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写真を何に使いますか？ 
•  旅行・イベントなどの記念に・・・アルバム 
•  グループの活動記録など・・・Word等で 
•  プレゼンテーションなどに・・・パワーポイント等 
•  ホームページなどで公開・・・Webで 
•  ブログ・掲示板への投稿・・・Webで 
•  電子アルバム・・・ＰＣで 
•  紙に印刷して・・・プリントアウト 

等々、使い方によって必要な容量・大きさは変わってきます。
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画素＝ピクセル＝ドット 
512x384=196,608：約20万画素 
1024x768=786,432：約80万画素 
2048x1536=3,145,728：約300万画素 

１５インチディスプレー寸法：約30cm x 23cm 
A4寸法：約30cm x 21cm 
dpi=ドット/インチ＝長さ１インチ（2.54cm）にあるド 

ットの数で解像度を表す。 

一般の１５インチディスプレーの解像度＝1024ド 
ット/12インチ＝85dpi 

デジカメの写真（画像）の大きさ容量？？ 

最近のデジカメは 

800～1000万画素 

は当たり前！ 

3600×2400=860万画素 

4MB



画素数と容量 

（画素） （ピクセル） （ピクセル） 

6.0MB 3.0MB 12,000,000 3,000 4,000 1200万画素 

5.0MB 2.5MB 10,077,696 2,592 3,888 1000万画素 

2.5MB 1.2MB 5,038,848 1,944 2,592 500万画素 

655KB 327KB 1,310,720 1,024 1,280 131万画素 

393KB 196KB 786,432 768 1,024 76万画素 

38.4KB 19.2KB 76,800 240 320 7万画素 

高精細モード 標準モード 画素数 高さ 横幅 画素 

デジタルカメラはjpg形式です。 

jpg jpg



画素数と容量 

１０００万画素 

3,888（幅）×2,592（高さ）×24（色）＝241万（ビット） 

バイトに直すと＝30MB 

bmp形式（ビットマップ） 

8MB～3MB 

Jpg形式に変換すると 
圧縮率は1/10～1/100 

圧縮率が低いほど画質 
は良い。ただし容量は大 
きくなる。



フリーソフトをインストールする 

•  Vixのインストール 
• 縮小専用のインストール 
•  JTrimのインストール 

説明と実演とします。（巻末の参考資料参照のこと） 

• 画像データ（準備してあるもの）をコピーします。 

CDROMに保存してあるものを使います。



パソコン・ファイルの保存場所 

C  Documents and Settings 

Program Files 

WINDOWS 

フォルダ 

フォルダ 

フォルダ フォルダ名をphotoとします。 

講座の素材を入れる場所とします。 

フォルダ名をtoolとします。 

フリーソフト（Vix、JTrim、 
Shukusen）をコピーします。 

OS 

アプリケーションソフト 

マイドキュメント等のデータ 

Ｃドライブの内部 

フォルダは作成することが出来ます。 

一番大事なデータ



• デジタルカメラをＵＳＢポートに接続します。 
• リムーバブルディスクとして認識されます。 

• このリムーバブルディスクを開いて、自分の 
作業フォルダに撮った写真をファイルコピーし 
ます。（マウス操作） 

デジカメからＰＣへ写真の取り込み方 

今回の講座ではCD-ROM内の写真を使用します。



画像処理ソフト 
◎○ViX 
エクスプローラ風の画像ビューワー 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picviewer/vix.html 
○SHARAKU 
エフェクト処理に特化したフォトレタッチソフト 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picedit/sharaku.html 
◎×JTrim v1.52 
デジカメ画像などを簡単な操作で加工・修正できるレタッチソフト 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picedit/JTrim.html 
◎×縮小専用 
http://isection.net/software/ 

◎印は推奨ソフトウェア 
○印はレジストりーを変更しないソフトウェア 
×印はレジストりーの変更をするソフトウェア



ViX（統合画像ビュアー ） 
http://homepage1.nifty.com/k_okada/  画像の閲覧・編集・リサイズ・名 

前の一括変換・明るさの調整



縮小専用 
http://isection.net/software/shukusen/ 

デジカメなどの写真をサイズを決めておいてドラッグ＆ドロップす 
るだけで縮小してくれます。



JTrim 
http://www.woodybells.com/ 

JTrim(ジェイトリム)は初心者 

にも簡単に操作が出来るフォ 
トレタッチソフトです。多くの加 
工機能で画像に様々な効果を 
与えることができます。非常に 
軽快に動作するため、ストレス 
なく操作できます。



圧縮・解凍ソフト 

○+Lhacav0.74 
DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/pluslhaca.html 

◎×Lhaplus v1.52 （05/07/27） 
20種以上の圧縮形式に対応したDLL不要の圧縮・解凍ソフト 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaplus.html 

×caldix v1.19 （04/08/01） 
圧縮・解凍用DLLファイルを自動インストール 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/arcdll/caldix.html 

