


目次

はじめに

ACDSee Photo Studio 6へようこそ 7

はじめに 7

管理モード

管理モードについて 9

参照する 9

[ファイル一覧]ペインでファイルを参照する 9

[ファイル一覧 ]ペインを使用する 9

フォルダペインで参照する 10

複数のフォルダを表示する 11

フォルダの作成と管理 11

アイテムをFinderで表示する 11

アイテムを よく使う項目として管理する 11

クイックルックでファイルを参照する 12

Finderでファイルを参照する 12

カメラからファイルを参照する 12

ナビゲーションアロー (矢) を使って参照する 12

スライドショー形式で画像を表示 13

表示を変更する 14

ファイルにフィルタを適用する 14

フル スクリーンで画像を表示する 15

複数の画像を回転/反転する 15

画像を比較する 15

他のアプリケーションでファイルを開く 17

ファイルを選択する 17

画像バスケットに画像を集める 17

外部エディタを設定する 18

インポート 19

ACDSee Photo Studio 6でファイルをインポートする 19

整理する 19

以下でファイルを整理、管理する ACDSee Photo Studio 6 19

[整理]ペインを使用する 20

カテゴリ 20

重要度 20

カラーラベル 20

キーワード 20

保存済み検索 21

スペシャルアイテム 21

カレンダー 21



ACDSee Photo Studio for Mac User Guide

その ACDSee Photo Studio 6 データベース 21

イージーセレクト インジケータ 21

カテゴリを管理する 22

カテゴリセットを作成する 22

カテゴリと重要度を設定する 23

[整理 ]ペインで カテゴリと重要度を設定および検索する 23

[プロパティ] ペインでカテゴリと重要度を設定する 23

ファイルからカテゴリや重要度を削除する 24

カラーラベルを割り当てる 24

カラーラベルセットを作成する 24

カラーラベルを割り当てる 24

ラベルが割り当てられた画像を検索する 25

カラーラベルとカラーラベルセットを削除する 26

[プロパティ]ペインを使用する 26

[プロパティ]ペインの構成 26

自動切り替えによる参照とカタログ化 27

管理モード 27

キーワードとカテゴリ 28

キーワード 28

カテゴリ 28

表示モード 28

マップ ペインを使用する 29

マップ ペインを使用したワークフロー 30

メタデータをファイルに追加する 30

メタデータをコピー & 貼り付け 31

階層キーワードの作成と割り当て 31

キーワードセットを作成する 32

キーワードのインポートとエクスポート 33

ファイルにSpotlight コメントを追加する 33

カスタムプロパティペインを作成する 34

画像をコピーする 34

ファイルをコピーまたは移動する 34

ファイルを保存する 34

ファイルまたはフォルダを貼り付ける 35

フォルダの作成と削除 35

ファイル名やフォルダ名を変更する 35

画像にタグを付ける 36

検索する 37

ACDSee Photo Studio 6で検索する 37

重複を検索する 37



クイック検索バーを使用する 37

クイック検索の演算子 38

検索の保存 39

保存済み検索を削除する 39

画像をすばやく検索する 40

ビデオをすばやく検索する 40

一括処理機能 40

一括ツールについて 40

各 操作について 41

プリセットについて 41

一括ツールを使う 41

更新日時の一括調整 42

複数の画像を別のフォーマットに変換する 42

ファイルを一括でコピーする 43

ファイルを一括で移動する 43

一括現像のプリセット 44

複数画像のサイズを変更する 44

複数ファイルの名前を変更する 45

一括ワークフロー:複数のファイルの名前を変更する 45

メタデータの編集 47

透かしの一括追加 47

枠の一括追加 48

一括プリセットの使用 49

一括処理をプリセットとして保存する 49

プリセットを適用する 50

一括プリセットを管理する 50

プリセットを変更する 50

プリセットの名前を変更する 50

プリセットを削除する 51

プリセットをインポートおよびエクスポートする 51

ピクセルのサイズ変更オプションと効果 51

データベース情報を管理する 52

データベース情報を管理する 52

ACDSee Photo Studio データベースについて 52

データベースでフォルダをカタログ化する 53

フォルダをカタログ化 53

複数のデータベースの作成と切り替え 53

複数のデータベースの使用事例 53

データベース情報を埋め込む 54

埋め込み保留中アイコン 54



ACDSee Photo Studio for Mac User Guide

データの埋め込みが必要なファイルを表示する 55

埋め込まれているデータベース情報を取り込む 55

データベースのバックアップと復元 55

データベースを空にする 55

データベースの最適化 56

サムネイルとメタデータの再構築 56

印刷する 56

画像を印刷する 56

コンタクトシートを作成する 57

PDFを作成する 57

プリントサイズのカスタマイズ 57

表示モード

表示モードについて 58

表示モードで画像を扱う 58

RAW画像を表示する 58

表示モードで画像を参照する 59

表示モードで画像を表示する 59

フィルムストリップで画像を表示する 60

フィルムストリップのサイズを変更する 60

フィルムストリップを閉じる 60

現像モード

現像モードについて 61

現像モードについて 61

画像処理 61

保存とキャンセル 61

オリジナルの画像に復元する 62

画像をオリジナルの状態に戻す 62

現像の設定をプリセットとして保存して共有する 62

現像プリセットを保存するには 62

1つの画像に現像プリセットを適用する 63

複数のファイルに現像プリセットを一括適用する 63

現像プリセットを家族や友人と共有する 64

画像を調整する 64

調整タブについて 64

保存とキャンセル 64

全般調整を使用する 65

明瞭度を調整する 65

ホワイトバランスを調整する 65

ライティングを調整する 66



ベーシック ライティング 67

標準 67

アドバンス 67

グラフ 67

カラーを調整する 68

ソフトフォーカス効果の適用 69

クロスプロセス効果の適用 70

スプリットトーンを調整する 70

トリミング後の周辺光量補正を調整する(ヴィネット効果) 71

トーンカーブを調整する 71

出力色空間 72

ディテールを調整する 72

ディテール タブについて 72

保存とキャンセル 72

シャープネス 73

ノイズを除去する 73

色収差の補正 73

フリンジ軽減 74

ジオメトリを修正する 74

ジオメトリ タブについて 74

保存とキャンセル 74

レンズの歪みを補正する 75

回転 & 傾きを直す 75

透視を補正する 76

トリミング 76

トリミングウィンドウのサイズを変更する 77

ヴィネット除去 77

修復 78

赤目補正 78

365 ボタン 79

365 モード 79

365 ボタンについて 79

フォルダを 非公開または 公開にする 79

オンラインフォルダの 作成 79

アップロードする 79

オンラインフォルダを共有する 79

画像をズームする

ズーム レベルを設定する 81

画像をズームする 81

フル スクリーンで画像を表示する 81



ACDSee Photo Studio for Mac User Guide

フルスクリーンで表示するには 81

環境設定

全般環境設定 83

自動切り替えの環境設定 83

メタデータの環境設定 84

管理モードの環境設定 84

表示モードの環境設定 86

現像モードの環境設定 87

デバイスの環境設定 87

マウスとキーボードの環境設定 88

マウス設定 タブ 88

キーボード ショートカット タブ 88

ステータスバーの環境設定 89

ステータスバーの環境設定 89

ショートカット

キーボード ショートカット 90



はじめに

はじめに

ACDSee Photo Studio 6へようこそ

ACDSee Photo Studio のユーザー インターフェイスでは、様々なツールや機能に簡単にアクセスして、画像やメディア ファイルの参照、表示、管理を実施で

きます。ACDSee Photo Studioは管理モード、表示モード、現像モードの3つのモードで構成されています。

はじめに

初めて ACDSee Photo Studio を使う方のために、ACDSee Photo Studio で推奨するワークフローを以下の表に記載しました。

管理モード 管理モードでは、画像を参照してから保持する画像を決定することができます。まず次のツールから使うことをお奨めいた

します。

カテゴリ、重要度、ラベル:画像を5段階で評価する重要度、明快な説明で画像を分類する カテゴリ、画像を

後ですばやく識別できるようにするカラー ラベルを使用して、画像を整理します。

タグ:タグを適用すると、別のフォルダに移動することなく、画像を一時的にまとめて管理することができます。

カレンダー:関連付けられた日付を使って、画像やメディアファイルを参照することができます。EXIF情報の付いた

画像は[整理 ]ペインにあるカレンダーの日付で管理されます。

一括処理の実行 :タイムスタンプの調整、別のファイル形式への変換、ファイル名の変更など一括で画像に変

更を適用することができます。

表示モード 表示モードで画像を拡大して表示します。フィルムストリップで選択した画像をスクロールしながら、サムネイルを Ctrl + ク

リックして重要度を追加してください。

現像モード 現像モードで画像を仕上げます。使いやすい処理ツールは4つのタブにあり、画像の調整、ディテールの調整、ジオメトリ

の全体修正、赤目修正を行うことができます。

他の利用可能なツールの詳細については、左の目次からお探しください。詳細については、jp.acdsee.comをご覧ください。

http://jp.acdsee.com/
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管理モード

管理モードについて

管理モードは、画像の参照および管理を行うためのユーザーインターフェイスです。ACDSee を起動して最初に表示される画面が管理

モードです。管理モードでは、ファイルの検索、移動、並べ替えや、管理共有ツールにアクセスすることができます。

管理モードは次の 3 つのペインに分かれています:

左ペイン フォルダペイン はパソコン内のコンテンツを表示します。フォルダペインを使ってフォルダ間をナビゲートし

ます。

中央ペイン [ファイル一覧 ]ペイン は選択したフォルダのコンテンツを表示します。クイック検索バーに入力した検索

結果もファイル一覧ペインに表示されます。

右ペイン [整理 ]ペイン では、重要度やタグ付け、ラベル付け、カテゴリ分けをするツールが利用でき、また写

真を日付で検索できます。[プロパティ]ペイン では、カメラ撮影時の EXIF情報を表示したり、IPTC
情報をメタデータへ追加することができます。

管理モードウィンドウの下にあるステータスバーには、現在選択されているファイルの情報が表示されます。管理モードには、ツールバーと

インポートボタン、一括ボタンがあります。ツールバーには、フォルダ間をナビゲートするためのボタンが備わっています。インポートボタンを使

用するとすばやく ファイルをインポートすることができ、また一括ボタン ではファイルを一瞬で変更できる一括ツールを使うことができます。

参照する

[ファイル一覧]ペインでファイルを参照する

規定設定として、ファイルは[ファイル一覧 ]ペインにサムネイルで表示されます。ファイル一覧ペインの表示はサムネイルから一覧へ変更

することができます。ファイル名をクイック検索バーに入力すると、その名前から始まるファイルがすべて表示されます。また名前順、サイ

ズ、画像プロパティなどでファイルを並べ替えることも可能です。

環境設定でサムネイルの表示方法を設定できます。詳細は管理モードの環境設定をご確認ください。

[ファイル一覧 ]ペインを使用する

ファイル一覧ペインの上部にあるオプションを使用して、ファイルの表示方法を設定します。

ファイル一覧ドロップダウンリスト

フィルタ 重要度やカテゴリなど、フィルタオプションの一覧が表示されます。フィルタ オプションの設定 ... を選択してカ

スタム フィルタを作成することも可能です。

並べ替え [ファイル一覧 ]ペインで、ファイルの並べ替えに使用できるファイルの属性一覧が表示されます。

表示 [ファイル一覧 ]ペインで、ファイルの表示オプションの一覧が表示されます。

選択 ファイル選択オプションの一覧が表示されます。

ファイル一覧ツールバー
ファイル一覧ツールバーにはファイル表示に役立つオプションがあります。
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外部エディタ ユーザーの選択した外部エディタでファイルを開きます。

左に回転 選択された画像を左へ回転します。

右に回転 選択された画像を右へ回転します。

スライドショー スライドショーで画像を開きます。

画像の比較 画像の比較ビューアに選択された画像を表示します。

自動切り替え 自動切り替えを切り替えます。

ズーム スライダ [ファイル一覧 ]ペインのサムネイルの大きさをコントロールできます。ス

ライダをドラッグしてサムネイルの大きさを設定します。ズームスライダは

サムネイル表示でのみ有効です。

一覧 ファイルの一覧を表示します。既定では、ファイル名が一覧表示され

ます。

サムネイル ファイルのサムネイルが表示されます。既定でサムネイルは名前別に

並んでいます。

オーバーレイアイコン
サムネイルに表示されるオーバーレイアイコンから、ファイルの追加情報がわかります。

現像済み ファイルが現像されている場合に表示されます。

重要度 データベースに保存されている重要度が存在する場合に ACDSee
Photo Studio 6 表示されます。

タグの付いた項目 タグが適用されている場合に表示されます。

タグの付いていない項目 タグが適用されていない場合に表示されます。

カテゴリ/キーワード カテゴリまたはキーワードが適用されている場合に表示されます。

ロック ファイルがロックされている場合に表示されます。

オフライン ファイルがマウントされていないリムーバルデバイス上にあるにもかかわら

ず、現在のデータベースでインデックスされた場合に表示されます。

除外 マウント済みのリムーバルデバイス上のファイルが、データベースでイン

デックスされていない場合に表示されます。

ジオタグの付いた項目 ジオタグが適用されている場合に表示されます。このアイコンをクリック

して、マップペインに画像を表示します。

埋め込み保留中 ファイル内に、未書き込みのACDSeeデータベース内に保存されてい

る ACDSee メタデータがある場合表示されます。

現像の設定をすぐに画像に適応するには、現像 | 最後に使用された操作を適用をクリックします。他にも、保存してある現

像設定を現像を選択してプリセットをクリックして適用することもできます。

フォルダペインで参照する

フォルダペインには、コンピュータ内、接続されているUSB デバイスやCD/DVD、共有ネットワークの場所、および ACDSee 365アカウン

トの全フォルダの. フォルダペインでは、iCloudドライブがノードとして表示され、他のフォルダと同様に参照することができます。iCloudドライ

ブを表示するには、システム環境設定から有効にする必要があります。
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ACDSee Photo Studio for Mac でmacOS 写真アプリからファイルにアクセスするには、アプリから任意のフォルダにファイルを

エクスポートする必要があります。次にACDSee で該当フォルダにナビゲートすることでファイルにアクセスできます。

複数のフォルダを表示する

複数のフォルダを表示するには、次のいずれかを実行します。

Shiftキーを押して複数のフォルダを選択したら、表示するフォルダをクリックします。

コマンドキー をクリックして特定のフォルダを選択したら、表示するフォルダをクリックします。

[ファイル一覧 ]ペインで表示するコンテンツを含むフォルダの左にあるイージーセレクトバーを選択します。

フォルダの作成と管理

フォルダペインでは、ハードディスクにあるフォルダの作成、削除、名前の変更、移動を実行して、ファイルを管理することができます。

フォルダを管理するには:

1. フォルダペインで、追加、削除、名前の変更、移動をしたいフォルダを参照します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

フォルダを作成するには、[ファイル]＞ [新規フォルダ]をクリックします。新規フォルダの名前を入力し、Enterキーを

押します。

フォルダを削除するには、Ctrlキーを押しながらフォルダをクリックして、[ゴミ箱に移動 ]を選択します。

フォルダを移動するには、移動するフォルダを選択したら、新しい保存先へドラッグ&ドロップします。

フォルダ名を変更するには、フォルダを選択して[編集 ]＞ [名前の変更 ]をクリックします。新規フォルダ名を入力し、

[名前の変更 ]をクリックします。

ドライブ、あるいはCD-ROM のような読み取り専用のファイルの名前を変更することはできません。

アイテムをFinderで表示する

ファイルの保存先をFinderで表示することができます。

アイテムをFinderで表示するには:

フォルダペインでCtrlキーを押しながらフォルダを クリックし、[Finderで表示 ]を選択します。

アイテムをよく使う項目として管理する

既定では、ACDSee Photo Studio 6 は写真、デスクトップ、およびユーザー名を表示しています。

よく使う項目にアイテムを追加するには:

追加するアイテムを [よく使う項目 ] というタイトル、またはよく使う項目の領域の任意の場所に、ドラッグ&ドロップします。ファイルをドラッグ

& ドロップしてアイテムの順番を並び替えることもできます。

よく使う項目からアイテムを削除するには:

よく使う項目からアイテムを削除するには、Ctrlキーを押しながらアイテムをクリックして よく使う項目から削除を選択します。
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リムーバブルからよく使う項目へアイテムを追加しても、一時的なものとなります。アプリケーションを閉じたとき、またはボリューム

を取り出したときに、そのアイテムはよく使う項目から消えます。

画像を含むフォルダを参照するときによく使う項目を使うと便利です。

よく使う項目を参照するには:

1. 管理モードの左ペインで、[よく使う項目 ] をクリックします。写真、デスクチップ、およびお使いのユーザー名が記載されたフォル

ダが表示されます。

2. [ファイル一覧 ]ペインに表示するフォルダをクリックします。

3. ファイル一覧ペインで、表示するフォルダを参照します。

クイックルックでファイルを参照する

ACDSeeから直接、クイックルックでファイルを表示できます。これは、画像、PDF、動画などのクイックルックでサポートされているすべての

ファイルタイプに有効です。

管理モードからクイックルックでファイルを表示するには:

1つ以上の画像、PDF、または動画ファイルを選択し、スペースキーを押します。

複数のファイルを選択した場合は、矢印キーを使用してクイックルックでファイル間を移動します。動画を選択した場合、再生が開始

します。

Finderでファイルを参照する

Finderから画像を表示および参照することができます。

管理および表示モードから Finderで画像を表示するには:

ファイルを選択し、次のいずれかを実行します。

Ctrl + クリックしてFinderで表示を選択します。

[表示 ]＞ [Finderで表示 ]をクリックします。

カメラからファイルを参照する

お使いのカメラをパソコンへリムーバルデバイスとして接続すれば、画像を[ファイル一覧 ]ペインとフォルダペインへ直接ドラッグ& ドロップす

ることができます。

カメラから画像をドラッグ & ドロップするには:

1. カメラまたはデバイスをコンピュータに接続します。カメラの電源が入っているか、またケーブルがコンピュータと適切に接続されてい

るかを確認します。カメラはフォルダペインで表示され、カメラのコンテンツは[ファイル一覧 ]ペインに表示されます。

2. [ファイル一覧 ]ペインの画像を選択し、フォルダへドラッグします。

ナビゲーションアロー (矢)を使って参照する

管理モードの左上にはフォルダ間を参照する際に便利なナビゲーションアローがあります。各ボタンの詳細については、下記の表を参照し

てください。
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戻る フォルダペインのフォルダを選択した場合、前に表示したフォルダを表示します。前に参照した

ファイルがない場合、戻るボタンは無効になっています。

[整理 ]ペインにあるカテゴリ、重要度、カラーラベル、キーワードまたはその他のアイテムを選択

している状態で、[戻る] ボタンをクリックすると、最後に使用した参照条件に戻ります。

[戻る]ボタンを押したままにすると、最近表示したフォルダ一覧を表示できます。一

覧のいずれかをクリックして、以前の場所に移動します。

Command―[ キーでも戻ることができます。

進む フォルダペインのフォルダを選択した場合、その次に表示したフォルダを表示します。

[整理 ]ペインにあるカテゴリ、重要度、カラーラベル、キーワードまたはその他のアイテムを選択

している状態で、[進む] ボタンをクリックすると、使用した参照条件の次の条件に進みます。

[進む]ボタンを押したままにすると、最近表示したフォルダ一覧を表示できます。一

覧のいずれかをクリックして、以前の場所に移動します。

Command―]キーでも進むことができます。

上へ (上方向) フォルダペインで選択されているフォルダの上層に位置するフォルダを表示します。

他には、移動＞内包しているフォルダを選択しても、フォルダペインで選択されているフォルダの

上部フォルダを表示することができます。

スライドショー形式で画像を表示

画像のスライドショーは、管理モードまたは表示モードのいずれかから表示することができます。スライドショーの各画像の表示時間、トラ

ンジション効果の適用、リピートおよびシャッフルの設定を実行することができます。

管理モードまたは表示モードからスライドショーを起動するには:

1. 管理モードで、フォルダツリー内のフォルダまたはファイル一覧にあるファイルを選択します。表示モードでは、現在選択されてい

る画像から開始されるフィルムストリップにある画像がスライドショーに表示されます。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

[表示 ]＞ [ スライドショー]をクリックします

キーボードショートカットのShift―Command―Fキーを使用します

ツールバーの再生ボタンをクリックします

スライドショーは Escキーを押すといつでも停止します。

カーソルをスクリーンへ移動すれば、次のスライドショーオプションが表示できます:

スライドショーオプション

間隔 トランジションの時間を指定します。

戻る 前の画像へ戻ります。

停止/再生 スライドショーを停止または再生します。

進む 次の画像を表示します。

効果の選択 ドロップダウンリストから、トランジッション効果を選択します。

繰り返し スライドショーを繰り返します。

シャッフル スライドショーで画像をランダムに表示します。

終了 スライドショーを終了します。
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表示を変更する

[ファイル一覧 ]ペインでは、サムネイルのプレビュー、一覧表示を含む、様々な表示モードでファイルを表示することができます。

すばやく表示を変更するには:

[ファイル一覧 ]ペインの下方にある一覧表示 またはサムネイル表示 ボタンをクリックします。

メニューから表示を変更するには:

1. [管理 ] モードで [表示 ]をクリックします。

2. 下の表で解説されているオプションの 1 つを選択します。

表示オプション

サムネイル表示 [ファイル一覧 ]ペインにあるすべての画像とメディア ファイルのサムネイルを表示します。サムネイ

ルの外観をカスタマイズ したり、サムネイルと一緒に表示される情報を指定することができます。

リスト表示 ファイル名とファイル拡張子の一覧を表示します。

ファイルにフィルタを適用する

フィルタの条件オプションを使用して、[ファイル一覧 ]ペインに表示されるファイルの種類を設定することができます。

[ファイル一覧]ペインのフィルタを設定するには:

以下のいずれかの操作を行います。

[ 表示 ]＞ [ フィルタの条件 ]をクリックし、フィルタ オプションを選択します。

[フィルタ] ドロップダウンをクリックし、フィルタ オプションを選択します。

サムネイルがすべて隠れてしまった場合には、[フィルタ] から[すべて] を選択すると再表示されます。

カスタムフィルタを作成するには:

1. 以下のいずれかの操作を行います。

[ 表示 ]＞ [ フィルタの条件 ]＞フィルタ オプションの設定 ...をクリックします。

[フィルタ]ドロップダウンをクリックし、フィルタ オプションの設定 ...を選択します。

2. [フィルタ適用の条件 ] を選択します。

3. 以下のいずれかのオプションを選択またはクリアすると、[ファイル一覧 ]ペインに選択されたファイルの種類が表示／非表示され

ます。

画像ファイルの表示

動画ファイルを表示

フォルダの表示

バンドル内を閲覧 :アプリケーションのコンテンツを参照することができます。

[XMP ファイルを表示する]を選択して、RAWフォーマット用に作成するXMPサイドカーファイルを表示します。

[THM ファイルを表示する]を選択して、サムネイルファイルを表示します。

4. [OK]をクリックします。
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フィルタのキーボードショートカットを作成できます。以下を参照してください。"キーボード ショートカット タブ" on page 88.

