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Capture Oneヘルプサイト

Capture Oneおよびキャプチャーパイロットのヘルプサイトへようこそ。

左のメニュを使ってカテゴリー分けされた記事を読むか、上の検索フィールドからトピックを探すことができます。

 

 

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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Capture Oneヘルプサイトの概要

Capture Oneをインストールしていただきありがとうございます。

Capture Oneについて

Capture One 概要, Capture One バージョン, クレジットおよび法的情報

Capture Oneの設定 
システム要件, インストール, Capture One Proのライセンス認証を行う, 動画 – Capture Oneのライセンス認証, 停止, 登録

クイックスタートガイド

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/~/link.aspx?_id=B0949698AD8F4C798D8F7FA0CA0212DF&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/~/link.aspx?_id=47A700DE3B8048518E60B8513B38FBEE&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/~/link.aspx?_id=C1A684B042D94FD58C8C5B7447CE2B14&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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Capture Oneについて

Capture One 概要

世界最高の処理エンジン上に構築された Capture One Pro はプロ仕様の画像処理ソフトウェアです。同ソフトウェアは写真家が最高水準のカメラを用いて素晴らしく自

由は発想でイメージを創造するのに必要な時間と労力を削減します。素早く、直感的なワークフローで、ユーザ独自のニーズに合わせてカスタマイズできます。.
世界最高のRAWファイルコンバータで、正確な色、極めて細かいデテールを再現するレンダリング処理技術で最高水準のカメラをサポートします。柔軟なデジタル情報

管理技術や全ての不可欠な微調整ツールがあり、プロ仕様の単一の統合ソリューションを提供しています。

Capture One のバージョン

Capture One Pro、DB および Express

Capture One には 3 つのバージョンがあります。 

Capture One DB （デジタルバック）バージョンは、Phase One ユーザーと Leaf& Mamiya デジタルバックユーザー向けの先進的な画像編集ツールセット

で、連結撮影か否かを問わず、フォトグラファーの毎日のワークフローを効率化します。

Capture One Pro は DB と同じ機能を備えるとともに、デジタルカメラ用 JPEG 画像その他多くの形式の Raw ファイルに対応しています。また一部のデジタ

ル一眼レフカメラ（DSLR）用に連結撮影にも対応しています。DSLR オーナーはファイルから最高品質のイメージを作成することができます。（対応ファイル形

式についてはリリースノートをご覧ください）。

Capture One Express は、Capture One Pro の簡易バージョンで、連結撮影など一部の機能が含まれていません。

Capture One Pro（Sony 用） は Capture One Pro と同じ機能を備えていますが Sony 製カメラ専用です。

Capture One Express （Sony 用）は、Capture One Pro の簡易バージョンで、連結撮影など一部の機能が含まれていませんが無料です。

Capture One Express と Capture One Proの初期アクティベートにはオンライン接続が必要です。 Capture One DB のアクティベートにはインターネット接続は必要

ありません。このガイドは、Apple® Macintosh® と Microsoft® Windows® 用 Capture One について説明していますが、一部の仕様については掲載されていませ

ん。「Pro 機能」とマークされている機能はすべて Capture One Pro 版でしか利用できません。

クレジットと法的事項

権利関係 
©2014 Phase One A/S.All rights reserved.デンマーク製

Ver.8.0 最終更新 2014年8月
カラースペースイメージ作成ソフトウェア：CROMiX ColorThink

写真：

Phase One
Michael Roscoe, www.roscoephotography.com
Peter Eastway, www.petereastway.com
Kevin Carter, www.kevintcarter.com
Paul Fawley, www.photolink.co.uk

責任事項：

本ユーザーガイドに掲載されている情報は「現状のまま」提供されています。Phase One は、本ガイドで説明されているソフトウェアの使用不使用を問わず、本ガイ

ドに掲載されている情報またはその利用から生じる偶発的、特殊の、直接的、間接的、必然的損害について、過失を含む如何なる条件においても、責任を負うこと

はありません。 商標および商標表示

Capture One および Phase One は、EU および/またはその他の国々における Phase One A/S の登録商標または商標です。その他全ての登録商標は、それぞれ

の所有者が権利を留保しています。本製品には Adobe Systems Incorporated による利用許諾を受けた DNG 技術が含まれています。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://www.photolink.co.uk/
http://www.kevintcarter.com/
http://www.roscoephotography.com/
http://www.petereastway.com/
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Capture Oneの設定

PHASE ONE / 起動 / 停止

システム要件

Capture One は以下に掲載されている以外または以前のハードウェアでも動作する場合がありますが、最良の結果を得るために以下の仕様を満たすコンピューターの

使用を推奨します。

Microsoft® Windows® 最低要件

Intel® Core™ 2 Duo 以上

4 GB RAM
10 GB のディスク空き容量 
1280x800、96dpi スクリーン線 24bit 解像度の較正済みカラーモニタ

Windows 7® SP1 64bit、Windows 8® 64bit
Microsoft® .NET Framework バージョン 4.0 （見つからない場合は要インストール） 
リリースノートの閲覧には PDF リーダーが必要です

Capture One のアクティベートにはインターネット接続が必要です 

Apple® Macintosh® 最低要件

Intel® Core™ 2 Duo 以上

4 GB RAM 
10 GB のディスク空き容量

1280x800、96dpi スクリーン線 24bit 解像度の較正済みカラーモニタ

Mac OS X 10.9 / 10.10
Capture One のアクティベートにはインターネット接続が必要です

推奨システム要件

上記のハードウェア仕様は最低要件です。高解像度カメラシステムや性能の最適化を行い場合は、以下の推奨要件に従ってください。

多重コアプロセッサの使用。例：Intel® Core™ i7 以上

8 GB RAM 以上

イメージ用の大容量空きディスク空間

高速ハードディスクの使用。例：ソリッドステートディスク（SSD）

インストール

リリースノートをしっかりお読みになってからCapture Oneをインストールしてください。

Mac OS Xへのインストール

ソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従ってください：

1.  Capture One DVDを読み込むかwww.phaseone.com上のアプリケーションをダウンロードします。

2.  Capture Oneディスクアイコンを開きます。

3.  表示されるライセンス契約を読んだ上で、承諾します。

4.  Capture OneのアイコンをApplicationsフォルダへドラッグします。

5.  ApplicationsフォルダからCapture Oneを開きます。

Windowsへのインストール

ソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従ってください：

1.  Capture One DVDを読み込むか www.phaseone.com上のアプリケーションをダウンロードします。

実行可能なソフトウェアのインストールファイルを実行します。

2.  表示されるライセンス契約を読んだ上で、承諾します。

3.  画面上の指示に従ってインストールを完了します。

注:まだインストールしていない場合は、Capture OneがMicrosoft® .NET Framework 3.5のインストールを開始します。

最新版への手動アップデート

Capture One ソフトウェアは常に最新版をお使いいただくことが大切です。[Capture One] >[アップデートを確認]を選択する方がより便利な場合がありますが、通常は

アップデートのダウンロード準備が整ったことを伝えるニュースレターが届きます。

Capture Oneアプリケーションを www.phaseone.com からダウンロードする場合は、常に最新版になっています。CDROM版をインストールする場合は、アップデート

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=Phase%20One&page=1
http://www.phaseone.com/
http://www.phaseone.com/
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E5%81%9C%E6%AD%A2&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E8%B5%B7%E5%8B%95&page=1
http://www.phaseone.com/


する必要がある場合があります。

必要に応じて、自動アップデートをスケジュールすることもできます。[Capture One] >[環境設定] の順にアクセスして確認します。

Capture One Proのライセンス認証を行う

Capture One Pro 7 ソフトウェアを有効にするためのこの詳細なガイドに従ってください。ソフトウェアを有効にするには、インターネットに接続している必要があります。

1.  [Capture One] > [ライセンス]の順に選択し、図に従い[ライセンス認証]ダイアログを開きます。

ライセンスコードとプロファイル情報を入力します。

2.  16桁のライセンスコードは電子メールで送信されるか、またはソフトウェアパッケージに記載されています。図に示すように、ライセンスコードを入力します。

Phase One アカウントで入力した電子メールアドレスを入力します。アカウントを持っていない場合、新規作成されます。[プロファイルを取得する]を押すと、フォー

ムの残りのフィールドは自動的に入力されます。初めて利用される方は、フォームの残りのフィールドに入力してください。[ライセンス認証]ボタンを押します。

3.  [ライセンス認証] ボタンを押すと本プロセスが完了します。これでソフトウェアを使えるようになりました。

トラブルシューティング

本ソフトウェアの使用にあたり問題に直面した場合は以下のいずれかを参考にしてください：

1.   [Capture Oneのセットアップ] セクションにアクセスすると、推奨されるハードウェアに関する情報についてご覧いただけます。

2.  最新の動画チュートリアルは以下をご覧ください www.youtube.com/PhaseOneDK 。
3.  ヒントやトラブルシューティングは以下にアクセスしてください www.phaseone.com/support 。 

ビデオ：Capture One のアクティベート

Capture One のアクティベートに必要な情報についてはこちらのビデオをご覧

ください。

停止

コンピュータ上でCapture Oneを停止するには、インターネットに接続する必要

があります。

1.  [Capture One]メニューから[ライセンス]を選択して、[ライセンス]ダイアログ

ボックスを開きます。

2.  [停止]ボタンを押します。

3.  停止を実行することを確認します。

これにより、Capture Oneを別のコンピュータで起動できるようになりま

す。

停止すると、アプリケーションはトライアルモードに戻ります。トライアル期間

が満了すると、現在および保留中の処理はすべて中止されます。Capture
Oneの作業を継続するには、Capture Oneを再起動する必要があります。

登録

ライセンスを登録して、インストールしたソフトウェアを認証します。登録するこ

とで、ご使用のCapture Oneのバージョンの機能をフルに使用することができ

ます。

オンライン登録を行うと、ライセンスキーが自動的に登録されます。これが検

証されると、ご使用のコンピュータプラットフォームフォーム、IDおよびIP番号

とともに保存されます。Phase Oneは、EUの法律および国際標準に従っ

て、すべての情報の機密を守ります。ライセンスの詳細については、ライセ

ンス契約をお読みください。

ソフトウェアを登録することで、個人プロファイルが www.phaseone.comに作

成されます。このプロファイルにより、ご使用のハードウェア/ソフトウェアを登

録し、サポートまたは販売関連の質問がある場合、Phase Oneに連絡するこ

とができます。

ハードウェア製品を登録する方法

1.  カメラを取り付けると、ダイアログボックスが自動的に開いて、製品を登録

するかどうかに関する質問が表示されます。

2.  「Registration」ダイアログボックスで「はい」をクリックして、手順に従

います。こうすることで、将来サポートが必要な場合や、製品の所有権を

追跡する場合に役立ちます。

登録を変更することができますか

優先度を変更することができ、また登録を完全に削除することもできます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Introduction/Setting-up-Capture-One.aspx
http://www.phaseone.com/
http://www.youtube.com/PhaseOneDK
http://www.phaseone.com/support


1.  アップデートの優先度を変更するデジタルバックを選択します。

2.  矢印アイコンを使用して再調整します。

デジタルバックが完全に削除された場合、次回バックがCapture Oneに接続

するときに、バックを登録するオプションが与えられます。
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クイックスタートガイド

まず  Capture Oneのライセンス認証を行い、次に、素早く本ソフトウェアをお使いいただけるように本ガイドに従ってください。(各ツールや機能に関する詳細な情報はリンク

をクリックして下さい）。

ビデオ：Capture One Pro 7 概要

ビデオチュートリアルで Capture One Pro 7 の概要を掴みましょう（右のイメ

ージをクリックしてください）。Capture One Pro 7 は、プロが支持する画像

処理ソフトウェアです。最先端のカメラから直ぐに素晴らしいイメージを作成す

るための、高性能かつ精密なツールをカメラマンたちに提供します。

スタートアップ

ユーザインタフェースは、4つのキーセクションで構成されています。

1.   ブラウザは、イメージサムネールの種々のビュー、およびレーティング、名前ソーティングなど種々の機能を提供します。.
2.   ビューア はユーザが選択したイメージの高画質連ディングを行います。イメージへの全ての変更内容は、瞬時に表示されます。 
3.  ツールタブ は、カラーバランス、露出、シャープネスなど、イメージを編集するために必要なすべてのコアツールへのアクセスを提供します。

4.  メニューおよびツールバー、アプリケーションにあるすべてのソフトウェア機能やフィーチャーへの構造化されたアクセスを提供します。 

カタログの作成

カタログはCapture One Pro 7でファイルを整理したり閲覧をするために主に使

われる方法です。カタログにはCapture One Pro 7 がカタログに追加したイメ

ージを検索したり表示したりするために必要な全ての情報を含まれています。

実際のイメージファイルは、どのディスクにあっても構いませんが、カタログフ

ァイルの中に入れることもできます。イメージファイルは[ライブラリ] ツール内に

置かれ、アクセスされます。イメージファイルはカタログにインポートする必要

があります。また、対応の連結カメラからカタログに直接撮影することも可能

です。

1.  [ファイル] > [新規カタログ] の順に選択し、カタログを作成します。

2.  ダイアログボックスが開きます。カタログ名を入力し、カタログを作成する

場所を選択します。 

イメージの取り込み中

イメージをインポートする前に、まず新規カタログかセッションを作成します。

[ファイル] >[新規カタログ]または [新規セッション] の順にアクセスします。カ

タログ名を入力し、カタログを作成する場所を選択し、[OK] を押します。

イメージファイルをインポートするには主に3つの方法があります：

1.  カードリーダをコンピュータに接続し、メモリカードを挿入します。Capture
Oneは自動的にインポートウィンドウを開きます。

2.  [ファイル] > [イメージののインポート] を選択して、お使いのコンピュータま

たは外付けハードドライブからファイルのインポート を行います。[ファイルの

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Introduction/~/link.aspx?_id=0813087F904D42D680B93C4CACCE0431&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Import.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs.aspx


場所] ドロップダウンメニュからRAWイメージを持つフォルダーを参照、選

択します。

[イメージのインポート] ダイアログボックスは、ユーザのワークフロー環境

設定に合わせて選択可能な無数の自動オプションを揃えています。これら

には[イメージバックアップ]ツールや、ファイルの名前指定機能、[キャプシ

ョン追加]や[著作権情報] フィールドが含まれています。

3.  対応のDSLRやデジタルバックからの連結撮影。イメージは初期設定で有

効なカタログ/セッションに保存されます。 

キャプチャー

[キャプチャー]ツールタブはPhase Oneデジタルバックまたは対応のDSLRで
連結撮影をするためのゲートウェイです。

FireWireまたはUSBケーブルからカメラをお使いのコンピュータに接続しま

す。本ツールタブはワークフローを助ける機能を取り揃えています。

カメラの露出設定を遠隔調整し、キャプチャー中の微調整や様々なス

タイルの変更を適用します。[カメラ]ツールからは、ISOとホワイトバラ

ンス設定を変更したり、接続したカメラのシャッターを切ったり、Live
View機能を有効にすることができます。

Capture Pilotツールやアプリを用いて、Capture One Pro 7をiPad、
iPod Touch、iPhoneに接続します。Capture Pilotアプリから、iOS
デバイスにイメージファイルを表示、レーティングの設定、キャプチャー

することができます。 
Capture Pilotツールにはウェブ機能も付いており、コンピュータ、

Android (携帯端末）またはWindows Phone オペレーティングシステ

ムからウェブブラウザを使ってタグ付きのキャプチャーイメージを表示、

レーティング設定、色づけすることができます。   

カラー

Capture Oneには色を調整するツールが多数あります。ツールは、ホワイトバ

ランスまたはスキントーンなどの、特定の問題を扱うときにワークフローを支援

するために設計されています。

 [カラー] ツールタブ とその機能はイメージを編集で大活躍します。カラーエディ

ターを使用すると、イメージの中の他の色に影響を与えずに、狭いカラースペ

クトラムを選択および調整できます。

ヒント:写真撮影中にグレーカードでテスト撮影をキャプチャーすることにより自

然な色合いを再現します。

露出

Capture Oneの露出ツールを使用する露出 、コントラスト、明るさおよび彩度調

整。

 [ハイダイナミックレンジ] ツール を使って、際立ったハイライトや暗い影のあるイ

メージを修正することができます。パワフルな[レベルとカーブ]ツールを用いて

露出を微調整したり、透明度スライダーを用いてより際立った印象をイメージ

に与えます。

イメージの編集

イメージ編集中に バリアント機能 を用いて同じ調整が適用されたイメージのプ

レビューを見ることができます。 バリアントを用いて、様々なイメージ調整を試

すことができます。

F3/F7(Mac/Windows)を押すと、選択したイメージのクローンバリアントを取得

できます。(または、[イメージ] > [クローンバリアント] の順に選択します）。

(新規バリアントは、本質的に、元のRAWファイルの複製です)

レンズ補正

 [レンズ補正]ツール を用いて、色収差、パープルフリンジ、ディスとーション、

明るさ、鮮明度の低下を最小限に抑えます。 [ビネット] ツールを用いてクリエ

ーティブな効果をもたらします。

http://help.phaseone.com/sitecore/service/notfound.aspx?item=web%3a%7bC689D098-884A-4204-968B-95CA5EB69893%7d%40ja-JP
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Working-with-colors/Color-editor/Neutralizing-Skintones.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/variants-and-clones.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure/Adjust-High-Dynamic-Range-Images.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Working-with-colors/White-balance.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Capture.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Capture/Tethered-Shooting.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure/Adjust-Contrast-Brightness-and-Saturation.aspx


クロップ

[クロップ]ツール はフリーハンドでや固定的な比率クロップオプションを可能にし

ます。イメージエリアの外もクロップすることができます。ビューアでクロップマ

スクをドラッグし、編集中にいつでも構成の調整を行うことができます。

焦点とシャープニング

 [詳細] ツール タブを用いてイメージの 鮮明度を確認したり、修正したりしま

す。必ず100％のズームビューで鮮明度を確認してください。最初に半径とス

ライダの量を調整し、次に必要に応じてしきい値を変更していきます。

部分調整

部分調整ツールタブからレイヤーを作成し、イメージのターゲット領域を調整す

ることができます。また、露出、シャープニング、透明度、モアレ、HDR、
ノイズ除去、ホワイトバランス、カラーエディター も部分調整から行えます。

選択された領域はブラシで定義できます。編集のニーズに合わせて硬さとサ

イズを調整できます。

エクスポート  元のファイル

イメージのエクスポートには2つのオプションがあります。[ファイル] > [エクス

ポート] の順にアクセスし、元のファイルまたはバリアントを選択します。

[元のファイルをエクスポート] を選択すると、コンピュータまたは外付けハー

ドドライブ等にあるフォルダに調整した、或いはしていない元のRAWイメージを

エクスポートします（お好みに合わせて[調整を含める] オプションにチェックマ

ークを入れます）。[元のファイルをエクスポート] ボタンを押して、プロセスを

完了します。

エクスポート バリアント

[バリアントのエクスポート] は 加工したイメージを素早くエクスポートしま

す。[ファイルの保存] ドロップダウンメニュから、エクスポート先を選択しま

す。ファイル名を入力し、フォーマットを選択し、希望に合わせてクオリティス

ライダを調整してから、[バリアントのエクスポート] ボタンを押してプロセスを完

了します。

バッチ

[バッチ] ツールタブにアクセスし、加工するイメージを表示します。元のファイ

ルがまだあれば、[履歴] タブから直接イメージを加工することも出来ます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Local-Adjustment.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Details/Sharpening.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Details.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Composition/Crop.aspx


ヘルプサイト
Capture One 8

インポート / イメージの取り込み中

［ライブラリ］ツールにより、お使いのローカルコンピュータまたは外付けドライブやネットワークにあるファイルへのアクセスを可能にします。［ライブラリ]ツールは、カタロ

グ、セッション、アルバム、プロジェクト、グループ、フォルダ、サポート対象ファイルを表示するフィルター付きファイルエクスプローラです。

Capture Oneのライブラリツールタブでは、ファイルのナビゲーションおよび編成のすべての作業を行います。ヒエラルキカル・ツリービューを通して編集するイメージファイル

のあるフォルダに移動します。選択したフォルダの中にイメージのサムネイルが作られ、 イメージブラウザに表示されます。また、お使いのOSでサポートされる動画を見る

こともできます。より詳しく知ってください。

Capture Oneは非破壊編集を適用します。つまりイメージ調整によって実際のRAWファイルは影響を受けません。Capture Oneの設定ファイルだけが変化します。 カタロ

グ または セッションを作成して ワークフローを整理します。

ライブラリ

カタログ

Capture One Pro 7でカタログを作成し、これを使います。

インポート

ファイルをカタログやセッションにインポートする方法を見る

ファイルの名前付け

ユーザのニーズに合ったカスタマイズされたファイル名設定を選択します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/~/link.aspx?_id=9E291072C648413EB53F40C94669F6DA&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/~/link.aspx?_id=B65E4BFE881D4CBCB39AD9F111B48496&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Import.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/~/link.aspx?_id=5BCA7791719A44B58DEB06C4A3F9E315&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/~/link.aspx?_id=CF01675F35F044F187DF60B11AF394E0&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E4%B8%AD&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/File-Naming.aspx


ヘルプサイト
Capture One 8

カタログ

Capture One Pro 7でカタログを作成し、これを使います。

はじめに

カタログは、Capture One Pro 8 でファイル整理とファイル表示を行うための

基本的な方法です。カタログには Capture One Pro 8 で追加されたイメージ

の検索と表示に必要な の情報がすべて含まれています。実際のイメージファ

イルはディスク上のどの場所にも置くことができますが、カタログファイル自体

に置くこともできます。イメージファイルは、ライブラリ ツール内に配置され、

ライブラリ ツール内で使用できます。イメージファイルはカタログ内にインポー

トする必要があります。連結撮影をサポートしているカメラから撮影したイメー

ジを直接カタログに置くことも可能です。

カタログの便利な使い方をお読みください。

ビデオ：カタログ

カタログの詳しい使い方をビデオチュートリアルでご覧ください。（右のイメー

ジをクリックしてください）。カタログの作成方法と構成方法について説明して

います。

カタログの新規作成

1.  ファイル>新規カタログを選択します。またはキーボードショートカット

Shift+Cmd+N を使います。

2.  ダイアログボックスが表示されます。名前 のフィールドを入力し、カタログ

の場所 を選択します。

カタログへイメージをインポートします

Capture One のカタログにイメージをインポートする方法は 3 つあります。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Catalog-Strategies.aspx


