

1

2

3

5

4

6

7
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3.Inkscapeをインストールする

4.Inkscapeの動作環境を整える

❶Mac版のダウンロード画面を表示します（P22参照）。

❷ダウンロードアイコンをクリックします。

Inkscapeのインストーラーがダウンロードされます。

❶［アプリケーション］フォルダを表示します。

❷ ÌcontrolÔキーを押しながら［Inkscape］をクリックします。

❸［パッケージの内容を表示］をクリックします。

❹［Contents］フォルダが表示されるので、［Resource］-［bin］
内にある［Inkscape］ファイルをテキストエディットで開きます。

Inkscapeのインストーラーは、通常、［ダウンロード］フォルダ
にダウンロードされます。

❸［Inkscape-0.91-1-x11-10.7-x86_64.dmg］をダブルクリッ
クします。

Inkscapeのインストーラーが起動しました。

❹Inkscapeのアイコンを［Application］フォルダアイコンへ
ドラッグします。

1

2

3

4

1 2

3

4
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❺下記の部分を探して修正します。

［export LANG=“en_US.UTF-8”］ と［export LANG=
“$tmpLANG.UTF-8”］の2カ所を探し、［export LANG=“ja_
jp.UTF-8”］に書き換えます。

❻ ÌcommandÔ＋ ÌSÔキーを押してファイルを保存します。

5.Inkscapeを起動する

❶［アプリケーション］フォルダの［Inkscape］をダブルクリッ
クします。

初回起動時は、XQuartz環境で動作することと、起動に時間
がかかることが表示されます。

❷［OK］をクリックします。

Inkscapeが起動します。初回起動時には4、5分かかること
もあります。

5

H i n t

Mac版では日本語が直接入力できない

Mac版のInkscapeでは、 日本 語が入 力できません。
テキストエディットなど、他のアプリで入力したものをコ
ピーし、ÌcontrolÔ＋ ÌVÔキーを押して貼り付けてください。

6

［XQuarts］メニューから［Quartz］-［環境設定］をクリックし
ます。

［OptionキーでAlt_LとAlt_Rを送信］にチェックマークを付
けます。

H i n t

XQuartzの環境を整える

inkscapeでは、ショートカットキーに ÌAltÔキーを使用します。ただし、Macには ÌAltÔキーがないので、ÌoptionÔキーで代用できるように
設定します。

1

2
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Inkscapeの基本画面
Inkscapeを使い始める前に、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

ツールボックス
オブジェクトを選択したり、描いたり、変
更したりするためのツールを選択します。
アイコンをダブルクリックすると、各ツー
ルの設定を行うことができます。

キャンバス
描画領域です。作成したオ
ブジェクトが表示されます。

メニューバー
［ファイル］や［編集］など、
各種コマンドのメニューが
並んでいます。

ページ
キャンバスの一部で、印
刷される仕上がり範囲を
表します。

コマンドバー
メニューバーから実行で
きる機能のショートカッ
トが並んでいます。

カラーパレット
オブジェクトのフィル（塗り）の色を設定し
ます。ÌShiftÔキーを押したままクリックする
とストローク（線）の色を設定できます。

ステータスバー
簡易的にスタイル（フィル／ストロークの設定）、レイ
ヤーやズームの設定を行うことができます。
また、各ツールを選択中に操作に関するお知らせが
表示されます。

スナップコントロールバー
ドラッグでの移動中に吸着する
スナップ機能を設定します。必要
に応じて何をどこに吸着させるか
を指定できます。

ツールコントロールバー
選択しているツールのオプショ
ンの設定を行ったり、機能を
実行したりできます。
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［ツールボックス］を使用するには
オブジェクトを選択したり、シェイプを描いたりするツールが全部で20あります。目的に応じたツールを選択しましょう。
ショートカットキーを覚えておくと、手早くツールを切り替えることができます。

ツールの選択

ツール一覧

ツールを選択するには、［ツールボックス］のアイコンをクリックします。
ツールを選択すると、［ツールコントロールバー］に選択中のツールの設定項目や機能のアイコンが表示されます。