◎印は推奨ソフトウェア 
○印はレジストりーを変更しないソフトウェア 
×印はレジストりーの変更をするソフトウェア



Lhaplus v1.53 
20種以上の圧縮形式に対応したDLL不要の圧縮・解凍ソフト 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaplus.html



フリーソフトウェアの入手先 

窓の杜 
http://www.forest.impress.co.jp/ 

Vector：ソフトウェア・ライブラリ＆PCショップ 
http://www.vector.co.jp/ 

この２つのサイトは歴史もあり、ウィルスチェックも十分していますので安心 
して利用出来るサイトです。



画像ビューアーソフト（Vixの使い方） 

• 写真の閲覧（ビュアー） 
• 写真の回転・縮小 
• 写真のリサイズ 
•  Vixのファイル管理機能 
• 名前の一括変換 
• 一括回転 
• フォルダの作成、ファイルのコピー、移動



写真の閲覧（ビュアー） 
Vixを起動して左端のフォルダツ 
リーからC:¥photo 

を選択すると左の図のように写真 
がサムネイルで表示されます。 

フォルダツリーから 
C:¥photo 

この画面が基本的な画面です。Vixを使う 
ときはこの画面がスタートです。写真を選 
択してクリックすると下記の写真が別画 
面で開かれます。 

実際の写真の大きさで表示されます。 

今回の写真は3488×2616ピクセ 

ルなので一部が表示されます。 

縮小専用ですべての写真を縮小します



縮小専用で一括縮小 

縮小専用を起動する。設定は640×640  フォルダ名Resizedをチェック の箇所 

縮小したい写真を選択する一括の場合は一番上左の写真をクリック、shiiftキーを押 

しながら一番下右の写真をクリックする。写真の下が青くなる。適当な青い部分をド 
ラッグして縮小専用にドロップします。 の箇所 

c:¥photo¥resizedフォルダに縮小された画像が保存されます。（ファイルの数にもよるが数分 

かかかる。）ファイル名は同じであることに注意！ 

これらの 
画像を使 
用します



画像の回転（一括） 

画像を回転（９０度）したい写真を選択します。Ctrlキーを押しながら写真を選択すると任意の写真 
が選択できます。全ての写真を選択するときはShiftキーを押しながら。 

[画像] メニューの [右回転＋保存] をクリックします。右図のように回転するとことが出来ます。



写真の明るさの調整 

暗い写真を選びます。 

[編集] メニューの [明るさ・カラー] をクリック 

します。 

[明るさ等] インジケータ を 

マウスでドラッグし、画像 
を見ながら調整します。 

完了したらOKを押します。



画像のトリミング 

トリミングしたい写真を選 
択します。 

[編集] メニューの [トリミン 
グ] をクリックします。 

縦横比固定、画像と同じ 
比率にクリックしておきま 
す。 

画像のトリミングしたい 
場所でマウスで指定しま 
す。 

位置が決まったらＯＫを 
押します。 

左図のようになります。



画像のリサイズ 
[編集] メニューの [リサイズ] をクリックします。 

サイズ指定にチェック。縦横比を変えな 
いにチェック。幅の640を入れると480は 
自動的に挿入される。OKを押すと 
640×480の写真が出来上がりました。



加工したファイルを保存する。 

[ファイル] メニューの [名前をつ 
けて保存][JPEG] をクリックし 

ます。 

[次へ] ボタ 
ン をクリッ 

クします。 

名前を付け 
て保存を押 
します。



ファイル名の一括変換 

マウスの右クリック 
をして[名前の変 
更] をクリックしま 

す。 

先頭の名前に「test」を記入し 
てOKを押します。 

一括でtest001～xxxに変更 

されました。



画像レタッチソフト（JTrimの使い方） 

• 写真の切り抜き（円形、角丸、座標指定） 
• 画像の回転（任意角度） 
• 画像の加工（フェードアウト） 
• 文字を入れる 
• 画像の連結 
•  PC画像のキャプチャー 
•  JTrimの応用例 
JTrimはレタッチソフトです。色々試してみて覚えるようにしましょう！ 

