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4大特典のご案内

「できるサポート」では書籍で解説して
いる内容について、電話などで質問を受
け付けています。たとえ分からないこと
があっても安心です。

本書ではPhotoshop Elements 15の
体験版のダウンロード方法を詳しく解説
しています。まだソフトを購入していな
い人も、30日間無料で利用できます。

操作を「聞ける！」
できるサポート特典1 特典2

操作が「見える！」
できるネット1分動画特典4
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59 写真でコラージュ画像を
作成するには
効果のコラージュ

写真を複数のセクションに分割し、それ
ぞれ別のエフェクトを加えてみましょう。
タペストリーやアート作品のような仕上が
りが期待できます。

［効果のコラージュ］を選択する1
レッスン58を参考に［効果のコラージュ］を
ガイドモードで用意しておく

コラージュとは、フランス語で「糊付
け」を意味します。現代絵画などに多
く用いられる創作技法ですが、最近で
は1つの画像に異なる写真や効果が組
み合わさったものにも使われていま
す。このレッスンでは、セクション分
けされた写真部分にそれぞれ異なった
効果が適用される新機能の「効果のコ
ラージュ」を解説しましょう。

コラージュって何？

▶キーワード
エキスパートモード p.308
ガイドモード p.308
パネルエリア p.310

レッスンで使う練習用ファイル
効果のコラージュ .jpg❶［楽しい編集］タブ

をクリック

❷［効果のコラージュ］
をクリック

Before After

シンプルな花の写真にオリジナル感
を出したい

セクション分けされた部分にそれぞれ異なる効果
が付き、アーティスティックな写真になった

※詳しくは2ページへ
一部のレッスンは、動画で操作を確認でき
ます。操作の流れや画面の動きがよく分か
るので、理解がより深まります。動画を見る
にはスマートフォンでQRコードを読み取る
か、以下のURLにアクセスしてください。

https://dekiru.net/pse15

動画一覧ページを
チェック！

動画だから分かりやすい！

詳しくは……
299ページをチェック！

詳しくは……
316ページをチェック！

すぐに「試せる！」
練習用ファイル付き特典3

http://book.impress.co.jp/books/
1116101072

詳しくは下記のページをチェック！
レッスンで解説している操作をすぐに試
せる練習用ファイルを用意しています。
好きなレッスンから繰り返し学べ、学習
効果がアップします。

Elementsが「体験できる！」
無料体験版の解説付き



まえがき
　かつて、写真は特別なものでした。カメラを持っている人だけが撮影する愉しみを得られ、家族
の写真を集めたアルバムは宝物でした。しかし現在、写真はあらゆる日常を切り取る「ライフログ」
としての役割が強くなっています。インターネットを通じて皆さんの回りにも多くの写真が溢れて
いることでしょう。そして、それらの写真には友人と遊びにいった思い出の場所、美味しかったラ
ンチ、大切な記念日などのあらゆる情報が記憶されています。

　本書で紹介しているPhotoshop Elementsは、デジタルカメラやスマートフォン、タブレットなど
で撮影された写真データから、写真に含まれる多様な情報を整理して自分だけのアルバムを作り上
げることができます。それだけでなく、写真に写ってる人物ごとに整理や検索を行ったり、写真に
位置情報を付けて地図上に表示させたりといった使い方も可能です。

　Photoshop Elementsの醍醐味といえば、写真の補正や加工です。暗くなってしまった失敗写真の
補正はもちろん、複数の写真を組み合わせてグリーティングカードも作成できます。本書では、こ
わばった顔を笑顔に補正できる「顔立ちを調整」機能や、写真を使ってテキスト画像を作成できる

「写真テキスト」機能など、Photoshop Elements 15の最新機能も丁寧に解説しています。各レッ
スンには、結果や仕上がりがひと目で分かる「Before」「After」を並べて掲載しています。初めて
Photoshop Elementsを使う方でも安心して操作を進められるでしょう。

　6ページ目には「本書でマスターできる主な補正・加工の一覧」を掲載しているので、自分が行
いたい機能の仕上がりを確認しながらどのレッスンを見ればいいか分かるようになっています。ま
たHINT!や「テクニック」、練習問題など写真の補正や加工に関する解説を掲載しています。読み
進めるだけで知識が深まり自分のものとなるでしょう。