1.  インポートは最も基本的な方法です。インポートアイコン（ユーザーインタ

ーフェースの中央または右上に表示されている矢印アイコン）を押すか、

ファイル>イメージのインポートを選択します。インポートダイアログボックス

についてはこちらをご覧ください。

2.  対応デジタル一眼レフカメラ（DSLR）で撮影したりデジタルバックアップを

行う場合、イメージはデフォルトでアクティブカタログに保存されます。また

は保存場所を選択することもできます。 
3.  Media Pro または Expression Media カタログ、Adobe Photoshop

Lightroom カタログまたは Apple Aperture ライブラリをインポートします。

ファイル>カタログのインポート から適当なオプションを選択します。 
別のアプリケーションから Capture One にインポートする場合、一部制限

があることに注意してください。

名前を付けたファイルをカタログにインポート

1.  [ファイル]>[新規カタログ] の順に選択します・・・(カタログ名を入力しま

す)。イメージインポートダイアログボックスが開きます。

2.  希望のイメージインポート先を選択します。(例：メモリーカードやお使いの

コンピュータのハードドライブ上にあるフォルダ)。
3.  [ネーム] タブへアクセスし、[フォーマット] 欄の横にあるオプションボックス

を押します。(3つのドットがついたボックスです。選択されるとオレンジ色

になります）。

4.  [事前設定] ドロップダウンメニュからオプションを1つ選択し、1つまたは複

数のトークンを[フォーマット] 欄Yにドラッグします。

5.  Capture Oneの前のバージョンで作業したことのあるRAW ファイルをイン

ポートする場合は [既存の調整を含める] マークにチェックを入れま

す。 [バックアップを有効にする] にチェックを入れ、場所を設定すること

により、自動バックアップ機能を設定することもできます。

6.  ファイル名を決めたら、[OK] を押します。次に、ダイアログボックスのI
[全てをインポート] ボタンを押します。  

フォルダの同期

ドライブ上のフォルダからイメージを参照ファイルとしてカタログにインポートする

と、フォルダの同期機能を使って追加のイメージをインポートできるようになり

ます。これはまとまった量のイメージをインポートしたり、インポート後にイメー

ジをフォルダに追加したりして、カタログを更新する必要がある場合に便利で

す。削除したイメージもこのプロセスを通じてカタログから削除されます。

1.  ライブラリツールタブから、更新の必要なフォルダを選択します。

2.  メインメニューからフォルダの同期を選択します。 
3.  同期プロンプトの関連ボックスにチェックマークを付け、同期ボタンを押しま

す。新しいインポートウィンドウが開きます。

4.  フォルダに追加するイメージを選択し、必要に応じて名前の変更、バック

アップ、スタイルの追加オプションにチェックマークを付けます。 

カタログのエクスポートとインポート

Capture One Pro 8 からカタログのエクスポートとインポートができるようになりました。複数のカタログを切り替えるより、以前のイメージセットをインポートして「マスタ

ー」カタログをひとつ作成する方がワークフローが簡略化され検索も容易になります。 

また、イメージサブカタログをレタッチャーに送り修整後のイメージを既存の「マスター」カタログに再読み込みする場合にも、この新しい機能が便利に使えます。

カタログのインポートとエクスポートの柔軟性は野外フォトグラファーから支持を受けています。例えば、ノートパソコンで修整し保存た写真カタログをスタジオや自宅のデ

スクトップコンピューターに簡単に送信することができます。

 Pro

カタログのエクスポート

カタログ中のカタログコレクション、フォルダ、ユーザーコレクション（アルバ

ム、スマートアルバム、グループ、プロジェクト）は新規の別カタログとして

エクスポートし、仲間と共有し共同作業することができます。

1.  カタログコレクション、ユーザーコレクション、フォルダの下のライブラリツー

ルからカタログとしてエクスポートするフォルダを選択します。複数のフォル

ダからイメージをエクスポートしなくてはならない場合は、専用のアルバム

を作成します。

2.  関連するフォルダまたはアルバムを右クリック（Windows）または Ctrl +
クリック（Mac OS）し、可とログとしてエクスポートを選択します。 ま
たはフォルダまたはアルバムを選択した状態でメインメニューのファイル >
カタログとしてエクスポートを選択します。

3.  ダイアログボックスでエクスポートするカタログの名前を指定します。エクス

ポート先を選択し、 必要に応じてオリジナルを含めるボックスにチェック

マークを付けてイメージファイルを追加します。このオプションを選択すると

オリジナルイメージのコピーが作成され、カタログの内部に保存されま

す。

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Import/Import-Images-into-a-Catalog,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Import/Import-Images-session.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Library.aspx


選択したワークフローによっては、このオプションはファイルをレタッチャーやス

タジオに送る場合に便利です（特に高倍率ズーム、レンズ補正、プロセシン

グなどの Capture One の編集機能すべてが必要な場合）。

注意：エクスポート時にマネージドファイルとしてオリジナルイメージを含める

と、それに比例してカタログ容量が増加します。

カタログのインポート

Capture One からカタログをインポートするには

1.  Capture One Pro 8 を起動し、メインメニューからファイル>カタログのインポート > Capture One カタログを選択します。

2.  カタログの名前（<name>.cocatalog）をナビゲートして選択し、インポートをクリックするか、カタログファイルをダブルクリックしてインポートします。

3.  「マスター」カタログにインポート対象の修整後ファイルが複数含まれている場合、保存する修整後ファイルを選択するようダイアログボックスが表示されます。中

止、すべて、既存ファイル、インポートファイルのうちひとつを選択します。すべての修整後ファイルについて、適用するオプションのチェックマークを付けます。

インポートカタログが複製され最新の「マスター」カタログとマージされます。オリジナルファイルまたは「マネージド」ファイルはインポートされずに（エクスポートされ

た）カタログパッケージ内部に残ることに注意してください。インポートしたカタログ内の複製ファイルはすべてオリジナルファイルへの参照情報を持っています。カタログ

はバックグラウンドでインポートされるため、作業を中断することなく進められます。 

 Pro

セッションフォルダのインポート

カタログのマージのほかに、 セッション をマスターカタログにインポートすることができます。チャイルドコレクションはセッションフォルダのプロジェクト、アルバム、個別

のアルバムとして保存されたプロジェクトとしてインポートできます。イメージファイルは参照情報を持っています。

1.  メインメニューからファイル>セッションのインポートを選択します。

2.  セッションフォルダ（<name>.cosessiondb）をナビゲートし、インポートを選択するか、インポートするセッションフォルダをダブルクリックします。

 Pro

Capture One カタログとセッションのインポートについて

複数のコンピューターで作業したり、複数のオペレーターが特定のコンピューターやハードディスクにアクセスする環境の場合、アルバムやフォルダを多く含んだ

小さいカタログがたくさんあると混乱してしまいます。ひとつかふたつの大きなカタログで作業すると簡単で、複数ユーザーによる作業にも適しています。

マスターカタログをひとつだけにしても保存できるイメージの数が制限されるわけではありません。また、アルバム、プロジェクト、スマートアルバム、グループ

などのバーチャル整理ツールを効果的に利用することもできます。カタログの便利な使い方でワークフロー事例をご覧ください。

インポートされたカタログは引き続きアクセス可能で必要に応じて削除もできます。ただし、削除の前には最初のカタログに保存されていたオリジナルイメージが

確実に新しいマスターカタログへインポートされたことを確認してください。

Capture One Pro 7 のカタログとセッションは Capture One Pro 8 のマスターカタログへインポートできます。新しい Capture One Pro 8 の処理エンジンを使っ

て修整ファイルをアップグレードするかどうかは任意ですが、アップグレードによってイメージ品質が向上し、最新のツールも利用できるようになります。ただし、

一度アップデートすると設定を元に戻すことはできません。

Capture One 7 で作成され Capture One Pro 8 で開いたカタログやセッションは、アップデートしなければ新しいアプリケーション機能を利用することはできませ

ん。アップグレード、開く、キャンセルのオプションを示した警告ダイアログが表示されます。アップグレードすると元に戻すことはできませんが、設定と調整履

歴は保存されます。個々の修整ファイルは、既存の Capture One 7 ツールと処理エンジンを使用して処理することもできます。また、新しいツールを利用しイ

メージ品質を上げるためには、修整ファイルについて最新の処理エンジンを利用するための互換性アップグレードを実行しなくてはなりません。

以前のバージョンの Capture One にカタログをエクスポートすることはできません。Capture One Pro 7 では、オリジナルのイメージと調整ファイルの両方を先

にエクスポートしてから、指定したカタログに再インポートしなくてはなりません。Capture One Pro 8 では新しいインポート機能によってこの過程が劇的に簡略

化されています。

 Pro

[フィルター] ツール

[ライブラリ] ツールタブには、グローバルサーチやグルーピングに便利なフィル

ターツールがあり、無数のファイルの中で素早い比較を可能にします。カタロ

グには[フィルター]ツールにより、イメージファイルの包括的な検索機能があり

ます。

フィルターの利用法はたくさんあります。ビジュアルインディケーターを用い

て、いくつのイメージが5スターレーティングなのか、またはカラータグ付きか

が分かります。[フィルター] ツールにある色や星の横にある番号は、当該基

準を満たしたイメージ数を示しています。番号（オレンジ色のドットで表示され

ています）をクリックして選択すると、特定の基準を満たす全てのイメージが

フィルターされ、これらがt ブラウザに表示されます。

[フィルター] ツールに格付け星やカラータグを追加します。

1.  [ライブラリ] ツールが開いていることを確認してください。 ブラウザ内の1つ
または複数のサムネールを選択します。

2.  サムネールを[フィルター] ツールの希望する格付け星やカラータグにドラッ

グします。

ヒント:キーボードの 0 (ゼロ)を押すと、格付け星が消えます。

カラータグや格付け星を追加する その他の方法 もあります。

カタログ間の交換 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Rating-Images.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Catalog-Strategies.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Working-in-Sessions.aspx


1.  [ライブラリ] ツールタブにアクセスして、ドロップダウンメニュからカタログを

選択します。

2.  新規ウィンドウにカタログが瞬時に開きます。

固定されたメニュとアルバム

固定された画面のコンテントは変更できず、現在のカタログ、最近行ったイン

ポート、最近行ったキャプチャーおよびゴミ箱に捨てた項目内のイメージを全て

表示します。直近のインポートおよびキャプチャー各10項目は、ここで固定ア

ルバムとして常に閲覧することができます。

[複数フォルダ] ツール

[フォルダ] ツールを用いて、カタログファイルの場所を見ることができます。サ

ブヘッド・カタログは、カタログ内にイメージがあるかを表示します。

重要情報：  

フォルダ上を右クリックするとたくさんのオプションが表示されますが、

その中には全体的なファイルシステムのヒエラルキーを表示するため

のものもあります。

[プラス] アイコン（丸付けされています）をクリックし、フォルダがカタ

ログデータベースに追加します。イメージを1つのフォルダから新しいフ

ォルダに移動したい場合に本機能は便利です。Capture One Pro 7
内でこのような作業を常に行うことでカタログのデータベースが変更内

容を常にトラッキングしているようにしてください。

[マイナス] アイコン(丸付けされています）をクリックすると、このセクシ

ョンからフォルダを削除することができます。 

オフラインブラウジング

外付けハードドライブやサーバにあるカタログは、オフラインでも閲覧すること

ができます。イメージに調整を行うこともできます。オフラインブラウジングの

ガイドに従ってください:

現在の場所で参照されるカタログやファイル内にあるイメージファイル

はオフラインで閲覧可能です。オフラインでの作業は、ワークステーシ

ョンの内部ストレージではなく、より容量の大きい外部ストレージに格

納される大量のイメージファイルを取り扱うときに便利です。

無数のビジュアル調整やメタデータの編集ができ、カタログが次に再

接続された際に自動的にイメージファイルに適用されます。 
[ライブラリ] ツールのフォルダセクションにアクセスします。初期設定で

は、フォルダヒエラルキーが保存先（イメージが格納されているフォル

ダ）を表示します。ヒエラルキー全体を表示するには、フォルダ上で

右クリックし、[フォルダヒエラルキを表示する] を選択します。外部保

存先が利用不可となった場合、クエスチョンマークの付いたフラッグが

表示されます。 [ビューア] 内のイメージは、クエスションマークのタグ

が付き、オフラインとして表示されます。(丸の付いた箇所を参照)

ビデオ：オフラインでの閲覧

ビデオ・チュートリアルでオフラインブラウジングについて学習しましょう（右の

イメージをクリックしてください）。

イメージが最新カタログでオンラインでなくなっても、閲覧したり、いくらかのイ

メージ調整を行えます。これは、カタログ化されたファイルを外付けドライブや

サーバーに保存しながらも「オフライン」で閲覧したい場合に役立ちます。

バーチャル管理

ひとつのカタログに、イメージファイル、プロジェクト、アルバムスマートアルバ

ムそしてグループを保存することができます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Smart-Albums.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization/Global-Application-Preferences/General.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer.aspx


グループ： グループは、自由形式の分類カテゴリです。グループ内に別の

グループやプロジェクト、アルバムなどを含めることができます。アイテムをグ

ループ化する簡単な方法です。グループ内に置かれたスマートアルバムから

グループ外に置かれたファイルを検索できます。これに対して、プロジェクトで

は検索範囲が制限されており、例えば、プロジェクト内のスマートアルバムに

限られ、他のプロジェクトを検索できません。

アルバム：イメージを複数コピーしたり、余分なハードディスク容量を消費す

ることなく、複数のアルバムに入れられます。これはハードディスクに保存さ

れ、整理がより簡単になります。一つのアルバム内のイメージを編集する

と、同じイメージが含まれるその他のすべてのアルバムにも変更が反映され

ます。 

プロジェクト：アルバムをプロジェクトとしてグループ化し、プロジェクト内でイ

メージを検索・フィルタリングできます。プロジェクトでは検索範囲が制限され

ており、例えば、プロジェクト内のスマートアルバムに限られています。

（例：スマートアルバムはグループと異なり、プロジェクト内のファイルしか検

索できません）。プロジェクトに別のプロジェクトを含めることはできません。

イメージをアルバム別に、アルバムをプロジェクト別に、そしてプロジェクトをグ

ループ別に整理できます。異なるプロジェクトのコレクション間で、ドラッグア

ンドドロップで簡単にイメージを移動できます。

カタログの整理：グループの作成

1.  [ライブラリ] ツールにアクセスし、[ユーザ] タブの上にある+ (プラス) アイコ

ンを押します。

2.  4つのオプションのうち1つを選択します。

3.  ここでは、グループが選択され、 人々という名前を付けました。

4.  次に、複数のプロジェクトやアルバムをこのグループ内に追加することがで

きます。 スタジオポートレートカタログ内で異なるモデルを整理するために

アルバムを選択します。

5.  カタログから、新たに作成したアルバムに選択したイメージをドロップ・ドラ

ッグしていきます。

カタログテンプレートの新規作成

カタログテンプレートを作成しておけば、一から作成せずにあらかじめ指定した

ユーザーコレクションセットでカタログを新たに作成できます。ユーザーコレクシ

ョンが複雑な階層構造になっている場合などは、大幅な時間の節約になりま

す。入れ子構造になったアルバム、条件を備えたスマートアルバム（検索条

件やアクティブフィルタ）、プロジェクト、グループなどすべてが開いたカタロ

グ内から複製されます。

1.  カタログを開き、複製したいユーザーコレクションセットのライブラリツール

までナビゲートします。ファイル>テンプレートとして保存を選択します。

ダイアログボックスが開きファイルを保存します。

2.  テンプレートに適当な名前を付けます。保存を選択します。

3.  ライブラリから+ （プラス）で表示されるアイコン（右上）をクリックして

新規カタログ を選択するか、ファイル>新規カタログ（ショートカット

Shift+Cmd+N）を選択します。ダイアログボックスが表示されます。

4.  新しいカタログに適当な名前と保存場所を選択します（あたは既存の場所

を選択します）。そしてドロップダウンメニューから適当なテンプレート を
選択します。

5.  下に表示されているボックスにチェックマークを付けて既に開いているカタロ

グと一緒に新しいカタログを開くか、チェックを外して既存のカタログを閉じ

て新しいカタログを開きます。

注意：テンプレートを作成してもカタログにイメージは複製されません。

 Pro

カタログの共有

複数の人の間で同一のカタログを共有し、ここで作業することが可能です。ま

た、変更されないようにカタログにロックをかけることも可能です（[閲覧モー

ド]に制限）。

カタログをロックする

1.  [ファイル] > [カタログのロック] の順にアクセスします・・・

2.  ダイアログボックスが開きます。ロックボタンを押すと、ウィンドウが再度開

きます。

3.  ロックされたカタログは、複数の人が同時に開くことができますが、変更を

加えることはできません。サムネールの右端にあるアイコンに注意してくだ

さい。(丸の付いた箇所を参照)全ての編集ツールが無効になります。  
4.  [ファイル] > [カタログのアンロック] の順にアクセスします・・・[アンロック]

ボタンを押して制限を解除します。

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Fixed-Menus-and-Albums.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Virtual-Organization,-w-,.aspx


カタログ・ストラテジー

単一のカタログでユーザのワークフローニーズを満たすことができます。一

方、ファイルをいくつかの異なるカタログにグループ化することにより、より高

度かつ検索能力の高い整理が可能となります。カタログを整理するにはいく

つかの方法があります：

プロジェクト別整理 
簡単かつ素早いリファレンスのために、カタログを各プロジェクトやクラ

イアントに割り当てることができます。締め切りや目標まで時間がない

時にも、これは優れたサポート機能を果たします。

時系列整理 
日時に並べた一連のカタログを作成することもできます。この作業を毎

月行うことは、検索可能なアーカイブの構築に役に立ちます。

サブジェクト別整理 
重なり合わない全てのロジカルサブジェクトをお使いのメディア内の複

数のカテゴリに振り分けるのも優れた整理方法です。例えば、旅

行、ファッション、ポートレート等の写真の種類を説明する細かいサブ

ジェクト別にイメージを保管できます。

プロセス/タスク別整理 
時には、ワークフロー内ではっきりと定義済みのファイルの状況があり

ます。状況やタスクによりファイルを分類することで、ユーザがワーク

フローの中の一定の段階にあるメディア項目にアクセスすることが可能

になります。例えば、写真家はクライアントセレクションや編集された

イメージごとに1つのカタログを作成したいとします。



ヘルプサイト
Capture One 8

インポート

ファイルの名前指定 / 現像ファイル名の設定 / バッチリネーム / インポート / イメージの取り込み中

ファイルをカタログやセッションにインポートする方法を見る

メモリカード、外付けハードドライブ、ネットワークまたはローカルコンピュータからイメージファイルのインポートも素早く簡単に行えます。命名システムを選択し、希望に合

わせて、著作権情報、イメージの説明を直接インポート時に追加することも可能です。メモリカードを接続のカードリーダーに挿入すると、インポートダイアログウィンドウが

自動的に開きます。

対応されていないファイルはイメージ右端にスモールアイアイコン（Windows)またはクロスオーバーペンシル（MAC)を表示します。ユーザにファイル編集のアクセス権が

無いときに、カメラまたはCDにあるイメージファイルを編集しようとする場合にこれらのアイコンが表示されます。

注:「JPEG編集を有効」オプションをチェックしていない場合は、JPEGファイルに読み取り専用アイコンがつきます。 環境設定を参照してください。

Capture One Pro および DB ユーザは対応するカメラを接続し、本ソフトウェアに直接撮影することができます。 連結撮影を参照してください。

カタログへイメージをインポート

1.  ファイル>イメージのインポートを選択するとファイルブラウズ用のダイアロ

グボックスが表示されます。

2.  ロケーションツール内で適当なフォルダ、カードまたはディスクへナビゲート

します。

3.  バックアップ有効化 をチェックすると自動バックアップと保存先を設定する

こともできます。

4.  ユーザーはネーミングタブからフォーマットとジョブの名前を選択できます。

メタデータタブからは著作権情報と説明を必要に応じて入力することができ

ます。

5.  インポートする RAW ファイルが Capture One の旧バージョンで調整済み

だった場合は現在までの調整を含めるにチェックマークを入れます。調

整のドロップダウンメニューからイメージをインポートする際にはスタイルを

適用することもできます。

6.  すべてまたは特定のイメージを選択することができます。 
注意：ファイルの名前はいつでも変更できます。複数ファイルの名前変更を

ご覧ください。

7.  すべてインポートを押します。イメージをバックグラウンドでインポートして

いる間も作業を続けることができます。

注意：最後に使用したカタログとセッション用の設定は個別に記憶させておい

て、それぞれ異なる整理をすることができます。

イメージをセッションにインポート

1.  [ファイル] > [新規セッション] の順にアクセスします・・・

2.  [ファイル]>[イメージのインポート] の順にアクセスすると、ファイル参照ダ

イアログボックスが開きます。

3.  場所ツールで該当するフォルダ、カードまたはディスクに移動します。

4.  [バックアップを有効にする] にチェックを入れ、場所を設定することによ

り、自動バックアップ機能を設定することもできます。

5.  名前を付けるタブでフォーマットおよびジョブ名を選択することができます。

必要に応じて、メタデータタブを使用して、著作権情報および説明を入力

します。

6.  Capture Oneの前のバージョンで作業したことのあるRAW ファイルをイン

ポートする場合は [既存の調整を含める] マークにチェックを入れます。調

整機能のドロップダウンメニュからインポート中、スタイルをイメージに適用

することもできます。

7.  すべてのイメージまたは特定のイメージを選択してインポートすることができ

ます。[すべてをインポート]をクリックします。イメージをバックグラウンド

でインポートしながら、作業を継続することができます。

 Pro

詳細

カタログのインポート方法 や 元のファイルやバリアントファイルのエクスポート について知ることができます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Export.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=2D2143D6E7F44A86A53BED637D246EF6&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E4%B8%AD&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=02102404855E48D593B91C5973BC89B4&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/File-Naming/Rename-Multiple-Files-Batch-Rename,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%90%8D%E5%89%8D%E6%8C%87%E5%AE%9A&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%8F%BE%E5%83%8F%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%90%8D%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1




ヘルプサイト
Capture One 8

ファイルの名前付け

ファイルの名前指定 / イメージの取り込み中 / 現像ファイル名の設定 / バッチリネーム

ユーザのニーズに合ったカスタマイズされたファイル名設定を選択します。

トークンベースの名付け機能により、個人の好みに合致する個別の名付け基準を簡単に作成できます。トークンベースの名前変更機能には以下の方法でアクセスできま

す：

イメージのインポート

[キャプチャー]ツールタブ (連結撮影)
プロセス設定および バッチ名変更 機能

元のファイル のエクスポートまたは バリアントのエクスポート

トークンベースの名付けツールは、連結撮影またはメモリカードまたは外部ディスクからイメージをインポートするときに特に役に立ちます。現像設定を作成して、トークンベ

ースの名付け規約を指定することもできます。[現像設定]を参照してください。 

現像ファイル名の設定パソコン

フォーマットテキストボックスの外見は、WindowsパソコンとMacで異なりま

す。Windows（PC)では、テキストボックスにドロップされたときに、トークン

はテキストに変換されます。

トークンは[トークン名]のように示されます。また、直接トークンをテキストボッ

クスに入力することもできます。トークンがアプリケーションから認識される

と、緑色の線が名前の下に表示されます。

現像タブでの現像ファイル名の設定の変更

1.  現像タブの現像ファイル名の設定ツールを開きます。

2.  Windows 
1.  不要な名前トークンを削除します。

2.  新しい要素を必要な場所にドラッグアンドドロップします。

3.  Mac
1.  名前トークンは現像ファイル名の設定ツールにあります。

2.  トークンの中にはドロップダウンメニューでさらに多くのオプションを表示

するものもあります。要素を選択し、バックスペースを押すことで、不

要なトークンを削除します。 

イメージを処理するときの現像ファイルの名付け

1.  [現像ファイル名の設定] ツール（[現像]ツールタブ）にアクセスし、[フォ

ーマット]テキストボックスの隣のボタンをクリックします。[フォーマットに名

前を付ける]ダイアログボックスが開きます。

2.  [プリセット]ドロップダウンメニューで名付けの選択肢を選択します。ま

た、「フォーマット」テキストボックスにトークンをドラッグしたり、カスタム

テキストを追加することで、新しい名付けフォーマットを作成します。

3.  トークン の下向き矢印をクリックして、さらに多くのオプションにアクセスし

て選択します。

4.  OKをクリックして、変更を受け入れます。

5.  「フォーマット」テキストボックスの下のサンプルが求めるフォーマットにな

っていることを確認します。

イメージのインポート時にファイルに名前を付ける

1.  メニューからファイル>イメージのインポートを選択するかインポートアイコン

をクリックします。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=23B708232E324BF59D0FF6A74C79086D&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=1F149C95401141D09EC83EF60747B750&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%90%8D%E5%89%8D%E6%8C%87%E5%AE%9A&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E4%B8%AD&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=26DBD5F6B90140B793FBD0A6519F318B&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=71D55B221E2A4FC299511B8E06190E78&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=EF4BD412812B43E4AD3FB4873728B903&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/~/link.aspx?_id=2D2143D6E7F44A86A53BED637D246EF6&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%8F%BE%E5%83%8F%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%90%8D%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1