フルスクリーンで画像を表示する

フルスクリーン機能を使って画像をモニタ全体に表示します。

フルスクリーンで表示するには

以下のいずれかの操作を行いま:

[表示]＞[フルスクリーン]を選択します。

Option―Command―F キーを押して画像をフルスクリーンで表示します。

フルスクリーンボタン をクリックします (表示モードのみ)。

フルスクリーンでは次の操作が可能です:

Command―+キーを押して画像を拡大します。

Command―-キーを押して画像を縮小します。

Escを押して、フルスクリーンを終了します。

管理または表示モードでも フルスクリーン設定 を設定することができます。

複数の画像を回転/反転する

複数の画像をプリセットの角度で回転 /反転することができます。

画像を回転／反転するには:

1. 管理モードで画像を1つ以上選択します。

2. [編集 ]をクリックして、次の表にあるオプションを選択します。

回転 /反転オプション

左に回転 選択された画像を左へ回転します。他にもControl―Lのショートカットキーを使ったり、[左に回転 ]

ボタンをクリックすることもできます。

右に回転 選択された画像を右へ回転します。他にもControl―Rのショートカットキーを使ったり、[右に回転 ]

ボタンをクリックすることもできます。

左右反転 画像を水平軸に対して反転させます。他にも Control―Hショートカットキーを使うことができます。

上下反転 画像を垂直軸に対して反転させます。他にもControl―Vショートカットキーを使うことができます。

画像を比較する

「画像の比較」機能を使用して、複数の画像を比較することができます。このツールは、選択した画像の類似する点と異なる点の両方

をハイライトするのに役立ちます。

画像を比較するには:
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1. [ファイル一覧 ]ペインから、比較する複数の画像を選択します。

2. [ツール]から[画像の比較 ]をクリックするか、[ファイル一覧 ]ツールバーの[画像の比較 ]ボタンを押します。 [画像比較

ビューア] には最大4画像まで表示することができます。

3. 表示する画像を変更するには、次の1つ以上を実行します。

比較リストの画像を右クリックし、[画像比較ビューアで表示 ]をクリックします(選択された画像は淡い色のボックスで

表示されます)。

比較一覧から、[画像比較ビューア] のボックスに画像を直接ドラッグします。

4. 閉じるをクリックします。

画像の比較ツールバー

拡大 選択された画像を拡大します。

縮小 選択された画像を縮小します。

ズーム メニュー ズーム オプションのメニューを開きます。次のオプションから選択してください。

実際のサイズ:オリジナルのサイズで画像を表示します。

画面に合わせる: 画面に合わせ。

画面に合わせて表示 :画像比較ビューアに収まる最大サイズで画像を表示しま

す。

幅に合わせて表示 :画像比較ビューアの幅に合わせて画像を表示します。

高さに合わせて表示 :画像比較ビューアの高さに合わせて画像を表示します。

ズーム固定 :現在の画像のズーム オプションをすべての画像に適用して表示し

ます。ズームが調整されると、表示されるすべての画像にそのズーム レベルが適

用されます。

倍率指定 :ズーム オプションを選択することができるダイアログボックスが開かれ

ます。

パンの固定 画像を特定の領域にズーム／パンする際、画像比較ビューアですべての画像の同一

領域を表示するように、画像のパンした領域を固定します。

1 画像 画像比較ビューアに 1 つの画像を表示します。

2 画像 画像比較ビューアに 2 つの画像を表示します。

3 画像 画像比較ビューアに 3 つの画像を表示します。

4 画像 画像比較ビューアに 4 つの画像を表示します。

画像ツールバー
画像の比較ツールに表示される各画像の下には、ツールバーが設定されています。このツールバーを使用して、各画像を調整すること

ができます。

拡大 画像を拡大します。

縮小 画像を縮小します。

削除 画像をゴミ箱に移動します。
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他のアプリケーションでファイルを開く

別のアプリケーションでファイルを開くには:

以下のいずれかの操作を行います。

Ctrlを押しながらファイルをクリックして、次のアプリケーションで開くを選択し、プログラム一覧から該当するアプリケーションを選

択します。

[ファイル一覧 ]ペインの画像を選択し、Dock にあるアプリケーションへドラッグします。

ファイルを選択する

[ファイル一覧 ]ペインにて、[すべてを選択 ] および[選択をクリア]を使用して一度にすばやくファイルやフォルダを全選択したり、全選択解

除できます。

現行フォルダ内にあるすべてのファイルとサブフォルダを選択するには:

以下のいずれかの操作を行います。

Command―Aキーを押します。

管理モードで、[編集] ＞ [すべてを選択 ]をクリックします。

[ファイル一覧 ]ペインの上部にある選択メニューをクリックします。

現行フォルダ内にあるすべてのファイルとサブフォルダの選択を解除するには:

以下のいずれかの操作を行います。

[ファイル一覧 ]ペインの背景をクリックします。

Shift―Command―Aキーを押します。

画像バスケットに画像を集める

画像バスケットを使うと、さまざまな場所やフォルダにある画像やメディアファイルを集めて維持することができます。画像バスケットにアイテ

ムを入れると、それらのファイルの編集、共有、表示に ACDSee Photo Studio for Mac のツールや機能を使用できるようになります。

画像バスケットを使用するには:

画像バスケットを開くには、管理モードから[ 表示 ] ＞ [バスケット]をクリックするか、Control―Shift―Bを押します。

画像バスケットに画像を追加するには:

以下のいずれかの操作を行います。

管理モードの[ファイル一覧 ] ペインで追加したいファイルを選択します。アイテムを画像バスケットにドラッグします。

管理モードで、追加したいファイルを選択します。[編集 ]＞ [バスケットに追加 ]をクリックします。

管理モードで、追加したいファイルを選択します。Control―Bを押します。

管理モードで、選択したアイテムを右クリックし、[バスケットに追加 ]を選択します。

表示モードで、画像を右クリックし、コンテキストメニューから[ バスケットに追加 ]を選択します。

管理モードで、[編集 ]＞ [バスケットに追加 ]をクリックします。

表示モードで、Control―Bを押します。
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画像バスケットから画像を削除するには:

1つまたは複数のファイルを削除するには、対象ファイルを右クリックして [バスケットより削除 ] を選択します。または、画像を選択して[削
除 ]を押します。

すべてのファイルを削除するには、画像バスケットを右クリックして、[ バスケットを空にする]を選択するか、[ バスケットを空にする]ボタンを

押します。

外部エディタを設定する

多数の画像エディタの中から、ACDSee Photo Studio for Mac 既定の画像エディタを指定することが ACDSee Photo Studio for
Mac できます。次に、ACDSee内から、外部の編集用アプリケーションを使って画像を開くことができます。

ACDSeeで外部エディタを設定するには:

1. 管理モードで、[ツール]＞ [外部エディタ] ＞ [エディタの設定]をクリックします。

2. [写真エディタの設定 ] ダイアログボックスにある [追加 ] ボタンをクリックします。

3. ハードディスク上で、画像編集アプリケーションが格納されているフォルダを参照します。

4. 編集アプリケーションを選択します。

5. [開く]をクリックします。

6. [名前 ]フィールドにエディタ名を入力し、[OK]をクリックします。

7. [OK]を押します。

画像エディタを管理するには:

1. [写真エディタの設定 ] ダイアログボックスの [エディタ]一覧から、変更したいアプリケーションを選択します。

2. 次のいずれかを実行します。

エディタの一覧に表示されているアプリケーションの保存先、またはアプリケーション名を変更するには、[編集 ]をクリッ

クします。アプリケーションの場所と名前を設定し、[OK] をクリックします。

ACDSeeの既定の外部エディタとしてアプリケーションを設定するには、[既定に設定 ] をクリックします。

アプリケーションが一度に複数の画像をサポートするかどうかの設定は、[複数画像のサポート] チェックボックスをオン

またはオフにします。

一覧からアプリケーションを削除するには、[削除 ]をクリックします。

3. [OK] をクリックして変更内容を適用し、ACDSeeに戻ります。

外部の画像エディタで画像を開くには:

1. 管理モードまたは表示モード内で、外部エディタで開きたい画像を選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

[ツール] ＞ [外部エディタ] ＞ [既定の外部エディタ] をクリックするか、エディタの名前を指定します。

[ファイル一覧 ]ツールバーで、[ 外部エディタ]ボタンをクリックし、[ 既定の外部エディタ]を選択するか、ドロップダウン

メニューからエディタの名前を選択します。 あるいはControl―Option―Kキーを押します。
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インポート

ACDSee Photo Studio 6でファイルをインポートする

カメラまたはデバイスからファイルをインポートするには:

1. 管理モードで、インポート ボタンをクリックし、[デバイスの名前]を選択します。

2. 複数のカメラまたは大容量記憶装置が接続されている場合は、ポップアップメニューからデバイスを選択します。

3. 下の表にあるオプションから選択します。

4. 選択したあと、チェック項目をインポートをクリックして選択したファイルをインポートします。

サムネイルペインオプション

選択 [選択 ] をクリックしてこれからインポートする大容量記憶装置のフォルダを

選択します。

すべて選択 [すべて選択 ] をクリックしてすべてのサムネイルを選択します。

すべて選択を解除 [すべて選択を解除 ] をクリックしてすべてのサムネイルの選択を解除しま

す。

サムネイル拡大 プレビューペインのスライダを使って、サムネイル表示を拡大したり縮小したり

できます。

インポートオプション

インポート先 ポップアップリストからインポートするファイルの保存先を選択します。

サブフォルダ内に保存 日付入りのサブフォルダを選択し、その中にファイルを保存するには、このオ

プションを選択します。データ形式を選択します。

既存ファイルの置き換え このオプションを選択すると、選択したフォルダ内の既存のファイルへ上書き

します。

一括プリセットを実行 このオプションを選択すると、ファイルをインポート後、自動で一括プリセット

を実行します。ドロップダウンリストからプリセットを選択します。

名前の変更 このオプションを選択すると、インポートしたファイル名を変更できます。名前

のフィールドにトークンをドラッグし、希望の順番に調整します。プレビューが

下に表示されます。

[ ファイル]＞ [ インポート] をクリックして、管理モードからファイルをインポートします。

整理する

以下でファイルを整理、管理する ACDSee Photo Studio 6
参照および表示機能のほかに、ACDSee Photo Studio 6 には、画像やメディアファイルの整理や並べ替えに便利な管理ツールが搭

載されています。管理ツールには、複数のファイルを同時に変更や調整ができる一括処理ツール、カテゴリ、キーワード、カラーラベル、

重要度、大切な画像情報を保有するデータベースなどが含まれます。

ACDSee Photo Studio 6 はファイルのプロパティと画像情報をアクセスしやすい[プロパティ]ペインに表示し、メタデータとデータベースの

内容を含むファイル情報を直接追加、編集することができます。

[プロパティ]ペインが表示されていない場合、[表示 ]＞ [プロパティ]ペインをクリックして開きます。
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[整理]ペインを使用する

[整理 ]ペインは ACDSee Photo Studio 6 の中で最も便利なペインの1つで、ファイルの整理、検索や管理に必要なツールを数多く搭

載しています。

[整理 ]ペインが表示されていない場合、[表示 ]＞[整理]ペインをクリックして開きます。

すばやくファイルを見つけたいときは、[整理 ]ペインを利用しましょう。該当のカテゴリや重要度をクリックすると、それが割り当てられている

ファイルすべてを見ることができます。例えば、[整理 ]ペインのカテゴリにあるアルバムをクリックすると、[アルバム]というカテゴリを割り当てら

れた画像がすべて[ファイル一覧 ]ペインに表示されます。[ファイル一覧 ]ペインにそれまで表示されていた一覧に戻る場合は、戻るボタン

またはフォルダペインのフォルダをクリックします。[整理 ]ペインにあるイメージウェルを選択すると、データベースにあるカタログ化された画像

が ACDSee Photo Studio 6 表示されます。

カテゴリ

カテゴリは、ユーザーが覚えやすい、わかりやすい形でファイルを整理するためのものです。ファイルにカテゴリを適用しても、そのファイルが

フォルダから移動されたり、コピーが作成されることはありません。カテゴリはユーザーの希望にあわせてシンプルあるいは複雑に設定するこ

とができ、カテゴリの名前もユーザーが指定することができます。[ファイル一覧 ] ペインでファイルを選択して、割り当てたいカテゴリまでその

ファイルをドラッグします。ファイルがカテゴリに分類されると、カテゴリ別に検索および並べ替えができます。カテゴリが割り当てられているファ

イルには、ファイル一覧のサムネイル上に というアイコンが表示されます。カテゴリセットと呼ばれる関連カテゴリのグループを作成すること

もできます。カテゴリをイベントまたは関心のある領域に分割して、ワークフローを合理化することができます。カテゴリを管理する およびカ

テゴリと重要度を設定するを参照してください。

既定のカテゴリを Ctrl + クリックして、カテゴリを作成および削除、または名前を変更することができます。

[プロパティ]ペインのカテゴリを使って複数のファイルに複数のカテゴリを割り当てることもかんたんです。

重要度

該当の重要度をクリックすると、その重要度が割り当てられているファイルすべてを見ることができます。画像やファイルを[整理 ]ペインにあ

る重要度に直接ドラッグすれば、1 から 5 までの重要度を適用することができます。ファイルに複数の重要度を適用することはできません

のでご注意ください。重要度が適用されているファイルには、ファイル一覧のサムネイル上にその数字が表示されます。カテゴリと重要度を

設定するを参照してください。

カラーラベル

該当のカラーラベルをクリックすると、それが割り当てられているファイルすべてを見ることができます。ラベルセットを作成したら、[整理 ]ペイ

ンにあるラベルに直接ファイルをドラッグして、ラベルを割り当てます。ファイルに複数のラベルを適用することはできませんのでご注意くださ

い。ラベルが付いたファイルには、ファイル一覧のサムネイル上にそのカラーラベルが表示されます。ターコイズ色のラベルは、現在選択して

いるラベルセット以外のラベルが付いている、という意味です。カラーラベルを割り当てるを参照してください。

カテゴリ、ラベル、重要度を解除するには、Command + クリック を使います。

キーワード

キーワードはファイルを効率的に整理する方法の一つです。階層構造を利用してスマートに整理できます。右クリックのコンテキスト メ

ニューを使用してキーワードを管理するためのグループを使用できます。イメージをキーワードに直接ドラッグしてキーワードを付けます。関

連付けを保持する関連キーワードのグループを作成することもできます。これらはキーワードセットと呼ばれます。キーワードの詳細につい

ては、階層キーワードの作成と割り当てを参照してください。
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保存済み検索

今後の時間を節約するために、複雑な検索条件を保存できます。これらは、[整理 ]ペインの[保存済み検索条件 ]グループに保持され

ます。この領域では、再実行する検索を選択したり、不要な検索条件を削除したりすることができます。[保存済み検索条件 ]領域を

使用して、保存済み検索を新規作成することもできます。これは、スマートフォルダのように機能し、いつでもクリックして特定のファイルの

組み合わせを一度にすべて表示することができます。検索の保存を参照してください。

スペシャルアイテム

スペシャルアイテムを使用して、データベース内の全画像、カテゴリなしの画像などを素早く表示することができます。次のいずれかを選

択します。

イメージ ウェル:データベースにカタログ化されているすべての画像を ACDSee Photo Studio 6 表示します。画像コレクション

が非常に大きい場合、すべての情報を収集するのに数分かかることがあります。

埋め込み保留中 :データベースのデータが変更され、まだファイルに情報が埋め込まれていないすべてのファイルが表示されま

す。

カテゴリなし:データベース内にカタログ化されたファイルで、カテゴリに分類されていないものが表示されます。

キーワードなし:データベース内にカタログ化された画像で、ACDSeeキーワードが割り当てられていないものを表示します。

タグ:コンピュータ上に格納されているファイルで、タグの付けられているすべてのファイルが表示されます。

ビデオ:ACDSeeデータベース内でカタログ化されたすべてのビデオを表示します。ACDSeeでサポートされているビデオフォーマッ

トを検索します。ファイルコレクションが非常に大きい場合、すべての情報を収集するのに数分かかることがあります。

カレンダー

EXIF情報の付いた画像はカレンダーペインにある カレンダー の日付で管理されます。画像に関連付けられた日付を使って、画像やメ

ディアファイルを管理したり参照することができます。日付は年、月、日の順でリストされて、最新の日付が上に表示されます。年および

月はそれぞれ展開したり閉じたりできます。

カレンダーの日付をクリックすると、[ファイル一覧 ]ペインにリストされたこの日付に関係したファイルを見ることができます。日付や重要度、

カテゴリの組み合わせを Command + クリックすると、組み合わさった結果が表示されます。

対応する EXIF の日付がついた画像がない場合は、カレンダーに日付は表示されていません。

そのACDSee Photo Studio 6データベース

ファイルに重要度やカテゴリを設定すると、この情報は ACDSee Photo Studio 6 データベースに保存されます。データベースでは、情報

は特定のファイルと常に関連付けられています。[プロパティ]ペインを使用 して、キャプションやキーワードなどを ACDSee Photo Studio
6 データベースに追加することも可能です。時間をかけてカテゴリやキーワード、注記などを適用すると、ファイルの検索や整理が楽になり

ます。

イージーセレクト インジケータ

イージーセレクト インジケータは、[フォルダ]ペインと[整理 ]ペインの左側にある矢印です。イージーセレクト インジケータを使用して複数

のフォルダを選択し、[ファイル一覧 ]ペインにそれらの内容を表示することができます。[整理 ]ペインでは、イージーセレクト インジケータを

使用して、カテゴリ、重要度、カラーラベルの組み合わせを選択することもできます。例えば、重要度1の付けられている画像で [人物 ]
カテゴリが適用されているすべての画像など、ユーザーの希望する組み合わせで表示することができます。

イージーセレクト インジケータを使用するには:
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フォルダペインまたは[整理 ]ペインで、表示したい各項目の左にあるインジケータを選択します。選択されるとインジケータの方向が変わ

りますので、項目を確認することができます。

カテゴリや重要度、またそれらのコンビネーションを選択し、条件に一致するファイルがない場合、空白のサムネイルと共にファイル一覧に

メッセージが表示されます。ファイルを含んだフォルダに素早く戻るには、[戻る] をクリックします。

カテゴリを管理する

[整理 ]ペインと[プロパティ]ペインを使ってカテゴリを新しく作成、カテゴリ名を変更、削除、移動することができます。

[整理]ペインでカテゴリを作成して管理するには:

[整理 ] ペインで、以下のいずれかを実行します。

カテゴリを作成するには、Ctrl + クリックして 新規カテゴリを選択します。新規カテゴリ名を入力しEnterキーを押します。

カテゴリを別の場所に移動するには、カテゴリをクリックして新規の場所にドラッグします。

カテゴリを編集するには、Ctrl + クリックして カテゴリの編集を選択します。カテゴリ名を編集します。

カテゴリを削除するには、control + クリックして 削除を選択します。

サブ カテゴリを作成するには、リストからトップ階層 (または親となる)カテゴリを選択します。Ctrl + クリックして、新規サブカテゴリ

を選択したらサブカテゴリ名を入力します。

カテゴリを[プロパティ]ペインで 作成、管理するには:

[プロパティ]ペインで、次のいずれかの操作を行います。

カテゴリを作成するには、カテゴリヘッダをクリックしたら ボタンをクリックし、カテゴリ名を入力します。

サブカテゴリを作成するには、一覧からトップ階層を選択します。 ボタンをクリックして、サブカテゴリの名前を入力します。

カテゴリを別の場所に移動するには、カテゴリをクリックして新規の場所にドラッグします。

カテゴリを編集するには、カテゴリ名をダブルクリックします。Returnキーを押して変更を適用します。

カテゴリを削除するには、そのカテゴリを選択して ボタンをクリックします。

カテゴリセットを作成する

カテゴリセットと呼ばれる関連カテゴリのグループを作成することができます。カテゴリをイベントまたは関心のある領域に分割して、ワークフ

ローを合理化することができます。

カテゴリセットを作成するには:

1. [整理 ]ペインの上部にある[カテゴリセット]グループで、[カテゴリ設定 ]ボタン をクリックし、ドロップダウンメニューから[新しい

カテゴリセット]を選択します。

2. 関連するカテゴリを入力フィールドに入力します。サブカテゴリには、A|B|Cのようにパイプキーを使用するか、child<parentの
ようにを使用します。

3. [保存 ]ボタンをクリックします。

カテゴリセットからカテゴリを割り当てるには:

1 つ以上のファイルを選択してカテゴリセットのボタンをクリックします。そのカテゴリが選択したファイルに割り当てられます。現在選択されて

いるファイルに割り当てられているカテゴリはボタンテキスト色が変化し、現在選択されているファイルの一部 (すべてではない)にのみ割り

当てられている場合は斜体で表示されます。

カテゴリセットを管理するには:
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カテゴリセットを切り替えるには、[カテゴリ設定 ]ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから目的のカテゴリセットを選択します。

選択したカテゴリセットを編集するには、[カテゴリ設定 ]ボタンをクリックして、[カテゴリセット]の編集を選択します。

選択したカテゴリセットの名前を変更するには、[カテゴリ設定 ]ボタンをクリックし、[カテゴリセット]の名前変更を選択します。

選択したカテゴリセットを削除するには、[カテゴリ設定 ]ボタンをクリックして、[カテゴリセット]の削除を選択します。

カテゴリと重要度を設定する

ファイルを移動したり、コピーを作成することなく、ファイルに重要度やカテゴリを適用することが可能です。

[管理 ] モードで [プロパティ]ペインまたは [整理 ]ペインが表示されていない場合は、[表示 ]から[プロパティ]または[表示 ]か
ら[整理 ]を選択します。

カテゴリの作成の仕方については、カテゴリを管理するのページを参照してください。

[整理 ]ペインで カテゴリと重要度を設定および検索する

[整理 ]ペインでは、カテゴリと重要度を適用したり、それらを元に検索することができます。

[整理]ペインでファイルにカテゴリと重要度を設定するには:

1. [管理 ] モードで、選択されたファイルを、[整理 ]ペインのカテゴリまたは重要度上にドラッグします。

2. [表示 ] モードで次のいずれかの操作を行います。

[編集 ]から[カテゴリ]をクリックして、ファイルに設定したいカテゴリをクリックします。

[編集 ]から[重要度 ]をクリックして、ファイルに設定したい重要度をクリックします。

[整理]ペインでカテゴリまたは重要度から検索するには:

カテゴリの名前、または重要度の数字をクリックするだけで、適用されているすべてのファイルがファイル一覧に表示されます。

[プロパティ] ペインでカテゴリと重要度を設定する

[プロパティ] ペインからもカテゴリと重要度を設定する方法が用意されています。

[プロパティ]ペインでファイルに重要度を設定するには:

1. [ファイル一覧 ]ペインでカテゴリを設定したいファイルを選択します。

2. [プロパティ]ペインで、ACDSeeメタデータタブを選択します。

3. 重要度を選択します。

[プロパティ]ペインでファイルにカテゴリを設定するには:

1. [ファイル一覧 ]ペインでカテゴリを設定したいファイルを選択します。

2. [プロパティ]ペインで、ACDSeeメタデータタブを選択します。

3. カテゴリリストから1つ以上の画像を選択します。
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ファイルからカテゴリや重要度を削除する

元のファイルを移動したり削除したり、同じカテゴリや重要度が割り当てられた他のファイルを変更することなく、カテゴリまたは重要度から

ファイルを削除することができます。

ファイルからカテゴリや重要度を削除するには:

1. [ファイル一覧 ] ペインでカテゴリ、または重要度を削除したいファイルを選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

ファイルを、[整理 ]ペインの [重要度なし] にドラッグします。

[整理 ]または[プロパティ]ペインのカテゴリを選択解除します。

[プロパティ] ペインの重要度右横の x をクリックします。

カラーラベルを割り当てる

カラーラベルを使用すると、画像を色分けして、どのような処理をするべきかが一目でわかるようになります。ワークフローの段階別に、異

なる色を使い分けて ください。例えば、写真をチェックしている際に、アップロード、印刷、却下、再チェック、シャープネスをかける等、これ

からするべき処理を色で分類します。ファイルにカラーラベルを適用した後は、[整理 ]ペインでその色のラベルをクイックするだけで素早くそ

のラベルの画像をすべて表示します。

カラーラベルを[フィルタ]メニューと組み合わせて使用して、画像一覧を絞り込むこともできます。カラーラベルはタグ付けやカテゴリ、重要

度などと同様に、写真を別のフォルダに移動することなく整理、グループ化することができます。

[管理 ] モードで [プロパティ]ペインまたは [整理 ]ペインが表示されていない場合は、[表示 ]から[プロパティ]または[表示 ]か
ら[整理 ]を選択します。

カラーラベルセットを作成する

ラベルセットを作成することにより、指定のラベルの選択、割り当てが素早く行えます。ラベルセットが利用できると、ワークフローに対応し

た適切なラベルを画像に割り当てることができます。

カラーラベル セットを作成するには:

1. [整理 ]ペインで、[ラベル設定 ]ボタンをクリックし、[新しいラベルセット]を選択します。

2. 新しいラベルセットの名前を入力します。

3. ラベルの名前を入力しOKをクリックします。

作成したカラー ラベルセットは [整理 ] ペインでラベル設定ボタンをクリックし、ドロップ ダウン リストから選択できます。カラーラ

ベルを割り当てる前に、正しいラベルセットを選択していることをご確認ください。

ターコイズ色のラベルは現在のラベルセット以外のラベルの付いたファイルという意味です。

カラーラベルを割り当てる

次の場所からカラーラベルを割り当ることができます:

[整理 ]ペイン

[プロパティ]ペイン



ACDSee Photo Studio for Mac

Page 25 of 93

管理および表示モードの編集メニュー

コンテキスト メニュー

キーボード ショートカット

ACDSee Photo Studio 6 は、XMP を使用して ACDSee メタデータを各ファイルに埋め込みます。XMP に対応しているのは

一部のフォーマット、拡張子のみです。GIF、JPEG、DNG、PNG、TIF は対応しています。これらのファイルフォーマットの場

合、ACDSee メタデータはファイル内部に埋め込まれますので、名前を変更したり、ファイルを ACDSee Photo Studio 6 の外

へ移動しても ACDSee メタデータは抽出可能です。現時点で XMP をサポートしていない RAW、PSD、ABR の場合、

ACDSee メタデータは、サイドカー ファイルに書き込まれ、同じフォルダに保存されます。

[整理] ペインでファイルにカラーラベルを割り当てるには:

[管理 ] モードで、選択したファイルを、[整理 ] ペインのカラーラベルにドラッグします。

[プロパティ]ペインでファイルにカラーラベルを割り当てるには:

1. [ファイル一覧 ]ペインでカラーラベルを割り当てるファイルを選択します。

2. [プロパティ] ペインのドロップダウンメニューから ACDSee メタデータを選択します。

3. ラベルのドロップダウンメニューからラベルを選択します。

管理および表示モードの編集メニューでカラーラベルを割り当てるには:

[編集 ]から[ラベル]をクリックしてラベルを選択します。

コンテキスト メニューでカラー ラベルを割り当てるには: 

ファイルを Ctrl + クリックし、[ラベル] をクリックしてラベル名を選択します。

キーボード ショートカットを使用してカラーラベルを割り当てるには: 

キーボード ショートカットで 7 つのカラーラベルを割り当てることができます。Ctrl + 0 でラベルをクリアします (Ctrl の代わりに

Cmd を使う以外は、重要度のショートカットと同じです)。

ラベルが割り当てられた画像を検索する

データベース内でラベルが割り当てられた画像をすべて検索するには:

[整理 ]ペイン内のカラーラベルをクリックし、[ファイル一覧 ]ペイン内で該当するファイルを表示します。

クイック検索を使用します。

Commandを押しながら[整理 ]ペイン内のカラーラベルを1つ以上クリックし、[ファイル一覧 ] ペイン内で該当するラベルをすべ

て表示します。
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[フィルタ]メニューのオプションを使用すると、参照しているフォルダ内で、すべてのカラーラベル付き画像または特定の色に割り

当てられた画像を見つけることができます。

カラーラベルとカラーラベルセットを削除する

ファイルからカラーラベルを削除するには:

1. [ファイル一覧 ]ペインでカラーラベルを削除したいファイルを選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

選択したファイルをCtrl + クリックして、[ラベル]＞ [ラベルなし]をクリックします。

選択したファイルを [整理 ]ペイン内の [ラベルなし] にドラッグします。

ラベルセットを削除するには:

1. [整理 ]ペインで、[ラベルセット] ボタンをクリックし、[ラベルセットの編集 ]を選択します。

2. [ラベルセット] ドロップダウンリストから削除したいラベルを選択します。

3. 削除ボタン(–)をクリックします。

[プロパティ]ペインを使用する

[プロパティ]ペインには選択したファイルのメタデータが表示されます。メタデータには、カメラ撮影時の EXIF メタデータや、自分で自由に

情報を追加できる IPTC メタデータフィールドなどが含まれます。

[プロパティ]ペインを開くには

管理モードあるいは表示モードで、[表示 ]＞ [プロパティ]ペインをクリックします。

[プロパティ]ペインは、管理モードでも表示モードでも、既定レイアウトとして画面の右側に表示されます。

[プロパティ]ペインの構成

[プロパティ]ペインのポップアップには、次のオプションがあります:

ACDSee メタデータ:[整理 ]ペインで設定した日付とその他の情報を表示します。ACDSee メタデータフィールドには、キャプ

ションをはじめ、作者、ラベル、重要度、タグ、注記、キーワード、カテゴリなど写真に付与したい情報を入力することができま

す。[整理 ]ペインでも、カテゴリや重要度、ラベルを定義することができます。ACDSee メタデータはファイルに埋め込まれず、

データベース内に保存されます。この情報を埋め込むには、[ ツール]＞ [メタデータ]＞ [選択されたファイルに ACDSee メタ

データを埋め込む...]をクリックするか、[ツール]＞ [メタデータ]＞ [全ファイルに ACDSee メタデータを埋め込む...]をクリックし

ます。

ファイル：ファイルにはサイズやファイルの種類などをはじめとする基本的なファイル情報が表示されています。他にも、Spotlight
コメントを入力するフィールドもあります。

EXIF: [EXIF]データフィールドには、シャッター速度、カメラの機種、GPS情報など、カメラによって作成された情報が表示され

ます。

IPTC Core:[IPTC] データフィールドには、説明、作者、著作権など、写真に関する情報を入力し保存することができま

す。この情報は自動的に画像に埋め込まれます。

IPTC IIM (Legacy)

IPTC拡張



ACDSee Photo Studio for Mac

Page 27 of 93

新しいプロファイルの作成 :[新しいプロファイルの作成 ] オプションで、オリジナルのカスタム[プロパティ]ペインを作成して、表示

したいプロパティだけを表示することができます。

詳しくは、「メタデータを追加するには」をご一読ください。

カスタムプロパティペインを作成するには:

1. [プロパティ] ペインのポップアップメニューから新しいプロファイルの作成を選択します。

2. 新しいプロファイル名をプロファイル名フィールドに入力します。

3. 新しいプロファイルで表示したいプロパティの横にあるチェックボックスにチェックを入れます。

4. 適用をクリックします。

[プロパティ] ペインのポップアップメニューに作成した新しいプロファイルが表示されます。

自動切り替えによる参照とカタログ化

自動切り替えを使えば、タグ、重要度、ラベル、カテゴリ、またはキーワードを追加しながら画像をシームレスに移動できます。管理および

表示モードで自動切り替えを使用できます。

管理モードで自動切り替えをオンにするには:

[ファイル一覧 ]ツールバーの下部にある[ 自動切り替え]ボタンを切り替えるか、Control―Qを押します。

自動切り替えを使用するには:

自動切り替えが有効になっている場合、タグ、重要度、カラーラベル、キーワード、またはカテゴリを画像に追加または消去すると、[ファイ

ル一覧 ]ペインの次の画像に進み、メタデータの追加を続行できます。これは、キーボードから手を離さずにフォルダ全体を整理できるた

め、キーボードショートカットと組み合わせると特に便利です。

自動切り替えを起動する適用されたメタデータのタイプを選択するには、自動切り替えオプションの設定を参照してください。

キーワードとカテゴリは既定で無効になっています。

管理モード

管理モードで、次のキーボードショートカットを適用すると、自動切り替えを最大限に活用で

きます。
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\ タグ

Control―7 グレーのカラーラベル

Control―6 紫のカラーラベル

Control―5 青のカラーラベル

Control―4 緑のカラーラベル

Control―3 黄色のカラーラベル

Control―2 オレンジのカラーラベル

Control―1 赤のカラーラベル

Control―0 カラーラベルを削除する。

Command―5 重要度5

Command―4 重要度4

Command―3 重要度3

Command―2 重要度2

Command―1 重要度1

Command―0 重要度を削除

キーワードとカテゴリ

キーボードショートカットと自動切り替えを組み合わせて、画像にキーワードとカテゴリを追加するプロセスを合理化することができます。

キーワード

[プロパティ]ペインでキーワードを作成することができます。[Enter]キーを押すと、自動切り替えで次の画像に移動します。複数のキー

ワードを一括で追加し、カンマで区切ることができます。キーボードから手を離さずに、すべての画像の処理を続行できます。

カテゴリ

[プロパティ]または[整理 ]ペインで、目的のカテゴリのチェックボックスをオンにしてカテゴリを画像に追加し、自動切り替えで次の画像に移

動します。

表示モード

表示モードで自動切り替えをオンにするには:

下部のツールバーで、自動切り替えボタンを切り替えるか、Control―Qを押します。

表示モードで自動切り替えを使用するには:

1. [表示 ]＞ [プロパティ]ペインを選択します。

2. [ACDSeeメタデータ]タブで、重要度、カラーラベル、タグ、カテゴリ、またはキーワードを追加し、自動切り替えでフィルムストリッ

プの次の画像に進み、メタデータの追加を続行できます。
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マップペインを使用する

マップペインを使用して写真に撮影場所の情報を追加することができます。場所の情報はいつでも呼び出し、表示することができます。

マップを使って、ファイルのグループを選択して次のワークフローに移ったり、写真を選択して表示モードで表示したりします。

マップペインに表示されるファイルの場所は、ファイルのプロパティに含まれている緯度と経度の情報に基づいています。ジオタグ機能を

持ったカメラを使っている場合、地理的な位置がマップ上に自動伝達されます。また、マップ上に直接ファイルをドラッグして[すべて保存 ]
ボタンを押すと、座標を追加することができます。

ジオタグの付いている画像は、マップ上にピンで表示されます。マップ上のピンをクリックして、地理的な場所の範囲にあるファイルを選択

し、表示したり処理したりすることができます。

マップに追加できるファイルフォーマットは次のとおりです。JPG、TIFF、RAW、DNG および PNG。

ACDSeeは、ジオタグを含むファイル情報を、ファイルを参照する際、データベースに自動追加します。ファイルの数が多い場合

には、まずファイルをカタログ化すると、マップ上のピンの読み込み時間を短縮することができます。ファイルをカタログ化するには、

[ツール]から[フォルダをカタログ化 ]をクリックします。

マップ ペインを開くには:

管理モードで、[表示 ]＞ [マップ] (Control―Shift―M)をクリックします。

マップペインは、管理モードで[ファイル一覧 ]ペイン上に表示されます。

管理モードで、キーボードショートカットControl―Shift―Mを使用して、マップのオン/オフを切り替えることができます。

ドラッグしてマップにファイルを追加するには:

1. 管理モードで、1 つまたは複数のファイルをマップにドラッグします。

2. マップの左上端にある[すべて保存 ]をクリックします。

ジオタグ付き画像は、次のアイコンで示されます。

マップからピンの場所を削除するには:

ジオタグの付けられている画像サムネイルを右クリックし、[マップ]＞ [マップから削除 ]を選択します。

マップ上でジオタグ付きの画像を表示するには:

ジオタグの付きの画像サムネイルを右クリックし、[マップ]＞ [マップで表示 ] を選択します。または、ジオタグ付き画像を選択して、

Control―Shift―Vを押します。

場所を検索するには:

特定の場所を検索するには、マップ ペインの右上に表示されている場所を検索フィールドに名前やランドマークを入力します。

場所、ズーム、マップの種類を規定に設定するには:

1. マップ上で希望する場所を表示し、希望するズームレベルに調整して、マップの種類 (地図または航空写真 ) のいずれかを選

択します。

2. [ツール]＞ [マップ]＞ [既定のマップ位置に設定 ]をクリックします。

注意 :マップは現在選択されているファイル一覧の内容に反映されます。ファイル一覧内に、既定設定とは異なる場所にマッ

プされている画像が含まれている場合には、その場所が表示されますのでご注意ください。

特定の場所にパンしてズームするには、マップ検索フィールドに場所の名前を入力してEnterキーを押します。
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逆ジオコード (逆ジオコーディング):

逆ジオコード コマンドを使うと、特定の IPTC フィールドに場所の情報を保存することができます。含まれる情報 :国、国別コード、州 /
県、場所。

1. 管理モードで、1 つまたは複数のファイルをマップにドラッグします。

2. マップの左上端にある[すべて保存 ]をクリックします。

3. 逆ジオコードボタンをクリックすると、場所の情報をプレビューできます。

4. [保存 ]をクリックすると、これらの情報を選択された画像の IPTC フィールドに保存します。

複数の異なる場所の画像が選択されている場合は、それらのうちの一つのみが使用されます。

マップペインを使用したワークフロー

特定の場所の画像がすべて選択されている状態で、次のようなワークフローを実行することが可能です。

現像モードを開いて、この選択をまとめて処理します。

[一括 ]ツールを使用して、場所が同じ画像に同じ設定を適用します。

[表示 ]から[スライドショー] をクリックして、同じ場所の写真をスライドショーとして表示したり、提示したりします。

ピンの凡例

ジオタグの場所を示します。

このエリアに複数のジオタグの場所があることを示します。(場所を拡大表示する)

選択されたジオタグの場所を示します。

任意の色のピンにドットがある場合、画像の場所が保存されていないことを示します。

メタデータをファイルに追加する

IPTC および ACDSee Photo Studio メタデータを使って画像に情報を追加することができます。IPTC情報は画像に自動的に埋め込ま

れる情報である一方、ACDSee Photo Studio メタデータはファイルに埋め込んだり、データベースに格納したりすることができます。

メタデータの入力や編集は、画像を処理する前に行うようにお勧めします。[オリジナルに戻す] コマンドを使用すると、処理前にメタデー

タを入力していない限り、(RAW画像の場合を除き)その情報が失われてしまうためです。

CD-ROM のような読み取り専用メディア上のファイルには、IPTC情報、EXIF情報を設定することはできません。

[プロパティ]ペインが表示されていない場合は、[ 表示 ]から [プロパティ]を選択します。

HEICファイルの場合、ACDSeeがサイドカーファイルにメタデータを書き込むとき、HEICファイルと同じフォルダ内に含まれている

非表示のサブフォルダに保存されます。非表示のサブフォルダの名前は[Originals(オリジナル)]です。

1つ以上のファイルにメタデータを追加するには:
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1. 管理モードで、1 つ以上のファイルを[ファイル一覧 ]ペインで選択します。

2. [プロパティ]ペインで、ポップアップメニューから、ACDSee メタデータまたはIPTCを選択します。

3. メタデータフィールドに情報を入力します。

4. [適用 ]をクリックするか、Enterキーを押して変更を適用します。

[管理 ] モードで [適用 ] をクリックするか Enterキーを押すと、フォーカスが[ファイル一覧 ]ペインに戻ります。そのため、キー

ボードを使って別のファイルを選択しやすくなります。

[プロパティ]ペインキーワード ショートカット

このショートカットには 以下の結果が得られます

Tab フィールドからフィールドへ、フォーカスを前に移動します。

Ctrl + Tab フィールドからフィールドへ、フォーカスを後ろに移動します。

ENTER 変更を適用します。

Esc 変更を破棄します。

メタデータをコピー& 貼り付け

ファイルから GPS、IPTC、および ACDSee メタデータをコピーして、別のファイルへ貼り付けることが簡単にできて便利です。

メタデータをコピーするには:

1. 管理モードでファイルを選択し、次のいずれかを実行します。

ツール＞ メタデータ ＞コピー に移動します

右クリックして [メタデータ]＞ [コピー]を選択します。

2. [メタデータをコピー] ダイアログボックスで、コピーしたいメタデータにチェックを入れます。

3. コピーを押します。

メタデータを貼り付けるには:

1. 管理モードでファイルを選択し、次のいずれかを実行します。

ツール＞ メタデータ ＞ペーストに移動します

右クリックして [メタデータ]＞ [ペースト]を選択します。

階層キーワードの作成と割り当て

ファイルにキーワードを設定し、キーワードを階層構造でグループ管理することができます。[プロパティ]ペインを選択すると、キーワードの

作成、名前の変更、削除、移動を行うことができます。

キーワードを管理するには:

1. 管理モードでファイルを選択したら、[ファイル一覧 ]ペイン右側にある プロパティペインを開きます。

2. [プロパティ]ペインのドロップダウンメニューから、ACDSee メタデータを選択します。

3. キーワードグループで、フィールドにキーワードを入力し、Enter を押します。

1つまたは複数のファイルにキーワードを割り当てるには:

以下のいずれかの操作を行います。
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1 つ以上のファイルを選択し、キーワードのチェック ボックスを有効にする。

1 つ以上のファイルを選択し、ファイルをキーワードにドラッグする。

階層を作成するには:

キーワード フィールドで、より具体的なキーワード < より幅広い一般的なキーワード、のように記述します。

例 :

フクロウ < 鳥

または

フクロウ<鳥

または

マドリード < スペイン < ヨーロッパ

または

マドリード<スペインヨーロッパ

もちろん逆の階層を作成することもできます。より包括的なキーワードを最初に設定し、次にパイプ キー ( l ) を入力します。

ヨーロッパ | スペイン | マドリッド

または

ヨーロッパ|スペイン|マドリッド

1 つのファイルに複数のキーワードを割り当てる場合、複数のキーワードをカンマで区切ってください (階層を作りません)。

キーワードを管理する:

ファイルからキーワードの割り当てを解除するには、キーワード横のチェックボックスのチェックを外してください。

名前を変更するには、キーワードを右クリックで選択して編集します。

キーワードを削除するには、キーワードを選択し、キーワードグループの上にある(-)マークをクリックしてください。

キーワード ツリーを編集するには、キーワードをドラッグして別の部分に移動します。

[整理]ペインでキーワードを割り当てる:

[整理 ]ペインでもキーワードの作成と管理が行えます。[整理 ]ペインのキーワードセクション

キーワードを追加するには(+)を押してキーワードを入力するか、または右クリックして新規キーワードを選択します。

キーワードツリー内に直接キーワードを追加するには、親キーワードにする既存のキーワードを選択してください。右クリックして、

[新規サブキーワード ] を選択します。

キーワードを 1 つ以上の画像へ割り当てるには、画像を選択したらキーワードを右クリックして、選択したアイテムへ割り当てる

を選択します。

割り当てたキーワードを解除するには、キーワードの横のチェックボックスのチェックを外すか、またはキーワードを右クリックして、

選択したアイテムから取り除く を選択します。

キーワードを編集するには、右クリックをしてキーワードの編集 を選択します。

キーワードを削除するには、右クリックをして削除を選択します。

キーワードセットを作成する

キーワードセットを使用して、関連性を保持する関連キーワードのグループを作成することにより、整理ができ、ワークフローを合理化する

ことができます。階層構造の中に埋もれてしまわないので、キーワードに簡単にアクセスできます。複数のグループを作成し、その時々に
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閲覧している写真に適したグループを切り替えて使うことができます。ACDSeeには、使用できるさまざまなキーワードセットが最初から組

み込まれています。これらのキーワードをツリーに追加することも可能です。

キーワードセットからキーワードを割り当てるには:

1 つ以上のファイルを選択し、キーワードをクリックします。

キーワードセットを作成するには:

1. [整理 ]ペインの[キーワードセット]グループで、ドロップダウンメニューから[新しいキーワードセット] を選択します。

2. 関連キーワードまたは頻繁に使用するキーワードを空いているフィールドに入力できます。フィールド内に階層を作成するには、

A|B|Cのようにパイプキーを使用するか、child<parentのように記号を使用します。

3. セットの名前を入力します。

4. [OK]をクリックします。ファイルを選択したら[キーワードセット]セクションから適切なキーワードをクリックして、セットからキーワー

ドを適用します。キーワードがツリーに追加されます。キーワード セットに階層を指定した場合、親キーワードがツリーに表示さ

れ、子はその下に格納されます。現在選択されているファイルに割り当てられているキーワードは、表内のキーワードテキストの

色が変化し、現在選択されているファイルの一部 (すべてではない)にのみ割り当てられている場合は斜体で表示されます。

キーワードのインポートとエクスポート

他のユーザーからACDSeeにキーワードをインポートすることができます。キーワードをエクスポートして共有することもできます。キーワード

は、.txtファイルとしてインポートおよびエクスポートされます。

Adobe®Lightroom®のキーワードをインポートすることができます。

キーワードのエクスポート:

1. ツール＞ メタデータ ＞ キーワードのエクスポートを選択します。

2. キーワードファイルの場所を参照します。

3. キーワードファイルの名前を入力します。

4. キーワードの識別に役立つタグを入力します。

5. 保存を押します。

キーワードをインポート:

1. ツール＞ メタデータ ＞ キーワードのインポートを選択します。

2. キーワードファイルの場所を参照します。

3. ファイルを選択して、選択を押します。ファイル内のキーワードはACDSeeキーワードツリーにロードされ、アルファベット順に一覧

表示されます。重複したキーワードは結合されます。

ファイルにSpotlightコメントを追加する

ACDSee Photo Studio では複数のファイルに一度に Spotlight コメントを追加することができます。Spotlightコメントをファイルに追加

すると、ACDSee Photo Studio以外のアプリケーションでも、Spotlight検索を用いてファイルをすぐに見つけることができます。このフィー

ルドは既定で非表示になっています。Spotlightコメントを有効にするには、メタデータの環境設定を参照してください。

Spotlight コメントを追加するには:

1. 管理モードでファイルを選択します。

2. [プロパティ]ペインをクリックして、ポップアップメニューから[ファイル]を選択します。

3. [Spotlightコメント]フィールドにキーワードまたはコメントを入力します。
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Command+スペースキーを押してSpotlight検索を開きます。

カスタムプロパティペインを作成する

カスタムプロパティペインを 作成して、頻繁に使うメタデータだけを表示することもできます。

カスタムプロパティペインを作成するには:

1. [プロパティ]ペインのポップアップメニューから、[ 新しいプロファイルの作成 ]を選択します。

2. 新しいプロファイル名をプロファイル名フィールドに入力します。

3. 新しいプロファイルで表示したいプロパティの横にあるチェックボックスにチェックを入れます。

4. 適用をクリックします。

管理モードまたは表示モードに[プロパティ]ペインが表示されていない場合、[表示 ]＞ [プロパティ]ペインをクリックして開きま

す。

画像をコピーする

画像をコピーして他のフォルダへ貼り付けることが、ACDSee Photo Studio内で可能です。コピーコマンドを利用すれば、ファイルのデータ

ベース、ファイル、EXIF、IPTC情報をコピーすることもできます。

画像をコピーするには:

1. [管理 ] モードで、コピーしたい画像を選択します。

2. [ 編集 ]＞ [コピー]をクリックするか、Command―Cを押します。

3. 画像を貼り付けたいフォルダを参照したら、[編集 ]＞[ペースト]または Command―V を押します。

ファイルをコピーまたは移動する

ハードディスク上にあるファイルやフォルダの位置を変更したり、重複ファイルの取扱い方法を指定することができます。ファイルの移動に

ACDSee Photo Studio 6 を使用する場合、そのファイルと関連付けられているあらゆるデータベース情報も新しい場所にコピーされま

す。

管理モードでファイルをコピーまたは移動するには:

1. [ファイル一覧 ]ペインでファイルを 1 つ以上選択し、次のいずれかの操作を実行します。

Ctrl + クリックで フォルダにコピーまたはフォルダに移動を選択します。

[ファイル]＞ [フォルダにコピー]または[ フォルダに移動 ]をクリックします。

2. 参照をクリックして、ファイルをコピーまたは移動したいフォルダを選択します。

3. [場所をショートカットに保存する]チェックボックスにチェックを入れて、フォルダの場所を保存します。ここで指定した場所が次回

[フォルダにコピー]また [フォルダへ移動 ]を選択するときに表示されますので、よりすばやく保存先を選択できます。

4. [コピー]または[移動 ]をクリックします。

ファイルを保存する

ファイルは別のフォルダへ保存したり、別のフォーマットや質で保存することができます。
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ファイルを保存するには:

1. 管理モードで、[ファイル一覧 ]ペインからファイルを選択します。

2. [ファイル]＞ [名前を付けて保存 ]をクリックします。

3. [名前を付けて保存 ] ダイアログで、ファイル名を入力します。

4. ファイルを保存する場所を選択します。

5. お好みのカラープロファイル、フォーマット、品質を選択します。

6. [保存 ]をクリックします。

ファイルまたはフォルダを貼り付ける

ファイルをコピーまたは切り取って、データベースを失うことなく別のフォルダに貼り付けることができます。

ファイルやフォルダをコピー & 貼り付けするには:

1. 管理モードで、ファイル一覧ペインまたはフォルダペインから 1 つ以上のファイルまたはフォルダを選択します。

2. [編集]＞ [コピー]をクリックします。

3. フォルダペインを使って、新しい場所にフォルダを指定します。

4. [[編集 ]＞[ペースト] を選択し、新しい場所にファイルまたはフォルダを貼り付けます。

フォルダの作成と削除

管理モードで、ファイルを整理するためにフォルダの作成および削除ができます。

フォルダを作成するには:

1. [管理 ] モードで次のいずれかの操作を行います。

[ファイル]＞ [新しいフォルダ]を選択します。

フォルダペインの下方に位置する[追加 ]ボタン をクリックします。

2. 新規フォルダの名前を入力しRETURNキーを押します。

フォルダを削除するには:

[管理 ] モードで次のいずれかの操作を行います。

ファイル一覧にあるフォルダを Ctrl + クリックして、ゴミ箱に入れるを選択します。

フォルダペインの下方に位置する[マイナス]ボタン をクリックします。

ファイル名やフォルダ名を変更する

[フォルダ] ペインまたは[ファイル一覧 ] ペインでは、ハードディスク上にあるファイルまたはフォルダの名前を変更することができます。

管理モードでファイル名またはフォルダ名を変更するには:



ACDSee Photo Studio for Mac

Page 36 of 93

1. 管理モードのファイル一覧またはフォルダペインから、名前を変更するアイテムを選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