　写真は自分の人生の瞬間の記録でもあり、さらに伝達の手段にもなります。ぜひ写真を撮った後
の楽しみ方にPhotoshop Elementsを活用してみてください。最後に、編集を担当していただいた平
田葵さんにこの場を借りて御礼申し上げます。

2016年10月　樋口泰行
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66 RAWファイルを編集
できるようにするには
RAWファイルの保存
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次のページに続く

このレッスン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
工ができますが、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］-［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
はファイルを保存しましょう。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。

［名前を付けて保存］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
［Raw_1.arw］ のRAWファイルを
Photoshop形式で保存する

▶キーワード
DNG形式 p.307
Photoshop形式 p.307
カラーモード p.308

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ファイルはPhotoshop形式で保
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する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

「DNG」（Digital Negative）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
ば画質を損なわずにファイルサイズを小さくできるので、
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ここをクリック
して［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
［名前を付けて保存］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

❸［保存］を
クリック

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

補正後の写真はフ
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

Photoshop形式では16bitのカラー
モードが維持できる上、画像が劣化し
ないので高画質のまま保存できます。
また、複数のレイヤーを保ちながら保
存できるので、編集中の画像の保存に
も向いています。ただし、Photoshop
形 式 の フ ァ イ ル は、Photoshop 
Elementsなどの対応ソフトウェアを
持っていないと開けません。写真を人
に渡すときにはJPEG形式の方が向い
ています。JPEG形式での保存は、下
のHINT!を参考にしてください。

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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次のページに続く

このレッスン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
工ができますが、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］-［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
はファイルを保存しましょう。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。

［名前を付けて保存］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
［Raw_1.arw］ のRAWファイルを
Photoshop形式で保存する

▶キーワード
DNG形式 p.307
Photoshop形式 p.307
カラーモード p.308

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ファイルはPhotoshop形式で保
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する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

「DNG」（Digital Negative）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
ば画質を損なわずにファイルサイズを小さくできるので、
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ここをクリック
して［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
［名前を付けて保存］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

❸［保存］を
クリック

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

補正後の写真はフ
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

Photoshop形式では16bitのカラー
モードが維持できる上、画像が劣化し
ないので高画質のまま保存できます。
また、複数のレイヤーを保ちながら保
存できるので、編集中の画像の保存に
も向いています。ただし、Photoshop
形 式 の フ ァ イ ル は、Photoshop 
Elementsなどの対応ソフトウェアを
持っていないと開けません。写真を人
に渡すときにはJPEG形式の方が向い
ています。JPEG形式での保存は、下
のHINT!を参考にしてください。

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。



5

レッスン

242

Ｒ
Ａ
Ｗ
フ
ァ
イ
ル
を
現
像
し
よ
う

第
9
章

243

66 RAWファイルを編集
できるようにするには
RAWファイルの保存

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

66

R
A
W
フ
ァ
イ
ル
の
保
存

次のページに続く

このレッスン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
工ができますが、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］-［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
はファイルを保存しましょう。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。

［名前を付けて保存］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
［Raw_1.arw］ のRAWファイルを
Photoshop形式で保存する

▶キーワード
DNG形式 p.307
Photoshop形式 p.307
カラーモード p.308

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ファイルはPhotoshop形式で保
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する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

「DNG」（Digital Negative）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
ば画質を損なわずにファイルサイズを小さくできるので、
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ここをクリック
して［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
［名前を付けて保存］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

❸［保存］を
クリック

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

補正後の写真はフ
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

Photoshop形式では16bitのカラー
モードが維持できる上、画像が劣化し
ないので高画質のまま保存できます。
また、複数のレイヤーを保ちながら保
存できるので、編集中の画像の保存に
も向いています。ただし、Photoshop
形 式 の フ ァ イ ル は、Photoshop 
Elementsなどの対応ソフトウェアを
持っていないと開けません。写真を人
に渡すときにはJPEG形式の方が向い
ています。JPEG形式での保存は、下
のHINT!を参考にしてください。

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の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、新機能には NEW のマークを記載しているので、「目で見る目次」として活用してください。