2.  ネーミングツール内でフォーマットテキストボックスの横のボタンをクリック

し、ネーミングダイアログボックスを表示させます。

3.  プリセットドロップダウンメニューから希望するネーミングを選択します。あ

るいは、トークンをドラッグして新しいネーミングフォーマットを作成し、か

つ/またはフォーマットテキストボックスにカスタムテキストを追加します。

4.  トークンの下向き矢印をクリックしてさらなるオプションにアクセスし選択し

ます。

5.  希望するトークンを選択したら、フォーマットラインにドラッグ＆ドロップしま

す。

6.  変更を許可するにはOKをクリックしてください。

7.  下記のフォーマットテキストボックスのサンプルが、希望するフォーマットに

なっているか確認してください。 

複数ファイルの名前変更（名前の一括変更）

1.  ブラウザ内で複数の（サムネイル）イメージを選択します。

2.  ファイル>イメージの名前を一括変更を選択します。

3.  フォーマットテキストボックスの横のボタンをクリックしてネーミングフォー

マット ダイアログボックスを表示させます。

4.  プリセットドロップダウンメニューから希望するネーミングを選択します。あ

るいは、トークンをドラッグして新しいネーミングフォーマットを作成し、か

つ/またはフォーマットテキストボックスにカスタムテキストを追加します。

5.  トークンの下向き矢印をクリックしてさらなるオプションにアクセスし選択し

ます。

6.  変更を許可するにはOKをクリックしてください。

7.  下記のフォーマットテキストボックスのサンプルが、希望するフォーマットに

なっているか確認してください。

8.  名前の変更をクリックして選択したイメージすべての名前の変更を開始しま

す。 

バッチ名の変更のカウンター制御

1.  名前を変えるイメージを選択します。

2.  [ファイル]>[バッチ名を変更する]を選択します。

3.  [プリセット]メニューを開きます。

4.  [バッチリネームカウンターの設定…]を選択して、開始番号を設定しま

す。

5.  [バッチ リネーム カウンターの追加を設定…]を選択して、カウンターの

増分を制御します。

6.  [名前の変更]ボタンを押します。 

キャプチャー中のファイルの名前付け

1.  [次のキャプチャーファイル設定]ツールで、[フォーマット]テキストボックス

の横にあるボタンをクリックして、[トークン名]ダイアログボックスを表示しま

す。

2.  「プリセット」ドロップダウンメニューで名付けの選択肢を選択します。ま

た、「フォーマット」テキストボックスにトークンをドラッグしたり、カスタム

テキストを追加することで、新しい名付けフォーマットを作成します。 トー
クン の下向き矢印をクリックして、さらに多くのオプションにアクセスして選

択します。 
3.  OKをクリックして、変更を受け入れます。

4.  「フォーマット」テキストボックスの下のサンプルが求めるフォーマットにな

っていることを確認します。

カスタム名付けプリセットの作成

1.  [名前を付ける]ダイアログボックスの中の[フォーマット]テキストボックスにト

ークンをドラッグするかカスタムテキストを追加することで、カスタムフォーマ

ットを作成します。

2.  [事前設定]ドロップダウンメニュか[フォーマットの名前をつける]ダイアログ

ボックスの下から [事前設定の値用いて保存する]を選択します。

3.  カスタムプリセットに名前を付けてOKをクリックします。

詳細

Mac ユーザ:バッチ名称変更にファイル拡張子を追加できます。こうすることで、ファイルがたとえば、Phase Oneデジタルバックの.TIF(RAW)が.IIQに変化します。

ファイル拡張子を追加するには、バッチリネームプリセットドロップダウンメニューで ファイル拡張子を含む をオンにします。[現像設定]の詳細設定タブを開いて、サブ

名を追加します。

注:「名前を付ける」オプションは、キャプチャータブと現像タブでは正確に同じではありません。 
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Capture One 8

ユーザインターフェース

ユーザインターフェースの概要

Capture One の主なユーザインターフェースには、ツールタブバー、イメージビューア、イメ

ージブラウザがあります。

写真の表示

Capture Oneでは、さまざまな方法でイメージを表示および点検できます。ユーザーは、イメ

ージビューアおよびイメージブラウザをカスタマイズして、特定のワークフローの必要性に合

わせることができます。

ツールバー

インタフェースはいくつかの要素に分かれており、それぞれにツールのセットがあります。ツ

ールバーには、Capture Oneの最も有用ないくつかの機能へのグラフィカルショートカットが

あります。

ツールタブ

各ツールタブにはイメージファイルの調整ツールセットなど、さまざまなユーティリティが置か

れています。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Capture-One-User-Interface.aspx
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ユーザインターフェースの概要

Capture One の主なユーザインターフェースには、ツールタブバー、イメージビューア、イメージブラウザがあります。

基本概要

ビューアに選択したひとつまた

は複数のイメージの大型プレ

ビューが表示されます。

イメージブラウザに、フォル

ダ、アルバム、スマートアル

バム、プロジェクト、グルー

プ、カタログから選択されたイ

メージのサムネイルが表示さ

れます。

カーソルツールから関連するサ

ブ機能（「ツール」という）

に簡単にアクセスできます。

ツールタブからはイメージ編集

に必要なカラーバランス、露

出、鮮明度などの基本的なツ

ールすべてにアクセスできま

す。

概要詳細

ツールバーには Capture One
の中でも最も便利な機能への

ショートカットアイコンが表示さ

れます。

ツール：それぞれの ツールタ

ブ にはイメージファイルの調

整に必要な関連ツールが多

数表示されています。

ビューアモード：マルチビュ

ー、プライマリビュー、トグル

プルーフマージンビューアモー

ドにアクセスできます。

ブラウザモード：フィルムストリ

ップ、グリッドビュー、リストビ

ューブラウザのサムネイル表

示オプションにアクセスできま

す。

ブラウザの検索：ブラウザ上

部の検索フィールドにテキスト

を入力して検索します

ブラウザの並び替え：複数の

条件（名前、星評価、ISO
など）からブラウザ内のサム

ネイル表示順序を選択しま

す。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer/The-Viewer.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Search-Filters.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar/Cursor-Tools.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar/Tool-Tabs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer/Viewer-Modes.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View/Browser-View-Modes.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
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写真の表示

Capture Oneでは、さまざまな方法でイメージを表示および点検できます。ユーザーは、イメージビューアおよびイメージブラウザをカスタマイズして、特定のワークフロー

の必要性に合わせることができます。

ビューア

ビューアは、選択した1つまたは複数の大きなプレビューを表示します。

ブラウザ

イメージブラウザは、フォルダー、アルバム、スマート アルバム、プロジェクト、グループお

よびカタログから、選択した画像のサムネールを表示します。

ルーペツール

ルーペツールは、他のフォーカス機能を補完するために使用できます。これを使用して、イメ

ージ全体を表示しながら、すばやくフォーカスを点検できます。

フルスクリーン

フルスクリーン機能では、プレビューイメージが最大サイズで表示されます。フルスクリーン

モードで作業しながら、いくつかのツールを使用することができます。

スライドショー

スライドショー機能を使用すると、フルスクリーン表示で写真またはビデオを次々に表示でき

ます。

キャプチャーパイロット™
Capture Pilotを使用すると、Capture One Proソフトウェアから直接iPad、 iPhoneおよび

iPod Touchに写真を表示、レーティングおよびキャプチャーすることができます。ウェブ機能

により、別のコンピューターや、Android （携帯端末）やWindows Phone オペレーティン

グ システムからも閲覧したり評価を行うことができます。

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Slideshow.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Full-Screen.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Capture-Pilot.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Loupe.aspx
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イメージを表示 / 写真を表示 / サムネール / イメージブラウザ / ビデオを表示 / ルーペ / フルスクリーン / スライドショー / キャプチャーパイロット

ビューアは、選択した1つまたは複数の大きなプレビューを表示します。

ビューア

ビューアをご使用になる前に

ビューアでは、一度の1つの画像または複数の画像を表示するオプションが

あります。ビューアは、Capture Oneユーザインターフェースの基本要素で

す。ビューアウィンドウで、ユーザーは、イメージファイルを表示して、行った

調整の効果を確認できます。またイメージの比較も簡単に行えます。最大

12の異なる画像を選択し、ビューアに一括表示することができるため、画像

を横に並べて簡単に比較することができます。

ビューア モード

ビューアには主に3つのモードがあります:マルチビュー、 プライマリビュー

そして トグルプルーフマージンです。これらのモードには、ビューアの左上

隅にあるアイコンを押すことによってアクセスできます。（青で囲まれたアイコ

ンを参照）。アイコンを選択すると、選択したアイコンがオレンジ色に変わり

ます。

プライマリビュー

プライマリ ビュー モードは、1 つの画像をビューアで表示します。表示され

る画像は、ブラウザのサムネール選択範囲から選択されます。選択されたサ

ムネールの周りを白い枠線が囲みます。

マルチビュー

マルチ ビュー モードでは、ビューアで最大 12の画像を見ることができま

す。ブラウザに表示されるサムネールから、表示画像が選択されます。

切り替え余白

切り替え余白 により、ユーザーは2つの異なるビューアの余白設定を切り替

えることができます（余白とは、ユーザーの画像ファイルの端とビューアのフ

レーム間の距離のことです）。この設定は、[Capture One] > [環境設定] の
順に選択することにより調整できます。[外観] メニュから、マージンの距離を

3 px （既定）から最高40 pxまで調整できます。切り替え余白は、スライダ

ーを使っても0 から100 ピクセルまで調整することができます。(デフォルトは

25ピクセル)。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%AB&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9A&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3&page=1


複数イメージの選択と表示

ビューアには最大 12 枚のイメージを表示できます。複数のサムネイルを選択

する方法は以下の通りたくさんあります。

ひとつのサムネイル上でクリックし、Shift キー（キーボード）を押した

まま別のサムネイル上でクリックする。間に表示されているサムネイ

ルがすべて選択されます。

ひとつのサムネイル上でクリックし、Cmd キー（Mac キーボード）を

押したまま別のサムネイル上でクリックする。ビューアには選択したサ

ムネイルしか表示されません。

編集>すべて選択を押して、ブラウザ内のすべてのサムネイルを選択

します。あるいは、キーボード（Mac）で Cmd + A を押します

ヒント：非アクティブなサムネイル上でクリックするだけでアクティブなサムネイ

ルの選択を解除できます。または、編集>すべての選択を解除（キーボード

ショートカット：Shft + Cmd + A）を選択します。 

RGB、明るさ、露出、格付情報

ビューアにはカメラマンの後処理作業を助ける数多くの機能があります。例え

ば、ビューアツールバーの中央に表示される光の三原色と明るさ、または

CMYK（色系）の読取り値があります。(丸囲みを参照してください)。 

ビューア左下隅には、露出の設定 （ISO、シャッターおよび絞り）や の画

像をキャプチャするために使用されるカメラレンズの焦点距離を含むカメラのデ

ータが表示されます。右下隅では、画像に適用される色のタグやスター評価

が表示されます。評価やタグを変更するには、ボックスまたはドット/星をクリ

ックします。スター評価や色のタグに関する詳細はこちらをクリックしてくださ

い。

ヒント: ビューアのズーム

ヒント:ビューアに複数の画像があるとき、[SHIFT] キーを押しながらズームス

ライダー（ビューアの上右隅にあります）をドラッグすることで、同時に全て

の画像をズームすることができます。

ビデオの表示

動画ファイルは、ブラウザでムービー カメラ アイコン (サムネイルの中心)で表

示されます。サムネイルを選択すると、ビューアでビデオを再生できます。マ

ウスカーソルを(ビューアで)ムービーファイルの上に移動すると、コントロール

パネルが表示されます。

ビデオをフルスクリーンで表示したり、ムービーをスライドショーに追加したりす

ることができます。Capture Oneには動画編集機能はないため、本ソフトウェ

アでは動画の再生のみ可能となっております。ブラウザに表示された動画を

見ない場合は、[表示] > [グローバルフィルター] > [動画ファイルは常に隠す]
の順番に選択します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Rating-Images.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Capture-One-User-Interface/Viewing-Photos/Full-Screen.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Capture-One-User-Interface/Viewing-Photos/Slideshow.aspx
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イメージブラウザ / サムネール / バリアント / ルーペ

イメージブラウザは、フォルダー、アルバム、スマート アルバム、プロジェクト、グループおよびカタログから、選択した画像のサムネールを表示します。

ブラウザ

サムネイルの参照

画像の閲覧には、3つの異なるサムネール表示オプションがあります：お客

様の好みに合わせて、フィルム ストリップ、グリッド ビュー、リスト ビューか

らお選びいただけます。イメージブラウザツールバーからお好みのサムネール

表示オプションを選択します。（左上隅に青で囲まれたサムネイルのオプショ

ンを参照してください）。  

イメージブラウザでは、編集したサムネールを表示したり、画像がクロップさ

れている場合は全体の表示やマスクを表示します。イメージブラウザを用い

て、画像コレクションをナビゲートしたり、ファイルを選択することができます。

イメージブラウザではさまざまなアクションを行うことができます。例えば、スタ

ー評価や色のタグの追加や、拡大機能を落ちいてサムネールを拡大してみるこ

とができます。

ヒント: ビューアを隠すことによってイメージブラウザを最大化するのも簡単で

す。[表示] > [ビューアを隠す] の順にアクセスするだけです。

フィルムストリップビュー

 
フィルムストリップビューでは、イメージビューアにより多くのスペースが与えら

れるので、イメージ数がより少ないセッションでワークフローを加速するために

役立ちます。ブラウザー画面を上下にドラッグして、サムネールのサイズを調

整します。(これにより、選択したブラウザサイズに合うように自動的にサムネ

ールのサイズが変わります)。

グリッドビュー

 
グリッド ビューでは、矢印キーを用いて上下左右にスクロールが自在にで

き、たくさんの画像を素早く閲覧するのに最適です。 

 

リストビュー

 
リスト ビューではファイルの詳細 (絞り値とシャッタースピード設定等) が表示

され、フォルダーやアルバムでシーケンシャルな表示を行うことができま

す。   
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ブラウザ表示モード

以下のように、究極の使いやすさを楽しんでいただくためにいくつかのイメー

ジブラウザ表示オプションがあります：

[表示] > [ブラウザの表示] の順にアクセスし、ビューアと同時にイメ

ージブラウザを表示します。選択されると、本オプションは [ブラウザ

を隠す]に変わります。

[表示] > [ブラウザ自動モード] の順に選択すると、ユーザーが自動

的にポップアップ画面が表示されるページの下*にカーソルを移動する

まで、ブラウザは表示されません。カーソルを別の場所に移動する

と、ブラウザは画面から消えます。選択されると、本オプションは [ブ
ラウザ手動モード]に変わります。

[表示] > [ブラウザを右に移動] の順に選択すると、ブラウザサムネ

ールの位置がユーザインターフェースの右側に移動します。選択され

ると、本オプションは [ブラウザを下に移動]に変わります。

[表示] > [ブラウザズーム] の順に選択すると、別のサムネールサイ

ズを選択できます。

[表示] > [ブラウザラベル] の順に選択すると、3つのオプションから

お選びいただけます。[オフ] はスター評価と色のタグを隠します。[編
集モード] は、ブラウザ上で直接スター評価と色のタグの編集を可能

にします。[状況モード] は、スター評価と色のタグを表示しますが、

編集機能はありません。  
[表示] > [ブラウザツールバー を隠す]の順に選択すると、サムネー

ル表示、サムネール並び替えオプション、検索機能、サムネールズ

ームスライダーをツールバーから消すことができます。

*[ブラウザを右に移動] オプションを選択している場合、右側にカーソルを移

動することでサムネールが再表示されます。

ズーム スライダー:サムネイルのサイズ

ズームスライダー(ブラウザウィンドウの右上角にあります)をドラッグしたり、

[表示] > [ブラウザズーム]を選択することで、サムネイルのサイズを調節およ

び設定します。フィルム ストリップ モードを使用する場合はズームスライダー

はありません。

詳しい説明

ブラウザには使いやすい 検索機能が付いています。テキスト検索、カラータグ検索、星評価検索の方法についてはこちらをご覧ください。

イメージブラウザ内のループツールlの使い方

サムネールアイコン：調整済み

調整済み：画像調整を適用するとすぐにアイコンが表示されます。全ての調

整履歴は [調整クリップボード] にリストされています。

サムネールアイコン：オフラインおよび表示専用

オフライン：画像がオフラインのとき、？マークのアイコンが表示されます。

現在の場所で参照されるカタログやファイル内にある画像ファイルはオフライン

で閲覧可能です。 ここをクリックしてオフラインブラウジングについてもっとよく知

る。

表示専用:目マークのアイコンはファイルが表示専用であることを示していま
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す。つまり、ユーザーは画像を表示することはできますが、編集を行うことは

できません。

サムネールアイコン：処理済

処理済:オレンジ色の歯マークアイコンはファイル処理中にサムネールに表示

されます。処理が完了するとアイコンは白に変わります。

また、このアイコンは、[調整] > [処理履歴] を選択することにより、ユーザー

がアクセスできる[バリアント処理履歴] をファイルが記録していることを示して

います。

サムネールアイコン：表示警告および読み込み専用

表示警告：！マークは、画像の表示に問題がある可能性があることを示し

ています。これは、画像がCapture Oneでこの先リリースされるバージョンの

設定を持っているときにも表示されることがあります。

読み込み専用：ファイルがサポート対象でない場合、またはファイルを編集

するアクセス権がない場合は、重ねられた鉛筆(MAC)が画像の右下角に表

示されます。カメラまたはCDにある画像ファイルを編集しようとするときに、こ

の読み取り専用アイコンが表示されます。

注:「JPEG編集を有効」オプションをチェックしていない場合は、JPEGファイ

ルに読み取り専用アイコンがつきます。 

サムネールアイコン：バリアント

バリアント：特定の画像に多数のバリアントがある場合は、バリアントスタッ

クを折りたたんだり展開したりすることができます。サムネールの左上隅の小

さなアイコンをクリックします。詳しくは こちら。

サムネールアイコン：動画

動画:動画ファイルには、サムネールの中央にムービーカメラのアイコンが表

示されます。サムネイルを選択すると、ビューアでビデオを再生できます。詳

しくは こちら。
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ヘルプサイト
Capture One 8

ルーペ / イメージブラウザ / イメージを表示 / サムネール

ルーペツールは、他のフォーカス機能を補完するために使用できます。これを使用して、イメージ全体を表示しながら、すばやくフォーカスを点検できます。

ルーペツール

はじめに

ルーペツールは、画像のフォーカスを点検したり、クローズアップの詳細を検

査したりするために使用します。これは、セッションウィンドウのビューアまた

はイメージブラウザエリアで使用できます。左マウスボタンをクリックして押し

下げてルーペを起動します。ルーペの場所、モード、サイズおよびズームレ

ベルをカスタマイズできます。

ルーペの使用

1.  ツールバー の ズームカーソルグループを開き、メニュが表示されるまでマ

ウスボタンをクリックしてボタンを押したままにします。

2.  ルーペ カーソルツールを選択します。 
3.  詳細を検査するイメージのエリアでマウスをクリックしてボタンを押し下げた

ままにします。 
4.   マウスをドラッグしてルーペを移動します。

5.  サムネールにある イメージブラウザ や ビューア 内でルーペを使うことがで

きます。 

ルーペ設定の変更

1.  カーソルツールバーからズームカーソルグループを開きます。

2.  マウスボタンを放して、強調表示されたメニュー項目を選択します。 
3.  マウスカーソルから直接ルーペを使用する場合は、 センタールーペを使

います 。
このオプションが選択されていない場合は、ルーペがカーソルの横に表示

され、 ビューアで選択した部分を見たり、ルーペを使って拡大することが

できます。 
4.  このカーソルツールオプションでは、 ルーペサイズ  を選択して3つの設定

の1つを選ぶことができ、また拡大ルーペを使用すると、25%から200%に

倍率を設定して画像の詳細を検査することができます。 

詳しい説明

「p」を押すといつでもループカーソルツールが選択できます。

ループが起動している間は（マウスの）スクロールホイールを使ってズームレベルやサイズを変更します。 
ループメニューのオプションからズーム倍率を 100% にリセットします。

ループのサイズを変更する場合はスクロールしながら Alt + Space キー（Mac）を押したままにします。
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ヘルプサイト
Capture One 8

フルスクリーン

フルスクリーン / スライドショー / 写真を表示

フルスクリーン機能では、プレビューイメージが最大サイズで表示されます。フルスクリーンモードで作業しながら、いくつかのツールを使用することができます。

全画面でのビューイメージ

1.  [表示] >[全画面] の順に選択します。

2.  スクリーンの端にカーソルを動かし、 [ブラウザ]、 [ツールバー]、[メニュ お
よび編集] ツールを表示させます。 

3.  Escキーを押すとフルスクリーンから通常表示に戻ります。 

詳しい説明

右上の（二重矢印）アイコンをクリックすると直ぐにフルスクリーンモー

ドに切替わります。（青いサークルで囲った例をご覧ください）  
Cmd+Shift+>（Mac）または Cmd+Shift+F11（PC）を押すとフル

スクリーンモードと通常ビューアが切り替わります。
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ヘルプサイト
Capture One 8

スライドショー

フルスクリーン / ルーペ / スライドショー / キャプチャーパイロット

スライドショー機能を使用すると、フルスクリーン表示で写真またはビデオを次々に表示できます。

移行の種類および持続時間を指定することで、スライドショーをカスタマイズできます。

スライドショーの作成

1.  ブラウザ から、スライドショーを行うための最初のファイルを選択します。

ファイルを選択していない場合は、セッションの最初のファイルがスライドシ

ョーの最初のファイルになります。

2.  [表示] > [スライドショー] の順に選択します。（スライド ショーは自動的に

開始されます)。 

スライドショー設定の編集

1.  スライド ショーが開始されたらマウス（カーソル）を移動します。

2.  設定アイコンをクリックします。(青の丸で囲んだ例を参照)。
3.  ドロップダウンメニュから10トランジションオプションのいずれかを選択しま

す。

4.  スライダを用いて、長さを1～60秒の間で変更します。

5.  設定変更はすぐに適用されます。

スライドショーコントロールの使用

1.  スライド ショーが開始されたらマウス（カーソル）を移動します。 
2.  次または前の画像を見るには矢印アイコンをクリックします。 
3.  [ 一時停止 ] を押すと、スライドショーが停止します。

「停止」機能を使用すると、ムービーファイルが表示スライドになっている

場合、そのムービーファイルも停止されます。 
4.  Esc キーまたは終了 （クロス） アイコンを押すとスライド ショーが終了し

ます。 

レンダリング時間

表示されているイメージのパフォーマンスおよびレンダリング時間は、コンピュータの仕様およびイメージファイルのサイズによって異なります。イメージ表示の間でかか

る時間は、完全にレンダリングされるまで次のスライドが表示されないため、指定された時間よりも長くなることがあります。
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ヘルプサイト
Capture One 8

キャプチャーパイロット™

キャプチャーパイロット / サムネール / 写真を表示

Capture Pilotを使用すると、Capture One Proソフトウェアから直接iPad、 iPhoneおよびiPod Touchに写真を表示、レーティングおよびキャプチャーすることができます。

ウェブ機能により、別のコンピューターや、Android （携帯端末）やWindows Phone オペレーティング システムからも閲覧したり評価を行うことができます。

 Pro

はじめに

Capture Pilotツール (初期設定)は、キャプチャ ツール タブの下部にありま

す。これは、iOS デバイス上のCapture Pilot アプリとあわせてアプリを

Capture Pilotと連携します。Capture Pilot アプリにより、iPad、iPod
TouchおよびiPhoneにある画像ファイルを提示、評価、キャプチャできます。