ツールボックス ツールコントロールバー

アイコン ツール名 説明 ショートカットキー

選択 オブジェクトを選択・移動・回転・傾斜・拡大・縮小することができます。 ÌF1Ô、ÌSÔ

ノード パスを編集します。 ÌF2Ô、ÌNÔ

微調整 複数のオブジェクトの配置や色などを調整します。 ÌShiftÔ＋ ÌF2Ô、ÌWÔ

ズーム キャンバスをズームイン／ズームアウトします。 ÌF3Ô、ÌZÔ

ものさし ドラッグで距離と角度を測ります。 ÌMÔ

矩形 矩形（長方形・正方形）を作成します。 ÌF4Ô、ÌRÔ

3Dボックス 3Dボックスを作成します。 ÌShiftÔ＋ ÌF4Ô、ÌXÔ

円/弧 円・弧・扇型を作成します。 ÌF5Ô、ÌEÔ

星形 星形・多角形を作成します。 ÌShiftÔ＋ ÌF9Ô、Ì*Ô

らせん らせんを作成します。 ÌF9Ô、ÌIÔ

鉛筆 フリーハンドでパスを描きます。 ÌF6Ô、ÌPÔ

ペン ベジェ曲線や直線を描きます。 ÌShiftÔ＋ ÌF6Ô、ÌBÔ

カリグラフィ カリグラフィ線（ペンで描いたような線）を描きます。 ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕＋ ÌF6Ô、ÌCÔ

テキスト クリックでテキストを選択または作成、ドラッグで流し込みテキストを作成しま
す。

ÌF8Ô、ÌTÔ

スプレー オブジェクトの複製をスプレーのように散布します。 ÌShiftÔ＋ ÌF3Ô、ÌAÔ

消しゴム ドラッグでオブジェクト全体を消したり、オブジェクトの一部を消したりするこ
とができます。

ÌShiftÔ＋ ÌEÔ

バケツ 境界線に囲まれた領域を塗りつぶします。 ÌShiftÔ＋ ÌF7Ô

グラデーション 選択オブジェクトにグラデーションを設定します。 ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕＋ ÌF1Ô、ÌGÔ

スポイト 色を取得してフィルやストロークに設定します。 ÌF7Ô、ÌDÔ

コネクター オブジェクト間をつなぐコネクターを作成します。 ÌCtrlÔ〔 ÌcontrolÔ〕＋ ÌF2Ô、ÌOÔ
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ダイアログを操作するには
ダイアログにはドッキング可能なものと可能でないものがあります。ここでは、ドッキング可能なダイアログについて
解説します。

ダイアログ操作の基本

ダイアログの追加と削除

ダイアログの主な操作部分

ダイアログは、各メニューの項目をクリックすると、初期状態ではメインウィンドウの右端の「ドック」に表示されます。ドックから
分離して移動可能なウィンドウ（フローティングウィンドウ）にすることができます。
ダイアログにはドッキング可能なものと可能ではないものがあります。例えば、［フィル/ストローク］ダイアログはドッキング可能
ですが、［Inkscapeの設定］ダイアログはドッキングできません。ドッキング可能なダイアログは分離状態だと、タイトルバーが2
つ表示されていて見分けることができます。

ダイアログはメニューまたは［コマンドバー］から表示されます。

❶例えば、［オブジェクト］メニューの［フィル/ストローク］をク
リックします。

❷非表示にする場合は、閉じるボタンをクリックします。

【タイトルバー】
ドラッグして個別のダイアログに分
離したり、他のダイアログとドッキン
グしたりできます。

【アイコン化ボタン】
ドッキングエリアの右端にダイアロ
グをアイコン化します。アイコンをク
リックすると、再びダイアログが表
示されます。

【閉じるボタン】
ダイアログを閉じます。

H i n t

ドックの表示/非表示

ドックは［表示］メニューの［ダイアログの表示/非表示］
をクリックして表示と非表示を切り替えることができま
す。

1

2