本書でマスターできる
主な補正・加工の一覧

→レッスン⓲（78ページ）

●写真の自動補正［スマート補正］

→レッスン⓴（86ページ）

●写真の簡単な加工［効果］

→レッスン�（100ページ）

●色合いの補正［バランス］

→レッスン�（102ページ）

●必要な部分の切り抜き［切り抜きツール］

→レッスン�（116ページ）

●明るさと暗さの補正［レベル補正］

→レッスン�（114ページ）

●斜めに写った写真の補正［角度補正ツール］

→レッスン�（104ページ）

●白いかすみの補正［かすみの除去］

→レッスン�（90ページ）

●逆光で撮影した写真の補正［ライティング］
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→レッスン�（148ページ）

●写真の一部を自然に動かす［コンテンツに応じた移動ツール］

→レッスン�（134ページ）

●不要な部分を自然に消去［スポット修復ブラシツール］

→レッスン�（156ページ）

●必要な部分だけ切り取る［クイック選択ツール］

→レッスン�（122ページ）

●肌を自然な色に補正［肌色補正］

→レッスン�（140ページ）

●写真の一部をぼかす［ぼかし（ガウス）］

→レッスン�（118ページ）

●ピントがぼけた写真の補正［ぶれの軽減］

→レッスン�（120ページ）

●写真のざらつきを補正［ノイズを低減］

→レッスン�（126ページ）

●表情を笑顔に補正［顔立ちを調整］

→レッスン�（144ページ）

●特定の色を別の色に置換［色の置き換え］

→レッスン�（136ページ）

●被写体を自然に増やす［コピースタンプツール］

NEW
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→レッスン�（176ページ）

●２枚の写真を簡単に合成［Photomerge Compose］

→レッスン�（198ページ）

●ゆがんだ写真の補正［レンズ補正］

→レッスン�（174ページ）

●パノラマ写真の作成［Photomerge Panorama］

→レッスン�（194ページ）

●写真の一部を明るく補正［スマートブラシツール］

→レッスン�（186ページ）

●手書きのイラストや文字の挿入［ブラシツール］

→レッスン�（192ページ）

●フィルターを使った色味の補正［レンズフィルター］

→レッスン�〜�（164ページ）

●複数の写真を合成する



9

→レッスン�（210ページ）

●古びた感じに写真を加工［昔風の写真］

→レッスン�（244ページ）

●RAWファイルの細部を補正［ディテール］

→レッスン�（214ページ）

●コラージュ風に写真を加工［効果のコラージュ］

→レッスン�（238ページ）

●RAWファイルの明るさや色の補正［基本補正］

→レッスン�（228ページ）

●写真を文字型に切り抜き［写真テキスト］

→レッスン�〜�（252ページ）

●素材を組み合わせた挨拶状の作成

→レッスン�（220ページ）

●動きのある効果を追加［スピード撮影効果］

→レッスン�（224ページ）

●オリジナルのフレームを作成［フレーム作成］

→レッスン�（216ページ）

●ジオラマ風の写真に加工［チルトシフト］

→レッスン�（200ページ）

●横位置の写真を縦位置に加工［再構成ツール］

NEW

NEW

NEW

NEW
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Photoshop Elements Editorには写真加工に使うツールが多く用意されています。ここではエキスパートモー
ドでのツールの機能を一覧で解説します。各機能の確認や理解に役立ててください。

ツールボックス機能の一覧

手のひらツール

画像のピクセルを1:1の比率で100%表示、
画面に収まる大きさや印刷時の大きさに合
わせるといったモードで表示倍率を変更で
きます� →P.94参照

写真の表示倍率を変えるズームツー
ル、写真の表示位置を変える手のひら
ツールが用意されています。ほかのツ
ールを選択中でもßキーを押すと、
一時的に手のひらツールに切り替わり
ます

表　示

写真の一部を選択したり移動したりす
るときに利用します。画像を動かした
り変形させる移動ツール、長方形の選
択範囲を作成する長方形選択ツール、
ドラッグで選択範囲を作成するなげな
わツール、ドラッグやクリックした範
囲から選択範囲を作成するクイック選
択ツールがあります