[編集 ]＞ [名前を変更 ]を選択します。

ファイルを Control + クリックしたら、[名前を変更 ]を選択します。

3. 新規ファイル名を入力し、名前を変更 をクリックします。

名前の一括変更ツールを使用して、複数のファイル名をまとめて変更することができます。

画像にタグを付ける

結婚式やマラソンなどの大きな行事では、通常、数百枚という大量の画像が撮影されます。撮影が完了したら、コンピュータにそれらの

画像を転送して表示し、ベストショットのみを選択することもあります。タグをつけて特定の画像だけ一時的に認識するようにすれば、あと

から行う編集やレビューの際、整理しやすくなり大変便利です。

サムネイルの右下に、タグ付けチェックボックスが備えられています。このチェックボックスをクリックして、タグの設定 /解除を切り替えます。タ

グをつけた写真は、このチェックボックスのチェックマークを解除しない限り、タグが付いたままの状態になります。

[整理 ]ペインのスペシャルアイテムにある [タグ付き] をワンクリックするだけで、タグの付いたすべての写真を表示することができます。カテ

ゴリや重要度、カラーラベルと同様に、タグを適用すると、別のフォルダに移動することなく、画像をまとめて管理することができます。

タグは、画像を区別する一時的な手段として意図されています。画像を移動したり、カテゴリや重要度を適用する操作が完

了したら、タグをクリアするようにします。長期間にわたって画像を管理したり、グループ分けするためには、カテゴリ、重要度、カ

ラーラベル、フォルダを使用したほうが効果的です。

選択した画像にタグを付けるには:

キーボードのショートカットキー \ (バックスラッシュ)を使用して、タグをオンに切り替えます。

サムネイルの右下にあるチェックボックスを選択します。

サムネイルまたは画像を Ctrl + クリックし、タグを選択します。

[プロパティ]ペインで、タグの横のチェックボックスにチェックを入れます。

選択した画像のタグを解除するには:

キーボードのショートカットキー\(バックスラッシュ)を使用して、タグをオフに切り替えます。

[プロパティ]ペインのポップアップメニューから ACDSeeメタデータを選択し、タグの横にあるチェックボックスのチェックを解除しま

す。

すべてのタグ付き画像からタグを外すには:

1. [整理 ]ペインの[ タグ付き]をクリックして、タグの付いたすべてのファイルをファイル一覧に表示します。

2. キーボードショートカットのCommand―Aキーを押して、すてべのファイルを選択します。

3. \(バックスラッシュ)キーを使用して、タグをオフに切り替えます。

タグの付いた画像だけを表示するには:
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管理モードの[整理 ]ペインをクリックして、タグ付きをクリックしてください。フォルダ内のタグの付いた画像ファイルがすべて、[ファイル一

覧 ]ペインに表示されます。

検索する

ACDSee Photo Studio 6で検索する

ACDSee Photo Studio 6 は、クイック検索バーでファイルやフォルダを検索することができます。また、ファイルの検索条件に名前を付け

て保存し、後で再度利用することも可能です。

[整理 ]ペインには、ハードディスク上のすべての画像や、分類されていないフォルダ内のファイル、およびタグ付された画像やキーワードや

重要度が付いているファイルをすばやく表示することのできる機能が搭載されいます。

検索クエリで * をワイルドカードとして使用できます。例えば「ac*e」で検索すると、ACDSeeにより検索結果として「ace」、
「acdsee」、「sacred」などが表示されます。

重複を検索する

重複を検索コマンドを使えば、重複しているファイルをかんたんに見つけ出して削除することができます。重複している必要のないファイル

を削除すれば、さらにファイルと画像が管理しやすくなり、ディクススペースが解放され、画像を見つけるスピードも向上します。

重複ファイルを検索するには:

1. [ ツール]から[重複の検索 ]をクリックします。

2. [フォルダの選択 ]をクリックします。

3. + マークをクリックしてフォルダを選択したら、OK をクリックします。

フォルダを削除するには、xをクリックします。

4. 次のオプションから選択してください。

サブ フォルダを含む

画像のみを検索

同じファイル名のみを検索

5. [重複を検索 ]をクリックして、検索を開始します。

指定した条件に合っている重複したファイルが一覧に表示されます。

6. 矢印ボタンをクリックして重複しているファイルを開いたら、ファイル名と場所を確認します。

7. ファイルをクリックしてサムネイルプレビュー、サイズ、日付を表示します。

8. 削除したい重複ファイルの横にあるチェックボックスにチェックを入れます。

9. ごみ箱をクリックして選択した重複ファイルを削除します。

クイック検索バーを使用する

管理モードにあるクイック検索バーを使用して、ファイルやフォルダを素早く検索することができます。クイック検索オプションや演算子と単

語を組み合わせて、検索を絞ったり広げたりして、検索結果をファイル一覧で確認します。

クイック検索は、次のデータベースフィールドで自動的に検索します。ACDSee Photo Studio 6 ファイル名、カテゴリ、キャプション、作成

者、注記およびキーワード。クイック検索は、次の IPTC フィールドも自動で検索します。キーワード、キャプション、クリエータ、見出し、お

よび特別な指示。

クイック検索を使用するには:
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以下のいずれかの操作を行います。

クイック検索バーで name:の後に検索するファイル名を入力します。ACDSeeはその名前を含むファイルを検索します。たとえ

ば、name: markで検索すると、ACDSeeはmark.pngやwatermark.jpgなどのファイルを検索します。

クイック検索バーに、検索したいキーワードを入力します。

[整理 ]ペインまたは[プロパティ]ペインのメタデータをクリックして、それをクイック検索バーにドラッグ&ドロップします。

クイック検索フィールドの横にあるポップアップメニューをクリックして、以前入力された検索用語リストから選択します。

以前もクイック検索で検索したことがある場合は、履歴にあるキーワードが最新のものから最大10個表示されます。また、検索オプショ

ンには次の項目もあります。

メニュー 結果

履歴のクリア 検索キーワード履歴をクリアします。

保存済み検索 保存済みの検索条件から検索も、まったく新しい条件からの検索も可能です。頻繁に検索する用語が

ある場合に便利です。これらは、[整理 ]ペインの[保存済み検索条件 ]グループにも表示されます。

大文字/小文字を区別 入力したキーワードに一致した結果を表示します。つまり Cat と入力すると、ファイル名に「Cat」を含むも

のが検索結果として表示されなります。また、次のACDSee Photo Studioデータベースフィールドでも検

索します。ファイル名、カテゴリ、説明、作成者、注記およびキーワード。次の IPTC フィールドも検索しま

す。キーワード、説明、クリエータ、見出し、および特別な指示。

完全一致のみ クイック検索に入力したキーワードと完全に一致しているものだけを検索します。これが有効になっている

場合、検索結果には類似または関連する結果は含まれず、完全一致のみ表示されます。

選択したフォルダのみを

検索

選択されたフォルダのみを検索します。フォルダを選択するには、CommandまたはShiftキーを押しま

す。

イージーセレクトインジケータを使用して、複数のフォルダを一度に選択することができます。

サブフォルダを含む 選択したフォルダとそのサブフォルダを検索します。

データベース検索 ACDSee が明確にインデックスしたファイル情報が含まれるACDSee データベースの中だけを検索しま

す。上記のデータベースフィールドのみを検索します。

Spotlight検索 パソコン内にあるファイルをSpotlightデータベースで検索します。これが有効になっている場合、ファイル

がSpotlightデータベースとACDSeeデータベースの両方にある場合を除き、検索にACDSeeデータベー

スからの結果は含まれません。

注記 :Spotlightデータベースの特定のメタデータプロパティを使用して検索することはできませ

ん。

クイック検索の演算子

クイック検索バーで次の演算子を使用して、検索を絞ったり広げたりできます。
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演算子 結果 例

and 演算子の前後にある単語の両方を含んだすべてのファイルが結果として表示さ

れます。どちらか一方の単語のみを含んでいるファイルは除外されます。クイック

検索バーは、単語間に入力された半角スペースを「and」(プラス(+)演算子 )と
して扱います。

「Cat and Kittens」と入
力すると、「Cat」と
「Kittens」の両方を含む

ファイルを検索します。

or 検索要素のいずれかを含むすべての項目が検索されます。同じ種類の2つの検

索語 (例 :「Rating」:「4」、「Rating」:「5」)を検索する場合、画像に一度に2
つの重要度が付けられることはないため、自動的に「OR」が追加されます。ただ

し、Ctrlキーを押しながらクイック検索バーに種類の異なる2つの検索用語を追

加すると、「OR」が追加されます(例 :「Rating」:「4」OR「category」:
「Friends」)。

「Cat or Dog」と入力する

と、必ず両方を含むファイル

ではなく、「Cat」または

「Dog」のいずれかを含むファ

イルを検索します。

not 最初の単語を含むすべてのファイルが検索された後、二番目の単語を含まない

ファイルのみが表示されます。

「not Cat」と入力すると、

「Cat」を含むファイル以外を

検索します。

検索の保存

今後の時間を節約するために、複雑な検索条件を保存できます。これらは、[整理 ]ペインの[保存済み検索条件 ]グループに保持され

ます。この領域では、再実行する検索を選択したり、不要な検索条件を削除したりすることができます。[保存済み検索条件 ]領域を

使用して、保存済み検索を新規作成することもできます。これは、スマートフォルダのように機能し、いつでもクリックして特定のファイルの

組み合わせを一度にすべて表示することができます。

検索を保存するには:

1. 管理モードで、キーワードを入力するか、または[プロパティ]ペインまたは[整理 ]ペインからプロパティをクイック検索へドラッグしま

す。

2. クイック検索バーの下向きの矢印をクリックして、検索の保存＞保存を選択します。

3. 保存したい検索名を入力します。

4. [保存 ]をクリックします。

保存済み検索を新規作成するには:

1. [整理 ]ペインの[保存済み検索 ]セクションで、プラス(+)アイコンをクリックします。

2. [保存済み検索 ]ダイアログの[次と一致するアイテムを検索 ]フィールドで、[整理 ]ペインからメタデータプロパティをドラッグしま

す。[ファイル]一覧ペインからファイルを選択している場合は、[プロパティ]ペインからプロパティをドラッグすることもできます。必要

に応じて、この方法を使用すると、複雑な、または一般的な検索が実行できます。上記のクイック検索の演算子セクションで

説明したように、演算子「and」、「or」、または「not」を使用して検索パラメータを制御します。

3. 保存したいアイテムの名前を入力します。

4. 以下のいずれかの操作を行います。

[ 保存 ]を押して検索を保存します。

検索を保存して実行するには[ 保存して実行 ]を押します。

[ キャンセル]を押します。

保存済み検索を削除する

保存済み検索を削除するには:

1. クイック検索の左にある虫めがねアイコンをクリックします。

2. 保存済み検索をクリックして、削除したい検索を見つけます。

3. 削除する保存済み検索の横に表示されるXボタンをクリックします。
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画像をすばやく検索する

多くの方法で画像をすばやく見つけることができます。保存済み検索の名前をクリックして、その検索条件ですばやく検索することができ

ます。[整理 ]ペイン の[スペシャルアイテム] を使用すれば、データベース内にあるすべての画像や、カテゴリやキーワード への割り当てが

まだなされていない未分類の画像をすばやく表示することができます。

保存済み検索を実行するには:

1. 以下のいずれかの操作を行います。

[整理 ]ペインの[保存済み検索 ]セクションから、保存済み検索を選択します。

管理モードで、クイック検索のドロップダウン矢印をクリックして、[保存済みの検索条件 ] を選択します。一覧から保存

済み検索を選択します。

[ファイル一覧 ]ペインに検索結果が表示されます。

検索条件の保存方法につきましては、クイック検索バーを使用する をご確認ください。

すべての画像ファイルを一度に表示するには:

[整理 ]ペインの [スペシャルアイテム] から [イメージ ウェル] を選択します。

カテゴリなしまたはキーワードのない画像を見つけるには:

[整理 ]ペインの[スペシャルアイテム]で、[ カテゴリなし]または[ キーワードなし]をクリックします。

「イメージ ウェル」 と 「カテゴリなし」と「キーワードなし」機能では、データベース内のカタログ化された画像のみが表示されます。これらの機

能は、ハードディスクから特定のファイルタイプを検索するわけではありませんのでご注意ください。

[整理 ]ペインまたは[プロパティ]ペインが表示されていない場合は、[ 表示 ] ＞ [整理]ペインまたは表示 ＞ [プロパティ]ペ
インをクリックします。

ビデオをすばやく検索する

[整理 ]ペインの[スペシャルアイテム]セクションにある[ビデオ]オプションを使用すれば、データベース内のすべてのビデオを検索することが

できます。[ビデオ]オプションをクリックすると、ACDSeeでサポートされているビデオフォーマットを検索します。ファイルコレクションが非常に

大きい場合、すべての情報を収集するのに数分かかることがあります。

すべてのビデオを一度に検索するには:

[整理 ]ペインの [スペシャルアイテム] から[ビデオ]をクリックします。

一括処理機能

一括ツールについて

一括 ツールを使うと、大量のファイルすべてに加えたい変更を一瞬で正確に適用できます。複数の操作でも自分だけの一括ワークフ

ローを作成でき、作成したワークフローはプリセットとして保存できます。カスタム一括ワークフローを作成しておけば、ファイル名を変更して

自分の名前を加えたり、画像ファイルのフォーマットを変換するなど、頻繁に行うタスクを自動化することが可能です。カスタム一括ワーク

フローを作成するときは、最初に操作を選択し、その後それをプリセットとして保存します。



ACDSee Photo Studio for Mac

Page 41 of 93

各 操作について

操作とは複数のファイルに適用できるオプションのことです。操作実行前にプリセットとして保存しておけば、その後も複数のファイルに同じ

操作を一括適用できます。

ACDSee Photo Studio 6 操作には次のオプションがあります:

更新日時の変更 :複数ファイルの日時を変更します。

フォーマットを変更 :ファイルフォーマットを別のフォーマットへ変換します。

コピー:希望の保存先へファイルをコピーします。

現像 :作成した現像プリセットを適用します。

移動 :希望の保存先へファイルを移動します。

名前を変更する:指定したフォーマットでファイル名を変更します。

サイズ変更 :比率 (パーセンテージ)、ピクセル、印刷サイズを指定してファイルサイズを変更します。

情報を設定 :ファイルのメタデータ情報を変更します。

新しい一括ワークフロー:複数の操作を組み合わせて、複数のオプションを一括で適用します。

プリセットについて

プリセットは、事前に設定された一連の操作で、ACDSee Photo Studio 6 が選択されたファイルに対して実行するものです。例えば、

[コピー] および [名前を変更する] の操作を含んだ 「Copy_Rename」と呼ばれるカスタムプリセットを作成できます。「Copy_
Rename」操作は選択したファイルのコピーを作成し、コピーしたファイルの名前だけを変更します。[移動 ]のように必要な操作が1つだけ

のときでも、もちろんプリセットを作成できます。プリセットはいつでも変更したり削除することができます。一括プリセットの使用を参照して

ください。

一括ツールを使う

カスタム一括ワークフローを作成するには:

1. 操作を適用したい画像を選択します。

2. 一括ツールを開きます。

管理モードで、左上の[一括 ]ボタンをクリックし、[ 新しい一括ワークフロー]を選択します。または、[ファイルリスト]ペ
インでCtrl + クリックして、[ 一括 ] | 新しい一括ワークフローを選択します。

表示モードで、[編集 ] ＞ [一括 |＞ [新しい一括ワークフロー]をクリックします。または、フィルムストリップでCtrl+ク

リックして、[一括 ] ＞ [新しい一括ワークフロー]を選択します。

3. 一括ワークフローダイアログボックスにて、左のペインから1つ以上の操作を選択し、右のペインにドラッグ& ドロップします。

4. タイムスタンプの編集、フォーマット変換、コピー、移動、現像、名前の変更、サイズ変更、および[情報を設定 ]操作の設定

をカスタマイズします。

5. 以下のいずれかの操作を行います。

[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を入

力し [保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

[一括を実行 ]をクリックしてカスタマイズした一括ツールを実行します。
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ファイルにタグを付けると、編集の一括処理のワークフローをスピードアップすることができます。例えば、変更したいファイルにタ

グを付けてから[整理 ]ペインで [タグ] をクリックすると、[ファイル一覧 ] ペインにタグの付けられたすべてのファイルが表示されま

す。そして、ファイルを選択して一括ツールを使用します。

更新日時の一括調整

「更新日時の一括変更」 ツールを使用して、1つ以上の画像のプロパティの日時を変更することができます。

更新日時を一括で変更するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックして、[更新日時を変更 ]を選択します。

3. ポップアップメニューから選択します。次のような選択を推奨します。

変更する更新日付 オリジナルの EXIF日時。

新規更新日時 別の日時を使用する。

日時を選択 特定日時を使用する。

日時 新しい日時を入力します。

4. 次に、以下のいずれかの操作を行います。

[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を入

力し [保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

[一括を実行 ]をクリックしてファイルの更新日時を変更します。

複数の操作を一度に適用するには、管理モードから 一括 | 新しい一括ワークフロー を選択してください。一括ワークフローダ

イアログで、左のペインから操作を選択したら、右のペインへドラッグアンドドロップしてください。

複数の画像を別のフォーマットに変換する

複数の画像ファイルを、サポートされている別のファイルフォーマットに変換することができます。

複数の画像を別のファイルフォーマットに変換するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックして、[フォーマットを変更 ]を選択します。

3. [フォーマット] ポップアップメニューからファイルフォーマットを選択します。

4. ファイルの品質または圧縮を選択します。

5. オリジナルファイルを保持する必要のない場合は、[ソースファイルを削除 ] にチェックを入れてください。

6. 以下のいずれかの操作を行います。

[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を入

力し [保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

[一括を実行 ]をクリックしてファイルを変換します。

ファイルフォーマットと品質オプション
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ファイルフォーマット 品質オプション

JPEG 品質スライダーを右に移動すると品質が上がり、左に移動すると下がります。

PNG 品質オプションは利用できません。

TIFF 次のいずれかを選択します。

なし:ファイルは圧縮されません。

LZW:高品質で画像を圧縮します。

PackBits:ファイルを圧縮します。グレースケールの画像に推奨いたします。

PDF パスワードで暗号化してPDFを保護します。ファイルを保護するときは、[暗号化 ]チェックボックスにチェック

を入れ、[パスワード ]フィールドと[確認 ]フィールドにパスワードを入力します。

複数の操作を一度に適用するには、管理モードから 一括 | 新しい一括ワークフロー を選択してください。一括ワークフローダ

イアログで、左のペインから操作を選択したら、右のペインへドラッグアンドドロップしてください。

ファイルを一括でコピーする

[既存のファイルを置き換える] オプションで複数のファイルを新しいフォルダへコピーすることができます。

複数のファイル名をコピーするには:

1. 管理モードでファイルを 1 つ以上選択し、次のいずれかの操作を実行します。

[ 編集 ]＞ [一括 ]＞ [新しい一括ワークフロー]をクリックします。

[一括 ]ボタンをクリックし、[コピー]を選択します。

画像を Control + クリックして、[一括 ]＞ [新しい一括ワークフロー]を選択します。

Option―Command―Bキーを押します。

2. 一括ワークフローダイアログボックスにて、左のペインからコピーの操作を選択し、右のペインにドラッグアンドドロップします。

3. [保存先 ]フィールドからコピーしたファイルを保存するディレクトリを選択してください。

4. 保存先に既にあるファイルを置き換えたいときは、既存のファイルを置き換えるにチェックを入れます。

5. 以下のいずれかの操作を行います。

[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を入力し

[保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

一括を実行をクリックしてファイルをコピーします。

ファイルを一括で移動する

一括移動ツールを使用すれば、複数のファイルを特定の場所に一括で移動できます。

ファイルを一括で移動するには:

1. 管理モードで、ファイルを 1 つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックし、[移動 ]を選択します。

3. 保存先フィールドからファイルを移動したいディレクトリを選択してください。

4. 保存先に既にあるファイルを置き換えたいときは、既存のファイルを置き換えるにチェックを入れます。

5. 以下のいずれかの操作を行います。
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[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を入力し

[保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

一括を実行をクリックしてファイルを移動します。

複数の操作を一度に適用するには、管理モードから 一括 | 新しい一括ワークフロー を選択してください。一括ワークフ

ローダイアログで、左のペインから操作を選択したら、右のペインへドラッグアンドドロップしてください。

一括現像のプリセット

現像モードで画像処理ツールを使って変更を画像へ適用したら、その設定は現像プリセットとして保存することができます。現像プリセッ

トは一括ワークフローツールで複数の画像へ一括で適用することが可能です。

一括現像プリセットを適用するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックし、[現像 ]を選択します。

3. ポップアップメニューから保存してある現像プリセットを選択します。

4. 一括を実行 をクリックして設定をファイルに適用します。

複数の操作を一度に適用するには、管理モードから 一括 | 新しい一括ワークフロー を選択してください。一括ワー

クフローダイアログで、左のペインから操作を選択したら、右のペインへドラッグアンドドロップしてください。

複数画像のサイズを変更する

ピクセルサイズ、元のサイズに対する比率、あるいは印刷サイズを指定して、複数の画像のサイズを変更することができます。

一度実行すると、サイズを元に戻すことはできません。

複数画像のサイズを変更するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックし、[サイズ変更 ]を選択します。

3. [サイズ変更 ] ポップアップメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

パーセンテージ(比率):オリジナルサイズの比率を使って、画像のサイズを変更します。

ピクセル指定 :指定されたピクセル単位の値を使って、画像のサイズを変更します。

実寸／印刷サイズ:指定された印刷サイズに、画像のサイズを変更します。

4. 以下のいずれかの操作を行います。

[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を入

力し [保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

[一括の実行 ]をクリックして、ファイルのサイズを変更します。

サイズ変更オプション
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パーセンテージ(比
率)

パーセンテージ 画像のサイズ変更方法を指定します。画像を縮小するには 100未満の数

値を入力し、拡大するには 100より大きい数値を入力します。

適用部分 サイズ変更を適用する部分 (幅、高さ、または両方 )を指定します。「両方」

が推奨されます。

ピクセル指定 幅 画像の新しい幅をピクセルで指定します。

高さ 画像の新しい高さをピクセルで指定します。

サイズ変更 画像のサイズ変更方法を指定します。次のいずれかのオプションを選択しま

す。

拡大のみ:指定した幅と高さより画像が小さい場合のみサイズ変更し

ます。

縮小のみ:指定した高さと幅より大きい画像のみサイズ変更します。

拡大または縮小 :すべての画像を指定した幅と高さにサイズ変更しま

す。

オリジナルの縦横比を保持 画像の縦横比を保持します。こちらが推奨されます。

次に合わせる 幅または高さに基づいて維持する縦横比を特定します。各オプションの組み

合わせによる画像の変化についての詳細は、[ピクセルのサイズ変更オプショ

ンと効果 ] をご参照ください。

実寸／印刷サイズ 単位 使用する単位を指定します。

幅 画像の新しい幅を指定します。

高さ 画像の新しい高さを指定します。

解像度 画像の印刷解像度を指定します。

オリジナルの縦横比を保持 画像の縦横比を保持します。こちらが推奨されます。

次に合わせる 幅または高さに基づいて維持する縦横比を特定します。各オプションの組み

合わせによる画像の変化についての詳細は、[ピクセルのサイズ変更オプショ

ンと効果 ] をご参照ください。

複数の操作を一度に適用するには、管理モードから 一括 | 新しい一括ワークフロー を選択してください。一括ワークフローダ

イアログで、左のペインから操作を選択したら、右のペインへドラッグアンドドロップしてください。

複数ファイルの名前を変更する

[名前の一括変更 ] ツールを使用して、複数のファイル名をまとめて変更することができます。テンプレートを数値またはアルファベット順

で指定したり、次回の操作のために保存したり、特定の文字 /語句を置き換えたり、各ファイル名にファイル特有情報を挿入したりするこ

とができます。

一括ワークフロー:複数のファイルの名前を変更する

ファイル名を一括変更するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックし、[名前を変更 ]を選択します。

3. [一括ワークフロー]ダイアログボックスで、すばやい調整には[ ベーシック]タブを、詳細な調整には[ 詳細 ]タブを選択します。

4. トークンを値フィールドにドラッグして、名前の変更フォーマットをカスタマイズします。

値フィールドで要素を編集またはドラッグすると、フォームの下に名前を変更したファイルのプレビューが表示されます。
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[アドバンス]タブのオプションを確認して、[テンプレート]ポップアップメニューからテンプレートを選択してください(下の表を