Capture Pilotツールにはウェブ機能も付いており、コンピュータ、Android (携
帯端末）またはWindows Phone オペレーティングシステムからウェブブラウ

ザを使ってタグ付きのキャプチャーイメージを表示、評価設定、色づけすること

ができます。

ビデオ：Capture Pilot

ビデオ・チュートリアルで Capture Pilot について学習しましょう（右のイメージ

をクリックしてください）。Cpautre One Pro 7 と Capture Pilot を一緒に使用

すれば、無線による遠隔表示、ズーム、レート、タグ付け、高解像度

DSLRのパン撮影、中判 RAW、JPEGとTIFFイメージの作成が可能です。

iPad, iPhoneまたはiPod TouchのCapture Oneへの接続

1.  Capture One Proの キャプチャー ツールの下部にあるCapture Pilotを開き

ます。 
2.  サーバー名を追加して、ドロップダウンメニュからiPad/iPhone/iPod

Touchで表示したいフォルダを選択します。 
3.  必要に応じてパスワードを入力します。 
4.  こうして、iPad/iPhone/iPod Touchでキャプチャーパイロットアプリケーショ

ンを開きます。 
5.  サーバーリストから名前を付けたサーバーを選択します。

キャプチャーパイロットは、WIFIレンジにある場合は、複数の実行中の

Capture One Proサーバーには接続できません(すなわちiPad/iPhone/iPod
サーバーリストでサーバーを変更することで、複数のコンピュータのイメージを

表示することができます)。

Web ブラウザに接続します。

1.  Capture One Proの キャプチャー ツールの下部にあるCapture Pilotを開き

ます。
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2.  ベーシックタブを選択し、画像サーバの開始*を押します。 場所を指定

して公開 ドロップダウンメニュから、モバイルとウェブが選択されているこ

とを確認します。

3.  [ウェブ] タブを選択し、ドロップダウンメニュからテーマを選択します。

4.  画像の評価と色のタグの選択を外し、本機能を無効にします。

5.  [ベーシック ]タブを選択し、メールアイコン上でクリックします。(丸囲みを

参照)リンクを記載した電子メールが受信者に送信できます。

注意：ウェブブラウザ機能は、ローカルネットワークでの作業を想定していま

す。

*最初にユーザーシステムパスワードを必要とするウェブサーバーの起動時に

はアラートが表示されます。

Capture Pilotのセットアップ

このビデオは、MacbookやiPadを用いてコンピューター間のネットワークの接

続を確立することによるCapture Pilotセットアップ手順を説明しています。

ワイヤレス機能

iPad、iPhoneおよびiPod Touchを使用して、撮影しながらワイヤレスで高解

像度DSLRおよび中解像度フォーマットのRAW、JPEGおよびTIFF画像を表

示、ズームおよびパンすることができます。また、開始およびカラーレーティ

ングを追加し、露出設定を調節し、カメラのシャッターを押すこともできます。

開始前に:キャプチャーパイロットをApple App Storeからダウンロードします。

キャプチャーパイロットでは、ローカルネットワークWiFiが必要です。必ずコン

ピュータとiPadを同じネットワークに接続します。

別の接続方法(Mac)
ワイヤレスネットワーク設定がない場合、またはインターネット共有を使用して

アクセスポイントなしに接続を設定できる場所にいる場合。

1.  [システム環境設定] > [共有]を選択して、[インターネット共有]オプションを

強調表示します。

2.  [ インターネット共有 ] オプションを強調表示してから(しかしまだチェックマ

ークを付けません)、ドロップダウンメニュから[接続を共有] で[イーサネット]
オプションを選択します。  

3.  「To computers using」ボックスで「空港」にチェックマークを付けま

す。★ 
4.  必要に応じて、[ 空港オプション ] ボタン(ボックスの下)をクリックして、

[暗号化有効] にチェックマークを付けて、パスワードを追加します。 
5.  忘れずに「インターネット共有」オプションにチェックマークを付けて「開

始」をクリックします。 
6.  次にiPad/iPhone/iPod Touch上の設定(アイコン)をクリックしてWiFiを選

択します。 
7.  ここで該当するネットワークを選択して、パスワードを入力します。 

iPad、iPhoneまたはiPod Touchのフォルダでのイメージの参照

1.  サムネイルをタップするとフルスクリーンイメージが表示されます。

2.  スクリーンでピンチ動作をすることで、イメージを拡大/縮小でき、イメージを

移動して最大200%でクローズアップの詳細を調べることができます。

タッチスクロールで次のイメージに移動します。 

コントロール機能(iOS デバイス) を用いた画像の表示

1.  前向き矢印をクリックすると次のイメージを点検でき、また後ろ向き矢印を

クリックすると前のイメージを点検できます。

2.  それから連結撮影では、停止を押すとそれがオレンジ色に強調表示され

るので、現在のイメージをスクリーン上に保持します。ふたたび停止ボタン

(白色で表示されます)を押すと、画像がキャプチャーされたときの状態でス

クリーン上に自動的に表示されます。

3.  Capture One Proで編集したイメージは、編集された状態でキャプチャー

パイロットに表示されます(つまりCapture One Proでモノクロに変換されて

いるイメージは、iPadでもモノクロで表示されます)。



ウェブブラウザのコントロール機能を用いた画像の表示

Capture Pilot クラシックモード:サムネイルをクリックすると全画面画像が表示さ

れます。前向き矢印 (上のスクリーンショットの丸囲み部分を参照) を選択

し、次の画像をいるか、後ろ向き矢印を選択し、前の画像を見ます。

全画面 モード:矢印 （下のスクリーン ショットの丸囲み部分を参照） をクリック

し、次の画像を見ます。前の画像を見るには、画像の反対側に（マウス）

カーソルを持っていくと、後ろ向き矢印が表示されます。

色タグやスター評価の追加（iOSデバイス）

1.  Capture One にアクセスし、[ Capture ]ツールタブを選択し、[Capture
Pilot] ツールから[ウェブ]タブを選択します。

2.  この機能を有効または無効にするには、格付け画像または色のタグ画像

オプションボックスを選択または選択を解除します。

3.  iPad/iPod Touch/iPhoneのCapture Pilot 画面の左下隅にあるスターアイ

コンを押します。色とスター評価を適用できるウィンドウが画面に表示され

ます。 

ウェブブラウザから色のタグおよびスター評価を追加します。

1.  Capture One にアクセスし、[Capture ツール]タブを選択し、[Capture
Pilot] ツールから[ウェブ]タブを選択します。

2.  この機能を有効にするには、評価画像または色のタグ画像オプションボッ

クスを選択または選択を解除します。 
3.  サムネールが全画面表示されるように、ウェブブラウザでサムネイルをクリ

ックしてください。色とスター評価を適用できるウィンドウが画面に表示され

ます。

露出設定の変更と、Capture Pilotからの直接撮影（iOSデバイ
ス）

1.  iPad/iPod Touch/iPhoneのCapture Pilot 画面の左の角にあるカメラアイ

コンを押します。

2.  フローティング・ウィンドウが画面に表示されます。絞り、シャッター、また

はISO番号を長めに押すと別の設定のメニュリストにアクセスできます。露

出設定は数字設定の隣にある（仮想）ダイヤルをスワイプすれば変更す

ることができます。

3.  [シャッター] ボタンを押して、シャッターを切るか、イメージを露光させま

す。ファイルを、指定したCapture One フォルダに保存します。 

 Pro

Web 表示モード：フルスクリーン

Web ブラウザ機能には 2 つの基本モードがあります。 フルスクリーン

とCapture Pilot Classicです。

フルスクリーンモードでは全体でひとつのイメージを表示します。イメージをクリ

ックするとカラータグと星評価、サムネイルのフィルムストリップが画面下部に

表示されます。 

Web 表示モード：Capture Pilot Classic

Capture Pilot Classic は基本的にサムネイルイメージのコンタクトシートで

す。連結撮影されると即座に新しく撮影したイメージが表示されます。サムネ

イルのサイズは、画面左上に表示されている S、M、L の文字を押すと調整

できます。

詳細

左上隅にある[戻る ]アイコン（iOSデバイス）をクリックして、前の画

面に戻ります。(例：サムネール表示またはサーバリスト).
(iOSの)画面の下部にあるツールバーのヒストグラムアイコンをクリック

すると、フローティング/ムーバブルヒストグラムが表示/非表示になり

ます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Capture,-w-,.aspx


サムネイルのサイズは、接続されたiPad/iPhone/iPod Touchのスク

リーンの右下隅にあるS、MおよびL文字を押すことで、(iOSの）

Capture Pilotで調節できます。 

注:[Capture Pilot モバイル]タブ(Capture One Proの中)では、特殊なWiFi
設定を行っている場合にポート番号を設定できます。

 

Capture Pilot のウェブ機能は何ですか？

ウェブブラウザ機能はカメラマンやクライアントが画像を表示し、評価するため

の追加手段を提供しています。本新機能により、ウェブブラウザ対応のデバ

イスを持っている人なら誰でもCapture Pilotにアクセスできようになりました。

これにより、複数の人々による 'モニターの取り合い "を避けることができま

す。また、インターネットを介して、遠隔地からの撮影セッションの表示が可

能となりました。



ヘルプサイト
Capture One 8

ツールバー

ツールバー / ツールタブ / カスタマイズ / パーソナルラボ / ワークスペース

インタフェースはいくつかの要素に分かれており、それぞれにツールのセットがあります。ツールバーには、Capture Oneの最も有用ないくつかの機能へのグラフィカルショ

ートカットがあります。

カーソルツール

カーソルツールは、ツールバーの一部であり、多数の密接に関係したサブ機

能に簡単にアクセスできます。カーソルツールはユーザインターフェースの上

または真ん中にあります。（右の例を参照してください）。カーソルツールも

キーボードショートカットによって有効にすることができます。詳細について

は [ショートカット] の項を参照してください。

ツールタブ

ツールタブは、Capture Oneの最も一般的で頻繁に使用される複数の機能が

ある関連したツールのセットです。カーソルツールはユーザインターフェースの

上／左隅にあります。（右の例を参照してください）。各ツールタブに関する

詳細はこちら 。 

ツールタブにはそれぞれ一連のツールがあります。各ツールには、それ自体

のコントロールのセットがあり、選択したイメージファイルまたは複数のファイル

を調整できます。ツールバーは、必要に合わせて、コントロールのセットを表

示するようにカスタマイズできます。[ツールバーのカスタマイズ]を参照してくだ

さい。 

定義済みのワークスペースは、[ウィンドウ]> [ワークスペース]を選択して選択

します。

ゴミ箱

ごみ箱アイコンをクリックするとイメージが削除されます。削除されたイメージフ

ァイルは、そのセッションのごみ箱フォルダに移されます。Capture Oneメニ
ュから[ファイル] > [完全に削除]を選択しない限り、ファイルは恒久的に削除さ

れません。

OSのごみ箱でファイルを直接削除するには、CMD+Deleteキーを押します。

ファイルを恒久的に削除するには、Shift+CMD+Deleteキーを押します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%96&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Shortcuts.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization/Customize-Toolbar.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%9C&page=1


ヘルプサイト
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ツールタブ

ツールバー / ツールタブ / カスタマイズ / パーソナルラボ / ワークスペース

各ツールタブにはイメージファイルの調整ツールセットなど、さまざまなユーティリティが置かれています。

はじめに

ツールタブバーはユーザインターフェースの上／左隅にあります。（右の例を

参照してください）。ツールタブにはそれぞれ一連のツールがあります。各ツ

ールには、それ自体のコントロールのセットがあり、選択したイメージファイル

または複数のファイルを調整できます。

ライブラリ

 

ライブラリツールタブは、サポート対象ファイルを表示するフィルター付きファイルエクスプローラです。これにより、アルバム、スマートアルバムとお気に入り内の画像や

コンピュータまたはネットワークリソース上のフォルダに格納されている画像コレクションへのアクセスが可能になります。

[ライブラリ]ツールタブでは、ファイルのナビゲーションおよび編成のすべての作業を行います。ヒエラルキカル・ツリービューを通して編集するイメージファイルのあるフォ

ルダに移動します。選択したフォルダの中にイメージのサムネイルが作られ、 イメージブラウザに表示されます。また、特定のOSでサポートされているビデオを視聴す

ることもできます。より詳しく知ってください。

ライブラリツールにより、カタログ、フォルダ、セッションフォルダ、セッションアルバム、およびセッションのお気に入りの中のイメージにアクセスすることもできます。ラ

イブラリツール機能には、現像フォルダ、選択フォルダ、キャプチャーフォルダ、ごみ箱フォルダがあり、最近使用されたセッション間で参照できます。

ライブラリツール機能は、カタログが使用されている場合では、固定メニュとアルバムおよびフォルダツールがごり用意いただけます。

Capture Oneは非破壊編集を適用します。つまり画像調整によって実際のRAWファイルは影響を受けません。Capture Oneの設定ファイルだけが変化します。 カタロ

グ  または  セッション を作成して ワークフローを整理します。

撮影

 

撮影ツールタブは、Phase One デジタルバックあるいは対応 DSLR による連結撮影へのゲートウェイです。このツールタブには、作業の助けとなる多くの機能がありま

す。遠隔カメラ露出設定の調整、調整の適用、複数スタイルの適用などを撮影の際に実行できます。カメラツールを使用すれば 、ISO とホワイトバランスの設定を変

更したり、接続したカメラのシャッターを切ったりライブビュー 機能をアクティベートしたりできます。

Capture Pilot ツール/アプリケーションを使用すれば、 Capture One Pro を iPad、iPod Touch、iPhone に接続できます。Capture Pilot アプリケーションは、iOS デ

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Capture.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Capture-Pilot.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Folders-tool.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Capture/Live-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer/Viewing-videos.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Capture/Tethered-Shooting/Adjust-the-camera-Exposure-Settings.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%96&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Working-in-Sessions/To-create-a-new-session,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%9C&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Fixed-Menus-and-Albums.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View/Browsing-thumbnails.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Create-a-Catalog,-w-,.aspx


バイスのイメージファイルの表示、レーティング、撮影を可能にします。

また、Capture Pilot ツールにはWeb 機能が備わっており、コンピュータ上（Android モバイルデバイスまたは Windows Phone オペレーティングシステム）の Web
ブラウザから撮影したイメージを表示し、レーティングし、カラータグを付けることができます。

また、 このツールタブから無線で Profoto スタジオ照明を制御することもできます。

カラー

カラー ツールタブにはイメージファイルの色を制御するための多数のツールがあります。これは、従来通りホワイトバランスを設定できます。またはスキントーンツールを

使用します。 

カラーエディター で、色のグループ、特定の色またはスキントーンに調節を適用することができます。カラー設定を保存して、それを、連結セッションで直接ICCプロファ

イルまたはスタイルとしても、以後の作業に適用します。

[カラー]ツールタブには、モノクロツール もあり、個別のトーンチャネルを調節して、それらを将来使用するためにプリセットとして保存することができます。

露出

[露出] ツールタブにはイメージの露出アスペクトを調整するためのコントロールがあります。基本ツール(露出補正など)は、イメージ全体に影響し、より高度なコントロー

ル( ハイダイナミックレンジ など)では調節を微調整できます。

レベル と カーブ では、個別の赤、緑および青色チャネルとともに、全体の明るさ値を調節できます。[明瞭さ]ツールは、肌のトーンを滑らかにするために、ヘーズを減

らすか、（負の値）が肖像画のイメージに適用する場合に特に効果を発揮するソフトニング効果を作成することができます。

レンズ

 

[レンズ補正 ]ツールタブは、レンズディストーションに関係する多数の一般的な好ましくない問題に対処するために設計されています。Capture Oneは、多数のプリセッ

トプロファイルを組み込んでおり、適切に使用すれば、大幅にイメージ結果を向上する中型フォーマットやDSLRレンズを使用できます。調整は、ディストーションなど個

別要素を修正するために手動でも適用できます。

構成

[構成] ツールタブを使用すると、写真のレイアウトを制御できます。特定のレイアウトまたはデザインのためにイメージをキャプチャーするときは、クロップ、回転やフリッ

プ、キーストーン修正を適用し、オーバーレイツールを使用します。出力形式の要求に対応するためにイメージにアスペクト比を適用できます。

詳細

 

イメージのシャープネスとノイズ除去は、[詳細]ツールタブから制御されますこのツールタブには、高度なノイズリダクション、モアレ、ほこり/スポット除去ツールもありま

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Editing-photos/Details.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Composition/Crop/To-add-and-use-Aspect-Ratio,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure/To-Adjust-input-Levels.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Editing-photos/Working-with-colors.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Capture-Pilot/Add-Color-and-Star-Ratings-from-a-Browser.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Editing-photos/Composition.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Details/Noise-reduction/To-Avoid-Moire.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Composition/Overlay-tool.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Composition/Keystone-Correction.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure/Adjust-High-Dynamic-Range-Images.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Capture-Pilot/Capture-Pilot-Web-Enabled.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure/To-Adjust-Curves.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Details/Dust-and-Spots.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Working-with-colors/Black-and-White.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Lens-Correction.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Composition/Crop.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Editing-photos/Exposure.aspx
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す。

詳細ツールタブには、ナビゲーションおよびフォーカスツール  があり、どのズームレベルでもイメージ上のどこでもクローズアップの詳細をユーザはすばやく確認できま

す。フォーカスウィンドウは100％表示でシャープネスをトラッキングするために使用することができます。

部分調整

[部分調整]ツールタブでは、ユーザーがレイヤーを作成し、画像の対象領域（例：露出過度の特定の領域）上で作業することができます。ブラシの設定（サイズと

硬さ）を変化させ、メモリマスクを適用することができます。

注:Capture One Proは、Wacomなどのメーカー製のペンおよびグラフィックタブレットから適用された圧力を検出できます。

 Pro

調整

[調整]ツールタブにはイメージ調整のクリップボードがあり、あるイメージからクリップボードにコピーしたイメージ調整を別のイメージに適用できます。デフォルトのコピー

機能には、ソースイメージの設定に対して実際の調整が行われるパラメータだけが含まれます。

特定の調整を選択解除することが可能であり、後で使用するためにスタイルとして一連の調整を保存することもできます。

メタデータ

メタデータ ツールタブを使用すると、ユーザはカメラから記録された基本メタデータに加えて、キーワードおよび特定の情報を挿入することができます。ユーザ独自のメタ

データプリセット(値の集合体)を作成することもできます

写真を整理するときやメタデータは非常に役に立ちます。またイメージの種類や写真作成者を示すことで単に写真に情報を追加するためにも使用できます。ユーザ独自

のメタデータスタンプ(著作権、顧客プロファイルなど)を設定して、複数の写真に適用することができます。

出力

[出力]ツールタブは、イメージを処理するための多数パラメータを備えています。

現像設定  ツールには、  ファイルフォーマット、画質、カラースペース、および解像度などのパラメータがあります。現像されたファイルのサイズも設定できます。また、

必要に応じて、どの特定のメタデータを現像済みイメージファイルに含めるかを決定して、系統的に現像ファイルを名称変更することができます。また、ユーザは、 ウォ

ーターマークを追加 することや、現像レシピを保存すること、および複数のフォーマットを同時に処理することもできます。

 Pro

バッチ

 

処理ボタンを押すとバッチキューが自動的に始まります。処理対象のキューを管理するため、バッチツールから以前処理したイメージをチェックします。バックスペースキ

ーを押してキューからイメージを削除します。またはリスト表示されたイメージファイルをドラッグ＆ドロップして処理順序を変更します。また、履歴タブからファイルを再処

理することもできます。

 Pro

クイック
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[クイック]ツールタブには、ワークフローを加速するために複数の主要ツールが

あります。

基本特性には、さまざまなICCカメラプロファイルおよびフィルムカーブがあり

ます。ICCプロファイルは、選択したRAWファイルのメーカーおよびモデルに

従って自動的に適用されます。、

クイックツールで、従来通りホワイトバランスを設定できます。またはスキント

ーンツールを使用します。露出およびハイダイナミックレンジを制御すること

も、このツールタブから直接処理することもできます。

[クイック]ツールタブは、初期設定のツールタブではありません。このツールタ

ブを有効にするには…

1.  ツールタブバーを右クリックして、[ツールタブを追加]> [クイック]の順に選

択します。（または、[表示]> [ツールタブを追加] > [クイック] の順に選択

します）。

2.  クイックアイコンが他のツールタブと一緒に表示されます。アイコンをクリッ

クし、希望に合わせて別のの位置にドラッグします。

ブラック/ホワイト

 

Capture One Pro には強力なブラック/ホワイトツールタブがあり、モノクロ変

換に役立つさまざまなツールを備えています。 

ブラック/ホワイトツールタブはデフォルトで表示されるツールタブではありませ

ん。このツールタブを有効にするには...  