選　択

写真をレタッチするときに利用するツ
ールです。画像の一部に効果を加える
スマートブラシツール、不要な部分を
消すスポット修復ブラシツール、画像
の一部をコピーして貼り付けるコピー
スタンプツールがあり、ほかにも赤目
の補正やぼかしの追加、彩度を調整す
るツールなどがあります

画 質 調 整

線や模様を描画できるブラシツールや
画像の削除を行う消しゴムツール、大
きい範囲を色やグラデーションで塗り
つぶすといったツールがあります。ほ
かにもクリックした場所を描画色にす
るカラーピッカーツールや文字を挿入
するツールなどがあります

描　画

カラーピッカーを利用し、ブラシやグ
ラデーションなどで着色時に使用する
描画色と背景色を選べます。色を黒と
白に初期化したり、描画色と背景色を
入れ替えることもできます
� →P.188参照

写真を切り抜いたり角度を補正したり
するツールがあります。写真の被写体
を自然に移動するツールや写真全体の
大きさを変更できるツールもあります

変　更

ズームツール

表　示

初期状態では拡大表示ですが、a〔o〕キー
を押している間のみ縮小表示に切り替わります。
また、［ズームアウト］ボタンをクリックすると、
縮小に切り替わります� →P.92参照

拡大率を任意の大きさに変更できま
す。手のひらツールを選択した場合
にも同様に設定できます
� →P.94参照

スライダーを動かして表示倍率を変更できま
す。1〜3200%までの数値を直接入力しても
倍率を指定できます� →P.93参照
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選　択

移動ツール

画像をクリックしたときに対象のレイヤーを自動選択する
設定のほか、移動ツールで拡大や縮小、回転をするときに
利用するハンドルの表示／非表示などを設定できます

複数のレイヤーを選択し、表示位置を上下
左右の端や中央でそろえることができます

複数のレイヤーがある場合に、現在
選択しているレイヤーを前面や背面
に移動できます

複数のレイヤーを選択し、レイヤー上の
画像やテキストの表示位置を上下左右の
端や中央でそろえることができます

長方形選択ツール

長方形と楕円形の選択ツールを切り替えます。一度楕円形
ツールを選択すると、ツールボックスのアイコンも楕円形
に切り替わります� →P.140参照

境界線にぼかしを設定して、四隅に丸みを
持たせる設定のほか、縦横比をそろえた選
択範囲や指定した大きさの選択範囲を作成
できます

選択範囲の新規作成、現在の選択範囲に
追加、一部削除、共通部分のいずれかを
指定できます� →P.97参照

髪の毛などの細かな切り抜きを行う
場合に、選択範囲の境界や大きさなど
を調整できます� →P.141参照

なげなわツール

初期設定のなげなわツール以外に、オブジェクトの輪郭に
沿って選択するマグネット選択ツールや、クリックで直線
を結んでいく多角形選択ツールを使用できます

スライダーを左右にドラッグして境界線の
エッジにぼかしをかけられます。数値を直
接入力しても指定ができます

長方形選択ツールと同様に、選択範囲の新
規作成、現在の選択範囲に追加、一部削除、
共通部分を指定できます� →P.97参照

クイック選択ツール

オブジェクトに沿って選択範囲を作成できる
クイック選択ツール、ブラシで塗るように作成
する選択ブラシツール、近似色を選択する自動
選択ツールがあります� →P.96参照

選択範囲を作成するときのブラシの
サイズを指定できます。数値を直接
入力しても指定ができます
� →P.98参照

選択範囲の新規作成、現在の選択
範囲に追加、一部削除のいずれか
を指定できます� →P.97参照

上から、選択範囲の境界線の調整、全レイヤーを
選択範囲に含める、境界線を自動的に判断すると
いった設定を変更できます� →P.141参照
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画 質 調 整

赤目修正ツール

写真に写っている人物を検出して赤目を自動で補正します。
またペットなどの動物の目の赤目を補正できます

赤目を補正するときに検出する瞳
の大きさのほか、赤目をどのぐらい
暗くするかの設定ができます

スポット修復ブラシツール

自動的にオブジェクトから最適な部分を検出する
スポット修復ブラシツールと、コピーする場所を
a〔o〕＋クリックで指定して塗りつぶす修復
ブラシツールを切り替えます� →P.134参照