参照 )。

5. 名前の要素をさらにカスタマイズするには、利用可能なトークンの矢印を使用してください。

6. 以下のいずれかの操作を行います。

[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を入

力し [保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

一括を実行をクリックしてファイル名を変更します。

トークンを削除するには、トークンを選択してDeleteキーを押します。

テンプレートオプション

テンプレート 設定

マスターファイル名 ファイルのオリジナル名と拡張子を含みます。例 :Image.jpg

インデックス で名前を付ける ファイルの名前を変更し、オリジナルの名前、カウンター、拡張子を含めます。例 :Mountains
01.jpg

[ 値 ]フィールドで、1桁のインデックスのトークン矢印をクリックして、カウンターを設定します。

連番で名前を付ける ファイルの名前を変更し、オリジナルの名前、順番、拡張子を含めます。例 :Image (1 of
54).jpg

カウンターで名前を付ける ファイル名を変更し、オリジナルの名前、カウンター、拡張子を含めます。例：Image 01.jpg,
Image 02.jpg, Image 03.jpgなど。1の1からカウンターを開始するトークン矢印をクリックして、

から開始および桁フィールドに番号を設定します。

1から開始および1桁を選択した場合、ファイル名は次のように変更されます。Image 1.jpg、
Image 2.jpgなど。

1から開始および2桁を選択した場合、ファイル名は次のように変更されます。Image 01.jpg、
Image 02.jpgなど。

日時で名前を付ける ファイル名を変更して、オリジナルの名前、日付、時間、ファイル拡張子を含めます。例 :Image
2012-01-08_13-09-03. jpg

インデックス付きカスタム名 ファイル名を変更して、カスタム名、インデックス、ファイル拡張子を含めます。例 :Mountains
01.jpg

値フィールドで、画像を削除してカスタム名を入力します。1桁のインデックスのトークン矢印を選択

して、カウンターを設定します。

連番のカスタム名 ファイル名を変更して、カスタム名、順番、ファイル拡張子を含めます。例 :Mountains (1 of
3).jpg

値フィールドで、画像を削除してカスタム名を入力します。

カウンター付きカスタム名 ファイル名を変更し、カスタム名、カウンター、拡張子を含めます。例 :Image 01.jpg、Image
02.jpg、Image 03.jpgなど。

値フィールドで、画像を削除してカスタム名を入力します。1の1からカウンターを開始するトークン矢

印をクリックして、から開始および桁フィールドに番号を設定します。
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複数の操作を一度に適用するには、管理モードから 一括 | 新しい一括ワークフロー を選択してください。一括ワークフローダ

イアログで、左のペインから操作を選択したら、右のペインへドラッグアンドドロップしてください。

メタデータの編集

一括ボタンにある情報の設定を使って、メタデータを変更したり、追加することが可能です。すべてのファイルに情報を入力することがで

き、しかもトークンを使えば個々のファイルにそれぞれに特有の情報を適用することもできます。なお設定をテンプレートとして保存して、他

の画像に使うこともできます。

複数のファイルのメタデータを変更/ 追加するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックし、[情報の設定 ]を選択します。

3. 保存先ドロップダウンリストを使って、変更したい情報フィールドを表示します。例えば、IPTC Core キーワードを変更する場

合、最初のドロップダウンリストからは IPTC Core を、次のリストから内容を、3 番目のリストからはキーワードを選択してくださ

い。

4. メタデータまたはソース値トークンを値フィールドにドラッグ&ドロップします。

5. 以下のいずれかの操作を行います。

[保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセットの名前を

入力し [保存 ] をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されま

す。

一括を実行をクリックして設定をファイルに適用します。

値フィールドに追加されたエントリーは保存先の内容を書き換えます。

値フィールドで要素を編集またはドラッグすると、フォームの下にプレビューが表示されます。

複数の操作を一度に適用するには、管理モードから 一括 | 新しい一括ワークフロー を選択してください。一括ワークフローダ

イアログで、左のペインから操作を選択したら、右のペインへドラッグアンドドロップしてください。

透かしの一括追加

透かしの一括追加を使用して、複数の画像に一度に透かしを追加することができます。

透かしの追加は破壊的処理のため、元に戻せないことに注意してください。

透かしの一括追加ツールを使用するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックし、[透かし]を選択します。

3. [透かしの一括追加 ]ダイアログで、以下の説明に従って設定を行います。

4. [保存 ]をクリックして適用します。

プレビューウィンドウの下にある矢印を使用して、バッチ内の各画像を反転することができます。

透かしの一括追加オプション
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プリセット 使用した透かし設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。目的の透かし

設定を構成したら、フィールドにプリセットの名前を入力して[保存 ]を押します。プリセットは今

後、このプリセットドロップダウンメニューで利用できます。

画像 参照 [参照 ]をクリックして透かしを選択し、[開く]をクリックしま

す。既定値として、透かしは画像の中央に表示されます。

クリック & ドラッグで透かしの位置を調整するか、以下の

[位置 ]セクションのオプションを使用します。

縦横比を保持してサイズ変更

する

このチェックボックスを有効にすると、透かしの形を引き伸ば

したりゆがめたりせず、縦横比を保ったままサイズを変更で

きます。

不透明度 透かしの透明度を指定します。

位置 左右

上下

フィールドとドロップダウンメニューのオプションを使用して、透

かしの水平方向と垂直方向の位置を構成します。

中央 [ 中央 ]ボタンをクリックして、透かしを画像の中央にすばや

く配置します。

オプション [オプション]ボタンをクリックして、次の保存オプションを設定します。

元のファイルを置換する:透かし付きの新しいバージョンの画像で元のファイルを上書き

します。

修正済み画像の名前を変更し、ソースフォルダに保存する:修正された画像に別の名

前を付け、元の画像と同じフォルダに保存します。

修正済み画像を次のフォルダに保存する:修正された画像を指定先のフォルダに保存

します。[参照 ]ボタンをクリックしてフォルダを選択します。

リセット すべてのオプションを既定値にリセットします。

枠の一括追加

枠の一括追加を使用して、複数の画像に一度に枠を追加することができます。

枠の追加は破壊的処理のため、元に戻せないことに注意してください。

枠の一括追加ツールを使用するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックして、[枠 ]を選択します。

3. [枠の一括追加 ]ダイアログで、以下の説明に従って設定を行います。

4. [保存 ]をクリックして適用します。

プレビューウィンドウの下にある矢印を使用して、バッチ内の各画像を反転することができます。

枠の一括追加オプション
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プリセット 使用した枠設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。目的の枠設定を

構成したら、フィールドにプリセットの名前を入力して[保存 ]を押します。プリセットは今後、こ

のプリセットドロップダウンメニューで利用できます。

枠 サイズ 枠の幅サイズをすべて同時に設定します。スライダを左

右にドラッグして、枠の幅を調整します。数値を直接入

力するか、上または下矢印を使って幅を調整することも

可能です。

[サイズ] フィールドの下に、枠を含んだ画像サイズが表

示されます。枠のサイズを調整するにつれ、ここに表示さ

れる最終サイズが変わります。

カラー ボックスをクリックして、[カラー]ダイアログを開きます。枠

の色を選択します。

テクスチャ [テクスチャ] ラジオボタンを選択すると有効になります。

次のいずれかを実行します。

ボックスをクリックすると、テクスチャ ライブラリが表

示されます。サムネイルを見てお気に入りのテクス

チャを選択します。

ボックスの下にある左右の矢印をクリックして、ライ

ブラリを開かずにテクスチャを参照します。

エッジ ストレート 枠のエッジを直線に設定します。

不規則 [不規則 ] ラジオボタンを選択すると有効になります。

次のいずれかを実行します。

エッジのボックスをクリックすると、エッジライブラリが

表示されます。サムネイルを見てお気に入りのエッ

ジを選択します。

ボックスの下にある左右の矢印をクリックして、ライ

ブラリを開かずにエッジを参照します。

オプション [オプション]ボタンをクリックして、次の保存オプションを設定します。

元のファイルを置換する:枠付きの新しいバージョンの画像で元のファイルを上書きしま

す。

修正済み画像の名前を変更し、ソースフォルダに保存する：修正された画像に別の名

前を付け、元の画像と同じフォルダに保存します。

修正済み画像を次のフォルダに保存する:修正された画像を指定先のフォルダに保存

します。[参照 ]ボタンをクリックしてフォルダを選択します。

リセット すべてのオプションを既定値にリセットします。

一括プリセットの使用

プリセットは、事前に設定された一連の操作で、ACDSee Photo Studio 6 が選択されたファイルに対して実行するものです。例えば、

[コピー] および [名前を変更する] の操作を含んだ 「Copy_Rename」と呼ばれるカスタムプリセットを作成できます。「Copy_
Rename」操作は選択したファイルのコピーを作成し、コピーしたファイルの名前だけを変更します。[移動 ]のように必要な操作が1つだけ

のときでも、もちろんプリセットを作成できます。プリセットはいつでも変更したり削除することができます。キーボードショートカットを一括プ

リセットに割り当てて、すばやく適用することもできます。

一括処理をプリセットとして保存する

一括ツールを使ってカスタムワークフローを作成し、作成した一括操作を次回も使用できるよう、プリセットとして保存できます。

カスタマイズしたワークフローをプリセットとして保存するには:
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1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックし、[新しい一括ワークフロー…]を選択します。

3. 一括ワークフローダイアログボックスにて、左のペインから1つ以上の操作を選択し、右のペインにドラッグ& ドロップします。

4. タイムスタンプの編集、フォーマット変換、コピー、移動、現像、名前の変更、サイズの変更、および情報の設定操作の設定

をカスタマイズします。

5. [保存 ]をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセット名 (例えば batch_
copyrename など)を入力します。

6. 必要に応じて、プリセットにキーボードショートカットを割り当てることができます。[キーボードショートカット]フィールドにショート

カットを入力します。すでにショートカットがコマンドに割り当てられている場合、引き継ぐか、別のショートカットを選択するオプ

ションが表示されます。プリセットの適用を参照してください。

7. [保存 ]をクリックします。次回 [一括 ]ボタンをクリックすると、保存したプリセットがオプションとして表示されます。

プリセットを適用する

選択した多数のファイルに一括プリセットを一度に適用して、時間を節約できます。

一括プリセットを適用するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

目的のプリセットにキーボードショートカットを割り当てている場合は、キーボードショートカットを入力します。

[一括 ]ボタンをクリックして、ドロップダウンメニューから目的のプリセットを選択します。

一括プリセットを管理する

一括プリセットを変更、名前の変更、削除、または他の人と共有することも可能です。

プリセットを変更する

プリセットを編集するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. 一括ボタンをクリックして、編集したいプリセットを選択します。

3. 編集をクリックします。

4. 一括ワークフローダイアログボックスにて、設定を変更します。

5. ダイアログボックスを閉じて変更を保存します。

操作中に閉じるボタンをクリックすると、そのプリセットはリストから削除されます。

プリセットの名前を変更する

プリセットの名前を変更するには:

1. 一括ボタンをクリックして、名前を変更したいプリセットを選択します。

2. [名前を変更する]をクリックします。
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3. ダイアログで、プリセットの新しい名前を入力します。

4. [名前の変更 ]ボタンをクリックします。

プリセットを削除する

一括プリセットを削除するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. 一括ボタンをクリックして、削除したいプリセットを選択します。

3. 削除をクリックします。

プリセットをインポートおよびエクスポートする

プリセットをエクスポートして、他のユーザーと共有することができます。他のユーザーまたは古いコンピュータによって作成されたプリセットを

インポートすることもできます。

プリセットをインポートまたはエクスポートするには:

以下のいずれかの操作を行います。

[ツール] から[一括プリセットのインポート]をクリックします。

[ツール] から[一括プリセットのエクスポート]をクリックします。

ピクセルのサイズ変更オプションと効果

ピクセルの大きさを新しく設定することで、管理モードの1つ以上の画像を拡大／縮小することができます。ピクセル単位でサイズ変更す

る詳しい情報については、複数画像のサイズを変更するをご覧ください。

画像を拡大すると、ピクセルがモザイク化するため画質を下げることになります。可能な限り、画像のサイズを拡大しないように

お勧めします。
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サイズ変更オプション 次に合わせるオプション 操作

拡大のみ 幅のみ 指定された値が元の画像サイズより大きい場合、画像サ

イズを変更します。幅の値が増加すると、縦横比を保つ

ために高さの値も増加します。

高さのみ 指定された値が元の画像サイズより大きい場合、画像サ

イズを変更します。高さの値が増加すると、縦横比を保つ

ために幅の値も増加します。

幅と高さ 指定された値が元の画像サイズより大きい場合、画像サ

イズを変更します。縦横比を保ちながら、幅と高さを指定

された値にできるだけ近づけるように調整します。

幅または高さ(最大画像) 指定された値が元の画像サイズより大きい場合、画像サ

イズを変更します。縦横比を保ちながら、画像サイズを最

大にするために、幅または高さを指定された値にできるだ

け近づけるように調整します。

縮小のみ 幅のみ 指定された値が元の画像サイズより小さい場合、画像サ

イズを変更します。幅の値が減少すると、縦横比を保つ

ために高さの値も減少します。

高さのみ 指定された値が元の画像サイズより小さい場合、画像サ

イズを変更します。高さの値が減少すると、縦横比を保つ

ために幅の値も減少します。

幅と高さ 指定された値が元の画像サイズより小さい場合、画像サ

イズを変更します。縦横比を保ちながら、幅と高さを指定

された値にできるだけ近づけるように調整します。

幅または高さ(最大画像) 指定された値が元の画像サイズより小さい場合、画像サ

イズを変更します。縦横比を保ちながら、画像サイズを最

小にするために、幅または高さを指定された値にできるだ

け近づけるように調整します。

拡大または縮小 幅のみ 指定された値に幅を変更し、縦横比を保つために高さも

変更します。

高さのみ 指定された値に高さを変更し、縦横比を保つために幅も

変更します。

幅と高さ 画像サイズを指定された幅と高さの値以内に変更しま

す。縦横比を保ちながら、幅と高さを指定された値にでき

るだけ近づけるように調整します。

幅または高さ(最大画像) 画像サイズを指定された幅と高さの値以内に変更しま

す。縦横比を保ちながら、画像サイズを最大または最小

にするために、幅または高さを指定された値にできるだけ

近づけるように調整します。

データベース情報を管理する

データベース情報を管理する

ACDSee Photo Studioデータベースについて

フォルダを ACDSee Photo Studio 6 参照すると、データベースは、画像やメディアファイルの情報を自動保存します。このプロセスはカタ

ログ化と呼ばれています。データベースはコンピューターのブラウズ速度を向上するだけでなく、データベースに格納された情報を使って画

像やメディアファイルの並べ替え、管理、検索、フィルタリングを行うことができます。他にも リムーバルデバイスまたは CD/DVD ドライブを

データベースから取り除くも選択できます。
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データベースでフォルダをカタログ化する

ACDSee Photo Studio 6 で参照されたファイル情報やサムネイルは、データベースに自動的に追加されます。カタログ機能を使用すれ

ば、複数のファイルをまとめてデータベースに追加することができます。先にフォルダを参照する必要はありません。特にこの機能は、

ACDSee Photo Studio 6 を初めて使用する場合や大きな画像コレクションの参照や管理を行う場合に、フォルダのロード時間が短縮

できるのでとても便利です。

フォルダをカタログ化

フォルダをカタログ化するには:

1. [ ツール]から[フォルダをカタログ化 ]をクリックします。

2. [フォルダをカタログ化 ]ダイアログボックスで、フォルダを参照し、選択します。

3. サブフォルダも含みたい場合は、サブフォルダを含むにチェックを入れます。

4. カタログをクリックします。

ACDSee Photo Studio 6 は、XMP を使用してデータベース情報を各ファイルに埋め込みます。XMP に対応してい

るのは一部のフォーマット、拡張子のみです。GIF、JPEG、DNG、PNG、TIF は対応しています。これらのファイル

フォーマットの場合、データベース情報はファイル内部に埋め込まれますので、名前を変更したり、ファイルを

ACDSee Photo Studio の外へ移動した場合でも、データベース情報は抽出可能です。

現時点で XMP をサポートしていない RAW、PSD、ABR の場合、データベース情報は、サイドカー ファイルに書き込

まれ、同じフォルダに保存されます。サイドカー ファイルは元のファイルとは別ファイルであるため、名前の変更やファイ

ルの移動は一緒に行う必要があり、そうしないとデータベース情報は失われてしまいます。

複数のデータベースの作成と切り替え

ACDSeeでは複数のデータベースを作成することができ、またいつでもデータベース間の切り替えが行えるため、どんなに大量のファイルで

も楽に管理できます。ACDSee Photo Studioデータベースについてを参照してください。

ACDSee を初めて起動して使用するオリジナルのデータベースが、新しく追加でデータベースを作成しない限り継続して使用されます。

別に指定しない限り、作成する追加データベースはすべて同じ場所に保存されます。

複数のデータベースの使用事例

写真家が、クライアントごとに別のデータベースを使用し、個々のデータベースを提供する場合。

ユーザーが、同じマシンで作業する際に、仕事用と個人用に別々のデータベースを作成する場合。

ユーザーが確立されたキーワードとラベル付けシステムを保有しており、古いシステムと競合することなく新しいシステムを試して

みたい場合。

新規データベース作成するには:

1. 管理モードで、[ ファイル]＞ [データベース]＞ [新規作成 ...]を選択します。

2. [新規のデータベース] ダイアログボックスで、新規データベースの名前を入力します。

3. [参照 ]からデータベースを保存するロケーションを指定しても、既存のデータベースが保存されている既定のロケーションのまま

でもかまいません。
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4. アプリケーションのタイトルバーにデータベース名を表示したい場合は、[タイトルバーにデータベースのファイル名を表示する]
チェックボックスをチェックします。

5. [OK]をクリックします。

6. ダイアログが開き、新しく作成したデータベースに切り替えるか確認されます。[OK]または[キャンセル]を選択します。[ OK]を
選択すると、ACDSeeは再起動後、新しいデータベースを使用します。

データベース間を切り替えるには:

[管理 ] モードで次のいずれかの操作を行います。

[ファイル]＞ [データベース]＞ [開く]を開

きます。

[データベースを開く] ダイアログボックスで、使用したいデータベースファイル

(*.mediaDatabase) を参照し、[開く] をクリックします。

[ファイル]＞ [データベース]＞ [最近使っ

た項目 ]を開きます。

最近使用したデータベースから希望のものを選択してください。

写真を新規データベースに追加する方法 :

フォルダを ACDSee Photo Studio 6 参照すると、データベースは、画像やメディアファイルの情報を自動保存します。新しく作成した

データベースの内容をカスタマイズするには、含めたい特定のフォルダーを参照するだけです。お好みに合わせて一般的または具体的な

データベースを整理し、それらを切り替えることによりエクスペリエンスを管理することができます。

データベース情報を埋め込む

フォルダを ACDSee Photo Studio 6 参照すると、データベースは、画像やメディアファイルの情報を自動保存します。このプロセスはカタ

ログ化と呼ばれています。データベースはコンピューターのブラウズ速度を向上するだけでなく、データベースに格納された情報を使って画

像やメディアファイルの並べ替え、管理、検索、フィルタリングを行うことができます。

さらに強固にデータベースの情報を守りたい場合 (データベースが破損するなど稀なケースに備えて)は、データベース情報を直接ファイル

に埋め込むことができます。データベースの他にファイルにもデータベース情報を埋め込んでおくと、データのバックアップが安全に行われる

だけでなく、必要に応じてデータを取り込むことができるため大変便利です。

データベース情報を埋め込むには:

1. [ファイル一覧 ]ペインでファイルを選択します。

2. [ツール]から[メタデータ]をクリックし、次のいずれかを選択します。

選択されたファイルに ACDSee メタデータを埋め込む...

全ファイルに ACDSee メタデータを埋め込む...

3. 埋め込むをクリックします。

埋め込まれたXMPに対応していないファイルタイプ(例 :RAW ファイル)のために、XMPサイドカーファイルが作成されます。

埋め込み保留中アイコン

管理モードの[ファイル一覧 ]ペインでは、次のオーバーレイアイコンは、ファイルへ未書き込みのACDSeeデータベース内に保存されている

ACDSeeメタデータを含むファイルのサムネイル上に表示されます。

ファイルを右クリックして次のどちらかの操作を選択してください。

ACDSeeメタデータを埋め込む… メタデータをファイルへ書き込みます。

埋め込み保留中フラグをクリア
このオーバーレイアイコンは消去しますが、メタデータをファイルに書き込むことはしませ

ん。
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データの埋め込みが必要なファイルを表示する

[埋め込み保留中 ]オプションを使用して、埋め込む必要があるデータが含まれているファイルをすばやく表示する方法があります。

データの埋め込みが必要なファイルを表示するには:

[整理 ]ペインの [スペシャルアイテム] から[埋め込み保留中 ] を選択します。

ファイル一覧に、埋め込みの必要なデータを含んでいるファイル一覧が表示されます。

埋め込まれているデータベース情報を取り込む

[プロパティ]ペインで画像を参照し、埋め込まれているデータベース情報を表示すると、埋め込まれているデータベース情報を取り込むこ

とができます。ファイルの格納されているフォルダを参照すると、ACDSeeメタデータの一部が取り込まれ、データベースに書き込まれます。

ただしカテゴリとキーワードはこれに該当しません。埋め込まれているカテゴリとキーワードのデータベース情報を取り込むには、カタログフォル

ダコマンドを使用できます。

埋め込まれているデータベース情報を取り込むには:

1. [ ツール]から[フォルダをカタログ化 ]をクリックします。

2. [フォルダをカタログ化 ]ダイアログボックスで、フォルダを参照し、選択します。

3. サブフォルダも含みたい場合は、サブフォルダを含むにチェックを入れます。

4. カタログをクリックします。

データベースのバックアップと復元

データベースをバックアップするには:

1. [ツール]＞ [データベースのバックアップ]を選択します。

2. ファイルのバックアップ名と場所を入力します。

3. [バックアップ]をクリックします。

データベース情報を復元するには:

1. [ツール]から[データベースの復元 ]を選択します。

2. [データベースの復元 ]ダイアログで、バックアップファイルが保存されている場所を参照します。

3. [復元 ] をクリックして、データベースの復元を実行します。

データベースを空にする

データベースをまっさらで新しい状態にして、やり直すことができます。データベースを空にすると、キャッシュされたサムネイル、カテゴリ、重

要度、キーワード、その他のACDSee Photo Studio データベース情報はすべて永久に削除されます。

データベースを空にするには:

1. 管理モードで、[ ツール]＞ [データベースを空にする]を選択します。またはControl―Option―Command―Delete
キーを押します。

2. [空にする]をクリックします。

[データベースの最適化 ]は特定のボリュームを削除しますが、[データベースを空にする]オプションは、データベースとそのすべ

てのコンテンツを削除します。
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データベースの最適化

パフォーマンスを向上させるために、データベースにあるもう使わない古い情報を削除したり、データベース情報をすべて削除することがで

きます。

データベースをメンテナンスするには:

1. [ツール]から[データベースの最適化 ]を選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

ボリュームを選択し、孤立した項目を削除をクリックして孤立しているデータベース情報を削除します。

ボリュームを選択し、すべての項目を削除をクリックして、データベースにある情報をすべて削除します。

データベースの最適化は特定のボリュームを削除しますが、データベースを空にするオプションは、データベースとそのす

べてのコンテンツを削除します。

孤立した項目とは、ACDSee Photo Studio以外のアプリケーションによって削除されたり移動した、もう存在していない

データベースエントリを意味します。

サムネイルとメタデータの再構築

[ファイル一覧 ]ペインで表示されるサムネイル画像や埋め込まれたメタデータの同期が適切に行われないことがあります。そのような状況

が発生した場合、サムネイルとメタデータの再構築機能を使用して、選択した画像のサムネイルをすばやく再構築することが可能です。

サムネイルを再構築するには:

1. [管理 ] モードで次のいずれかの操作を行います。

[ファイル一覧 ]ペインから 1 つ以上のサムネイルを選択します。

[フォルダ]ペインからフォルダを選択します。

2. [ツール]から[メタデータ]＞ [サムネイルとメタデータの再構築 ]をクリックします。

印刷する

画像を印刷する

以下の ACDSee Photo Studio 6 印刷ユーティリティでは、お好みの用紙サイズで画像を印刷することができます。[印刷 ] ダイアログ

ボックスのオプションを変更すると、更新された画像のプレビューと用紙の位置が表示されます。

画像を印刷するには:

1. 管理モードで、印刷したい画像を選択します。

2. [ファイル]＞ [ 印刷 ]をクリックするか、Command―Pを押します。

3. [画像を印刷 ]ダイアログにて、用紙サイズポップアップメニューで用紙のサイズを指定します。

4. プリントサイズポップアップメニューから、印刷サイズを選択します。

5. [プリントレイアウト]ペインにあるレイアウトを選択します。

6. 印刷をクリックします。
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コンタクトシートを作成する