1.  ツールタブバーを右クリックして、ツールタブの追加>ブラック&ホワイトを選

択します。（または、表示>ツールタブの追加>ブラック&ホワイトを選択し

ます）。

2.  ほかのツールタブの横にブラック&ホワイトアイコンが表示されます。アイコ

ンをクリックして、必要なら別の場所までドラッグします。

詳しくはこちらから。

 Pro

カスタムツールタブの追加

 

1.  ツールタブを右クリックし、ドロップダウンメニューから新規タブの追加>カスタムツールタブ を選択します。（または、ビュー>ツールタブの追加>カスタムツールタブ

を選択します）。

2.  ダイアログボックスが表示されます。タブに名前を付け、アイコンを選択し、タブを追加を押します。ツールタブバーにアイコンが表示されます。

3.  アイコンを右クリックし、ドロップダウンメニューからツールを追加を選択し、希望するツールを選択します。この手順を繰り返してツールを追加していきます。

4.  ツールタブバーを再配置するには、Cmd / Alt（Mac / PC）を押してタブメニューのアイコンを希望する位置までドラッグします。 
5.  ツールタブバーを右クリックしてツールタブを削除を選択し、ビューから不要なツールタブを削除します。

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx


ヘルプサイト
Capture One 8

Capture Oneでは、イメージをコンピュータに直接キャプチャーし、それをアプリケーションに即座に表示することで、クリエイティブプロセスをスピードアップできます。ソフト

ウェアから直接スタジオの照明を管理することもできます。

 

連結撮影および照明管理

連結撮影

世界最高の連結キャプチャーソリューション、Capture Oneに直接撮影します。

Live View
対応のミディアムフォーマットとDSLRカメラシステムでは、Live Viewを用いてワークフローを

スピードアップできます。

スタジオ照明管理

Capture One Pro (バージョン6以降)から、無線でProfoto照明の管理ができます。

 Pro

 Pro

 Pro
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ヘルプサイト
Capture One 8

連結撮影 / ホワイトバランス / ライブラリ / レンズ補正

世界最高の連結キャプチャーソリューション、Capture Oneに直接撮影します。

世界最高の連結キャプチャーソリューションで、アプリケーションに直接撮影し、お使いのカメラを遠隔操作できます。対応のミディアムフォーマットとDSLRカメラシステムで

は、Live Viewを用いてイメージコンポジション、照明、フォーカスをスピードアップしました。クライアントに遠隔撮影を任せ、iPadやウェブ用のCapture Pilotからフィードバ

ックを与えます。

お使いのデジタルバックまたは対応のCanon/Nikon DSLRカメラをコンピュータに接続するだけで、簡単に素早く画面でイメージを確認し、クローズアップした詳細も見るこ

とができます。

連結撮影 Pro

はじめに

[キャプチャー]ツールタブはPhase Oneデジタルバックまたは対応のDSLRで
連結撮影をするためのゲートウェイです。FireWireまたはUSBケーブルからカ

メラをお使いのコンピュータに接続します。

本ツールタブはワークフローを助ける機能を取り揃えています。カメラの露出

設定を遠隔調整し、キャプチャー中の微調整や様々なスタイルの変更を適用

します。[カメラ]ツールからは、ISOとホワイトバランス設定を変更したり、接

続したカメラのシャッターを切ったり、Live View機能を有効にすることができま

す。

Capture Pilotツールやアプリを用いて、Capture One Pro 7をiPad、iPod
Touch、iPhoneに接続します。Capture Pilotアプリから、iOSデバイスにイメ

ージファイルを表示、レーティングの設定、キャプチャーすることができます。

Capture Pilotツールにはウェブ機能も付いており、コンピュータ、Android (携
帯端末）またはWindows Phone オペレーティングシステムからウェブブラウ

ザを使ってタグ付きのキャプチャーイメージを表示、レーティング設定、色づけ

することができます。

連結セッションの開始

1.  ファイル>新規セッションを選択します。

2.  セッションの場所を確認し、設定されていればテンプレートを選択します

（設定されていなければ空白のまま残します）。個々のセッションフォル

ダの名前を確認します。

3.  対応するカメラを接続します。
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ビデオ：連結撮影

連結撮影についてはこのビデオガイドをご覧ください。（右のイメージをクリッ

クしてください）。撮影プロセスの一環で、Capture One Pro 7 を使用して、

連結撮影から直接アプリケーションにイメージを取り込めます。撮影直後にイ

メージをインポートして表示したり、カメラの露出設定を遠隔操作したり、撮影

時に調整結果や複数のスタイルを適用したりできます。

Phase One、Mamiya、LEAF デジタルバックからの連結撮影

1.  セッションを開始します。

2.  Phase One デジタルバックをFireWire ケーブルで接続します。

3.  直ぐに Capture One がデジタルバックを認識します。

4.  希望する ISO とファイル形式を設定します。

5.  撮影 ボタンを押します。

6.  ホワイトバランスを設定します。

7.  次回の撮影調整設定を確認します。 最終設定をコピー を選択すると、前回の撮影設定をコピーできるため、セッション内の撮影イメージの外観を揃えることがで

きます。

カメラを接続し直します。

DSLR またはデジタルバックが接続されていない場合、カメラツールの状況

が [カメラが接続されています]に変わるまで、接続しないでください。

カメラ露出設定の調整

カメラを接続するとカメラ設定をさまざまに調整することができます。

1.  ドロップダウンメニューから希望するプログラム 露出モードを選択します。

2.  この例では手動を選択しているので、シャッター, 絞りと EV Adj.（露出

度数調整）設定を調整することができます。

3.  カメラタブからはファイル形式、ISO 感度およびホワイト バランス設定を

変更できます。また例えば、Nikon ユーザーはイメージ領域 を DX 形式

か FX 形式に変更することもできます。

4.  Capture One にはさらにフラッシュモードを変更する機能も付いていま

す。付属のスピードライト（この例では Nikon DSLR）をフロントカーテ

ン、リアカーテン、あるいは赤目軽減に設定できます。

連結写真のホワイトバランスを設定します。

1.  連結セッションの最初の写真を撮影します。

2.  カメラツールでホワイトバランスアイコンを押します。

3.  ホワイトバランス ピッカーを使用して、イメージファイルのニュートラルエリ

アからホワイトバランスを設定します。

4.  必要なホワイトバランスが達成できたときに、設定ボタンを押します。

テストショットの撮影

1.  [カメラ]>[コンポジション] モードを選択するか、[コンポジション] モードアイ

コン*を押します。

2.  校正モードは、Xアイコンがビューアに表示されるとすぐに起動します。

3.  テストショットファイルを守るため、校正モードを解除します。 

注:校正モードで得られたそれぞれの新しいキャプチャーにより前のキャプチャ

ーが上書きされます。このモードにより、複数のテストショットをハードドライブ

スペースをいっぱいにすることなしに撮影できます。

   *[コンポジション] モードアイコンをツールバーに追加することがで

きます。[表示]>[ツールバーをカスタマイズする] の順にアクセスします・・・

キャプチャー方向を設定します。
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1.  [カメラ]>[方向] の順に選択します。

2.  好みの回転方向を設定します。

注:Phase One IQ、PおよびP+シリーズBacksには、統合型イメージ方向セ

ンサーが付属しています。645フォーマット用のHバックもこのセンサーがあり

ます。[カメラ]>[方向]>[自動] の順に選択し自動でキャプチャ方向を回転させ

ます。

初期のPhase Oneデジタルバックモデルは、センサーの方向を統合しませ

ん。一部の場合には、他のPhase One Backsのオーナーが方向センサーで

サポートされない角度で撮影することがあります。これは、ほとんどの場合、

カメラが下向きで同時に回転しているときに発生します。必要に合わせて、

[カメラ]>[方向] リストから、角度を選択します。

方向機能は単に回転させるだけでなく、イメージの方向情報を上書きするとい

う点をここで強調しておくことが大切です。このため、別のCapture Oneユー

ザに移動するときに、方向がイメージファイルに保存されます。

Nikon/Leaf用イメージエリア/SensorFlex 機能を有効にします。

[イメージエリア] および[SensorFlex] オプションには、Leaf Aptus II12 やII
10 デジタルバックおよび Nikon DSLRのための様々な編集機能が付いてい

ます。何らかの選択を行うと、センサーがクロップされ、クロップ外に記録さ

れた情報は復元できなくなります。

1.  カメラツールにアクセスします。

2.  [イメージエリア] ドロップダウンメニュから、1つのオプションを選択します。

連結撮影時にオーバーレイを使います。

1.  連結セッションを開始します（[ファイル]>[新規セッション] の順に選択しま

す・・・）

2.  連結写真用にカメラを設定します。

3.  [クロップ] ツールタブを開きます。

4.  参照アイコンを押して適切なファイルを選択するか、単純にファイルを指定

されたエリアにドラッグアンドドロップして、オーバーレイウィンドウにドラフト

ファイルを挿入します。

5.  構成 モードアイコンを押して、テストショットを撮影します。

6.  ドラフトファイルやテストショットを調節して、互いに一致させます。

注:オーバーレイファイルは PSD、RAW、TIFF、JPEG またはPDFでなけ

ればなりません。Windowsユーザーは、JPEG、TIFF、BMP、PNGまた

はGIFを使用できます。ここで オーバーレイツールを探します。

連結撮影中にどのイメージを表示するかを調整します。

1.  [カメラ]>[撮影データの自動選択]を選択します。

2.  新しいキャプチャーのアップデート速度を選択します。

行わない を選択すると、選択された一次バリアントが表示されます。

すぐに を選択すると、(すべてのシャープ計算が完了する前に)できる

かぎり早く新しいキャプチャーが表示されます 
準備完了次第 を選択すると、すべての自動調整が完了するとすぐに

新しいキャプチャーが表示されます。 
自動停止 を選択すると、連結セッションの継続中に選択された一次

バリアントを表示できます。 

メモリーカードからイメージをインポートする際や、連結撮影を行う
ときに自動調整を適用します。

1.  連結撮影を行うときに、キャプチャー ツールタブにアクセスして、キャプチ

ャー設定の中の [自動アラインメント] オプションにチェックマークを付けま

す。([自動アラインメント]オプションは、回転およびキーストーンだけを修正

します)
2.  メモリーカードからイメージをインポートするときは、イメージのインポートウィ

ンドウの中の[調整] ツールの中にある[自動調整]オプションにチェックマー

クを付けます。

Capture Pilotからの撮影

1.  iPad/iPod Touch/iPhoneのCapture Pilot 画面の左の角にあるカメラアイ

コンを押します。

2.  フローティング・ウィンドウが画面に表示されます。絞り、シャッター、また

はISO番号を長めに押すと別の設定のメニュリストにアクセスできます。露
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出設定は数字設定の隣にある（仮想）ダイヤルをスワイプすれば変更す

ることができます。

3.  [シャッター] ボタンを押して、シャッターを切るか、イメージを露光させま

す。ファイルを、指定したCapture One フォルダに保存します。

Capture Pilotについて、もっとよく知ってください。 

動画: Capture Pilotのセットアップ

エードリアン・ウェインブレシュトが、Capture One やCapture Pilotの接続方

法について説明します。

露出評価

露出評価（[キャプチャー]ツールタブにあります）は最近キャプチャーした

RAW ファイルのヒストグラムを表示します。 これ以降のRAWファイルへの調

整は、ツールタブにある ヒストグラム に反映されます。しかし、露出評価ヒス

トグラムは、RAWファイルを参照するために、元のキャプチャーされた状態に

留まります。

露出メーターは、露出評価ヒストグラムグラムのすぐ下にあります。このメータ

ーは、中心荷重測定に基づきシャッター値で計算された露出アンダー/オーバ

ーを表示します。

露出メーターは、スタジオまたはロケで連結撮影を行うとき、露出値を簡単に

見積もることができるように、長距離からでも簡単に見られるように設計され

ています。 

ICCプロファイルを変更します。

ICCプロファイルはいつでも変更できます。一部のサポート対象カメラには、

複数のICCプロファイルがあり、プロの写真家が体験するさまざまな撮影シナ

リオでイメージを最適化するために設計されています。使用している以外のカ

メラのICCプロファイルを選択した場合、キャプチャーが劣化することがありま

す。色の解釈は、カメラメーカーおよびモデルによって大幅に異なることがあ

ります。

1.  [カラー]ツールタブにアクセスし、[基本特徴]を開きます。

2.  [ICCプロファイル] ドロップダウンメニュから、1つのオプションを選択しま

す。

連結カメラのサポート

連結サポートの範囲は接続されているバック/カメラによって変わります。Live
View はすべてのカメラでお使いいただけるわけではありません。互換性の最

新情報については、www.phaseone.com/supportedcameras をご覧くださ

い。

トラブルシューティング: デジタルバック

デジタルバックをお使いの場合：

お使いのシステムがFireWireにより少なくとも10Wの電力を Phase
One デジタルバックに供給できることを確認してください。(これは、ほ

とんどのノート型パソコンが供給できる電力を超えています)。また

は、バックのForce Battery 設定を有効にします。4.5m Phase One
FireWire ケーブルをお使いください。

お使いのシステムがFireWireにより少なくとも12Wの電力を Leaf また

は Mamiya DMデジタルバックに供給できることを確認してください。

(これは、ほとんどのノート型パソコンが供給できる電力を超えていま

す)。Leafか Mamiyaの Firewire ケーブルをお使いください。

Live View 画面を開く前にカメラのシャッターを開けないでください。こ

http://www.phaseone.com/supported-cameras
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure/To-Adjust-input-Levels.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Capture-One-User-Interface/Viewing-Photos/Capture-Pilot.aspx


れをすることにより、Live View 画面を閉じた後にデジタルバック上に

エラーが発生します。Live View を使用する際には、まずLive View
画面を開き、それからカメラのシャッターを開いてお好みのLive View
を使用し、使用後はカメラのシャッターを閉じてから、Live View 画面

を閉じることをお勧めしています。

Leaf バックや Mamiya DM システムでは、バックを接続する前にカメ

ラ本体が選択されている必要があります。

Leaf バックやMamiya DM システムでは、ファームウェアのアップロ

ード中にコミュニケーションエラーが発生した場合、FireWireケーブル

を外すのを10分待ってください。

Leaf Aptus II 8 は白黒のLive Viewでのみお使いいただけます。
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Live View

対応のミディアムフォーマットとDSLRカメラシステムでは、Live Viewを用いてワークフローをスピードアップできます。

 Pro

Live Previewを用いた撮影

1.  Capture One Pro を開き、連結 セッションを起動します。（[ファイル]>[新
規セッション] の順に選択します・・・）

2.  FireWireまたはUSBを用いて対応のカメラを接続します。（Capture One
はじ動的ににカメラまたはデジタルバックを認識します。） 

3.  [カメラ] ツールのカメラアイコンを押してLive Preview を有効にするか、[ウ
ィンドウ] > [Live View] の順に選択します。(Live Viewウィンドウが開きま

す)
4.  絞りを設定します。ミディアムフォーマット/デジタルバックでシャッタースピ

ードをBULB や TIME 機能に設定します。(Live View はシャッターを開く

と同時に起動します。)
5.  RGBアイコンを押して、RGBとモノクロビューを切り換えます。

6.  明るさおよび画質を好みに応じて調節して、シャープネスを設定します。

7.  ホワイトバランスピッカーを使用してホワイトバランスを設定します(ホワイト

バランスはライブビュー専用です)。
8.  オーバーレイツール(追加ファイルを使用)を起動して、たとえば、比較イメ

ージを撮影したり、特定のレイアウトに従って比較を助けます。

9.  比較を調節します。

10.  Live View ウィンドウを閉じ、イメージへの露光に合わせて正しいシャッタ

ースピードを設定します。

スタジオで作業するためにN.B. Live View が生成され、Capture One ソフト

ウェアに完全に統合ます。ライブビューを屋外で使用する場合や、カメラを光

源に直接向けた場合は、調整スライダーのパラメータを超えてプレビューが露

出オーバーになることがあります。

Live Viewにオーバーレイを使います。

1.  連結セッションを開始します（[ファイル]>[新規セッション] の順に選択しま

す・・・）

2.  連結写真用にカメラを設定します。

3.  ライブビューを起動します。

4.  参照アイコンを押して適切なファイルを選択するか、単純にファイルを指定

されたエリアにドラッグアンドドロップして、オーバーレイウィンドウにドラフ

トファイルを挿入します。 
5.  選択したドラフトファイルのレイアウトまたは構成に従って被写体を調節しま

す。

または、ドラフトファイルの位置を被写体に調節します。

フォーカスメーターを使用したフォーカス微調整

1レンズのフォーカスリングを使って対象におおまかに焦点を当てます。 
2ツールバーのフォーカスメーターアイコンをクリックしてフォーカスメーターツールをアクティベートします。 
3Live View ウィンドウ内の対象をクリックし、フォーカス領域を設定します。フレーム内の異なるポイントでフォーカスを同時に確認するため、最大 3 つのフォーカス領域

を設定できます。4 つ目のフォーカスを設定しようとすると、既に設定しているフォーカス領域のひとつを閉じるか移動するように促すメッセージが表示されます。 
4フォーカス領域内部をクリック＆ドラッグするか、フォーカス領域のトップバーをクリック＆ドラッグして、対象のフォーカス領域位置を調整します。

5フォーカス領域は対象にピッタリフィットするように（精度を高めるため）サイズ変更できます。フレームのサイド、ボトムまたはコーナーを掴んで変更します。（フォー

カス領域を削除するには、コーナー右上のXアイコンをクリックします。） 
6各フォーカス領域には、フォーカスメーターが左ツールバーに表示されます。フォーカスメーターはほかのツールと同じようにツールバーから削除したり、再配置や大き

さを変更することもできます。 
7メーターを慎重に見ながらフォーカスリングをゆっくり回します。メイン（ホワイトカラー）メーターが最適なフォーカスに達すると（近似点になることもある）、オレンジ

色のマーカーがハイポイントに表示されます。測定結果の検証には、（メインメーターのフレーム内にある）オレンジ色の補助高精度フォーカスメーターを使用します。

8補助高精度フォーカスメーターが最高ポイントに達するまでフォーカスリングを慎重に調整します。最適フォーカスに達すると、メインホワイトバーがオレンジ色の外部高

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx


精度フォーカスメーターに囲まれ、色もオレンジ色に変わります。一定の条件下（例：低コントラスト）では、メインバーの色が変わらなくても最適フォーカスが得られ

ることがあり、その場合両方のバーがそれ以上がらなくなることもあります。 
9両方のバーが落ちた場合は、最適フォーカスポイントを過ぎたことを意味します。ポイント 8 に戻り手順を繰り返してください。

注意：ハイポイントのマーカーをリセットするには、フォーカス領域をズームイン、ズームアウト、サイズ変更または移動してください。メインメーターはレンズのフォーカ

スが著しく外れた場合にもピークに達することがあります。フォーカスメーターツールをアクティベートする前に、対象におおまかにフォーカスを当ててください。安定した

動作には高品質 USB 3.0 ケーブルが必要です。

Live Viewインターフェース: パート 1

(左から右へ[再生]、[オーバーレイ・オン]、[アラインメント機能]、[RGB]、[
環境設定]、[カスタマイズ]アイコン）。

再生:一時停止している場合は、ライブビューを開始します。

オーバーレイ・オン:オーバーレイ機能でチェックマークと独立してオーバーレ

イのオン/オフを切り換えます。

アラインメント機能:この機能は、アラインメントツールのオン/オフを切り換え

ます。

RGB:カラーまたはモノクロのプレビューを選択します。モノクロイメージは、カ

ラー締め時と比較して粒子が粗く表示されることがあります。

環境設定:環境設定へのショートカットです。キャプチャータブは、ライブビュ

ーの一時停止設定を調整できる場所です。

カスタマイズ:このアイコンを押すと、ライブビューのユーザーインターフェイス

をカスタマイズできます。

Live View インターフェース：パート 2

リフレッシュ： Live View に合わせてナビゲーションウィンドウをリフレッシュ

します。

明度：Live View イメージが暗過ぎたり明る過ぎたりする場合は、明度スラ

イダーを調整します。

フォーカス：矢印ボタンを使ってフォーカスを調整します。（アクティブボタン

はオレンジ色に変わります）。

クオリティ：Live View クオリティの調整ハイクオリティレベルにするとイメー

ジのアップデート速度が遅くなります。

DOF/EPV：この機能を使用すると、Caon EOS カメラ（対応している機種

のみ）のレンズを絞ることができます。一部の Nikon DSLR ボディでは、

EPV オプションを使用します（Capture One が自動的にふたつのオプション

を切り替えます）。 EPV 機能ではオートゲインが無効化され、現在の設定

で期待される露出結果がシミュレーションされます。 
フレームレート：Live View ウィンドウの実効フレームレートが表示されま

す。

オーバーレイ：オーバーレイはイメージの構図ガイドに役立ちます。オーバー

レイをご覧ください。

フォーカスメーター：レンズのフォーカスリングを手動で調整する場合に、最

適フォーカスを得るためのビジュアルガイドになります。フォーカスメーターをご

覧ください。

カメラ制御旧バージョンでは撮影ツールタブの下にありましたが、左側の Live
View ツールバーに置かれるようになりました。この機能を使用すれば、撮影

と位置決めを（メインアプリケーションウィンドウを利用することなく）メニュー

から直接実行できます。

注意：旧バージョンでは撮影ツールタブからしか利用できなかった多くのツー

ルが、Live View インターフェースから直接利用できるようになりました。以

下のツールを利用できます。 
カメラ

次回撮影調整 
次回撮影位置 
次回撮影名称 
露出評価 

左側の Live View ツールバーをクリックするとメニューが表示されるので、ツ

ールの追加の下のドロップダウンリストから関連ツールを選択します。

Live View インターフェース：パート 3

（丸で囲ったアイコンは左から右に向かって、ハンドカーソルツール、ズーム

カーソルツール、ホワイトバランスカーソルツール）。

ハンドカーソルツール：このツールは標準的なハンドカーソルツールです。

ダブルクリックで 100% ズームになり、クロップを移動することもできます。

ズームカーソルツール：このツールは標準的なズームカーソルツールで

す。イメージの特定箇所でクリックするとズームインします。Alt キーを押しな

がらイメージをクリックするとズームアウトします。 
ホワイトバランスカーソルツール：ホワイトバランスがおかしい場合は、こ

のツールで Live View ウィンドウのグレーエリアをクリックすると新しいホワイト

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Capture/Live-View/Fine-Tune-Focus-using-the-Focus-Meter,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Capture,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Capture/Live-View/Shoot-into-an-overlay.aspx


バランスを設定できます。新しいホワイトバランス設定は Live View ウインド

ウにしか適用されません。

フォーカスメーターツール：このアイコンからフォーカスメーターツールを初期

化します。デフォルトではこのツールは表示されていません。 
ライブプレビュー一時停止：フォーカスウィンドウを表示しながらフォーカスを

調整します。フォーカスが調整できたら、一時停止ボタンを押します。

Live View：デジタルバックサポート

下記の Phose One デジタルバックは初期設定で Live View に対応していま

す。P 20+、P 21+、P 25+、P 30+、P 45+、P 40+、P 65+、IQ140、
IQ160、IQ180、IQ250、IQ260、IQ280。Live View 機能は、下記のデジ

タルバックでハードウェアアップグレードとして購入できます：P 21、P 30、P
45。LEAF または MAMIYA デジタルバックでは Live View 機能が限定オプ

ションになる場合があります。

Live View：カメラサポート

カメラ本体サポート

下記のカメラ本体は Live View 機能に対応しています。Phase One
645DF/DF+、Phase One 645 AF、Hasselblad H シリーズ、Hasselblad
V シリーズ、Mamiya 645AFD および 645AFD II、Mamiya RZ67 Pro II お
よび Pro IID および Contax 645。

テクニカルカメラ（4x5）：Arca Swiss、Cambo 4x5、Rollei Xact、Linhof
M679/4x5、Toyo、Sinar、Plaubel および Horseman

広角度：Horseman SWD、Cambo Wide DS および 35 mm サポート付き

アダプタ各種  

DSLR：Live View 機能は Nikon および Canon の各種カメラに対応していま

す。

シャッター設定 
テクニカルカメラと広角度カメラ：完全開放モードまたはストップダウンモードで

（お好みの F ストップに設定したシャッターで）カメラを使用します。

中判カメラ：シャッターを開き、カメラシステムの選択に応じて、Bモードまた

はTモードのままに保ちます。

Hasselblad H：T モード

Hasselblad V：B モード 
Phase One/Mamiya 645：B モード 
Mamiya RZ67 Pro II および Pro IID：T モード 
Contax 645：B モード
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スタジオ照明管理

Capture One Pro (バージョン6以降)から、無線でProfoto照明の管理ができます。

 Pro

スタートアップ

本プラグインには、MacではCapture One Pro (バージョン6 以降) 、Profoto Air USB トランシーバおよび対応の Profoto 照明製品が必要となります。 Profotoのウェ

ブサイト にアクセスし、プラグインとインストールに関する詳細な情報をダウンロードしてください。

Profoto Studio プラグイン

Profoto Studio プラグインにより、ユーザは Capture One Proソフトウェアか

ら無線でProfoto照明の管理ができます。エードリアン・ウェインブレシュトが

説明する本動画で、もっと製品について知ってください。

Profoto Studio をツールタブに追加します。

Capture One.内でProfoto Studio のプラグインの場所を決定します。

1.  希望するツールタブが選択されていることを確認します。

2.  [表示]> [「ツール名」にツールを追加する]タブにアクセスし、Profoto
Studioを選択します。

無線チャンネルを選択します。

Profoto Air USB トランシーバーがApple Mac コンピュータに接続されている

ことを確認します。対応のProfoto 照明装置と等しい無線周波数チャンネルを

ドロップダウンメニュから選択します。

次に アップデート を選択し、選択したチャンネルで利用できる照明を検索し

ます。このプロセスには約10秒かかります。

Profoto Studio プラグイン

選択したチャンネルで利用できる照明がリストされると、Profoto Studio ツー

ルがお使いいただける準備ができたことを示しています。照明装置が検出さ

れない場合、リストは空のままです。無効になっているフラッシュジェネレータ

ーは「」を表示し、有効になっていると各エネルギー設定（例：8.5）を表

示します。

その他主な機能:

初期設定の グループ 設定はマスタです。

テスト ボタンはテストフラッシュを行います。

電源 は、矢印ボタンにより、1/10　FストップずつフルF ストップまで

調整できます。

[オン/オフ] および [モデルライト] ボタンは電源ボタンの左側にありま

す。 

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://www.profoto.com/captureone-plugin
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写真編集

色に関する作業

Capture Oneには色を調整するツールが多数あります。ツールは、彩度、ホワイトバランス

またはスキントーンなどの、特定の問題を扱うときにワークフローを支援するために設計され

ています。

露出

Capture Oneの露出ツールタブを使用する露出、コントラスト、明るさ、彩度、レベル調整を

行います。

レンズ補正ツール

[レンズ補正] ツールタブは、レンズ歪みに関係する多数の一般的な好ましくない問題に対処

するために使用します。(RAW ファイルのみ互換性あり).