ブラシの種類とサイズを指定します。
サイズは数値を直接入力しても指定
ができます� →P.135参照

初期設定は3つ目の［コンテンツに応じる］
で、色やテクスチャだけを合わせたい場合
にほかの項目を選択します

スマートブラシツール

オブジェクトに沿って選択範囲を自動作成する
スマートブラシツールと、ブラシで選択範囲を
任意に作成する詳細スマートブラシツールを切
り替えられます� →P.194参照

スマートブラシのサイズを変更したり、選択
範囲に追加するかどうかの設定を変更したり
することができます� →P.195参照

プリセットを指定してスマート
ブラシで塗った部分に効果を適
用できます� →P.195参照

作成した選択範囲と選択範囲外を
入れ替えます

コピースタンプツール

a〔o〕＋クリックで別の場所から画像をコピ
ーして塗りつぶすコピースタンプツールと、プリ
セットのパターンで塗りつぶしを行うパターンス
タンプツールを切り替えます� →P.136参照

［調整あり］の項目にチェックマークを付けないと、クリッ
クするたびにコピー元の初期位置がコピーされ続けます。
コピーオーバーレイでは、スタンプでコピーする元画像を
ブラシとして表示させる場合の設定ができます

コピースタンプで使うブラシのプリセットや
サイズ、描画モードなどを切り替えます
� →P.137参照
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ぼかしツール

ブラシでなぞった部分をぼかすぼかしツール、シャープを
加えるシャープツール、なぞった部分をこすったように描
画する指先ツールを切り替えます

ブラシのサイズや効果のかかり具合を
調整します。数値を直接入力しても指定
できます

ブラシでなぞった場合に、描画モードやブラシの
プリセットを選択します

スポンジツール

ブラシでなぞった部分の彩度を調整するスポンジツール、
明るさを調整する覆い焼きツール、濃度を調整する焼き込
みツールを切り替えます� →P.172参照

ブラシのサイズや効果のかかり具合を
調整します。数値を直接入力しても指定
ができます� →P.173参照

ブラシでなぞった場合に描画モードやブラシの
プリセットを選択します� →P.173参照

描　画

ブラシツール

絵筆のように塗るブラシツール、なぞった部分の近似色で塗
りつぶす印象派ブラシツール、なぞった部分の色を変える色
の置き換えツールを切り替えます� →P.187参照

ブラシのプリセット変更のほか、サイズや
不透明度の設定ができます� →P.188参照

なぞった部分のみ色が塗られるブラシモードと、
ドラッグしている間も周囲の塗りつぶしが広がる
エアブラシモードを切り替えます�

消しゴムツール 塗りつぶしツール

透明または背景色で塗りつぶす消しゴムツ
ール、同じ色の部分を消す背景消しゴムツ
ール、近似色をブラシで消すマジック消し
ゴムツールを切り替えます

塗りつぶしを描画色で行うか、
パターンで行うかを切り替えま
す。パターンの場合にはパター
ンのプリセットを選択します

消しゴムツールの
ブラシ先端の形状
を選択します
�

レイヤー全体の塗りつぶし、隣
接するピクセルの塗りつぶし、
エッジを滑らかにするアンチエ
イリアスの設定ができます

ブラシのプリセット、サイズや不透明
度の設定を行います

塗りつぶしの不透明度や塗りつぶし
を行う色域の許容値、描画モードを
指定します
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カラーピッカー