画像サムネイルをページに並べて表示した 「コンタクトシート」 を作成することができます。これを使って画像を共有することができます。

コンタクトシートはを作成するには:

1. 管理モードの[ファイル一覧 ]ペインから、含めたい画像を選択します。

2. [ファイル]＞ [ 印刷 ]をクリックするか、Command―Pを押します。

3. [画像を印刷 ]ダイアログにて、用紙サイズポップアップメニューで用紙のサイズを指定します。

4. プリントサイズ ポップアップメニューから、印刷したサイズを選択します。

5. プリントレイアウトペインからコンタクトシートを選択し ます。

6. 印刷をクリックします。

PDFを作成する

これを使用して ACDSee Photo Studio 6 画像を PDF (Portable Document Format) に変換することができます。

PDFファイルを作成するには:

1. 管理モードの[ファイル一覧 ]ペインから、PDF としてエクスポートする画像を選択します。

2. [ファイル]＞ [ 印刷 ]をクリックするか、Command―Pを押します。

3. [印刷 ] ボタンをクリックして、印刷ダイアログを開きます。

4. [PDF]をクリックし、[PDFとして保存]を選択します。

5. 名前をつけて保存名前フィールドにファイル名を入力し、PDFとして保存する場所を選択します。

6. タイトル、制作者、テーマ、およびキーワード欄に情報を入力します。

7. [保存 ]をクリックします。

プリントサイズのカスタマイズ

ACDSee では、画像のプリントサイズをカスタマイズできます。

プリントサイズをカスタマイズするには:

1. 管理モードの[ファイル一覧 ]ペインから、印刷する画像を選択します。

2. [ファイル]＞ [ 印刷 ]をクリックするか、Command―Pを押します。

3. プリントサイズ のポップアップメニューで、[カスタマイズ ]を選択します。

4. プリントサイズダイアログで、[+] ボタンをクリックして新しいサイズを追加します。

5. 単位ポップメニューから単位を選択します。

6. [幅 ]および[高さ]フィールドに測定値を入力します。

7. [OK]をクリックします。
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表示モード

表示モードについて

表示モードでは、フル解像度の画像を 1 枚ずつ表示することができます。[プロパティ]ペインを開いて([表示 ]＞ [プロパティ]ペイン)画
像のプロパティを確認したり、画像の一部を拡大表示したり、画像を回転することも可能です。

表示モードでフィルムストリップを活用して、フォルダ内の画像をすばやく行き来することもできます。表示モードには、ナビゲーションボタン

が備わったツールバーと、ウィンドウに下にあるステータスバーが搭載されています。ステータスバーには、現在選択されている画像の情報

が表示されます。

表示モードは次の 2 つのペインに分かれています:

ビューアはフィルムストリップで選択された画像を表示します。ツールバーにあるツールを活用して、画像を回転したり、拡大することができ

ます。

フィルムストリップにはフォルダ内の画像または選択された画像を表示します。左右方向の矢印キーで画像を参照します。

表示モードへアクセスするには:

管理モードでファイルを選択したら、次のいずれかの操作を行います。

ACDSeeの右上部にある表示モードボタンをクリックします。

ACDSeeの上部メニューにある[表示 ]＞ [表示モード ]を選択します。

Option―Command―Vキーを押して表示モードに切り替えます。

管理モードで画像をダブルクリックします。

表示モードには画像のみが表示されます。

表示モードで画像を扱う

RAW画像を表示する

対応している RAWフォーマットは、コンピュータにインストールされている、Appleが更新する最新RAWフォーマットにより異なります。

Apple社の webサイトにてお使いのRAWフォーマットが対応しているかどうかご確認ください。

RAW画像ファイルは、カメラのネガに似ています。カメラで撮影する際、画像を構成するすべての「生の」データがキャプチャされます。

RAW画像には JPEG が埋め込まれているため、画像をプレビュー表示することができます。

管理モード内でRAW画像のサムネイルをダブルクリックすると、ACDSeeにより、そのRAWファイルを以前に現像したことがあるかが確認さ

れます。現像したことがある場合、ACDSeeにより、現像された写真が表示モードに表示されます。現像したことがない場合、ACDSeeに
より次のいずれかの処理が実行されます。

表示モードの [埋め込みプレビュー] スイッチを選択している場合、または環境設定ダイアログボックスの全般ページの [埋め込

みプレビュー] ラジオボタンを選択している場合、ACDSeeにより、写真を撮影した時にカメラによって作成された埋め込みJPEG

が表示されます。これは既定値として設定されています。

表示モードの [RAWデコード ] スイッチを選択している場合、または環境設定ダイアログボックスの全般ページの [RAWデコー
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ド] ラジオボタンを選択している場合、ACDSeeによりRAWファイルがデコードされ、その RAWファイルの仮写真が表示されま

す。

表示モードで画像を参照する

表示モードで、下中央のボタンまたはキーボード ショートカットを使用すると、画像の参照が簡単です。各ボタンの詳細については、下

記の表を参照してください。

Fn + 左

矢印

最初の画像へ 選択したフォルダの最初の画像を表示します。

戻る 前の画像を表示します。

進む 次の画像を表示します。

Fn + 右

矢印

最後の画像へ フォルダの最後の画像を表示します。

Commandキーと+または-キーを押すと、画像を拡大および縮小することができます。

選択ツール を使って画像の一部をコピー して貼り付けることができます。

表示モードで画像を表示する

表示モードでよく使用するツールについては、以下の表を参照してください。

表示モードの表示オプション

表示 メニュー キーボード ショートカット

実際のサイズ [表示 ]＞ [実際のサイズ]

または ボタンをクリックしま

す

Command―/

画像に合わせる [表示 ]＞ [画像に合わせる]

または ボタンをクリックしま

す

Command―*

幅に合わせて表

示

[表示 ]＞ [幅に合わせて表示

]
Command―左矢印キー

高さに合わせて表

示

[表示 ]＞ [高さに合わせて表

示 ]
Command―右矢印キー

Commandキーと+または-キーを押すと、画像を拡大および縮小することができます。

画面下のツールバー
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外部エディタ ユーザーの選択した外部エディタでファイルを開きます。

左に回転 選択された画像を左へ回転します。

右に回転 選択された画像を右へ回転します。

フル スクリーン 画像をフルスクリーンで表示します。

スライドショー スライドショーで画像を開きます。

選択ツール 選択ツールを使って画像の一部を拡大またはコピー &貼り付けする

ことができます。

自動切り替え 自動切り替えを切り替えます。

フィルムストリップを非表示 フィルムストリップを閉じます。

ズーム スライダ [ファイル一覧 ]ペインのサムネイルの大きさをコントロールできます。ス

ライダをドラッグしてサムネイルの大きさを設定します。ズームスライダは

サムネイル表示でのみ有効です。

フィルムストリップで画像を表示する

表示モードでフィルムストリップを活用して、フォルダ内の画像を表示することができます。フィルムストリップのサイズを変更したり、折り畳

んだりすることもできます。

フィルムストリップで画像を表示するには:

以下のいずれかの操作を行います。

フィルムストリップの画像をクリックします。

矢印キーを押します。

フィルムストリップの下部に位置するスクロールバーをクリック & ドラッグします。

フィルムストリップ上にカーソルを置き、マウスでスクロールします。

フィルムストリップのサイズを変更する

フィルムストリップ バーを使用して、表示されている画像のサイズや数を拡大、または縮小することができます。

フィルムストリップのサイズを変更するには:

フィルムストリップ ヘッダーをクリックして、上下にドラッグします。

フィルムストリップを閉じる

画像を表示モード ウィンドウに合わせるため、フィルムストリップを閉じることができます。

フィルムストリップを閉じるには:

ツールバーで、[フィルムストリップの表示 /非表示 ]ボタンを押して、フィルムストリップを閉じたり展開したりします。

フィルムストリップが閉じているときには、矢印キーを使って画像を表示します。
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現像モード

現像モードについて

現像モードについて

画像の細部までお好みどおりの調整・調節を可能にするツールが充実した現像モードなら、大切な画像のジオメトリをかんたんに修正

でき、プロ級の仕上がりを実現します。

[現像 ]モードで画像を調整しても、オリジナルファイルが変更されることは決してありません。変更は別のファイル内に保存され、画像を開

くたびにそれらの変更が適用されるという仕組みになっています。便利な ACDSee Photo Studio 6 の非破壊的な編集なら、どんなに

変更を加えても画像を元の状態にいつでも復元できますので、自由に編集することができます。

処理済みの画像を[現像 ]モードで開くと、最後にその画像を処理した時の設定で開かれます。そのため、いつでも処理した画像を開い

て、最後に使用した設定をリセットしたり、画像を元の状態に戻すことができます。

画像処理

画像を現像するには:

1. 1 つ以上のファイルを選択して、現像をクリックします。

2. [調整 ]タブで、次のコントロールグループを使って実行します。[ 一般 ]、[ ホワイトバランス]、[ Light EQ™]、[カラーEQ]、[ス
プリットトーン]、[ソフトフォーカス]、[クロスプロセス]、[ヴィネット効果 ]、[トーンカーブ]、および[出力色空間 ]。

3. [ 詳細 ]タブで、[シャープネス ]、[ ノイズ除去 ]、[色収差 ]、または[フリンジ除去 ]を使用してディテールを調整します。

4. [ジオメトリ]タブで、[レンズの歪み]、[回転&傾きを直す]、[透視 ]、[トリミング]、または[ ヴィネット除去 ]ツールを使用して、

ジオメトリを修正します。

5. 赤目を修正するには、[修正 ]タブの[赤目補正 ]を使用します。

保存とキャンセル

画像の処理後は、次にしたい操作によって画像の保存方法を選択します。

画像を保存して前のモードに戻るには:

1. 完了をクリックします。

2. 次のいずれかを選択します：

保存 :変更を保存します。

名前をつけて保存 :処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。

破棄する:変更を破棄します。

キャンセル:追加した変更は保存されず、現像モードの画像がそのままの状態で残ります。

保存確認のプロンプトをその都度表示せず、追加した変更を自動で保存したい場合は、自動保存のチェックボックスにチェッ

クを入れてください。すると次回より、新しい画像へ切り替えると、プロンプトが開くことなく変更は自動で保存されます。この設

定はACDSee Photo Studio 6 | 環境設定にて元へ戻せます。

画像を保存して他の画像の処理を続行するには：

名前を付けて保存をクリックして、処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。
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画像の変更を破棄して前のモードに戻るには：

キャンセルをクリックしてください。

現像モードの表示コントロール

オリジナルの表示 変更をオン/オフで切り替えて、オリジナルと比較することができます。

フル スクリーン 画像をフルスクリーンで表示します。

フィルムストリップを非表示 フィルムストリップを閉じます。

ズーム スライダ ズームを制御します。スライダをドラッグしてズームを調整します。

ズーム ドロップダウンリスト ドロップダウンリストから、希望のズームを選択します。

実際のサイズ 現行の画像を原寸に戻します。

画像に合わせる 現像モードの領域に合わせて画像を縮小します。

オリジナルの画像に復元する

[現像 ]モードで画像を調整しても、オリジナルファイルが変更されることは決してありません。変更は別のファイル内に保存され、画像を開

くたびにそれらの変更が適用されるという仕組みになっています。便利な ACDSee Photo Studio 6 の非破壊的な編集なら、どんなに

変更を加えても画像を元のまっさらな状態にいつでも復元できますので、自由に編集することができます。

処理済みの画像を[現像 ]モードで開くと、最後にその画像を処理した時の設定で開かれます。そのため、いつでも処理した画像を開い

て、最後に使用した設定をリセットしたり、画像を元の状態に戻すことができます。

画像をオリジナルの状態に戻す

管理モードまたは表示モードで画像をオリジナルの状態に復元するには:

以下のいずれかの操作を行います。

１つ以上の画像を Ctrl + クリックして、[現像 ]＞ [オリジナルに戻す]を選択します。

[編集 ]＞ [現像 ]＞ [オリジナルに戻す]をクリックします。

設定ボタンは、ツールペインの右上に位置しています。

現像の設定をプリセットとして保存して共有する

画像の現像設定を細かく設定し終えたら、次の現像にも使用できるように、その設定を保存できるオプションがあります。現像プリセット

は、[調整 ]、[ディテール]、[ジオメトリ]タブで行った調整を保存します。保存したプリセットは、現像モードのドロップダウンメニューに表示

されるようになります。

現像プリセットを保存するには

現像ツールで調整した設定を現像プリセットとして保存するには:
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1. 現像モードの現像ツールで画像を調整します。

2. 現像モードにある設定ボタンのドロップダウンメニューを使用して、プリセットを保存 を選択します。

設定ボタンは、ツールペインの右上に位置しています。

3. プリセットの名前を入力します。削除したい設定のチェックインボックスをチェックを外して、要らない設定は除くこともできます。

4. [OK]をクリックします。保存したプリセットは、現像モードのドロップダウンメニューに表示されるようになります。

1つの画像に現像プリセットを適用する

管理モード、表示モード、または現像モードで画像にプリセットを適用できます。

管理モードで、1 つの画像にプリセットを適用するには:

1. [管理 ] モードで次のいずれかの操作を行います。

[ファイル一覧 ]ペインで画像を選択し、[ 編集 ] ＞ [現像 ]＞ [プリセット名 ]を選択します。

[ファイル一覧 ]ペインで画像を右クリックし、コンテキストメニューから[現像 ] ＞ [プリセット名 ] を選択します。

表示モードで、1 つの画像に現像プリセットを適用するには:

1. 画像を表示モードで開き、次のいずれかの操作を行います。

[ 編集 ]＞ [現像 ]＞ [プリセット名 ]を選択します。

画像を 右クリックし、コンテキストメニューから[現像 ] ＞ [プリセット名 ] を選択します。

フィルムストリップで画像を右クリックし、コンテキストメニューから[現像 ] ＞ [プリセット名 ] を選択します。

現像モードで、1 つの画像に現像プリセットを適用するには:

1. 画像を現像モードで開き、次のいずれかの操作を行います。

[ 編集 ]＞ [現像 ]＞ [プリセット名 ]を選択します。

[設定 ]ボタンを使用して、ドロップダウンメニューから目的のプリセットを選択します。 設定ボタンは、ツールペインの右

上に位置しています。

複数のファイルに現像プリセットを一括適用する

管理モードでは、複数のファイルに現像プリセットを一括適用できます。現像プリセットは一括ワークフローツールで複数の画像へ一度に

適用することが可能です。

管理モードで複数のファイルに現像プリセットを適用するには:

[管理 ] モードで次のいずれかの操作を行います。

[ファイル一覧 ]ペインで複数の画像を選択し、[ 編集 ] ＞ [現像 ]＞ [プリセット名 ]を選択します。

[ファイル一覧 ]ペインで複数の画像を選択し、選択した画像をCtrl + クリックして、コンテキストメニューの[現像 ] ＞ [プリセッ

ト名 ] を選択します。

一括現像プリセットを適用するには:

1. 管理モードで、画像を1つ以上選択します。

2. [一括 ]ボタンをクリックして、[新しい一括ワークフロー]を選択します。

3. 一括ワークフローダイアログボックスにて、左のペインから 現像 操作を選択し、右のペインにドラッグ& ドロップします。

4. ポップアップメニューから保存してある現像プリセットを選択します。
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5. 以下のいずれかの操作を行います。

[プリセットの保存 ] をクリックして操作をプリセットとして保存すれば、次回もすぐに使用することができます。プリセット

の名前を入力し [保存 ] をクリックします。[編集 ] ＞ [一括 ]で保存したプリセットにアクセスできます。

一括を実行をクリックして設定をファイルに適用します。

現像の設定をすぐに画像に適応するには、現像 | 最後に使用された操作を適用をクリックします。他にも、保存してあ

る現像設定を現像を選択してプリセットをクリックして適用することもできます。

現像プリセットを家族や友人と共有する

現像プリセットを共有、インポート、エクスポートするには

現像プリセットをインポートするには:

[ ツール] から[現像プリセットのインポート]をクリックします。

現像プリセット設定をエクスポートするには:

[ ツール] から[現像プリセットのエクスポート]をクリックします。

画像を調整する

調整タブについて

調整タブには、露出、ホワイトバランス、自然な彩度、明るさ、色相、カラープロファイルなどを調整するツールが搭載されています。

調整タブを使用するには:

1. 現像モードで[調整 ]タブを選択します。

2. [調整 ]タブで、[ 一般 ]、[ ホワイトバランス]、[ Light EQ™]、[カラーEQ]、[スプリットトーン]、[ソフトフォーカス]、[クロスプロ

セス]、[ヴィネット効果 ]、[トーンカーブ]、および[出力色空間 ]のいずれかを選択します。

保存とキャンセル

画像の処理後は、次にしたい操作によって画像の保存方法を選択します。

画像を保存して前のモードに戻るには:

1. 完了をクリックします。

2. 次のいずれかを選択します：

保存 :変更を保存します。

名前をつけて保存 :処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。

破棄する:変更を破棄します。

キャンセル:追加した変更は保存されず、現像モードの画像がそのままの状態で残ります。

保存確認のプロンプトをその都度表示せず、追加した変更を自動で保存したい場合は、自動保存のチェックボックスにチェッ

クを入れてください。すると次回より、新しい画像へ切り替えると、プロンプトが開くことなく変更は自動で保存されます。この設

定はACDSee Photo Studio 6 | 環境設定にて元へ戻せます。
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画像を保存して他の画像の処理を続行するには：

名前を付けて保存をクリックして、処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。

画像の変更を破棄して前のモードに戻るには：

キャンセルをクリックしてください。

全般調整を使用する

[全般 ] グループでは、画像全体の調整を行うことができます。使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができま

す。

[全般] で画像調整を行うには:

1. 現像モードで [調整 ]タブを選択します。

2. [全般 ] グループで、以下を参考にして調整します。

全般オプション

処理 カラーモードまたは白黒モードを選択します。

露出 スライダを右にドラッグすると露出が増加し、左にドラッグすると露出が減少します。1eV
は露出の 1 補正値です。

ハイライトの回復 スライダを右にドラッグして、露出オーバーの領域にある画像の細部を復元します。

フィルライト スライダを右にドラッグし、画像の最も暗い領域にライトを追加します。

コントラスト スライダを右にドラッグするとコントラストが大きくなり、左にドラッグするとコントラストが小

さくなります。

自然な彩度 スライダを右にドラッグすると自然な彩度が高まり、左にドラッグすると自然な彩度が減

少します。自然な彩度を高めても、画像のトーンには影響しません。

明瞭度 スライダを右にドラッグする明瞭度が増加し、左にドラッグすると明瞭度が減少します。

明瞭度を調整する

明瞭度ツールは画像のディテールに明瞭度を加えます。明瞭度スライダを使って、影とハイライトを強調せずに、画像の中間調のコントラ

ストを高めます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像の明瞭度を調整するには:

1. 現像モードで 調整 タブを選択します。

2. 全般グループで 明瞭度 スライダを右にドラッグすると、より透明感が増します。

ナンバーボックスに数字を入力して、そこから微調整を行うことも可能です。

ホワイトバランスを調整する

「ホワイトバランス」グループを使用して、画像から不必要なカラーキャストを削除することができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。



ACDSee Photo Studio for Mac

Page 66 of 93

画像のホワイトバランスを調整するには:

1. 現像モードで [調整 ]タブを選択します。

2. [ホワイトバランス] グループで、以下を参考にしてスライダを調整します。

ホワイトバランスオプション

ホワイトバランス RAW画像の場合、以下のホワイトバランスの補正オプションから 1 つを選択します。

撮影時 :自動的に選択されます。写真の撮影時に、カメラに保存されたホワイトバランス設定を適用しま

す。

晴れ:晴れの日の正午の値に近い 5500 K に色温度を調整します。

曇り:少し曇っている日の値に近い 6500 K に色温度を調整します。

影 :雲が多い曇りの日の値に近い 7500 K に色温度を調整します。

タングステン:一般家庭の電球の値に近い 2850 K に色温度を調整します。

蛍光灯 :蛍光灯の電球の値に近い 3800 K に色温度を調整します。

フラッシュ:カメラのフラッシュの値に近い 5500 K に色温度を調整します。

カスタム:「温度」と「ティント」スライダを調整して、ユーザー指定のホワイトバランスを定義することができま

す。画像上にマウスを移動してスポイトに変わるまで待ってから、グレー(ニュートラル)の領域をクリックする

こともできます。

JPEG のようにエンコード可能な画像は、以下のホワイトバランスの補正オプションから 1 つを選択します。

撮影時 :自動的に選択されます。写真の撮影時に、カメラに保存されたホワイトバランス設定を適用しま

す。

カスタム:「温度」と「ティント」スライダを調整して、ユーザー指定のホワイトバランスを定義することができま

す。画像上にマウスを移動してスポイトに変わるまで待ってから、グレー(ニュートラル)の領域をクリックする

こともできます。

色温度 [色温度 ] スライダを左にドラッグ(ブルーの増加 )、または右にドラッグ(イエローの増加 )して、特定の色温度を指

定します。

ティント [ティント]スライダを左にドラッグ (グリーンの増加 )、または右にドラッグ(マゼンタの増加 )して、画像撮影時に使

用したホワイトバランスの設定に近くなるよう調整します。

強さ スライダを右に移動させるとホワイトバランスの調整量が増えます。スライダを左に移動させるとホワイトバランスの

調整量が減ります。

画像の一部分を直接クリックして、その部分のホワイトバランスを調整することも可能です。

ライティングを調整する

[Light EQ™] ツールを使用して、画像内で光が適切に表示されている領域を変更せずに、画像の暗すぎる、あるいは明るすぎる領域

のトーンレベルを調整することができます。トーンレベルとは、ピクセルの明るさとその周辺のピクセルを平均したものです。

また同時に暗すぎる領域を明るく、明るすぎる領域を暗くすることができます。例として、海や窓など明るい背景で人物を撮影した場合

に、人物が暗くはっきりと顔が見られないけれども背景の明るさは調整しなくても大丈夫な写真が挙げられます。実際に、曇天あるいは

フラッシュ発光で撮影された写真のほとんどは、Light EQ™ツールを使用して微調整をすると出来上がりに大きな差がでます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像のライティングを調整するには:

1. 現像モードで 調整 タブを選択します。

2. Light EQ™ グループで、以下を参考にして調整します。



ACDSee Photo Studio for Mac

Page 67 of 93

ベーシックライティング

ベーシックは、3 つのスライダを使用するだけのシンプルで簡単な調整方法です。画像のある領域 (通常は画像の被写体 )を直接クリッ

クして、その領域に最適な設定を自動設定することも可能です。

ベーシックライティングオプション

シャドウ スライダを右にドラッグするとシャドウが明るく、左にドラッグするとシャドウが暗くなります。

中間調 スライダを右にドラッグすると中間調が明るく、左にドラッグすると中間調が暗くなります。

ハイライト スライダを右にドラッグするとハイライトが明るく、左にドラッグするとハイライトが暗くなります。

標準

標準では、サウンド イコライザのような方法で、光の調整をおこないます。画像の異なるトーンバンド(相対的に明るいまたは暗い領域 )
の明るさとコントラストを、該当するトーンバンドのスライダを使用して個別に調整します。グラフには、トーンレンジに適用された明るさまた

は暗さの量が表示されます。グラフ内のグレー領域は提案された境界で、クリッピングやディテールが失われないために表示されていま

す。赤い領域は調整されたスライダのうち、クリッピングが発生した領域を示しています。

標準オプション

明るさのスライダ

(上に位置するス

ライダ)

スライダを上にドラッグして、各トーンバンドの輝度を増加します。左側のスライダは暗いトーンに反映されます。

右側のスライダは明るいトーンに反映されます。スライダを移動すると、そのトーンバンドにある輝度の量のみが

変更します。

ナンバーボックスに数字を入力して、そこから微調整を行うことも可能です。

暗さのスライダ

(下に位置するス

ライダ)