構成

[構成]ツールタブのツールを使用すると、写真のレイアウトを制御できます。特定のレイアウ

トまたはデザインのために画像をキャプチャするときは、クロップ、回転、キーストーン修正を

適用し、オーバーレイツールを使用します。

ディテール

ディテールツールタブには、シャープ、ノイズ除去、フィルム粒子、モアレ、スポット除去用

のツールが置かれています。

部分調整

[部分調整]ツールタブでは、レイヤーを作成して、画像の特定のエリアで作業できます。

スタイルおよびプリセット

スタイルとプリセットの作成方法について。

グローバル自動調整

グローバル自動調整は、ホワイトバランス、ハイダイナミックレンジ、レベルおよび回転を含

む6つのパラメータを修正できます。

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Local-Adjustment.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Exposure.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Styles-Presets.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Details.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Lens-Correction.aspx
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Capture Oneには色を調整するツールが多数あります。ツールは、彩度、ホワイトバランスまたはスキントーンなどの、特定の問題を扱うときにワークフローを支援するた

めに設計されています。

色に関する作業

ホワイトバランス

Capture Oneのホワイトバランスツールを使用すると、完璧な自然な色および自然な灰色を

確立できます。

カラーバランス

[カラーバランス] ツールでは微調整画像トーンの調整ができます。

カラーエディタ

カラーエディターを使用すると、イメージの中の他の色に影響を与えずに、狭いカラースペクト

ラムを選択および調整できます。

モノクロツール

モノクロツールにより、イメージをくっきりしたモノトーン写真に変換できます。

複数RGB読み出し

Capture Oneには、写真のさまざまな部分に表示された複数RGB読み出しのオプションが

あります。

処理エンジン

Capture One の最新バージョンにはデフォルトで改良された処理エンジンが搭載されていま

す。旧バージョン 7 で編集し処理したイメージファイルは、バージョン 8 の処理エンジンで出

力すると見た目が異なる場合があります。以前と同じ出力結果を得たい場合は、イメージフ

ァイルを旧バージョンで再処理する必要があります。

詳しい説明

基本特性ツールに関する情報へのリンク

 Pro

 Pro
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ヘルプサイト
Capture One 8

ホワイトバランス / カラーバランス / モノクロ / スキントーン

Capture Oneのホワイトバランスツールを使用すると、完璧な自然な色および自然な灰色を確立できます。

ホワイトバランス

ホワイトバランスの紹介

[ホワイトバランス] ツールは [カラー] ツールタブ 内にあります。ツール機能に

は、2つのタブがあります。グレーのタブでは、モード、ケルビン値と色合い

を調節することができます。[スキントーン] タブには、ポートレート撮影すると

きに正確に被写体を映し出すのに役立つたくさんのオプションがあります。

モード、ケルビン値、色合い

モードドロップダウンメニュには、さまざまなホワイトバランスプリセットのリスト

があります(デイライト、タングステン、および蛍光灯など)。メニュバーには、

カメラカスタムがあり、また撮影の選択肢もあります。これは、画像を撮影す

るときにカメラが使用するホワイトバランスを参照します。熟練したユーザ
は、独自のホワイトバランス設定を作成するか、または代替のオプションを選

択できます。

ケルビン スライダは、画像の色温度を800～14000°ケルビンの範囲内で変

更します。スライダを右に動かすとより暖かい(黄色い)色相になり、左に動か

すとより涼しい(青い)見かけになります。

色合いスライダを調整することで、緑/マゼンタのバランスを微調整できます。

スライダー上のスケールは実際のケルビン値を表します。これはカメラによっ

て少し違います。

カスタムのホワイトバランスの設定

1.  [カラー] ツールタブを開きます。

2.  [ホワイトバランス]ツールで、グレータブを選択します。

3.  ピッカー（丸囲み箇所を参照）を使用してホワイトバランスを設定します。

4.  ホワイトバランスをグレーカードまたはカラーニュートラルエリアから設定し

ます。

5.  この設定を他の画像にコピーして適用します。

連結撮影時のホワイトバランスの設定 の詳細については、こちらをご覧くださ

い。

スキントーンホワイトバランスの設定

1.  カラーツールタブを選択します。

2.  スキントーンタブをホワイトバランス ツールから選択します。

3.  ドロップダウンメニューの スキントーンから適当なオプションを選択しま

す。

4.  または、スキントーンピッカーを使用してスキントーンカラーを定義します。

5.  この設定をほかのイメージにコピーし適用します。

ユーザ定義のスキントーンの設定

1.  [カラー] ツールタブを開きます。
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2.  必ずホワイトバランスとカラーバランスを正確に設定します。

3.  ホワイトバランスツールでスキントーンタブを選択します。

4.  [新規作成するピック] オプションにチェックマークを入れます。

5.  スキントーンピッカーを使用して、スキントーンの色を定義します。

6.  新たに定義したスキントーンに名前を付けます。

7.  新しいスキントーンは、スキントーンアプリケーションフォルダに保存され、

この場所から他のアプリケーションにコピーできます。

8.  これで、スキントーンドロップダウンメニューからユーザー定義のスキントー

ンを選択または削除できるようになりました。

ホワイトバランスの自動設定

1.  [カラー] ツールタブを開きます。

2.  ブラウザ から調整したい画像（複数可）を選択します。 
3.  ホワイトバランスツールの上部にある自動調整(A)を押します。

ホワイトバランスの[カメラでの撮影時どおり]の設定

1.  [カラー] ツールタブを開きます。

2.  ブラウザ から調整したい画像（複数可）を選択します。 
3.  モードドロップダウンメニュで、撮影を選択します。

詳細

ホワイトバランスとカラーバランスおよびお使いのカメラのためのカスタムホワイトバランスの作成方法に関する詳細な情報等専門家のアドバイスを閲覧するには、ヒントとチュ

ートリアルセクションにアクセスしてください 。
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ヘルプサイト
Capture One 8

カラーバランス / ホワイトバランス / モノクロ / スキントーン

[カラーバランス] ツールでは微調整画像トーンの調整ができます。

カラーバランス Pro

はじめに

[カラーバランス] ツールでは、画像内の色、色相と彩度の正確な制御が可能

となります。Capture Oneでは、最高水準に色を調整することができます

が、結果の精度はしっかりと校正済みのモニターに画像に適用された変更を

反映させることが必要です。

作業を始める前に、正確なホワイトバランスを設定する必要があります。次に

色調整を適用し、イメージの適切なムードを作成します。Capture Oneの他

の設定と同様に、これらの変更をプリセットとして保存し、他の画像に適用す

ることができます。

カラーバランスの設定

1.  [カラー] ツールタブを開きます。

2.  カラーホイールポインタを使用して、必要なカラートーンを設定します。

（使用時にポインタサークルはオレンジ色に変わります）。 

微調整カラーバランスおよびプリセットとして保存

1.  カラーホイールでポインタを移動して、画像のカラーバランスを変更しま

す。色相および彩度スライダを使用してカラーホイールの選択を微調整し

ます。

2.  色相スライダはカラーホイールの周囲でカラートーンポイントを移動し、色

に微妙な変化を与えます。彩度スライダカラーホイールの半径に沿って内

側または外側に移動することによって彩度を大きくします。

3.  [プリセットの管理] アイコンを使って、後で使用するためにカラーバラン

スを保存します。

プリセットについてもっとよく知ってください 。 

プリセットの管理

いくつかの便利な制御機能とオプションについては、プリセット管理メニュを選

択します：

保存済みプリセットまたは、不要な場合は削除を選択します。

画像の見た目を直ちに暖めるか、クールダウンするために内蔵された

プリセットのいずれかを選択します。

注:カラープリセットは、それを適用する画像に対する相対値であり、絶対値

ではありません。つまり、追加された全ての値は、ホワイトバランスで作成さ

れた値に追加されます。
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ヘルプサイト
Capture One 8

彩度 / 露出 / RGB読み出し / CMYK

カラーエディターを使用すると、イメージの中の他の色に影響を与えずに、狭いカラースペクトラムを選択および調整できます。

カラーエディタ

はじめに

カラーエディタには3つのモードがあります：ツールのタブから基本、高度、ス

キントーンが選択できます。基本は、標準編集のために作成されており、一

方詳細設定は、彩度、明るさ、色合いおよび滑らかさに関して定義された色

調編集用のより専門化されたツールです。

カラースライスの調整– 基本

1.  [カラー] ツールタブを開きます。

2.  [カラーエディタ] ツールの基本タブを選択します。

3.  カラーピッカー （丸で囲んだ部分を参照）を使用して、補正が必要なビ

ューア内の画像から色を選択します。

4.  アクティブなスライスは調整できます。（カラースライスの外側の角にあ

る）ドットをクリック・ドラッグし、色の選択を絞ったり広げたりします。

5.  滑らかさ* スライダを調整します。 
6.  色相回転、彩度、明るさスライダも希望に応じて調整します。

*滑らかさは、カラースペクトラムで、どこまで調整を適用するかが示され、こ

れにより選択的に変更された色が自然な見かけになります。

カラーを個別に調整する（アドバンスト）

1.  カラーツールタブを選択します。

2.  アドバンスト タブをカラー編集ツールから選択します。

3.  カラーピッカーを使用して（丸囲みを参照）ビューア内のイメージから補正

するカラーを選択します。

4.  選択したカラーを表示にチェックマークを付けると（丸囲みを表示） 、ビ

ューア内のすべての未選択カラーの彩度が自動的に低下します。

5.  境界マークドットを押したり引いたりして調整可能領域を変更します。

6.  スムースネス* スライダーを調節します。

7.  色相回転、彩度 および 明度スライダーを使用して選択したカラーを調整

します。 
ビューア内のカラーが即座に調整されます。

8.  +アイコンを押すとさらに調整を加えることができます。

*スムースネス とは、調整によって適用されるカラースペクトルのことです。

スムースネスを調整することで選択的に変更したカラーを自然に見せることが

できます。

 Pro

1つの色以外の調整

1.  [カラー] ツールタブを開きます。

2.  カラーエディタ ツールの 高度 タブを選択します。

3.  カラーピッカー (丸囲み箇所を参照)を使い、 修正が必要なビューア 内の

画像から色を選択します。

4.  View Selected Color（丸囲み箇所参照）範囲 にチェックマークを付け

て、ビューアの中の選択されていない色で全て自動的に彩度を減じるよう

にします。

5.  ボーダーマーキングドットを引いたり押したりして、調整可能なエリアを変

 Pro
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更します。

6.  滑らかさ*スライダを調整します。

7.  反転部分アイコンを押します。(丸囲みを参照してください)。 
8.  色相ローテーション、彩度および明るさスライダを使用して選択した色を

調整します。

色はビューアですぐに調整されます。

9.  +アイコンを押すことで、さらに調整を追加できます。

*滑らかさは、カラースペクトラムで、どこまで調整を適用するかが示され、こ

れにより選択的に変更された色が自然な見かけになります。

カラースキーマを ICC として保存

1.  すべてのカラーを調整します。 
2.  プリセットアイコンを押してICC プロファイルとして保存を選択します。

3.  新しい ICC プロファイルに名前を付けます。新しい ICC プロファイルが プ
ロファイルフォルダに保存されます。

4.  ICC プロファイルドロップダウンメニューの基本特性ツールで新しい ICC
プロファイルをその他のイメージに追加します。 
ICC プロファイルはその他セクションにあります。

 Pro

カラースキーマをプリセットとして保存

1.  必要に応じて全ての色を調整します。

2.  [プリセットの管理] アイコンを押して、[ユーザプリセットを保存]をメニュ

から選択します。選択します。

3.  希望のプリセット調整内容にチェックマークを入れ、保存を押します。 
4.  新しいカラープリセットプロファイルに名前を付けます。これで新しいカラー

プリセットが、Capture Oneのプリセットフォルダに基づいて、カラーエディ

タフォルダに保存されました。

5.   プリセット管理メニュから新しいカラープリセットにアクセスして他の画像

に適用します。(新しいカラープリセットは ユーザプリセット の見出しに表

示可能です)。

スキントーンのニュートラル化

1.  [カラー] ツールタブを開きます。

2.  [カラーエディタ] ツールでスキントーンタブを選択します。

3.  カラーピッカー を使い、 修正が必要なビューア 内の画像から色を選択し

ます。（100％画像表示に顔/肌の面積を大きくすることで役立つ場合が

あります）。 
4.  滑らかさ*スライダを調整します。

5.  色相ローテーション、彩度、明るさ、均一** スライダを使用して選択し

た色を調整します。色はビューアですぐに調整されます。

*滑らかさは、カラースペクトラムで、どこまで調整を適用するかが示され、こ

れにより選択的に変更された色が自然な見かけになります。

**均一スライダを調整することで、色相を選択した色の方向に引き寄せること

ができます。

 Pro

詳細

カラーエディタのヒント、アドバイスやお勧めの使用法： 

カラーのより大きな領域で作業すると、画像が不自然に見えるのを避けることができます。

スライスにより、選択されたカラースライスの色調にすべての調整を適用することができます。

黒丸は選択された色の値を示し、薄い黒線は滑らかさ効果の端を示します。

スライダーの下のメニューから色のスライス1つだけを選択することも、一度にすべての色に影響させることが必要な場合は、グローバルに選択することもできま

す。

影響を受けるエリアを決定するために、[選択されたカラーレンジを表示]にチェックマークを付けます。

これで、選択されていないすべての色の彩度が減じられます。

彩度スライダーが作成され、最大80%両方に調整できます。

選択した色で繰り返し2、3回彩度を減じることで、他の色を保存しながらモノクロのエリアを作ることができます。

1つのイメージで最大30の選択した色の変化を起こすことができます。

均一スライダーを調整することで、色相を選択した色の方向に引き寄せることができます。

プリセットのように、ICCプロファイルを将来の作業に適用できます。

Capture Oneで作成したICCプロファイルは、サードパーティ製アプリケーションに転送でき、ワークフロー全体で首尾一貫したカラースペースを使用することがで

きます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Working-with-colors/Color-editor/To-Adjust-Color-Slice.aspx
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ヘルプサイト
Capture One 8

モノクロ / モノクロ / RGB読み出し / カラーバランス

モノクロツールにより、イメージをくっきりしたモノトーン写真に変換できます。

モノクロツール

はじめに

[モノクロ] ツールはポートレート写真にクラシックなドラマチックな見かけを与

え、自然や風景写真に深いコントラストを作り出すことができます。 [カラー]ツ
ールタブにあります 。すでに削除されているか、別のツールタブに起きたい

場合は、ツールタブのツールバー上で右クリックし、[ツールの追加] > [モノク

ロ] の順に選択します。または、もっと簡単にモノクロ画像を作成するには、

全ての基本ツールを持つ全く新しいモノクロツールタブを追加することもできます。

ビデオ：ブラック/ホワイト

このビデオチュートリアルでモノクロ変換について詳しく学習しましょう。（右

のイメージをクリックしてください）。Capture One Pro 7 を利用すれば、カラ

ーチャネルを正確に調整する強力なスライダーでブラック&ホワイト変換（モノ

クロ変換）できます。グレースケールに変換するときスプリットトーン効果も生

み出せます。

カラーイメージファイルのモノクロトーンの調整

1.  ブラウザからモノクロに変換する画像を選択します。

2.  [カラー] ツールタブの[モノクロ]ツールを選択します。  
3.   [ モノクロを有効にする]ボタンにチェックマークを入れます。

4.  カラースライダを調整します。赤のスライダーを使用すると、元のイメージ

でレッドにマップされたすべての色調が変化します。他の色も同様です。

スプリットトーン画像の作成

1.  ブラウザから希望するスプリットトーンの画像を選択します 。
2.  [カラー] ツールタブの[モノクロ]ツールを選択します。

3.  [スプリットトーン] タブを選択します。

4.  [ モノクロを有効にする]ボタンにチェックマークを入れます。

5.  希望に応じて、ハイライト とシャドウ の色相/彩度のカラー値を調整しま

す。

詳しい説明

白黒ツールタブを追加します。ツールタブバーを右クリックして>白& 黒
ツールの追加を選択します。（左のイメージを参照）このツールタブに

は基本的なツールがすべて集められているため、イメージ調整が素早

くかつ簡単に実行できます。

希望する調整ができたら、プリセット管理メニューからユーザープリセッ

トとして保存します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Color.aspx
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ヘルプサイト
Capture One 8

RGB読み出し / モノクロ / スキントーン

Capture Oneには、写真のさまざまな部分に表示された複数RGB読み出しのオプションがあります。

複数RGB読み出し Pro

複数の読み出しの設定

1.  ブラウザから画像のサムネイルを選択します 。
2.  カーソルツールから読み出しピッカーを選択します。

3.  ビューア内の画像のどこかをクリックして、読み出しポイントを設定します。

複数の読み出しの閲覧と削除

1.  ブラウザから画像のサムネイルを選択します 。
2.  カーソルツールから読み出しピッカーを選択します。

3.  ビューア内の画像のどこかをクリックして、読み出しポイントを設定します。

4.  (ピッカー)カーソルツールドロップダウンメニュからカラー読み出しを常に表

示を選択します。

これで、他のツールを選択しても、読み出しが表示されたままになりま

す。

5.  (ピッカー)カーソルツールドロップダウンメニュからカラー読み出しを削除を

選択します。

こうしてから削除する読み出しをクリックします。

6.  または、読み出しカーソルツールを読み出し位置の上におき、ALTキーを

押しながらクリックし削除します。読み出しを削除するときにShiftキーを押

し下げたままにすると、全ての読み出しを一度に削除できます。

詳細

読み出しの位置を移動するには、クリックしてドラッグします。

(ピッカー)カーソルツールドロップダウンメニュで[色の読み出しを常に表示]を選択していない限り、他のカーソルツールに変更することで、読み出しは非表示に

なります。

読み出しは、選択されているプルーフプロファイルに従って、適切なチャネル値付きで表示されます。 
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ヘルプサイト
Capture One 8

処理エンジン

Capture One の最新バージョンにはデフォルトで改良された処理エンジンが搭載されています。旧バージョン 7 で編集し処理したイメージファイルは、バージョン 8 の処理

エンジンで出力すると見た目が異なる場合があります。以前と同じ出力結果を得たい場合は、イメージファイルを旧バージョンで再処理する必要があります。

処理エンジンの変更

1.  Capture One>優先>イメージを選択します。

2.  デフォルト処理エンジンからCapture One 7 （必要な場合はそれ以前）

を選択します。  
3.  最高の結果を得るためにはオプションからCapture One 8 に戻す必要が

あります。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx


ヘルプサイト
Capture One 8

詳しい説明

基本特性ツールに関する情報へのリンク

基本特性

基本特性の詳細はここをクリックしてください。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Change%20the%20Default%20Settings.aspx


ヘルプサイト
Capture One 8

露出 / 部分調整 / 明るさ / コントラスト / 彩度

Capture Oneの露出ツールタブを使用する露出、コントラスト、明るさ、彩度、レベル調整を行います。

露出

露出の管理

1.  露出警告アイコン（丸囲みを参照）か、表示>露出警告を表示を選択し

て、露出オーバーの可能性のあるイメージ領域を強調表示します。 
露出オーバーの可能性のある領域が赤色（デフォルト）になります。

（露出警告設定の変更方法はこちら：：）。

2.  ハイダイナミックレンジツール は、ハイライト領域およびシャドウ領域の消失

した細部を回復する時に使用します。

ハイライト＆シャドウ スライダーもカラーとシャドウのすべてに影響を与え

ます。 
ハイライト領域に隠された情報（ピクセル）を慎重に回復したから、シャド

ウトーンを徐々に調整します。露出ツールを使用すればカラーの見え方を

変えることができます。

3.  露出オーバーになっているイメージ領域があれば、部分調整 を使用して露

出を変更します。

ヒント：露出ツールを使用すればカラーの見え方を変えることができます。色

調は強くなりがちですが、彩度スライダーの値を適切に減らせば修整すること

ができます。

露出の調整

1.   露出ツールタブ内の露出ツールを選択します。

2.  露出スライダーの値を上下に調整します。

注意：このスライダーの目盛り範囲は +/ 4 ストップになっていて、露出の調

整方法はカメラの操作方法と似ています。

コントラスト、明るさ、彩度を調整します

1.  [露出] ツールタブを開きます。

2.  露出ツールで、コントラスト スライダを右側に調整し、画像全体のコントラ

ストを上げます。左に移動するとコントラストが小さくなります。

3.  [露出]ツールには、画像の中間トーンにまず影響を与える 明るさ スライダ

が含まれています。スライダを左に動かすと中間色調のコントラストが増加

し、右に動かすと影の部分が明るくなってコントラストが減少します。

4.  彩度 スライダを調整し、画像の彩度を上げるか、 下げます。

ハイダイナミックレンジ画像の調整

1.  [露出] ツールタブを開きます。

2.  [ハイダイナミックレンジ]ツールで、シャドウスライダを使用して暗い部分

を調整し、ハイライトスライダを使用して明るい部分や露出オーバーの部

分を調整します。

3.  自動調整ボタン(A)が正しい作業開始ポイントです。（ A アイコンを押して

ください）。

インプットレベルの調整 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%95&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization/Global-Application-Preferences/Exposure.aspx
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1.  [露出] ツールタブを開きます。

2.  [レベル] ツールで、自動機能(A)を使用するか、低/中/最高ポイントを引く

ことで調整します。

3.  必要な場合は、赤、緑または青を押し、R、G、Bチャンネルを別々に調

整します。

シャドウおよびハイライトピッカーを使用するインプットレベル調整

1.  [露出] ツールタブを開きます。

2.  [レベル] ツールで、シャドウピッカー (オレンジ色にハイライトした箇所を

参照）を選択し、ビューアで画像の暗い部分をクリックします。

3.  ハイライトピッカー を選択し、ビューアで画像の明るい部分をクリックしま

す。

4.  [レベル] ツールで、自動機能(A)を使用するか、低/中/最高ポイントを引く

ことで調整します。

5.  必要な場合は、赤、緑または青を押し、R、G、Bチャンネルを別々に調

整します。

Pro

カーブの調整

1.  [露出] ツールタブを開きます。

2.  [カーブ] ツールでは、いくつかのポイントを設定するために対角線上でクリ

ックし、曲線を引っ張るか、押します。

3.  また、カーブポイントピッカー を選択し、ビューア内で画像の異なる部分

をクリックすることによりポイントを追加することもできます。

ヒント:[プリセットの管理]アイコン を押し、内蔵のプリセットを開始点として使

います。

高度なカーブツール技術について学ぶ。

注:レベルは、画像の全体のトーンの分布を制御するために使用します。カー

ブにより、レベルツール領域によって設定されたシャドウおよびハイライトリミッ

ト内で領域をリマップすることができます。

 Pro

カーブツールアンカーポイントの調整

Capture One 8 から追加された新機能、カーブツールは、対角線上の右上

から左下までのコーナーに移動可能なアンカーポイントです。新しいアンカー

ポイントを使用すれば、最も暗い色調と最も明るい色調を簡単に再配置するこ

とができます。

1露出ツールタブを選択します。

2カーブツール内でアンカーポイントのひとつにカーソルを置くと – 位置決めに

便利なガイドラインが表示されます。 
4アンカーポイントをクリックしたまま希望する位置までドラッグします。例え

ば、色調範囲を再配置するには、ガイドラインがヒストグラムの端にタッチする

までアンカーポイントを水平に移動します。

以前にレベルツールを使用して白黒ポイントが設定されている場合は、新しい

アンカーポイントの調整は必要ない場合があります。

詳細情報

カーブ調整ツールは Capture One の中でも最も強力なツールのひとつです。

オリジナルイメージの色調範囲（水平軸で表される）を新しく調整した値（グ

ラフの垂直軸で表される）に再配置する場合に使用します。グラフの左下と

右上のゾーンはそれぞれイメージのシャドウ領域とハイライト領域を表し、ゾー

ン中央はミッドトーンを表します。対角線上に制御ポイントを追加し、その形状

を修正することで、コントラストと露出を調整し、イメージの色調を伸長したり

圧縮したりできます。 

 Pro

透明度の調整

透明度ツールに新しいナチュラルメソッド設定が加わりました。既存のパンチ

またはニュートラルオプションよりもマイルドな部分コントラストを適用できま

す。また、疑似カラーやハイライト損傷を避けることができます。Capture
One 6 のオプションもクラシックオプションとして引き続き継承しており、パンチ

やニュートラルオプションの効果も従来通り使用できます。クラシック設定で使

用するポジティブ値はアーキテクチャとイメージに適度なぼかし効果を与えま

す。低ネガティブ値は特にクラシック設定とナチュラル設定でポートレートにソ

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Exposure.aspx
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フトニング効果を与えます。透明度ツールは部分調整としても適用できます。