クリックした場所にある色を1ピクセルから採取す
るか、3×3または5×5の範囲の平均値から選択す
るかを指定します

カラーピッカーで色を採取するときの対象に
ついて、すべてのレイヤーか現在のレイヤー
のみにするかどうかを選択します

カスタムシェイプツール

図形を選択してカラーで塗りつぶしたパスで描かれ
たシェイプレイヤーを作成します。四角形や円形、
多角形、星形などの図形を作成できます

縦横の比率を固定するほか、任意のサイズを
指定して図形を作成できます

登録されているカスタムシェイプを
選択できます。塗りつぶしの色やス
タイルも選択できます

シェイプの作成時に、新規、既存の
シェイプに追加、削除、交差、除外
のいずれかから選択できます�

横書き文字ツール

縦書きや横書き文字の作成、文字の形の選択範囲の
作成、選択範囲やシェイプ、カスタムパスに沿った
文字の追加を選択できます� →P.262参照

文字の装飾や行ぞろえ、文字間の調整などが
行えます。また文字の縦横変換や、文字を
変形させたワープテキストを作成できます
� →P.263参照

文字の入力時や選択した文字に対して、フォン
トの種類や太さ、文字サイズ、文字色、行送り
を指定できます� →P.263参照

グラデーションツール

登録されているグラデーションのプリセットを選択した
り、グラデーションエディターを使ってグラデーションの
カラーや透明度などを編集したりすることができます

グラデーションのかかる方向を線形、円形、
円錐、反射、菱形から選択できます

グラデーションで塗るときに、描画モードや不透明度、
方向や階調が段階的に縞状になってしまうのを防止す
るディザ処理を行うかなどの設定を行います
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鉛筆ツール

ブラシツールと違い、カクカクした輪郭が荒めのブ
ラシを使えます。プリセットからブラシのタイプを
選択できます

［自動消去］にチェックマークを付けていると、
鉛筆ツールで塗った線に同じ描画色で線を重
ねて描いたときに背景色で塗られます�

ブラシのサイズや不透明度、描画モード
を指定します。サイズと不透明度は数値
を直接入力しても指定できます�

再構成ツール

再構成ツールを使って変形を行うときに、消したく
ない部分を保護したり、削除したい範囲を指定した
りすることができます� →P.200参照

選択範囲を作成するときに、新規作成や現在の選択
範囲に追加、一部削除、共通部分のいずれかを指定
できます� →P.148参照

角度を補正するときに、サイズに合わせて拡大・縮小を行
うか、背景を削除するか、そのままにするかを選択します
� →P.114参照

自由な形、または特定の用紙サイズの
縦横比で変形の範囲を設定できます
� →P.201参照

保護対象や削除対象のオブジェクト
を指定するときに利用する、ブラシの
サイズを指定します� →P.201参照

モードを初期状態の移動から拡張に変える
と、コピー元の画像が移動しなくなります。
また、スライダーを動かすことで移動に応
じた修復の度合いを設定できます

変　更

切り抜きツール

写真を長方形で切り抜く切り抜きツールと、カスタ
ムシェイプを使って切り抜く型抜きツールを切り
替えます� →P.102参照

切り抜きを行うときに、被写体や背景に応じて
自動的に切り抜き候補が表示されます
�

自由な形、または特定の用紙
サイズの縦横比で切り抜きの
範囲を設定できます

画像を切り抜くときに、切り抜く範囲を入力
した解像度に変更します。また、三分割法で
表示されているグリッドの非表示もできます

コンテンツに
応じた移動ツール

角度補正
ツール

選択したレイヤーのみ回転するか、角度
補正で生じる余白を塗りつぶすかを設定
します�
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Photoshop Elements Editorにはマウスによるツールの選択などを省略できるショートカットキーがたくさん
登録されています。以下のキーを活用すれば、機能を素早く切り替えて補正や加工ができるようになります。

Photoshop Elements 15の
主なショートカットキー一覧

ツール名や目的 Windowsでのキー操作 Macでのキー操作

ズームツール Z Z

手のひらツール H H

移動ツール V V

長方形選択ツール※ M M

なげなわツール※ L L

クイック選択ツール※ A A

赤目修正ツール Y Y

スポット修復ブラシツール※ J J

スマートブラシツール※ F F

コピースタンプツール※ S S

ぼかしツール※ R R

スポンジツール※ O O

ブラシツール※ B B

消しゴムツール※ E E

塗りつぶしツール K K

グラデーションツール G G

カラーピッカーツール I I

カスタムシェイプツール※ U U

横書き文字ツール※ T T

鉛筆ツール N N

切り抜きツール C C

再構成ツール W W

コンテンツに応じた移動ツール Q Q

角度補正ツール P P

入れ子になっているツールを順に切り替え a＋ツールをクリック o＋ツールをクリック

同じショートカットキーを使用するツールを順
に切り替え※※

s＋任意のショートカット
キー

s＋任意のショートカット
キー

すべてのパネルの表示／非表示を切り替え t t

描画色と背景色を入れ替え X X

描画色と背景色を初期設定に戻す D D

●ツール選択時に使用するキー

※�キーを押すごとにグループ内で入れ子になっているツールに切り替わる
※※メニューバーの［編集］-［環境設定］-［一般］で［ツールの変更にShiftキーを使用］にチェックマークが付いている場合
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目的 Windowsでのキー操作 Macでのキー操作