困ったときは「編集」→「元に戻す」を忘れなく！



写真の切り抜き（円形） 

「イメージ」→「円形切り抜き」をク 
リックします。 

OKを押す。 

完成！ 

枠をつける、影をつける 
背景色を変える等が出 
来ますので試してみて 
下さい。



写真の切り抜き（角丸） 

「イメージ」→「角丸切り抜き」をクリックします。 

OKを押す。 

枠をつける、影をつける背 
景色を変える等が出来ます 
ので試してみて下さい。



写真の切り抜き（座標指定） 

「イメージ」→「座標指定切り抜き」をクリックします。 

マウスで切り抜く範囲を選択します。 

OKを押します。



画像の回転（任意角度） 

「イメージ」→「任意角度回転」をクリックします。 

インジケータを操作して 
回転角度を調整する。 

OKを押します。 

完成！



画像の加工（フェードアウト） 

[加工] メニューの [フェードアウト] をクリックします。 

インジケータを操 
作して範囲を調整 
する。 
OKを押します。 

完成！



文字を入れる 

[編集] メニューの 
[文字入れ] をクリッ 

クします。 

文字入力用ダイアロ 
グが出ますので、そこ 
に記入したい文字を 
入れます。文字のフォ 
ント、大きさ、色等を調 
整します。 

写真上の文字を 
移動させて入れ 
る位置を決める 

OKを押し 

ます。 
完成！



画像の連結 

「編集」→「連結」をク 
リックします。 

連結する画像をファ 
イルから選択します。 

連結する方向を指 
定します。 

OKを押します。 

連結完了！



PC画像のキャプチャー 

キャプチャーしたいホームページを開く、 
PrtScrキーを押します。 

JTrimを起動して「編集」→「貼り付け」 

をクリックします。 

使っているＰＣ 
の画面でどう見 
えるか？などを 
人に伝えるため 
にはキャプ 
チャーは有効な 
方法です。 

例：PC画面



JTrimの応用例 

今まで学んできたVix、縮小専用、JTrimを 

使って下記、右記のような画像を作ってみよ 
う！



画像の合成貼付け&加工（１） 

６４０×４８０ 

120×90 

120×90 

120×90 

120×90 

120×90 

元画像（640×480） 

貼付ける画像 
（120×90） 

縮小専用で貼付ける画像を準備し 
ます。４，５枚程度 

JTrimで元画像を読み込みます。 

Vixで貼付ける画像を表示させます。 

Vixで該当の画像を「クリップボード 

にコピーします。」 

JTrimで「編集」→「合成貼り付け」をクリックします。 

貼り付けた画像をマウスで移動して置きたい位置に置きます。



画像の合成貼付け&加工（２） 

縮小専用の画像サイズを120×120を入力してラジオボタンに 

チェックをつけます。 

小さい画像に縮小するファイルをドラッグ&ドロップします。 

左図のように 
縮小される。 

貼り付けたい画 
像をダブルクリッ 
クします。 

「編集」→「クリック 
ボードにコピー」をク 
リックします。 

Jtrimを起動します。



画像の合成貼付け&加工（３） 

①JTrimで「編 

集」→「合成貼り 
付け」をクリックし 
ます。 

貼付けた画像を 
マウスで移動さ 
せて適当な位置 
を決めます。 

位置確定を押し 
ます。 

Vixで画像を選 

択、クリップボー 
ドにコピー、① 
からの工程を繰 
り返します。



画像の合成貼付け&加工（４） 

これからの作業はJtrimのみになります。 

小さい画像を貼り付けた画像に加工していきます。 

「イメージ」→「円形切り抜き」をクリック、背景色「白」で 
OKを押す。これで「円形切り抜き」を完了です。 

次に「加工」→「フェードアウト」をクリックします。範囲を 
100前後にしてOKを押します。



画像の合成貼付け&加工（５） 

次に「加工」→「超新星」をクリックします。半径「２５」 放射線の数「１１７」、乱 
数色相「４１」超新星の色「みどり」にしてOKを押します。 

これで完成です。



画像の合成貼付け&加工（６） 

完成！



参考資料 

•  JTrimのインストールの方法 
• 縮小専用インストール方法 
•  Vixのインストール方法 

photo 

tool  vix 

jt153b.exe 

ShukuSen150.exe 

vixsetup.exe 

lpls153.exe 

ViX.Exe  他３ファイル 

画像ファイル７２個 

CDROMの中身 

Vixのフォルダごとコピーします 

ダブルクリックすると 
c:¥tool¥vixにコピーされます。 

jt153b.exe 
ShukuSen150.exe 
lpls153.exe 
それぞれダブルクリックする 
とインストールが始ります。 

圧縮解凍ソフト 

又は 

講座の素材 

itkouza.pdf  講座テキスト



JTrimのインストール（１） 

「jt153b.exe」をダブルク 

リックします。 

実行を押します。 
パソコンによっては 
「jt153b」と表示される場 

合が有ります。



JTrimのインストール（２） 

次へをクリックします。 次へをクリックします。



JTrimのインストール（３） 

次へをクリックします。 次へをクリックします。



JTrimのインストール（４） 

インストールをクリックします。 

デスクトップにJtrimのアイコンが 

表示されればインストール成功 
です。



縮小専用のインストール（１） 

「ShukuSen150.exe」をダブルクリッ 

クします。 
実行をクリックします。



縮小専用のインストール（１） 

OKをクリックします。 
デスクトップに上図のアイコ 
ンが表示されればインス 
トールは成功です。



Vixのインストール（１） 

CDROM内のVixフォルダを 

フォルダ毎、パソコンの 
C:¥tool¥ 

にコピーします。 

Vixフォルダ内には上図のようなファイルが入っています。 

パソコンによっては見え方が違 
います。「表示」→「詳細」にする 
と上記のように見えます。



Vixのインストール（２） 

「ViX.exe」を選択して右クリッ 

クします。「送る」→「デスク 
トップに「ショートカット作成」を 
クリックします。 

デスクトップにアイコンが表示さ 
れます。