透明度の調整

1露出ツールタブを選択します。 
2透明度ツールを選択し、メソッドドロップダウンメニューからナチュラル、パ

ンチ、ニュートラルまたはクラシック 設定を選択します。そして必要に応じ

て透明度スライダで調整します。 
3ポジティブ値はミッドトーンコントラストを強め、ネガティブ値はコントラストを弱

めてよりソフトな見た目になります。 
4ストラクチャスライダは独立して動作し、ポジティブ値が適用されるとテクスチ

ャを強めます。スライダを徐々に左に動かしてネガティブ値を適用すると、透

明度スライダよりもさらに穏やかなソフトニング効果を得られます。 
 
ヒント：ビューアまたはフォーカスウィンドウ内のイメージを 100% ズームする

と、好みの透明度メソッドタイプとストラクチャを選択しやすくなります。

注意：透明度ツールの効果はそれを適用するイメージに左右されます。スト

ラクチャスライダ（値）は、枝の目立つ木など、複雑なストラクチャを持つイメ

ージに適用されると特に顕著な効果を発揮します。

ビネット

ビネットは、画像のエッジまたは角を暗くしたり明るくしたりする制御された露

出調整です。EV値を追加すると、エッジおよびコーナーが明るくなります。ま

たEV値を減少させると暗くなります。

1.  [レンズ] ツールタブを開いて、[ビネット] ツールを選択します。

2.  ブラウザから画像を選択して、メソッドドロップダウンメニュから希望のオプ

ションを選択します。

3.  [量] スライダを右に調整し画像の四隅明るくしたり、左に調整し暗くしたり

します。  

注:ビネットは、セピアおよび青色トーンのスタイルを含めて、画像に適用する

どの色調でも影響を受けます。

彩度

彩度を減少させると、最終的には画像がモノクロになります。現像カラースペ

ースで選択されているように、画像はRGBカラースペースに留まりますが、こ

うすることで、ヒストグラムがRGBからモノクロに変化します。このツールは、

「インテリジェント彩度」を使用するので、単に通常の彩度値に影響を与える

以上のことを行います。★正の値(スライダを右に動かしたときに得られます)
は、サードパーティー製ソフトウェアでよくビブランスと呼ばれているものに相

当します。ビブランスはスキントーンより優しく、たとえば画像の他の部分を彩

度オーバーにせずに青空を強調することができます。負の値は、通常の彩度

設定を表します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Lens.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Local-Adjustment.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Exposure.aspx


ヘルプサイト
Capture One 8

レンズ補正 / LCC / ジェネリックレンズプロファイル / ビネット

[レンズ補正] ツールタブは、レンズ歪みに関係する多数の一般的な好ましくない問題に対処するために使用します。(RAW ファイルのみ互換性あり).

レンズ補正ツール

はじめに

レンズツール タブにはデフォルトのツールが 3 つ置かれています。 レンズ補

正, パープルフリンジ、そして LCCです。

レンズ補正ツールには、主要メーカーのレンズ用補正機能があらかじめ設定さ

れています。補正機能には、歪み、色収差、シャープネス落ち、光量落ちな

どがあります。

レンズ補正ツールでは、ジェネリックまたは［ジェネリック糸巻き型歪みプロフ

ァイルが利用でき、単純な球面レンズに生じる問題のほとんどに対応できま

す。ただし、複雑な歪みの場合は、設定済みのプロファイルを使用しないと

完全には補正できません。可能な場合には、レンズの種類はプロファイルメ

ニューから自動的に選択されます。最も適したレンズ補正プロファイルは推奨

レンズ  ヘッダの下に一覧表示されます。あるいは利用可能なレンズ補正プ

ロファイルのリストの中から手動で選択します。

新しく加わったパープルフリンジ補正ツールは、目障りなフリンジの削除に使

用します。一般に、フリンジは強いバックライトを浴びた木の枝や金属の表面

から反射される光によるハイライトなど、ハイコントラストのエッジ部分に見られ

ます。

特定のレンズモデルがレンズ補正ツールに対応していない場合は、LCC （レンズ

キャスト補正） プロファイルを作成します。

レンズプロファイルの適用

1.  レンズツールタブから レンズ補正ツールを選択します。

2.  ブラウザからイメージを選択し、プロファイルドロップダウンメニューから特

定のレンズを選択します。（最も適したレンズ補正プロファイルは推奨レン

ズ ヘッダの下に一覧表示されます。あるいは利用可能なレンズ補正プロ

ファイルのリストの中から手動で選択します）。

3.  レンズを選択したら、色収差ボックス内にチェックマークが表示され 、
Capture One がレンズプロファイルに基づいて自動的に色収差補正を適用

します。

4.  イメージに色収差が残っている場合は、右側にある解析ボタンを押し

て Capture One のビルトイン色収差解析補正アルゴリズムを起動しま

す。この機能は対象イメージに特化されるため、大部分の色収差補正が

改善されます。

 

ジェネリックレンズプロファイルの適用

1.  レンズツールタブから レンズ補正ツールを選択します。 
2.  ブラウザからイメージを選択し、プロファイルドロップダウンメニューからジェ

ネリックレンズオプションを選択します。（ツール内のスライダがすべてリ

セットされます。ジェネリックレンズにデフォルト設定はありません）。
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3.  オプションボックスにチェックマークを付けて、スライダを調節し設定しま

す。（利用できるプロファイルがない場合は、色収差ボックスを選択し

て、Capture One のビルトイン色収差解析補正機能を起動してくださ

い）。

4.  必要ならば、解析(…) ボタンを押してプロセスを再スタートさせてくださ

い。

バッチ色収差補正*

Capture One Pro 8 には新しい色収差バッチ補正機能が搭載されており、ユ

ーザーワークフローの大幅な時間節約になります。この機能はプロファイル設

定には無関係に動作します。

1.  レンズツールタブからレンズ補正ツールを選択します。

2.  ブラウザから複数のイメージを選択します。

3.  解析(…) ボタンを押して補正プロセスを起動します（レンズプロファイルが

検出された場合は色収差補正を上書きします）。

レンズ補正: 動き

1.  動きが適用されたレンズやカメラシステムを使用している場合、[レンズ補

正]ツールの[動き]タブを開きます。

2.  焦点距離と絞り値を検出することができる場合は、値が自動的に対応する

フィールドに表示されます。そうでない場合、情報を手動で入力します。

3.  x軸とy軸のシフトデータを入力します。シフトパラメータの変更は、特定の

歪や光量落ち補正にプラスの利点を持たせます。

 Pro

パープルフリンジ

Capture One Pro 8 からパープルフリンジ除去ツールが新しくなりました。明

度を制御するおなじみのスライダのほか、最終的な設定を調整クリップボード

やプリセットに保存するための一般的なオプションも備えています。どちらの

機能も複数のイメージに設定を適用できます。パープルフリンジツールは、グ

ローバル補正用のスタンドアロンコントロールとして提供されていますが、パ

ープルフリンジの除去は部分調整レイヤとしても適用可能です。そのため、

新しいパープルフリンジツールはレンズツールタブと部分調整タブの両方に置か

れています。

目障りなパープルフリンジの除去

1.  レンズツールタブからパープルフリンジツールを選択します。

2.  ハイコントラストのエッジに沿ってパープルにぼやけたフリンジが写っている

領域を 100% 以上にズームします。補色のシアン、マゼンタ、イエローグ

リーンのフリンジを含まれている場合は、一般に色収差が生じています。

3.  パープルフリンジを弱めるには、スライダを右にドラッグします。フリンジが

強すぎる場合には、完全に除去できない場合もあります。

4.  必要なら、使用した設定はコピーしてほかのイメージファイルスタイル また

は プリセットとして適用できます。

LCCのテスト撮影

特定のレンズモデルが[レンズ補正]ツールでサポートされていない場合は、

LCCプロファイル（レンズキャストキャリブレーション）を作成します。

LCC(レンズキャストキャリブレーションプレート)を写真撮影して、最新のLCC
プロファイルのテスト撮影を作成します。正確なプロファイルおよび最適な補正

を得るには、LCCテスト撮影を意図する補正画像と同じ同じレンズおよびシャ

ッター設定で作成するべきです。カメラのチルトおよびシフト調整も、最高の結

果を出すために一致させる必要があります。

また、以前にキャプチャしたLCC画像のライブラリがある場合は、類似した

LCCテスト撮影を使用します(Phase Oneでは、レンズ補正でこの汎用アプロ

ーチを使用してダスト除去チェックボックスを選択することはお勧めしません)。

 Pro

PCCプロファイルの作成および適用

1.  ブラウザからLCC画像をインポート・選択します。(すなわち、白いキャスト

キャリブレーション板でキャプチャされた画像です)
2.  [レンズ] ツールタブを開きます。[レンズ補正] ツールを選択し、[LCCを作

成] ボタンを押します。

 Pro
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3.  広角レンズを使用し動きを追うテクニカルカメラを使用している場合、[動き

のある被写体を広角レンズで撮る]ボックスにチェックマークを入れま

す。

4.  [ダスト除去情報を含める]にチェックを入れ、マップを作成し、自動的にダ

ストを除去します。

5.  作成を押します。

6.  Capture Oneが画像を分析して、LCCプロファイルを作成します。（完了

したら、カラーキャストチェックボックスが選択されます。画像全体の色の

違いがこれで均一になるはずです）。

7.  サムネールにはLCCラベルが付けられ、キャプチャをトラッキングするのに

役立ちます。

8.  LCCを（同じカメラでキャプチャされた）1つまたは複数の画像に適用する

には、

ブラウザの サムネールで選択し、右クリックで[LCCを適用]を選択しま

す。

ヒント:ブラウザの サムネール上で右クリックし、[LCCを作成する]を選択しま

す。

LCCをプリセットとして保存

1.  LCCツール上部の[プリセットの管理] アイコンをクリックします。

2.  ドロップダウンメニュからユーザプリセットを保存を選択します。

3.  ダイアログボックスが開きます。名前を付けてプリセットを保存します。

 Pro

LCC をインポートします

Capture One 6 の LCC ライブラリをバージョン 8 にインポートし、プリセットと

して変換することができます。

1.  レンズツールタブから LCC ツールを開きます。

2.  アクションメニューアイコンをクリックし、Capture On 6 から LCC ライブラ

イをインポートを選択します。

3.  ダイアログボックスが表示されます。OKを押します。

 Pro

LCC オプション

1.  [レンズ] ツールタブを開いて、[LLC] ツールを選択します。

2.  [操作メニュ]アイコンをクリックし、 [LCCオプションの適用] を選択しま

す。

3.  [均等照明] オプションにチェックマークを入れ、希望に応じてスライダを調

整します。

4.  OKを押します。LCCを適用する際に、この新しい均等照明設定がこれま

での設定に優先します。

 Pro

詳細

ワークフローのヒント：

LCCを含む一連の画像を選択することにより、複数のLCCに一括適用します。複数のLCCを一括分析することもできます。

複数のLCCがある場合、Capture One はLCCがLCCの後または前の画像に適用すべきかを決定します。

あなたがカメラマンで、各フレームにLCCを作成する場合は、適用前にLCCをライブラリに追加する必要はもうありません。 

LCCのキャリブレーション機能を使ってCapture One 6で美しいHDRを作成する方法を含めた詳細な情報等専門家のアドバイスを閲覧するには、[ヒントとチュートリアル]セ
クションにアクセスしてください 。同セクションには、ビネットに関する情報や、レンズツールを使って芸術作品の複製のために均一照明を行う方法や、色収差を行うプリセッ

トの作成方法に関するチュートリアルもあります。 (Capture One 6)

光量低下

光量低下は、画像の露出がフレームの角よりも中央で多いために発生しま

す。レンズから背面までの距離は中心よりもエッジの方が長いために、光が

斜めの角度でレンズを通ることがあります。この影響は、絞りを大きく開いて

使用した、広角レンズで最もよく現れます。レンズのプロファイルがある場合

は、100%に量を設定すると、フラットで均一なイメージが得られます。こうし

ない場合は、汎用プロファイルを使用して、手動で必要な量を慎重に設定し

ます。

色収差とパープルフリンジ
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色収差(CA)は、背景にフォーカスしていないことがある、レンズの中で異なる

波長の光が異なる経路を取るために発生します。ほとんどの光が複数の波長

の混合であるために、レンズはさまざまに色にフォーカスし、高コントラスト部

分のエッジで色のフリンジを作ります。

CAが色のシフトから起こるために、暗い背景上の白色または明るい色ではど

ちらか一方に色が付きます。この誤差は最も一般的に、赤/シアンおよび青/
黄色で起こりますが、他の組み合わせも起こりえます。より目立たない組み

合わせの1つは緑/紫ですが、これは、パープルフリンジと混同すべきでは

ありません。

真鍮、クロームなどの金属製品は、極端なコントラストを起こすことが多く、

パープルフリンジを起こすことがあります。パープルフリンジ(PF)は、色収差

のように、異なる波長の光に対してレンズが異なる反応を起こすために発生

する現象です。色収差と異なり、パープルフリンジは通常異なる色のフリンジ

がありません。PFは、金属製品や明るい空を背景にした木の枝など、非常

にコントラストの高い部分のエッジで起こることがほとんどです。

パープルフリンジは、色収差も起こるイメージで見られることが多いもので

す。広角レンズにはこの現象が現れることが多いものです。

ソフトコーナーに使用するシャープさ低下

ソフトコーナーは、多くの理由で発生することがありますが、一般に広角レン

ズを使用したときに発生します。ソフトコーナーは希望されるレトロフォーカス

効果として見られます。しかし、これが望ましくない場合は、Capture Oneは
鮮明度の低下ツールでこの影響を修正できます。この問題(発生している場

合)を完全に解決するには、レンズプロファイルを100%に設定します。こうしな

い場合は、適切な設定を得るために試験を行います。



ヘルプサイト
Capture One 8

[構成]ツールタブのツールを使用すると、写真のレイアウトを制御できます。特定のレイアウトまたはデザインのために画像をキャプチャするときは、クロップ、回転、キー

ストーン修正を適用し、オーバーレイツールを使用します。

構成

クロップ

[クロップ]ツール はフリーハンドでや固定的な比率クロップオプションを可能にします。画像エ

リアの外もクロップすることができます。

回転 & 反転

画像の反転、回転、水平の傾きに関する詳細を学ぶ。

キーストーン修正

キーストーン補正を使用して、遠近の歪みを軽減する方法について。

オーバーレイツール

[オーバーレイ] ツールを使って、特定のレイアウトまたはデザインの画像をキャプチャすること

ができます。

 Pro

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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ヘルプサイト
Capture One 8

クロップ / 回転

[クロップ]ツール はフリーハンドでや固定的な比率クロップオプションを可能にします。画像エリアの外もクロップすることができます。

クロップ

はじめに

[クロップ] ツールは [構成] ツールタブ 内にあります。クロップハンドはフリーハ

ンドまはた固定比率て行うことができます。[リセット] 調整ボタンをクリックし

て、クロップ前の画像に戻します。(丸囲みしたアイコンを参照してください)。

画像での無制限クロップの使用

1.  構成ツールタブを使用するか、カーソルツールを選択します。

2.  ドロップダウンメニュから制限無し 比率を選択し、クロップフレームをビュー

アにドラッグします。環境設定によっては、セミ透過マスクでクロップされる

領域が非表示されます。

3.  横のオレンジ色の数字で、クロップされた画像のサイズが示されます。

4.  他のカーソルツールを選択して、その最終フォームで提供されたクロップを

表示します。

アスペクト比の追加と利用

1.  構図ツールタブを選択します。

2.  アスペクト比を追加を比率ドロップダウンメニューから選択します。

3.  名前と必要な比率をダイアログボックスに追加します。

4.  OKを押します。新しい比率が比率ドロップダウンメニューに表示されま

す。

注意：最初のキャプチャイメージのアスペクト比を保存できる、オリジナルオプ

ションが Capture One に新しく加わりました。

クロップを1つまたは複数の画像にコピー・適用

1.  バリアントの選択 アイコンを 押します。

2.  ブラウザ内で調整内容をコピーしたい画像を選択します。（選択されたサ

ムネールの周りを白い太枠線が囲みます。）

3.  調整内容を適用したい画像のサムネールを選択します。(ブラウザ内でサ

ムネールの周りを白い細枠線が囲みます)。
4.  ツールにある小さな両側矢印アイコンを押します（丸囲み箇所を参照）。

ダイアログボックスが開きます。

5.  ダイアログボックスの下にある[適用] ボタンを押します。調整内容が選択

した画像に適用されます。

画像エリアの外をクロップ

1.  [構成]ツールタブを開きます。

2.  クロップツールで、画像の外をクロップオプションにチェックマークを付け
ます。

3.  これで、イメージエリアの外にあるクロップエリアを調整することができま
す。

4.  他のツールを選択したときは、新しいクロップがビューアに表示されます。

画像外のクロップに関する詳細を含め専門家のアドバイスを閲覧するには  [ヒン
トとチュートリアル]セクションにアクセスします。
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詳しい説明

希望するクロップが得られるまでプレビューのエッジを中心に向けてド

ラッグし（カーソルが双方向矢印に変化します）、クロップを調整しま

す。

クロップ境界内（カーソルが十字に変化します）をクリックし、選択範

囲をドラッグしてクロップ領域全体を移動します。

クロップフレームのコーナーのすぐ外側を掴んでクロップを回転させ、フ

ィットさせます（カーソルが曲線矢印に変化します）。 
サムネイルにクロップマスクを施したオリジナルイメージが表示されま

す。

クロップ ツールを再選択すれば、いつでもクロップ設定を再調整でき

ます。

クロップマスキングは、プレファレンスで変更できます。Capture
One>プレファレンスからクロップオプションを選択し、適用しているマス

クの不透明度と明度を変更します。

クロップのリセット 調整ボタンをクリックしてクロップ作業を取り消し、

クロップを適用していないオリジナルイメージに戻します。 
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ヘルプサイト
Capture One 8

回転 / クロップ / キーストーン

画像の反転、回転、水平の傾きに関する詳細を学ぶ。

回転 & 反転

直線の傾き

1.  [構成]ツールタブを開きます。

2.  回転＆反転ツールを開いて傾きアイコンを選択するか、カーソルツールメ

ニュバーから傾きオプションを選択します。

3.  ビューアにアクセスし、補正必要度に応じて、水平または垂直ラインを補

正します。(例：水平の一端上の点でクリックし、もう一方の点でクリックし

ます）。

4.  マウスボタンを離すと、画像が自動的に補正されます。

5.  角度 スライダを使用して傾きを微調整します。

(必要に応じてマウスをスライダの上に重ねて、スクロールして設定を変更

します)

複数の画像を垂直にしたり回転する

1.  [バリアントの選択を編集] アイコンを 押します。

2.  ブラウザ内でクロップ内容をコピーしたい画像（サムネール）を選択しま

す。（選択されたサムネールの周りを白い太枠線が囲みます。）

3.  クロップ内容を適用したい画像のサムネールを選択します。(ブラウザ内で

サムネールの周りを白い細枠線が囲みます)。
4.  [回転＆反転] ツールから、小さな両側矢印アイコン（丸囲み箇所を参

照）を押します。

5.  ダイアログボックスが開きます。全ての必要な操作にチェックマークを入れ

ます。（例： 回転と方向)。
6.  ダイアログボックスの下にある[適用] ボタンを押します。調整内容が選択

した画像に適用されます。

フリーハンドによる回転

1.  [構成]ツールタブを開きます。

2.  [回転＆反転] ツールから、 角度スライダを調整して方向を変えます。

(必要に応じてマウスをスライダの上に重ねて、スクロールして設定を変更

します)
3.  垂直修正は、左または右ボタンを使用して行います。

4.  または、[傾き] (r) アイコンを長押しし、メニュから[フリーハンドで回転]
オプションを選択します。

5.  [フリーハンドで回転]が選択されたら、ビューア から、画像をクリックし、

希望の角度にドラッグします。

画像の反転

1.  [構成]ツールタブを開きます。

2.  [回転＆反転] ツールを開き、反転ドロップダウンメニュから水平または垂

直を選択します。

3.  画像は選択したオプションに瞬時に反転されます。
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ヘルプサイト
Capture One 8

キーストーン / クロップ / 回転 / レンズ補正

キーストーン補正を使用して、遠近の歪みを軽減する方法について。

キーストーン修正 Pro

はじめに

被写体をベストアングルにしながら全ての歪みをなくすことができない場合もあ

ります。建築物の写真家の場合、高い建物のパースペクティブディストーショ

ンを修正する必要が起こることがよくあります。Capture Oneには、キースト

ーン修正を適用する機能があります。垂直または水平スライダを使用して歪

みをすばやく修正することも、カーソルマーカーを使用して平行であるべき線を

ピンポイントで指定することもできます。

キーストーン機能は、個別のスライダを調整することで手動で操作でき、また

自動オプションを使用することもできます。[自動キーストーン補正]アイコンは、

スライダの下またはカーソルツールで選択できます。自動垂直、水平または

フル修正の中から選択します。

ヒント:ローカルのコピー/適用機能を使用して、同じ修正が必要な複数の画像

に設定を適用することができます。

キーストーン修正の手動適用

1.  [構成]ツールタブを開きます。

2.  [キーストーン]ツールで、垂直または水平スライダを調整します。

3.  量スライダを調整します。

4.  必要に応じてアスペクトを微調整します。

水平または垂直修正の適用

1.  [構成]ツールタブを開きます。

2.  [キーストーン]ツールで、キーストーン水平またはキーストーン垂直 アイコ

ンをクリックします。

3.  4つの点を設定して、整列する必要がある垂直または水平線をマークアッ

プします。

4.  [適用] ボタンを押します（ビューアの真ん中にある画像の上にあります)。
5.  必要に応じて量およびアスペクトスライダを調整します。

自動垂直および水平キーストーン修正の適用

1.  [構成]ツールタブを開きます。

2.  [キーストーン]ツールで、キーストーンアイコンを選択します。

3.  4つの点を設定して、整列する必要がある垂直または水平線をマークアッ

プします。

4.  [適用] ボタンを押します（ビューアの真ん中にある画像の上にあります)。

歪みのあるエッジを隠す

キーストーン修正を適用した後で、歪みのあるエッジを隠す必要が発生するこ

とがあります。

レンズ補正ツールで歪みを隠すにチェックマークを付けます。
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希な状況では、画像の外側をクロップする必要が起こります。画像エリア外の