100%拡大 c＋a＋0 x＋o＋0

画像をウィンドウサイズに合わせる c＋0 x＋0

ズームアウトツールに切り替え ß＋a ß＋o

ズームインツールに切り替え ß＋c ß＋x

選択中に画像の表示位置を変更 ß＋ドラッグ ß＋ドラッグ

手のひらツールに切り替え
（テキスト編集モードを除く） ß ß

開いているドキュメントを逆順に切り替え c＋s＋t c＋s＋t

開いているドキュメントを順に切り替え c＋t c＋t

●画像の表示時に使用するキー（エキスパートモード）

●オブジェクトの選択時と移動時に使用するキー

目的 Windowsでのキー操作 Macでのキー操作

移動ツールに切り替え※※ c x

形状を固定し、中心から選択範囲を描く s＋a＋ドラッグ s＋o＋ドラッグ

選択中に画像の表示位置を変更 ß＋ドラッグ ß＋ドラッグ

選択範囲に追加 s＋ドラッグ s＋ドラッグ

選択範囲の一部を削除 a＋ドラッグ o＋ドラッグ

選択範囲を解除 c＋D x＋D

選択範囲を正方形または正円に固定※ s＋ドラッグ s＋ドラッグ

中心から選択範囲を描く※ a＋ドラッグ o＋ドラッグ

※�アクティブな選択範囲がほかにない場合
※※��手のひらツールまたは任意のシェイプツールが選択されている場合を除く

目的 Windowsでのキー操作 Macでのキー操作※

グラフィックパネルの表示／非表示を切り替え ¶ ¶

効果パネルの表示／非表示を切り替え § §

情報パネルの表示／非表示を切り替え • •

ツールオプションの表示／非表示を切り替え ¢ ¢

ナビゲーターパネルの表示／非表示を切り替え ¤ o＋¤

ヒストグラムパネル表示／非表示を切り替え ª o＋ª

ヒストリーパネルの表示／非表示を切り替え º o＋º

プロジェクトエリアの表示／非表示を切り替え ∞ ∞

ヘルプを開く ¡ x＋?

レイヤーパネルの表示／非表示を切り替え ⁄ o＋⁄

●パネルの表示／非表示を切り替えるときに使用するキー（エキスパートモード）

※�Macの場合、［システム］-［システム環境設定］-［キーボード］の［F1、F2などのすべてのキーを標準のファンクションキーとし
て使用］に�チェックマークが付いていない場合は正しく動作しません
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本書は、2016 年 10 月現在の情報をもとに「Adobe® Photoshop® Elements 15」の操作について解
説しています。下段に記載の「本書の前提」と異なる環境の場合、または本書発行後に「Adobe® 
Photoshop® Elements 15」の機能や操作方法、画面などが変更された場合、本書の掲載内容通りに
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▼サンプルファイルのダウンロードページ
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サンプルファイルについて
本書で使用するサンプルファイルは、弊社Webサイトからダウンロード
できます。サンプルファイルと書籍を併用することで、より理解が深ま
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Photoshop Elemenst 15体験版のダウンロードと
インストールについて

本書では体験版のダウンロードとインストールについて、「Photoshop 
Elements 15体験版をインストールするには」（299 〜 305ページ）で解
説しています。体験版では本書で解説している機能をすべて試すことが
できます。



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
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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？

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
ごとに写真を整理できます。2つ目は写真の「編集」です。写真を
より良く見せるために、明るさや色味の補正のほか、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。
TwitterやFacebookに写真を公開できます。