スライダを下にドラッグして、各トーンバンドの暗さを増加します。左側のスライダは暗いトーンに反映されます。

右側のスライダは明るいトーンに反映されます。スライダを移動すると、そのトーンバンドにある暗さの量のみが変

更します。

ナンバーボックスに数字を入力して、そこから微調整を行うことも可能です。

グラフ グラフは、画像のトーンレンジに適用された明るさと暗さの量を示します。水平軸の上にある部分は明るさを、

水平軸の下にある部分は暗さを表しています。同一のトーンバンドで明るさと暗さが変更された場合、コントラ

ストが激しくなります。つまり、グラフの上部の明るい領域と、グラフの下部の暗い領域は、そのトーンレンジのコ

ントラストが相対的に増えていることを示します。グラフまたは画像上をクリックして、双方向矢印を上下にドラッ

グして明るくまたは暗く調整します。

トーンバンド数 各トーンバンドのスライダをドラッグして、カーブを調整します。表示するトーンバンドのスライダ数は、2、3、5、7
または 9 個から選べます。

アドバンス

アドバンスタブでは、画像の明るさとコントラストを完全にコントロールすることができます。4つのスライダを使用してカーブを調整した後、グ

ラフ内の領域または画像を直接クリック&ドラッグしてカーブを手動調整します。

グラフ

グラフの上部は明るさを、下部は暗さを表しています。シャドウのトーンレベルは左に、中央は中間調、右はハイライトを表しています。

グラフの明るいグレーの領域は、画像に適用された明るさまたは暗さの量を示しています。グラフの暗いグレーの領域は提案された境界

で、この領域が赤に変わると、調整された領域が大きすぎたためディテールが失われてしまったことを示します。画像上にカーソルを動かす

と、2 つの黄色い垂直線がカーソル下にあるトーンレベルの上下を示すため、調整の中間領域を見つけることができます。

アドバンスオプション
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領域 操作 結果

スライダ [明るくする] スライダをドラッグ 右に移動する:暗い領域に適用される明るさの量を増やします。

左に移動する:画像のすべての領域で、明るさが一様に増加しま

す。

[暗くする] スライダをドラッグ 右に移動する:画像の明るい領域に適用される暗さが増加しま

す。

左に移動する:画像のすべての領域で、暗さが一様に増加しま

す。

[明るくする] の [振り幅] をドラッグ 右に移動する:画像のすべての領域に適用される明るさの強度が

増加します。グラフ内では、オレンジ色のカーブの高さが増加しま

す。

左に移動する:明るさとカーブの高さの強度が減少します。

振り幅スライダが 0 の場合 :明るさを一切適用しません。

振り幅スライダが 100〜200 の場合 :数字に比例して切り取られ

る量が増加します。

ほとんどのケースでは、110 が適切な振幅の値です。ハイライトの

領域にディテールが見られる画像では、[明るくする] の [振幅 ] の

値を下げると、そのディテールを保つことができます。

ほとんどの場合、振り幅を調整する必要はありません。

[暗くする] の [振り幅] をドラッグ 右に移動する:画像のすべての領域に適用される暗さの強度が増

加します。グラフ内で、オレンジ色のカーブの高さが増加します。

左に移動する:暗さとカーブの高さの強度が減少します。

グラフ上 オレンジのグラフ(上部)をドラッグ グラフ上をクリックして上に向かってドラッグするにつれ、グラフそのも

のが変化します。グラフは調整している明るさを表します。グレーの

グラフはクリッピング(ピンク色で表示 )を起こさずにドラッグすることが

できる、最大量を示します。

グラフの高さは、各トーンレベルに適用された明るさのレベルを表し

ます。(トーンは左がブラックで、右に向かうほどホワイトになりま

す。)

グラフまたは画像上で明るさまたは暗さを直接調整すると、「明るく

する」 または 「暗くする」 にある各 「振幅」 のスライダが、現在の

カーブの振幅を示した値に変わります。(振幅の値100 はクリッピ

ングを発生させない最大の振幅値です。)

グラフ(下部)をドラッグ OPTION キーを押しながらグラフを下に向かってドラッグするにつれ、

グラフそのものが変化します。グラフは調整している暗さを表しま

す。グレーのグラフはクリッピング(ピンク色で表示 )を起こさずにドラッ

グすることができる、最大量を示します。

カラーを調整する

カラー EQ により彩度、明るさ、色相の色補正が可能です。標準モードで画像全体に調整を加えることができ、標準または高品質モー

ドで色ごとに調整することが可能です。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

カラーを調整するには:

1. 現像モードで [調整 ]タブを選択します。

2. カラー EQ グループで、彩度、明るさ、色相のいずれかのタブを選択し、以下の表で解説されているオプションに従って、これら

を調整します。
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カラー EQ オプション

高品質モードまたは標準モードをカラー EQ グループの一番上から選択します。個々の色を調整するには、画像の色を右クリックし

てマウスを上下にドラッグします。変更がカラー スライダに反映されます。これは彩度、明るさ、色相タブで機能します。

カラー モ

デル

カラー EQ には次のタブがあります。

彩度タブ:飽和からグレースケールまで調整することができます。

明るさタブ:画像の明るさまたは暗さを調整することができます。

色相タブ:別の色へ変更します。

高品質 画像の色を個々に調整します。高品質では、新しいより進化したカラーモデルを使用して、より

高品質な調整が可能です。

個々の色スライダーを右に移動すると効果がより強く、左に移動すると弱くなります。各フィール

ドに数値を入力すると、より細かい調整が可能です。または画像上にカーソルを移動して細か

い調整を行うこともできます。カーソルの横に、現在マウスを当てている色が表示されたボックス

が出ます。画像をクリックして、ドラッグアップまたはダウンして調整します。カーソルを動かすにつ

れ、対応する色のスライダが自動調整されるのを確認します。

標準 以前に現像した画像に対応します。色を個々に調整するか、マスタースライダで全体的な調

整を行います。

白黒 白黒モードは、調整タブの全般タブにて定義します。このモードでは、カラー EQ グループは、高

度な白黒グループになります。

高度な白黒グループには次のオプションがあります。

明るさ:ACDSee Photo Studio はオリジナル画像の色を読み取り、白黒モードで明るさ

を調整します。スライダを右に移動させると効果がより強く、左に移動させると弱くなります

ので、個々の色の明るさを調整してください。各フィールド数値を入力すると、より細かい

調整が可能です。または画像上にカーソルを移動して細かい調整を行うこともできます。

カーソルの横に、現在マウスを当てている色が表示されたボックスが出ます。画像をクリッ

クして、ドラッグアップまたはダウンして調整します。カーソルを動かすにつれ、対応する色の

スライダが自動調整されるのを確認します。

色づけ:色相スライダーで選択した色をベースにして画像に色を追加します。追加される

色の彩度は、オリジナル画像に存在していた色 /彩度の量と度合いスライダーの設定を

基本にします。

ソフトフォーカス効果の適用

カメラの拡散用レンズと同じように、ソフトフォーカスツールを使って、シャープなラインやくっきりした色味を減らして、画像に柔らかな効果を

追加することが可能です。

ソフトフォーカスツールなら皺を減らすと同時に艶感を演出することができ、異なった色調に対しても効果を出すことができます。例えば、

コントラストと明るさはそのまま変えずに、さらにソフトに仕上げることが可能です。ソフト フォーカス効果を画像の中間調または色域全体

に適用するには、[トーンの幅 ] スライダを使用します。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

ソフトフォーカス効果を適用するには:

1. 現像モードで 調整 タブを選択します。

2. [ソフト フォーカス] グループで、以下を参考にして調整します。

ソフト フォーカスオプション
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強さ スライダを右に動かすと、トーン幅のぼかしが増します。

明るさ スライダを右に動かすとソフトフォーカス効果だけでなく、画像の明るさも同時に増します。

コントラスト スライダを右に動かすとソフトフォーカス効果だけでなく、画像のコントラストと彩度も同時に増します。

トーンの幅 スライダを右に動かして、ソフトフォーカス効果をより広いトーン幅に適用します。明るさとコントラストの適用をコント

ロールするには、値が低いと中間調にソフトフォーカスが適用され、値が高いとソフトフォーカスを広く適用し、ハイラ

イトとシャドウも増加します。

ナンバーボックスに数字を入力して、そこから微調整を行うことも可能です。

クロスプロセス効果の適用

80 年代、90 年代にフィルム写真で人気のあったテクニックで、フィルムを別の種類のフィルムのように処理するものです。クロスプロセス

は写真の彩度とコントラストを強調し、黄緑がかったハイライトと青っぽいシャドウに色をシフトします。クロスプロセスツールを使うとこれらの

レトロ効果をシミュレートすることができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

クロスプロセスの強度を調整するには:

1. 現像モードで 調整 タブを選択します。

2. クロスプロセスグループで、強度 のスライダを右へ移動するとレトロ効果が強まります。

ナンバーボックスに数字を入力して、そこから微調整を行うことも可能です。

スプリットトーンを調整する

スプリットトーンはもともとフィルム写真で使われていた技術で、画像に複数のカラートーン効果を適用できます。[スプリットトーン] ツール

は、スライダでトーンのバランスを調整しながら、ハイライトとシャドウの色相と彩度をコントロールします。スプリットトーンは ACDSee Photo
Studio での RAW現像や非破壊編集に創造的な要素を追加します。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

ハイライトとシャドウを調整するには:

1. 現像モードで調整タブを選択します。

2. スプリットトーングループにて、スライダーをドラッグして、下表で説明されているようにハイライトとシャドウの調整を行います。

スプリットトーンのオプション

ハイライト

色相 スライダーでハイライトカラーを選択します。

彩度 スライダーを右にドラッグして画像のハイライト部分の指定色の彩度を上げます。

シャドウ

色相 スライダーでシャドウカラーを選択します。

彩度 スライダーを右にドラッグして画像のシャドウ部分の指定色の彩度を上げます。

バランス スライダーを右にドラッグするとハイライト色を強調し、左にドラッグするとシャドウ色を強調します。

例えば、スライダーが最大値50に設定されている場合、ハイライト色が最も強調され、スライダー

が最小値 -50に設定されている場合は、シャドウ色が最も強調されます。
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セピアトーン効果を出すには、まず [アドバンスカラー] ツールで写真の彩度を落とした後、[スプリットトーン] ツールで赤茶の

色相を適用します。わずかに色づけした白黒写真を作成することもできます。

トリミング後の周辺光量補正を調整する( ヴィネット効果)
ヴィネット効果ツールを使用して、画像の周囲の光量を調節することができます。

ヴィネット効果スライダにより、トリミングした写真の比率に応じた光量補正を行うことができます。ヴィネット効果ツールには、ヴィネットの

強さや半径、フェザリング、丸みを独創的にコントロールできるスライダがあります。ヴィネット効果は、トリミングの有無を問わず写真に適

用できます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

ヴィネット効果を適用するには:

1. 現像モードで [調整 ]タブを選択します。

2. [トリミング後 ]グループで、以下を参考にしてスライダを調整します。

トリミング後オプション

強さ スライダを右にドラッグするとコーナーが明るくなり、左にドラッグするとコーナーが暗くなりま

す。

半径 スライダを右に動かすと半径が大きくなり、左に動かすと半径が小さくなります。

フェザリング ヴィネットのエッジの柔らかさを調整します。スライダを右に動かすと、ヴィネット効果の柔

らかさが増加し、左に動かすと硬さが増加します。

丸み スライダを右に動かすとヴィネットがより円に近くなり、左に動かすとより楕円に近くなりま

す。

トーンカーブを調整する

[現像 ]モードの [トーンカーブ] ツールを使用して、画像のトーンレンジを細かく調整することができます。RGBカラーチャンネルを選択して

画像全体の明るさを調整するか、特定の色を選択します。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像のトーンカーブを調整するには:

1. 現像モードで [調整 ]タブを選択します。

2. [トーンカーブ]グループで、以下を参考にしてカーブを調整します。

トーンカーブオプション

チャンネル 調整するカラーチャンネルを指定します。

カーブ 標準カーブが既定として設定されています。線をクリック & ドラッグしてトーンカーブを操作します。カーブをク

リックするたび、新しいノードが追加されます。ノードをカーブの上下にドラッグして調整します。ノードを削除す

るには、ノードを右クリックします。

ブラックポイント ブラックの三角形をクリック & ドラッグするか、クリックしてブラック ポイントを自動設定します。フィールドに数値

を直接入力したり、矢印ボタンを上下にクリックしてブラック ポイントを設定することも可能です。

ガンマ グレーの三角形をクリック & ドラッグするか、クリックしてガンマポイントを自動設定します。フィールドに数値を

直接入力したり、矢印ボタンを上下にクリックしてガンマポイントを設定することも可能です。

ホワイトポイント ホワイトの三角形をクリック & ドラッグするか、クリックしてホワイト ポイントを自動設定します。フィールドに数

値を直接入力したり、矢印ボタンを上下にクリックしてホワイト ポイントを設定することも可能です。
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リセットボタンをクリックして、トーンカーブをリセットできます。エンドポイントノードを右クリックしてリセットすることもできます。

出力色空間

ファイルを処理する際に出力色空間を利用することができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

ファイルの出力色空間を調整するには:

1. 現像モードで [調整 ]タブを選択します。

2. [出力色空間 ] グループのポップアップメニューから希望する色空間を選択します。

ディテールを調整する

ディテールタブについて

ディテールタブでは、画像をシャープにしたり、ノイズを削除したり、色収差を補正したり、画像のフリンジを軽減することができます。

ディテール タブを使用するには:

1. 現像モードで ディテールタブを選択します。

2. 画像を調整するには、[シャープネス ]、[ノイズ除去 ]、[色収差 ]、または[フリンジ除去 ]グループを選択します。

保存とキャンセル

画像の処理後は、次にしたい操作によって画像の保存方法を選択します。

画像を保存して前のモードに戻るには:

1. 完了をクリックします。

2. 次のいずれかを選択します：

保存 :変更を保存します。

名前をつけて保存 :処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。

破棄する:変更を破棄します。

キャンセル:追加した変更は保存されず、現像モードの画像がそのままの状態で残ります。

保存確認のプロンプトをその都度表示せず、追加した変更を自動で保存したい場合は、自動保存のチェックボックスにチェッ

クを入れてください。すると次回より、新しい画像へ切り替えると、プロンプトが開くことなく変更は自動で保存されます。この設

定はACDSee Photo Studio 6 | 環境設定にて元へ戻せます。

画像を保存して他の画像の処理を続行するには：

名前を付けて保存をクリックして、処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。

画像の変更を破棄して前のモードに戻るには：

キャンセルをクリックしてください。
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シャープネス

シャープネスツールを使用して、画像の詳細を引き出したり、クリアに仕上げたりすることができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像をシャープにするには:

1. 現像モードで ディテールタブを選択します。

2. [シャープネス] グループで、以下の説明を参考にしてスライダを調整します。

シャープネスオプション

度合い エッジの各サイドにライトを増減することで、適用するシャープネスの量を指定します。

半径 各エッジの周りを調整するピクセルの数を指定します。値が高くなるほどシャープになるピクセルの数が

増えるため細部が荒く仕上がり、値が小さくなるほどシャープになるピクセルの数が減るため細部がきめ

細やかに仕上がります。

エッジマスキング エッジ内のピクセルをシャープにする前に、エッジ内に見られるピクセル値の異なるべき量を指定します。

値が高くなるほど強いエッジのみがシャープになりますが、ノイズを最小限に抑えることができます。値が

低くなるほど強弱両方のエッジがシャープになりますが、ノイズ を増やすことになります。エッジを浮き出し

ながらも、背景のノイズを最小に保ちながら、エッジマスキングを調整します。

ノイズを除去する

ハイ ISO 設定や長時間露出によって引き起こされたノイズを除去することができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像からノイズを除去するには:

1. 現像モードで ディテールタブを選択します。

2. [ノイズ除去 ] グループで、以下を参考にしてスライダを調整します。

ノイズ除去オプション

ルミナンス ノイズ スライダを右にドラッグして、ライティングのノイズを目立たなくさせます。画像のノイズに比例した設定を適

用し、プレビューウィンドで、ノイズ除去によってディテールが失われていないかを確認します。

強さ スライダを右にドラッグして、ノイズ除去をどの程度の強さで実行するかを決定します。ルミナンスノイズと強

度のバランスをうまく取って、ディテールが失われないようにしてください。

カラーノイズ スライダを右にドラッグして、画像に見られるカラーノイズを除去します。

画像をクリックして、現像ツールのプレビューで画像の一部をクローズアップして表示します。

色収差の補正

色収差は、ハイコントラストの領域がフリンジのように見えてしまうレンズ撮影の成果物です。色収差の補正ツールは光線状の収差で

も、フリンジ状の収差でも修正可能であり、建築物などの写真に使用すると非常に便利です。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像の色収差を補正するには:
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1. 現像モードで ディテールタブを選択します。

2. [色収差の補正 ] グループで、以下を参照してスライダを調整します。

色収差の補正オプション

レッド - シアン スライダを右に移動するとレッド - シアンが増加し、左にスライドすると減少します。

ブルー - イエロー スライダを右に移動するとブルー - イエローが増加し、左にスライドすると減少します。

フリンジ軽減

フリンジ軽減は、色収差と同様、ハイコントラストの領域に見られるフリンジを調整するツールです。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像のフリンジを軽減するには:

1. 現像モードで ディテールタブを選択します。

2. [フリンジ軽減 ] グループで、以下を参考にしてスライダを調整します。

フリンジ軽減オプション

強さ スライダを右へ動かすほど強度が増します。

半径 スライダを右へ動かすほど半径の数値が高くなります。

シアン スライダを左に動かすほど、シアンの色相が減少します。

ブルー スライダを左に動かすほど、ブルーの色相が減少します。

マゼンタ スライダを左に動かすほど、マゼンタの色相が減少します。

バイオレット スライダを左に動かすほど、バイレットの色相が減少します。

レッド スライダを右にドラッグして、画像に見られるノイズのカラーを除去します。

ジオメトリを修正する

ジオメトリタブについて

[ジオメトリ] タブを使用して、レンズの歪みや透視の補正、回転させたり傾きを直したりすることができます。トリミングを使用して、画像の

構成を変更することも可能です。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

[ジオメトリ] タブを使用するには:

現像モードで、ジオメトリタブをクリックしてください。

2. [レンズの歪み]、[回転&傾きを直す]、[透視 ]、[トリミング]または[ヴィネット除去 ]グループを選択して、画像を調整します。

保存とキャンセル

画像の処理後は、次にしたい操作によって画像の保存方法を選択します。

画像を保存して前のモードに戻るには:
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1. 完了をクリックします。

2. 次のいずれかを選択します：

保存 :変更を保存します。

名前をつけて保存 :処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。

破棄する:変更を破棄します。

キャンセル:追加した変更は保存されず、現像モードの画像がそのままの状態で残ります。

保存確認のプロンプトをその都度表示せず、追加した変更を自動で保存したい場合は、自動保存のチェックボックスにチェッ

クを入れてください。すると次回より、新しい画像へ切り替えると、プロンプトが開くことなく変更は自動で保存されます。この設

定はACDSee Photo Studio 6 | 環境設定にて元へ戻せます。

画像を保存して他の画像の処理を続行するには：

名前を付けて保存をクリックして、処理した画像を新しい名前で保存したり、別のフォーマットで保存することができます。

画像の変更を破棄して前のモードに戻るには：

キャンセルをクリックしてください。

レンズの歪みを補正する

レンズの歪みは、ワイドアングルやズームレンズを用いて撮影した画像でよく見られます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

レンズの歪みを補正するには:

1. 現像モードで[ジオメトリ]タブを選択します。

2. [レンズの歪み] グループで、スライダを左に動かして画像を膨張したり、スライダを右に動かして画像のエッジを引き伸ばしたりし

て調整します。

[グリッドの表示 ]ボタン をクリックすると、画像上にグリッドが表示されます。このツールは、画像の配列を調整する場合に

便利です。

回転 & 傾きを直す

現像モードでは、自由設定の角度で画像を回転して、傾いている画像をまっすぐに補正することができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

傾いている画像を補正するには:

1. 現像モードで[ジオメトリ]タブを選択します。

2. [回転 & 傾きを直す] グループで、以下を参照にして画像を調整します。

回転オプション

[左に回転]ボタン 画像を左に90度回転します。

[右に回転]ボタン 画像を右に90度回転します。
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傾きを直すオプション

スライダ 画像の水平線の角度を調整します。画像がまっすぐに見えるようになるまで、スラ

イダを左右に動かします。

傾きを直すツール 画像の傾きを直します。カーソルを使って、傾いている水平線を正すように線を描

きます。カーソルをリリースすると、傾きを直すツールが自動的に、描かれた線に対

して平行になるように画像を傾けます。

[グリッドの表示 ] ボタン をクリックすると、画像上にグリッドを表示します。このツールは、画像の配列を調整する場合に

便利です。

透視を補正する

被写体に対して、カメラを水平あるいは垂直に構えない状態で撮影された場合に発生する透視問題は、ワイドアングルのレンズでの撮

影でよく見られます。例えば、高層ビルを道の下から見上げた状態で撮影すると、ビルが傾いているように見えてしまいます。これらの問

題は、「透視」グループのオプションを使用して補正することができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

透視を補正するには:

1. 現像モードで[ジオメトリ]タブを選択します。

2. [透視 ] グループで、以下を参考にしてスライダを調整します。

透視補正オプション

上下 スライダを左右にドラッグして、垂直軸で画像の中心となる位置を指定します。

左右 左右スライダを左右にドラッグして、水平軸で画像の中心となる位置を指定します。

上下シアー効果 スライダを左右にドラッグして、垂直軸および斜め軸で画像の中心となる位置を指定します。

左右シアー効果 スライダを左右にドラッグして、水平軸および斜め軸で画像の中心となる位置を指定します。

[グリッドの表示 ] ボタン をクリックすると、画像上にグリッドを表示します。このツールは、画像の配列を修正する場合に

便利です。

トリミング

編集モードの [トリミング] ツールを使用して、画像の不要な部分を削除したり、特定のサイズに縮小したりすることができます。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

画像をトリミングするには:

1. 現像モードでジオメトリタブを選択します。

2. トリミンググループで、トリミングウィンドウのサイズを変更して、保持したい画像の部分がウィンドウに収まるようにします。詳細に

つきましては、以下をご覧ください。

Eを押してトリミングした画像をプレビューします。
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トリミングウィンドウのサイズを変更する

ドラッグしてトリミングウィンドウのサイズを変更するには:

1. トリミングウィンドウの端または角にマウスポインタを合わせて、ポインタが双方向矢印に変わるまで待ちます。

2. トリミングウィンドウの端をドラッグして希望するサイズに変更します。

トリミング領域を最大化するには:

1. [トリミング領域の最大化 ]をクリックします。トリミング領域が画像の外枠に向かって最大表示されます。

2. トリミングウィンドウの端をドラッグして希望するサイズに変更します。

トリミングウィンドウのサイズを指定するには:

1. [幅 ]と[高さ] ボックスに希望するトリミングウィンドウの比率を入力します。

2. [単位 ]ドロップダウンリストから、使用する単位を選択します。

縦横比を指定してトリミングウィンドウのサイズを変更するには:

1. [縦横比の設定 ]チェックボックスをオンにします。

2. ポップアップメニューから縦横比を選択します。ポップアップメニューの右にあるボタンを使用して縦横の向きを切り替えます。

3. 以下のいずれかの操作を行います。

トリミングウィンドウの端または角にマウスポインタを合わせ、ポインタが双方向矢印に変わったら、トリミングウィンドウの端

をドラッグして希望するサイズに変更します。

幅または高さボックスを使用して、トリミングウィンドウの縦または横のサイズを指定します。ACDSeeは、選択した比率に

基づいてその他の寸法を自動的に変更します。

トリミングオプション

縦横比の設定 このオプションを選択すると、特定の比率でトリミングを行うことができます。ポップアップメニュー

から比率を選択します。

トリミング領域の最大化 クリックするとトリミング領域が画像全体に広がります。トリミングウィンドウの端をクリック & ドラッ

グして調整します。トリミングウィンドウの選択をやり直したい場合は、[トリミング領域の最大化 ]
ボタンをクリックして画像全体に広げてから、必要な調整を行います。

トリミング領域の回転
右回転ボタン をクリックして、トリミングした部分を90度回転します。

トリミングを元に戻す トリミンググループにある [更新 ] ボタンをクリックすると、トリミングは解除され画像はトリミング前

に戻ります。

表示モードでは、選択ツール を使って画像の一部をコピー&貼り付けできます。

ヴィネット除去

現像モードのヴィネット解除ツールを使うと、レンズのヴィネットをかんたんに修正することができます。レンズのヴィネットとは、画像の四隅

に見られる暗い領域で、カメラのレンズが画像の隅々まで必要な光を取り込めないことによって発生します。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

レンズのヴィネットを補正するには:
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1. 現像モードでジオメトリタブを選択します。

2. 下の一覧を参照して、[ヴィネット除去 ] グループのオプションを設定します。

ヴィネット除去オプション

強さ スライダを右へ動かすほど影が明るくなります。

半径 スライダを右へ動かすほど大幅な修正が適用され、左に動かすほど微妙な修正が行えま

す。

修復

赤目補正

フラッシュをたいたまま写真を撮ると、ときどき写っている人物の目が赤く見えることがあります。これはデジタルカメラのフラッシュが、被写体

の目に反射されることによって起こります。現像モードにある [修復 ] タブの赤目補正ツールを使ってこの赤目を軽減したり、または完全に

なくすことが可能です。

使用した設定はプリセットとして保存し、後で再利用することができます。

赤目を補正するには:

1. 現像モードで修復タブを選択します。

2. [赤目補正 ] グループで、下の説明を参考にしてスライダを調整します。

赤目補正のオプション

サイズ スライダを右に動かすと半径が大きくなり、左に動かすと半径が小さくなります。

暗くする スライダを右にドラッグすると修正を暗く、左にドラッグすると修正を明るく調整できます。

おまかせをクリックすると、赤目補正が自動で適用されます。
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365ボタン

365モード

365ボタンについて

365 ボタンを使うと、365.acdsee.com に直接アクセスして ACDSee 365 アカウントにサイン インすることができます。

365.acdsee.comを使用して、ACDSee 365 への画像のアップロード、画像の共有、ストレージ サービスをご利用いただけます。

ACDSee 365 アカウントのご利用には、365.acdsee.com にて入会していただくか、または追加ストレージをご購入いただく必要があり

ます。ACDSee 365の使用については、ヘルプファイルをご覧ください。

フォルダを非公開または公開にする

フォルダを作成して、365.acdsee.com でのそのフォルダを公開または非公開に指定することができます。フォルダを公開に設定すると、

そのフォルダに含まれているすべての画像を誰でも 365.acdsee.com にて閲覧することができます。公開フォルダの URL をコピーして、

他の人と共有することも可能です。

新しいフォルダは既定で非公開に設定されています。

写真の公開については、ACDSee 365 ヘルプ ファイルの「 写真を公開する 」を参照してください。

公開フォルダを非公開に設定する方法については、ACDSee 365 ヘルプ ファイルの「公開フォルダを非公開に戻す 」を参照してくだ

さい。

オンラインフォルダの作成

フォルダを作成して、365.acdsee.com でオンライン ファイルを整理するのに役立てることができます。

新しいフォルダは既定で非公開に設定されています。

ACDSee 365 ヘルプファイルの「フォルダを追加する」を参照してください。

アップロードする

インターネットにアクセスできる場所であればいつでも どこでも 365.acdsee.com に写真や動画をアップロードできます。

フォルダやファイルを アップロードする方法については、ACDSee 365 ヘルプ ファイルの「写真や動画をアップロードする」を参照してく

ださい。

オンラインフォルダを共有する

公開フォルダの URL をコピーして他の人と共有することも可能です。

新しいフォルダは既定で非公開に設定されています。

https://r.acdsee.com/c7X8V
https://r.acdsee.com/mlBaF
https://r.acdsee.com/bUb92
https://r.acdsee.com/hEVd7
https://r.acdsee.com/5SD1Y
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ACDSee 365で画像を共有する方法については、ACDSee 365 ヘルプ ファイルの「  写真を家族や友人と共有する 」を参照して

ください。

https://r.acdsee.com/Od0Du
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画像をズームする

ズームレベルを設定する

ズーム スライダを使って画像を拡大および縮小することができます 。ポップアップメニューからズーム レベルを選択すること

もできます。

スライダを使用してズーム レベルを設定するには:

1. 表示モードで画像を選択します。

2. ズームスライダをクリックして、次のいずれかを実行します。

スライダを左にドラッグして縮小します。

スライダを右にドラッグして拡大します。

画像をズームする

マウスを使って画像の一部分だけをかんたんに拡大および縮小することが可能です。

画像を拡大・縮小するには:

以下のいずれかの操作を行います:

Command++キーを押して画像を拡大します。

Command+-キーを押して画像を縮小します。

マウスをホールドしてドラッグすると、拡大した画像を回転できます。

フルスクリーンで画像を表示する

フルスクリーン機能を使って画像をモニタ全体に表示します。

フルスクリーンで表示するには

以下のいずれかの操作を行います。

フルスクリーンボタン をクリックします(表示モードのみ)。

[表示]＞[フルスクリーン]を選択します。

Option―Command―F キーを押して画像をフルスクリーンで表示します。

フルスクリーンモードで画像を表示している間、キーボードショートカットのバックスラッシュ (\) を使用して、後の作業のために

画像にタグ付けすることができます。

フルスクリーンでは次の操作が可能です。
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Command―+キーを押して画像を拡大します。

Command―-キーを押して画像を縮小します。

Escを押して、フルスクリーンを終了します。

マウスや矢印キーで画像を1つ1つスクロールします。

管理または表示モードでも フルスクリーン設定 を設定することができます。
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環境設定

全般環境設定

[環境設定 ] ダイアログボックスを使用して、管理モードと表示モードの画像の表示方法を設定したり、自動回転オプションを設定できま

す。

全般オプションを設定するには:

1. 管理モードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。またはCommand +,キーを押します。

2. [環境設定 ] ダイアログボックスで、[全般 ]をクリックします。

3. [ベーシック]タブで、以下を参考にしてオプションを設定または変更します

4. ダイアログボックスを閉じて変更内容を適用し、ACDSee Photo Studioに戻ります。

全般オプション

既定の開始フォルダ 前のセッションで使用

したフォルダ

前回ACDSee Photo Studioを使用した時に開いたフォルダと同じフォルダ

で管理モードが開き、以前使用していた参照条件が自動で適用されま

す。

ホームフォルダ 指定したフォルダに対して常に管理モードが開きます。[選択 ]ボタンをク

リックして、ハードディスク上から開始するフォルダを指定します。

表示 タイトルバーにデータ

ベースのファイル名を

表示する

ACDSeeが実行中のデータベース名をタイトルバーに表示します。

カメラ カメラの接続時にイン

ポート ダイアログを表

示する

カメラが接続されると開きます。

印刷オプション イメージを最適サイズ

に自動回転

ACDSee Photo Studio は EXIF データに基づいて、画像を自動回転し

て修正します。

レイアウトで画像をト

リミング

ACDSee Photo Studio 6 印刷時のレイアウトで画像をトリミングします。

画像の回転/反転 画像回転後にファイ

ルを自動保存

画像を回転して自動的に保存します。

トラックパッド トラックパッドでズーム トラックパッドでのズームを有効にします。ズームを無効にするには、チェック

マークのチェックを外してください。

トラックパッドで回転 トラックパッドでの回転を有効にします。回転を無効にするには、チェック

ボックスをクリックしてチェックを外してください。

RAW ディスプレイ 次のいずれかを選択します。

RAWデコード :埋め込まれたJPEGを使用します。

埋め込みプレビュー:高品質のデコードを実行します。

詳細については、[RAW画像を表示する]をご覧ください。

自動切り替えの環境設定

自動切り替えを起動する適用されたメタデータを制御できます。

自動切り替えオプションを設定するには:
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1. いずれかのモードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. 環境設定ダイアログボックスの全般から[自動切り替え]タブを選択します。

3. 以下を参照して、[自動切り替え]タブのオプションを設定または変更します。

自動切り替えオプション

自動切り替えを有効にす

る

管理モード

表示モード

選択解除して、管理または表示モードで自動切り替えをオフにし

ます。

適用時に自動切り替え タグ

重要度

ラベル

カテゴリ

キーワード

適用または削除されたメタデータのうち、自動切り替えを起動す

るメタデータを指定します。

キーワードとカテゴリは既定で無効になっています。

メタデータの環境設定

[環境設定 ]ダイアログボックスで設定を調整して、メタデータを管理できます。

メタデータオプションを設定するには:

1. 管理モードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. 環境設定ダイアログボックスの[全般 ]から[メタデータ]タブを選択します。

3. 以下を参照して、[メタデータ]タブのオプションを設定または変更します。

メタデータオプション

メタデータ Spotlightコ
メントを有効

にする

既定では、ブラウジングのパフォーマンスを向上させるために、ファイルに保存された

Spotlightコメントを読み取るACDSeeの機能は無効になっています。有効にすると、選択し

た画像のSpotlightコメントを[プロパティ]ペインの[Spotlightコメント]フィールドで表示およ

び編集できます。

埋め込み

ACDSee メ

タデータリマイ

ンダーの表示

ACDSeeメタデータの埋め込みを知らせるリマインダーが表示されます。

ACDSeeメタデータを編集する場合、またはこのメタデータをファイルに追加する場合、

ACDSeeにより、新しいデータがそのデータベースに自動で追加されます。このオプションを有

効にしている場合、ACDSeeを次回終了する際に、[ファイルにACDSeeメタデータを埋め込

む]ダイアログボックスが開き、そこで変更したファイル自体に新しいデータを埋め込むかどうか

を選択できます。

管理モードの環境設定

[オプション] ダイアログボックスを使用して、既定の開始フォルダなど、管理モードのための様々なオプションを設定することができます。

管理モード オプションを設定するには:

1. 管理モードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. [環境設定 ] ダイアログボックスで、[管理 ]をクリックします。

3. 以下を参照して、オプションを設定または変更します。

4. ダイアログボックスを閉じて変更内容を適用し、ACDSee Photo Studioに戻ります。

管理モードオプション
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整理 フィルタ ファイルの種類をすべて表示またはフィ

ルタの条件を適用

すべてのファイルを表示することも、

画像と動画だけ、など特定のファイ

ルだけに限定して表示することも可

能です。

フォルダを表示 フォルダ内のサブフォルダも表示しま

す。サブフォルダを表示しない場合

は、チェックボックスのチェックを外し

てください。

バンドル内を参照 アプリケーション内のコンテンツを参

照することができます。

XMP ファイルを表示する サイドカー XMP ファイルを表示しま

す。

THM ファイルを表示する THM ファイルを表示します。

ファイルの関連付け 以下を使用して ACDSee Photo
Studio for Mac すべての画像ファ

イルを開きます

既定では以下に含まれる

ACDSee Photo Studio for Mac
すべての画像ファイルを表示しま

す。

カスタム関連付けを使用する カスタマイズをクリックして、拡張子

を選択し、そのファイルフォーマット

を開く既定のプログラムに設定しま

す。

フル スクリーンモードで起動 画像をフルスクリーンモードで開くと

起動します。

整理

アニメーションを使って[整理]ペインと

[プロパティ]ペインを切替える

[整理 ]ペインが回転して[プロパ

ティ]ペインに切り替わります。

サブカテゴリが割り当てられる場合、親

カテゴリを含む

サブカテゴリが適用されたとき、親カ

テゴリを追加します。例えば、親カ

テゴリが「Canada(カナダ)」、サブカ

テゴリが「Vancouver(バンクー

バー)」であるとします。もし

「Vancouver」というサブカテゴリを

選択すると、「Canada」という親カ

テゴリもファイルに追加されます。

親カテゴリが割り当てられない場合、サ

ブカテゴリの割り当てを解除する

親カテゴリが取り除かれると、同時

にサブカテゴリも取り除かれます。

例えば、親カテゴリが「Cats(ネ
コ)」、サブカテゴリが「Kittens(子
ネコ)」だとします。親カテゴリである

「Cats」がファイルから取り除かれる

と、「Kittens」というサブカテゴリも

取り除かれます。
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サムネイル サムネイル情報 情報 画像のファイル名を表示します。

オーバーレイアイコン サムネイル画像には、タグ、重要

度、カテゴリ、またはロックされたファ

イルであることを示すオーバーレイ

アイコンが表示されます。[ファイル

名 ]、[ タグ付き]、[重要度 ]、[カ
テゴリまたはキーワード ]、[ロック済

み]、[現像済み]、[ラベル]、[タイ

プ]、[GPS]、または[埋め込み保

留中 ]チェックボックスを選択または

選択解除します。

サムネイルのスタイル サムネイルの大きさ スライダを左に移動するとサムネイ

ルのサイズが小さくなります。スライ

ダを右に移動するとサムネイルのサ

イズが大きくなります。

サムネイルの間隔 サムネイル表示を調整します。サ

ムネイルの間隔スライダを左へ移

動させるとサムネイル間のスペース

が狭まり、右へ移動させると広まり

ます。

次のいずれかを選択します。

高画質の拡大縮小 :高画

質のサムネイルを表示しま

す。

埋め込まれたサムネイルを使

用する:画像撮影時にカメラ

で作成された埋め込みJPEG
を表示します。

サムネイルのフレーム サムネイルの見せ方を調整しま

す。次のいずれかのオプションを選

択します。

フレームを表示 :各サムネイ

ルに白いフレームを追加しま

す。

スライド枠を表示 :サムネイ

ルの外枠に黒く太いボーダー

を追加します。

一覧 一覧表示 一覧表示をカスタマイズするには、左側のツリーから右側のリストに項目をド

ラッグします。

イージーセレクト イージーセレクトを表示する 複数のフォルダを選択する際に便利なイージーセレクトインジケーターをフォル

ダペインに表示します。

表示モードの環境設定

[環境設定 ] ダイアログボックスでは、ユーザーのお好みに合わせて表示モードを設定できます。

表示モード オプションを設定するには:

1. 管理モードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. [環境設定 ]ダイアログボックスで、表示をクリックします。

3. 以下を参照して、オプションを設定または変更します。
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表示モード オプション

デフォルトズーム 画像に合わせる 表示モード ウィンドウのサイズに合わせて、画像をサイズ変

更します。

幅に合わせて表示 表示モード ウィンドウの幅に合わせて、画像をサイズ変更し

ます。

高さに合わせて表示 表示モード ウィンドウの高さに合わせて、画像をサイズ変更

します。

実際のサイズ 画像をオリジナルサイズで表示します。

ビューおよびフルスクリーンの背

景色

ビューア背景色 ビューアの背景色を選択します。

フルスクリーン背景色 フルスクリーンの背景色を選択します。

スライドショー 高品質レンダリングを使用し

ます。

このオプションは、アドバンスグラフィック カードを搭載したパソ

コンを使用している場合に推奨されます。

4. ダイアログボックスを閉じて変更内容を適用し、ACDSee Photo Studioに戻ります。

現像モードの環境設定

現像モードの環境設定 :

1. いずれかのモードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. 環境設定ダイアログボックスで、[ 現像 ]をクリックします。

3. 以下を参照して、オプションを設定または変更します。

現像モードオプション

ペインの位置 現像モードツールのペインを左と右どちらに表示するか選択できます。

自動保存 モードや画像を切り替える時、画像を自動で保存します。

ビューおよびフルスクリーンの背景

色

ビューア背景色 ビューアの背景色を選択します。

色の管理 RAWファイルのデフォルト出力色空間。 RAWファイルの出力色空間を選択します。

RAWファイル以外のデフォルト出力色空

間。

RAWファイル以外の出力色空間を選択し

ます。

4. ダイアログボックスを閉じて変更内容を適用し、ACDSee Photo Studioに戻ります。

デバイスの環境設定

外部デバイスの取り扱いについて ACDSee Photo Studio 6 オプションを設定できます。

デバイスオプションを設定するには:

1. 管理モードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. 環境設定ダイアログボックスで、デバイスをクリックします。

3. 以下を参照して、オプションを設定または変更します。
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デバイスオプション設定

データベースからリムーバルドライ

ブを常に除外する

リムーバルドライブ上の画像はデータベースに追加されず、また除外したファイルのデータ

ベースプロパティへの入力は無効になります。

データベースから CD/DVD ドラ

イブを常に除外する

CD/DVD ドライブ上の画像はデータベースに追加されず、また除外したファイルのデータ

ベースプロパティへの変更は無効になります。

4. ダイアログボックスを閉じて変更内容を適用し、ACDSee Photo Studioに戻ります。

マウスとキーボードの環境設定

環境設定で、画像をダブルクリックしたときの動作や、キーボードのショートカットが設定できます。

マウスとキーボードオプションを設定するには:

1. いずれかのモードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. 環境設定ダイアログボックスのマウス & キーボードオプションの下にあるマウス設定をクリックします。

3. 以下に記載したタブから環境設定を選択してください。

マウス設定 タブ

管理モードオプション

画像をダブルクリック 表示モードに切り替え 画像をダブルクリックすると、表示モードで開きます。

現像モードに切り替え 画像をダブルクリックすると、現像モードで開きます。

フルスクリーン表示 画像をフルスクリーンで表示します。次のいずれかを選択します。

フルスクリーンでダブルクリックすると管理モードに戻る:フルスクリー

ンで画像をダブルクリックすると、管理モードに戻ります。

フルスクリーンでダブルクリック時に何もしない:画像がフルスクリー

ンで表示されているときは、ダブルクリックを無効にします。

表示モード オプション

画像をダブルクリック 管理モードに切り替え 画像をダブルクリックすると、管理モードで開きます。

現像モードに切り替え 画像をダブルクリックすると、現像モードで開きます。

フルスクリーン表示 画像をフルスクリーンで表示します。次のいずれかを選択します。

フルスクリーンでダブルクリック時に管理モードに切り替え:フルスク

リーンで画像をダブルクリックすると管理モードに切り替わります。

フルスクリーンでダブルクリック時に表示モードに戻る:フルスクリー

ンの画像をダブルクリックすると表示モードに戻ります。

キーボード ショートカット タブ

カスタムキーボードショートカットを設定するには:

1. [ キーボードショートカット]タブを選択します。

2. 左側からメニュー アイテムを選択し、右側で個々のコマンドを選択して編集します。
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3. ショートカットをダブルクリックしてフィールドを編集可能にします。

4. 選択したキーをホールドして新しいショートカットを入力してください。

初期設定に戻すを クリックすると、作成したショートカットをいつでもデフォルトへ戻すことができます。

コマンドの左隣にあるチェックボックスにて、リストされたショートカットを有効にするか無効にするか選択できます。

ステータスバーの環境設定

[環境設定 ] ダイアログボックスを使用して、ステータスバーに表示するファイルデータを選択することができます。

ステータスバーの環境設定

ステータスバーオプションを選択するには:

1. いずれかのモードで ACDSee Photo Studio 6 [環境設定 ]をクリックします。

2. [環境設定 ] ダイアログボックスで、[ステータスバー] タブをクリックします。

3. [ステータスバーテキストフォーマット]フィールドにトークンをドラッグして、ステータスバーをカスタマイズします。

4. 名前の要素をさらにカスタマイズするには、利用可能なトークンの矢印を使用してください。

[ステータスバーテキストフォーマット]フィールドで要素を編集またはドラッグすると、フォームの下にステータスバーのプレ

ビューが表示されます。
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ショートカット

キーボード ショートカット

表示モードおよび管理モードで作業中に、次のキーボード ショートカットを使用して効率アップを図ることができます。

ご使用中のモードによってご利用できないショートカットやメニューもございますのでご了承ください。

このページを印刷するには、Ctrl + クリックして印刷を選択します。
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ショートカット 操作

\ 画像にタグ付けします。

Command―A すべてのアイテムを選択します。

Command―C 画像をコピーします。

Command―Delete ごみ箱へ移動します。

Command―H ACDSee Photo Studio を隠します。

Command―K [プロパティ]ペインの[ACDSeeメタデータ]タブの[キーワード]フィールドにカーソルを

置きます。

Command―M ACDSee Photo Studioを最小化します。

Command―P プリント ダイアログボックスを開きます。

Command―R 再表示。

Command―S クイック検索フィールドにカーソルを置きます。

Command―V 画像を貼り付けます。

スペースキー クイックルックでファイルを開きます。

Command―0 重要度を解除します。

Command―1 重要度1を付けます。

Command―2 重要度2を付けます。

Command―3 重要度3を付けます。

Command―4 重要度4を付けます。

Command―5 重要度5を付けます。

Command―- 画像を縮小します。

Command―+ 画像を拡大します。

Command―* スクリーンに合わせて画像を表示します。

Command―/ 実際のサイズで画像を表示します。

Command―] 表示したフォルダを次へ移動します。

Command―[ 表示したフォルダの前へ戻ります。

Command―I [プロパティ]ペインを表示 /非表示にします。

Command―, [設定 ]ダイアログを表示します。

Command―左矢印キー 画像を画面の幅に合わせます。

Command―右矢印キー 表示モードで画像を画面の高さに合わせます。

Control―L 画像を左に回転します。

Control―0 画像のラベルをクリアします。

Control―1 レッド ラベルを付けます。

Control―2 オレンジ ラベルを付けます。

Control―3 イエロー ラベルを付けます。

Control―4 グリーン ラベルを付けます。

Control―5 ブルー ラベルを付けます。

Control―6 バイオレットラベルを付けます。

Control―7 グレー ラベルを付けます。

Control―Command―1-9 有効なカテゴリセットから対応するカテゴリを使って画像を分類します。[編集 ]＞ [ 
カテゴリセット]＞ [カテゴリ]を参照して、有効なセットのどのカテゴリがどの番号付

きショートカットに対応するかを特定してください。
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ショートカット 操作

Option―Command―1-9 有効なキーワードセットから対応するキーワードを使って画像にキーワードを付け

ます。[編集 ]＞ [キーワードセット]＞ [キーワード ]を参照して、有効なセットのど

のキーワードがどの番号付きショートカットに対応するかを特定してください。

Control―R 画像を右に回転します。

Control―H 画像を水平方向に反転します。

Control―V 画像を垂直方向に反転します。

Control―C 画像比較ツールで選択した画像を表示します。

Control―Q 自動切り替えのオン/オフを切り替えます。

Control―B 選択された画像を画像バスケットに追加します。

Delete 画像バスケットから選択された画像を削除します。

Control―Option―Shift―C 選択したファイルのメタデータをコピーします。

Control―Option―Shift―V コピーしたメタデータを選択したファイルに貼り付けます。

Control―Shift―M マップペインを開く/閉じるを切り替えます。

Control―Shift―V 選択したジオタグ付き画像のマップ場所を表示します。

Control―Shift―B 画像バスケットの開く/閉じるを切り替えます。

Control―Command―C 現像設定をクリップボードにコピーします。

Control―Command―S 表示モードの時に選択ツールを有効にします。

Control―Command―V 選択した画像に現像設定を貼り付けます。

Control―Option―Command―
Delete

データベースを空にします。

Control―Option―K 選択した画像を規定の外部画像エディタで開きます。

Control―Option―B [枠の一括追加 ]ダイアログで選択した画像を開きます。

Control―Option―W [透かしの一括追加 ]ダイアログで選択した画像を開きます。

End 管理モードでフォルダ内の最後の画像を選択します。表示モードでフォルダ内の

最後の画像を表示します。

Home 管理モードでフォルダ内の最初の画像を選択します。表示モードでフォルダ内の

最初の画像を表示します。

左矢印キー 前の画像を表示します。

Option―1 画像をサムネイルとして表示します。

Option―2 画像をリストとして表示します。

Option―Command―B [一括ワークフロー]ダイアログを開きます。

Option―Command―F フルスクリーンでアイテムを表示します。

Option―Command―H 開いているほかのアプリケーションを非表示にします。

Option―Command―I [整理 ]ペインを表示 /非表示にします。

Option―Command―M 管理モードに切り替えます。

Option―Command―P 現像モードに切り替えます。

Option―Command―V 表示モードに切り替えます。

Option―Command―R フォルダペインを更新します。

Option―Command―Return ファイル名を変更します。

Option―Shift―Command―F Finderで項目の場所を表示します。

Option―Shift―Command―T フォルダツリー内のファイルの場所を表示します。

Page Down 選択したフォルダの下にあるファイルを表示します。
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ショートカット 操作

Page Up 選択したフォルダの上にあるファイルを表示します。

右矢印キー 次の画像を表示します。

Shift―Command―A すべてのアイテムを選択解除します。

Shift―Command―C フォルダダイアログにコピーを表示します。

Shift―Command―F 選択した画像のスライドショーを表示します。

Shift―Command―K [プロパティ]ペインの[IPTCコア]タブの[キーワード]フィールドにカーソルを置きま

す。

Shift―Command―M フォルダダイアログへの移動を表示します。

Shift―Command―N 新規フォルダを作成します。

Shift―Command―S 別のファイルフォーマット/ファイル名でファイルを保存します。

Shift―Command―U 選択したすべてのアイテムをカテゴリ解除します。

現像モードで作業中に次のマウス ショートカットを使用して、効率アップを図ることができます:

ショートカット 操作

E 露出警告のオンとオフを切り替えます。

Shift―Command―A 画像の彩度値を表示します。

Shift―Command―S 画像を保存します。

Shift―Command―Z やり直します。

Command―Z 元に戻します。

Page Down 次の画像を開きます。

現像モードの調整タブで作業中に次のマウス ショートカットを使用して、効率アップを図ることができます:

ショートカットキーをホールドしてマウスでスクロールすると、すばやく調整できます。

ショートカット 操作

X 全般的な 露出を調整します。

H 全般的なハイライトの回復を調整します。

F 全般的なフィルライトを調整します。

C 全般的なコントラストを調整します。

V 全般的な自然な彩度を調整します。

L 全般的な明瞭度を調整します。

W ホワイトバランスの温度を調整します。

T ホワイトバランスの色合いを調整します。
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