人物やイベントごと
に写真を整理できる

写真の補正や
加工が簡単

写真を家族や友人と
共有できる

▶キーワード
Elements�Organizer� p.307

エキスパートモード� p.308
ガイドモード� p.308
クイックモード� p.308
レタッチ� p.311

Photoshop�Elements�Editor�
p.307
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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したりす
ることができます。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、編集機能を使って出来上がった作
品例をいくつか紹介します。Photoshop Elementsの機能

Photoshop Elementsで
できることを知ろう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。

日陰で撮影したため暗く写って
しまった子どもを明るくしたい

●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、子どもを明るくできた

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

室内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

●3200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をデザインし
たりすることができます。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
ジナルの挨拶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？

●写真に効果を付ける

写真をより良く見せるための効果を
簡単に加えられる

●挨拶状やポストカードを作る

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

昔風の写真に加工できる 子どもとデザートの写真を利用して、デザートに
登っているように合成できる
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3 Photoshop Elementsを
使うには
スタートアップスクリーン

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
画面を表示する方法を覚えましょう。

Photoshop Elementsを起動する1

［Adobe�Photoshop�Elements�15］の
ショートカットアイコンをダブルクリック

Windowsの場合 Mac の手順は
32 ページから

Elements Organizerを起動する2
［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

［整理］を
クリック

ここではElements�
Organizerを起動する

Windows 10のスタート画面からは、
以下の手順でPhotoshop Elementsを
起動します。本書では最新のOSを使
用していますが、それ以前のバージョ
ンを使用している場合は操作1の後に

［すべてのアプリ］をクリックし、
［Photoshop Elements 15］を選択し
て起動しましょう。

Windows 10で
スタート画面から起動するには

Windows 8.1の アプリビ ュー か ら
Photoshop Elementsを起動するに
は、以下の手順で操作します。

Windows 8.1の
アプリビューから
起動するには

❸［Adobe�Photoshop�Elements�
15］をクリック

▶キーワード
Elements�Organizer� p.307
スタートアップスクリーン� p.309

インストール時に作成されたショート
カットアイコンを利用して、Photoshop�
Elementsを起動する

スタート画面が表示されてい
るときは、［デスクトップ］を
クリックする

❷ここをクリック

❶ キーを押す

❶［スタート］をクリック

❷［Adobe�Photoshop�
Elements�15］をクリック
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手順2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

次のページに続く

写真の取り込み画面が表示された3

Elements Organizerの画面が表示された4

［無視］をクリック

ここでは写真の取り込みに関する
設定をスキップする

タスクバーにElements�Organizerの
ボタンが表示される

Elements�Organizerへの追加
メッセージが表示されたときは
［いいえ］をクリックしておく

Elements�Organizerが
全画面で表示された

◆Elements Organizer
写真や動画を一覧で表示できる

インターネットに接続できない環境で
Photoshop Elementsをインストール
したときは、299ページの付録1を参
考にAdobe IDでサインインを実行し
てください。サインインしないままに
しておくと、Photoshop Elements 
Editorが起動しない場合があります。

早めにサインインを
実行しておこう

Adobe IDとは、アドビシステムズ製
品の登録や体験版のダウンロードサー
ビスなどを利用するときに必要な専用
のIDです。登録やダウンロードサービ
スのほかに、TwitterやFacebookなど
のSNSとの連携機能もAdobe IDと関
連付けされます。

Adobe ID って何？

［ログイン］をクリックすれば、
登録画面に進む

▼アドビシステムズのWebページ
http://adobe.com/jp/
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Photoshop Elementsを起動する1
Photoshop�Elements�15を
インストールしておく

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、［アップルメニュー］
-［システム環境設定］をクリックして

［システム環境設定］の画面を表示し
ます。次に［Dock］をクリックし、［Dock
を自動的に隠す／表示］をクリックし
てチェックマークを付けます。

Dockの表示を
自動的に隠すには

［Dockを自動的に隠す／表示］
にチェックマークを付ける

手順2で間違って、［写真の編集］ボタ
ンをクリックしてしまったときは、
Photoshop Elements Editorが起動し
ます。その場合は、メニューバーの

［Adobe Photoshop Elements 
Editor］-［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2
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

❶［Launchpad］を
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、一覧表示し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
30 ページから

❷［Adobe�Photoshop�Elements�15］
をダブルクリック