クロップを参照してください。

1.  [レンズ補正]ツールタブを開きます。

2.  [歪みを隠す]オプションにチェックマークを付けます。

3.  ディストーションを受けたエッジが自動的にクリップされます。★

IQシリーズデジタルバックユーザ用の自動回転

IQシリーズデジタルバックには、統合モーションセンサーがあり、キャプチャ

ーされたイメージの角度を自動的に記録します。水平角が地面と直角になる

ように、キーストーンツールのAアイコンを押して画像を修正します。例えば、

高い建物を見上げて画像をキャプチャしており、遠近法の歪みがある場合

は、A(自動機能)で収斂する垂直線も修正できます。

注:キーストーン設定を適用すると、イメージの回転も修正されます。キースト

ーン設定および回転を取り消す場合は、両方の個別調整の取り消しアイコン

を押します。 

キーストーン ツール アイコン

[キーストーン] には3つのツールアイコンがあります。(丸囲みを参照してくだ

さい)。 

キーストーン アイコン左から右へ:垂直キーストン、水平キーストーン、キース

トーン(有効となったアイコンはオレンジ色になります)。

ヒント:キーストーンのキーボード ショートカットはkです。
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ヘルプサイト
Capture One 8

オーバーレイ / クロップ / 構成

[オーバーレイ] ツールを使って、特定のレイアウトまたはデザインの画像をキャプチャすることができます。

 はじめに

 オーバーレイの使用

 詳細

オーバーレイツール Pro

はじめに

[オーバーレイ]ツールは、高度な構成をサポートし、通常、連結撮影時に使用

されます。この機能は、特定のレイアウトに合致する画像を撮影するためによ

く使用されます。たとえば、イメージを雑誌の表紙のためにキャプチャーする

場合、誌名および見出しのためにスペースを空けておく必要があります。

オーバーレイの使用

1.  [構成] ツールタブの[オーバーレイ]ツールを選択します。

2.  （雑誌の見出しやコピーの付いた）画像ファイルを[画像をここにドロップ]と
記載された[オーバーレイ]ボックスにドラッグ・ドロップします。

3.  または、以下のファイル オプションを用いて画像を選択します。

4.  表示 ボックスにチェックマークを入れます。 
5.  必要に応じて不透明度、スケール、および配置のスライダを変更します。

詳細

背景レイヤーのないオーバーレイには、PSDファイルを使用することをお勧め

します。これにより、雑誌のマストヘッドや見出し（上の例を参照）が画像上

にはっきりと見ることができます。

[オーバーレイの移動]ハンドツール（丸囲み）は、オーバーレイファイルの位

置を素早く調整する1つの方法です。本ツールを選択し（選択されるとオレン

ジ色に変わります）、 ビューアを開き、ファイルを適当な場所にドラッグしま

す。
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ヘルプサイト
Capture One 8

ディテールツールタブには、シャープ、ノイズ除去、フィルム粒子、モアレ、スポット除去用のツールが置かれています。

ディテール

シャープ

ピントを確認し、シャープさを適用します。

ノイズ除去

ノイズを除去し、粒子を追加し、モアレを避けます。

ダストおよびスポット★
不要なダストとスポットを削除します。
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ヘルプサイト
Capture One 8

シャープ / ノイズ除去 / グレイン / 高ISO

ピントを確認し、シャープさを適用します。

シャープ

ピントの確認（ビューアでの拡大無し）

1.  [詳細]ツールタブを開きます。

2.  [フォーカス]ツールで画像の１部を表示します(最大400%まで拡大できま

す)。
3.  フォーカスポイント選択アイコンを使用して、 （ビューア内の）詳細に検

査したいエリアを選択します。

4.  ウィンドウの下にあるスライダで倍率を調整します。

5.  プリセットを選択して、フォーカスツールウィンドウの（中サイズまたは自動

サイズの）さまざまなサイズ設定オプションにアクセスします。

（ズームを使用せずに）ビューアでシャープさを確認

1.  [フォーカスマスク ]アイコン（青く丸囲みされています）を押します。

2.  フォーカスマスクは、緑色のマークでシャープな部分を自動的に表示しま

す。

3.  [Capture One]＞[環境設定]の順に選択し、シャープさ設定を調整しま

す。

環境設定についてさらに詳細にお読みください。

 Pro

画像ファイルをシャープにする

1.  [詳細]ツールタブを開きます。

2.  ビューアを100%に設定するか、フォーカスツールのピッカーでシャープな

部分を選択します。

3.  [プリセットの管理]アイコンを押すと、さまざまなシャープ設定にアクセス

できます。

4.  スライダーを使用して必要な設定に微調整します。

5.  ハンドツールを使用して、100%でイメージの他の部分を点検します。

詳細

シャープニングおよびノイズ除去の効果は、それらがビューア内で最終画像で表示された際に示されます。

イメージにシャープニングを適用したことがない場合は、このワークフローを試してください。

まずイメージで細かいディテールをシャープにします。

キャプチャーまたはRAWプレシャープニング設定を使用します。

(マネージプリセットメニューにあります)
次に、より大きなシャープニング効果を使用できますが、これは、イメージを希望の印刷寸法に合わせてサイズ変更してから適用するべきです。 
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ヘルプサイト
Capture One 8

ノイズ除去 / 高ISO / グレイン

ノイズを除去し、粒子を追加し、モアレを避けます。

Capture Oneでは、カラーおよび輝度ノイズ除去スライダを使って画像から輝度ノイズおよびカラーノイズを除去できます。全てのデジタル画像には輝度ノイズがあります。

ノイズは、ISOに関わらず、光センシティブクリップによって発生します。通常このノイズは高いISO値でよりはっきりと目視できます。高いISO値では、信号が増幅されて

いるため、より高いノイズレベルが生じます。

個別の画像評価に基づいて、Capture Oneは自動的にノイズ除去の量を追加します。

ノイズ除去

イメージファイルからのノイズ除去

1.  ディテールツールタブを選択します。

2.  ノイズ除去 ツールから自動調整設定を表示します。

3.  輝度 スライドを使用して輝度ノイズのレベルを調整します。

4.  カラー スライダを使用して色ノイズのレベルを調整します。

5.  ディテールスライダを調整してイメージの表面をスムーズにします。

 輝度、カラー, およびディテール スライダについての詳しい説明。

長時間露出による影響および高ISOノイズの除去 

1.  [詳細]ツールタブを開きます。

2.  [ノイズ除去] ツールを開きます。

3.  シングルピクセルスライダを使用して、長時間露光による影響を減少しま

す。

4.  数字が高くなればなるほど、ツールの作業が難しくなります。

シングルピクセルスライダの詳細を参照してください。

Pro

粒子の追加

1.  ディテールツールタブを選択します。

2.  フィルム粒子ツールのフィルムドロップダウンメニューから粒子の種類を選

択します。

3.   ビューア または フォーカス ウィンドウ内の単一カラーの領域またはテクス

チャの存在しない領域（可能な場合）を選択します。

4.  希望する量になるまでインパクト スライダを調整します。

5.  粒度または粒子のサイズは調整可能です。粒度 スライダを右へドラッグ

すると、細かいから粗いまで変化させることができます。ファイン粒子を選

択すると粒度スライダは使用できなくなることに注意してください。

6.  設定はユーザープリセットに保存されます。たくさんのビルトインプリセット

も利用できます。

注意：粒子ツールは部分調整としても適用できます。

モアレ防止

1.  [詳細]ツールタブを開きます。

2.  [モアレ]ツールにアクセスします。

3.  ビューアで100%にズームして、モアレ部分の表示を保ちます。

4.  最初に量値を調整してから、パターン値を少しの増分で少しずつ調整しま

す。

5.  モアレが消えたら、量またはパターンの値を上げないでください。

 Pro
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詳しい説明

輝度、カラー、ディテール、モアレ, ファイン粒子およびシングルピクセルスライダについての詳しい説明。

輝度

このスライダはシャドウ領域によくあるパターンのようなノイズを除去します。

輝度のデフォルト設定は 50 です。深いなノイズレベルを表示する画像では設

定値を増加し、100%拡大率のビューアで効果を確認します。

カラー

このスライダは、一般的に淡い緑/マゼンタのパターンとして目に付くカラーノイ

ズを画面から除去します。ノイズはカメラによって異なり特定の設定を推奨す

ることは非常に困難ですが、プログラムのデフォルトから作業を開始することを

お勧めします。ビューアは、イメージノイズに対するフィルターの効果を明瞭に

示します。

ディテール

色ノイズまたは輝度ノイズを大きく減らすと、イメージの見た目がソフトになる

場合があります。そのような場合は、ディテールスライダを調整してイメージ

の表面をスムーズにします。デフォルト設定の 50 は、イメージのディテール

とノイズが等しいバランスになります。ディテールスライダを設定値を下げる

と、よりスムーズな表面を得ることができます。設定値を大きくすると、より細

かいディテールにエッジ解像力が向上します。ただし設定値が大きいと、特

に高い ISO 感度で撮影したイメージでは、粒度が高くなります。

モアレ

簡単に言えば、細かいパターンの詳細がある被写体をキャプチャするときにモ

アレが起こることがあります。画像センサーは、解像度が不足するために、

モアレ効果のあるこのパターンを再生することがあります。モアレは、衣類を

写真撮影したり、建築物を写真撮影するときに問題となる場合があります。

モアレを防ぐ最も簡単な方法は、カメラの位置を調整することです。写真を撮

りながら前後に移動したり、絞り設定を変更したりします。 

モアレツールで作業するときは、自然に細い縞がある場所や縞に似たパター

ンを確認します。もしそれらが徐々になくなった場合は、量およびパターンを

落として、元のモアレ問題を再点検します。

フィルム粒子

新しい粒子ツールは、デジタルイメージに現実世界に合わせたフィルム粒子を

適用し、イメージを美しく仕上げるために使用します。または、粒子ツールは

過度にスムースだったり「ツルツル」の見た目を持つデジタルイメージにテク

スチャを追加するために使用します。ノイズ除去を強くかけ過ぎたりネガティブ

透明度設定を調整した後などにこの現象が見られます。このような現象が見ら

れた場合は、粒子ツールはより自然な見た目のイメージを作成するために使

用できます。インパクトと粒度を慎重を上げます。

シングルピクセルスライダ

長いシャッタースピードを使用して露出された画像は、時折の[ホットピクセル]
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に影響されやすく、暗くなるべき所が単一の白いピクセルになります。シング

ルピクセルスライダー(ノイズ除去ツールにあります)は、ホットピクセルを根絶

するために使用できますが、イメージの残りの部分にも影響を与えます。フィ

ルターが、周囲の部分と比較してシングルピクセルを分析し、エラーを修正し

ます。しかし、シングルピクセル効果は非常に強力なので、調整は適切に適

用します。その最大の100設定ではなおさらです。

シングルピクセルスライダーは、他の多くの調整ツールと同じく、慎重に適度

に使用するべきです。必ず試して、現像する前に最終結果を確認します。



ヘルプサイト
Capture One 8

ダストとスポット / スポット除去 / モアレ

不要なダストとスポットを削除します。

ダストおよびスポット★

ダスト除去

1.  [詳細]ツールタブを開きます。

2.  スポット除去ツールを開きます。

3.  ビューアの中の画像を100%に拡大します。

4.  種類ドロップダウンメニュでダストを選択します。

5.  Viewerの任意のダスト粒子でクリックします。(ダストカーソルが選択されて

いることを確認します。オレンジの円を参照）。

6.  円の端にある線をドラッグしたり、 半径スライダを調整することで、それぞ

れの円の大きさを調整して、スポットのサイズに一致させます。

7.  円は動かすことができます。円の中央にカーソルを合わせて、ドラッグア

ンドドロップすることで、その位置を変更できます。

8.  さらにダスト粒子を削除するには手順 5～ 7を 繰り返します。[スポット] ド
ロップダウンメニュを用いて各円の間でスイッチするか、矢印ボタンを使い

ます。

9.   (マイナス) ボタンを押してスポットを除去します。

スポット除去

1.  [詳細]ツールタブを開きます。

2.  [スポット除去]ツールを開きます。

3.  ビューアの中の画像を100%に拡大します。

4.  種類ドロップダウンメニュでダストを選択します。

5.  ビューアの任意のスポットをクリックします。(スポットーソルが選択されてい

ることを確認します。オレンジの円を参照）。

6.  円の端にある線をドラッグしたり、 半径スライダを調整することで、それぞ

れの円の大きさを調整して、スポットのサイズに一致させます。

7.  円は動かすことができます。円の中央にカーソルを合わせて、ドラッグア

ンドドロップすることで、その位置を変更できます。

8.  さらにスポットを削除するには手順 5～ 7を 繰り返します。[スポット] ドロ
ップダウンメニュを用いて各円の間でスイッチするか、矢印ボタンを使いま

す。

9.   (マイナス) ボタンを押してスポットを除去します。

詳細

ダストは一般に、1つのセッションで全ての画像でよく似たパターンに

なります。ダストはデジタルバックの前面プレートに現れます。これ

が、シーケンシャルなその後のショットでダストスポットがフォーカスが

ずれてふたたび現れる理由です。時間を節約するために、[グローバ

ル コピー]と[適用] ボタンを使って複数の画像ファイルを変更します。

（画像を参照）

または、ダストスポットのローカルコピーを作って、ダストスポット設定

をセッションの残りに貼り付けます。スポットを自動除去したときは、

常に画像ファイルを確認します。

スポット除去 ツールは、基底にある色および構造を分析することで、

鋭いエッジを探して、スポットを削除するために作られています。
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ヘルプサイト
Capture One 8

部分調整 / 露出 / カラーエディタ / シャープ / モアレ

[部分調整]ツールタブでは、レイヤーを作成して、画像の特定のエリアで作業できます。

部分調整 Pro

はじめに

部分調整は、画像の選択したエリア(露出オーバーな特定のエリアなど)を調

節するために使用できます。レイヤーを追加してブラシを選択することで作業

を開始します。ブラシサイズおよび硬さ、部分調整の消去を変更し、部分調

整設定をカスタマイズすることができます。(例： サイズ中にマスクの表示

のみを行う)。

部分調整ツールでチェックマークをオフにすることでレイヤーを無効にできま

す。背景レイヤーは無効にしたり削除したりすることはできません。背景レイ

ヤーを選択すると、イメージ全体にグローバルな変更を適用できます。

部分調整ツール

Capture One Pro 8 には新しい部分調整ツールがいくつか追加されました。

従来通り、調整は場所に応じてブラシやグラデーションマスクを使用し、レイ

ヤに対して適用します。

また、Capture One Pro 8 には新しい専用部分修正ツールも追加されまし

た。クローン制御とヒール制御の両方が可能です。2 つの操作方法は似てい

ますが、動作方法は異なります。

クローンツールは単にイメージのある領域から別の領域へピクセルをコピーし

ます。オブジェクトの複製と削除に適しています。クローンブラシを使用してイ

メージの不完全な箇所に上塗りすると、イメージの別の場所の正確なコピー

がその箇所に描画されます。

ヒールツールは少し異なる動作をします。サンプル領域のカラーと明度を、

Capture One Pro が自動的にターゲット領域に近接するピクセルとブレンドし

ます。大部分の修正作業で、特に肌の染みやグラデーションの少ない広い

空などを修正する場合は、ヒールツールが大いに役立ちます。エッジに沿っ

た修正はクローンツールが適しています。

新しい機能を含む部分選択ツールの詳細については、（下の）リンクからグ

ローバル調整ツールのページを参照してください。これらのツールの機能の大

部分はグローバルツールの機能と同じですが、パープルフリンジツールでユ

ーザープリセットの保存はできません。

 露出

 カラー編集

 シャープニング

 モアレ

 ホワイトバランス（新機能）

 HDR （新機能）

 ノイズ除去 （新機能）

 パープルフリンジ （新機能）

 透明度 （改良型）

新規レイヤの追加と削除
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1.  部分調整ツールタブを選択します。

2.  + /  アイコンをクリックして新しい クローンレイヤ、ヒールレイヤ、調整

レイヤ を作成または削除します。

3.  自分でレイヤに名前を付けるか 、Returnキーを押すとレイヤ1、2、3 （ク

ローン/ヒール/調整）などと名前が付けられます。

4.  レイヤを削除せずにクローン、ヒール、調整のオプションを切り替えたい場

合は、調整レイヤツール内のオレンジ色の修正レイヤを右クリックし、選

択します。 

注意：現在選択しているレイヤはオレンジ色に強調表示されています。 

レイヤ内のマスク描画と部分調整適用

1.  部分調整ツールタブを選択します。

2.  部分調整ツール内のレイヤを選択します。（アクティブになるとオレンジ色

に変化します）

3.  部分調整ツールかカーソルツールバーのブラシアイコンを選択します。ブラ

シアイコンを長押しした状態で常にマスクを表示するまたは描画の時だ

けマスクを表示するオプションを選択します。カーソルが（二重）丸に変

化し、十字線がブラシの中心を示します。

4.  イメージにマスクを描画します。選択範囲が半透明の赤色で表示されま

す。マスクの消去を選択し、半透明の赤色の領域を上書きして不必要な

マスクを削除します。

5.  ツール（例：露出）を選択し、スライダをドラッグして調整します。

6.  ヒールまたはクローン オプションを選択すると、描画後に　Capture One
Pro が自動的にソースポイントを選択します。ヒールツールを使用した際に

ターゲット領域の見た目が周辺のピクセルとマッチしていない場合、ソース

ポイントをクリックして、希望するサンプルポイントまでドラッグします。ソー

スポイントはビューア内ならどこにでも移動できます。

7.  画像全体にグローバル調整を行う場合は、部分調整 ツールのバックグラ

ウンドレイヤを選択してください。

注意：透明度ツールを使用している場合はバックグラウンドレイヤからメソッド

を選択してください。調整レイヤを選択している場合はメソッドタイプにロックさ

れているためです。

ヒント：描画ブラシツールと消去ブラシツールを切り替えるには、キーボードシ

ョートカットのb および e を使用するか、単に Alt キーを押したままにしてくだ

さい。

ブラシサイズおよび硬さの変更

1.  部分調整ツールまたはカーソルツールバーでブラシアイコンを選択します。

2.  ビューア 画像のどこかを右クリックするか、ブラシ設定をクリックします（青

で囲んだアイコン）。

3.  ブラシ設定パネルが表示されます。スライダを調整してブラシを希望のサ

イズや過多さに設定します。

ヒント:(キーボードの)角かっこを使用すると、ブラシのサイズをすばやく調整で

きます。[キーまたは]キーを押すと、ブラシサイズがそれぞれ減少したり増加

したりします。

筆圧サポートの有効化

Capture One Proは、Wacomなどのメーカー製の任意のタイプのペンおよび

グラフィックタブレット使用したとき、適用された圧力を検出できます。

1.  部分調整ツールまたはカーソルツールバーでブラシアイコンを選択します。

2.  ビューア 画像のどこかを右クリックするか、ブラシ設定をクリックします（青

で囲んだアイコン）。

3.  ブラシ設定パネルが表示されます。

4.  ここで 筆圧を有効にするオプションボックスにチェックマークを付けます。

ヒント:グラフィックタブレット ペンのもう一方の端を消しゴムとして使用します。

逆に、Altキーを押し下げたままにすると(Mac/Windows)、ブラシツールが消

しゴムに変化します。

自動マスクの使用: パート 1

自動マスク機能は、街の風景画像における空や、（プレーン）背景のスタジ

オでモデル撮影等特定エリアを素早く選択するのに最適です。

1.  部分調整ツールまたはカーソルツールバーでブラシアイコンを選択します。

2.  ビューア 画像のどこかを右クリックするか、ブラシ設定アイコンをクリックし

ます。

3.  ブラシ設定パネルが表示されます。自動マスク オプションボックスにチェ

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar/Cursor-Tools.aspx
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ックマークを入れます。 

自動マスク: パート 2

1.  ビューアを開きます。ブラシサイズを調整 し、希望のエリア上で描きます。

2.  ズームスライダを拡大し、選択したエッジの拡大表示を行います（この場

合は、空とビルの境目）。

3.  カーソルには真ん中に十字のある2つの丸があることを確認します。内側

の丸のみが選択範囲に含めたいエリアと接触することを確認することが大

切です。選択から排除したいエリアに内側の丸が触れていないことが大

切です。この例では、内側の丸はビルに触れていません。

4.  1回で大規模な選択をするより、小さな範囲をいくつも選択することをお勧

めします。完了したら、（半透明で赤い）マスクを所定の位置にスナップ

します。ここでは、空のみが選択されています。

5.  マスクに不要な部分がある場合は、部分調整の消去(e)ブラシを選択

し、半透明の赤い部分の上から線を描いて削除します。

6.  ブラシツールのドロップダウンメニュからマスクを表示しないを選択して、

半透明の赤色のマスクを削除します。

7.  選択完了後、必要な調整を行います。ここでは、露出、コントラスト、彩

度が調整されました。

8.  背景レイヤーを選択すると、画像全体にグローバルな調整を適用できま

す。

部分調整選択のコピーおよび逆転

1.  [部分調整]ツールを開きます。

2.  現在のマスクのあるレイヤーを選択します。 
3.  操作メニュ(下向き矢印)アイコンをクリックし、マスクをコピーオプションを

選択することで、あるレイヤーから別のレイヤーへ部分調整選択をコピーで

きます。

4.  操作メニュからマスクを反転オプションを選択することで、部分調整を逆転

できます。

5.  その後、希望する調整を新しく選択したエリアに適用します。

塗りつぶし

[塗りつぶし] オプション ([操作] メニュ) は、広いエリアや選択したレイヤーマ

スクの複雑なエリアを素早く塗りつぶすのに最適です。

1.  選択したいエリア周辺に線を描きます。

2.  選択したエリアが結合していることを確認します。例 （上） の写真を見

てください。この空中海岸線周辺を連続的に選択しています。

3.  操作メニュアイコンから[塗りつぶし]を選択します。

4.  その後、希望する調整をこの選択したエリアに適用します。

特定の部分調整による直接描画

1.  部分調整ツールタブを開きます。

2.  [部分調整]ツールでレイヤーを選択します。（有効になるとオレンジ色に

なります）。

3.  ブラシツールを長押しして、ドロップダウンメニュからマスクを表示しない

を選択します。

4.  ツールを1つまたは複数選択して、スライダを特定の値に設定します。ここ

では、露出とコントラストスライダが調整されました。

5.  部分調整を描画します。ここでは、（左側の）目が選択されています。

6.  必要に応じて、ブラシツールを長押しして、 部分調整の消去を選択し

て、マスクの不要な部分を削除します。

ヒント:キーボードショートカットのbおよびeを使用して、それぞれ描画と消去の

ブラシ機能ツールを切り換えます。

グラデーションマスクの作成

1.  部分調整ツールタブを開きます。

2.  ブラシツールを長押しして、ドロップダウンメニュから[グラデーションマス

ク](g)を表示を選択します。
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3.  クリックし、ビューアの希望する画像エリアにカーソルをドラッグします。新

しいレイヤーが自動的に作成されます。

4.  ビューアで最初にクリックした箇所でグラデーションは濃くなり、ドラッグ・ド

ロップした場所に向け薄くなっていきます。選択した内容に不満がある場

合は、先のセクションを上書きするように新たにグラデーションを行うことが

できます。

5.  必要に応じて、カラー エディタおよび/または露出、シャープさ、モアレお

よび透明度のツールでスライダを調整します。

6.  消す (e) または マスクをかける (b) ブラシを用いてグラデーションマスクを

編集できます。

7.  グラデーション マスク調整レイヤーをコピーして、他の画像ファイルに適用す

ることもできます。

Capture One 6でグラデーションマスクを作成する別の方法について学ぶ。(グ
ラデーションマスクはCapture One 7でのみ使用可能です)。

詳細

部分調整レイヤーでコントラストを追加する方法や、マスクの反転方法を含めた専門家のアドバイスを閲覧するには、[ヒントとチュートリアル]セクションにアクセスしてくださ

い 。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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スタイル / プリセット / メタデータ / イメージを表示

スタイルとプリセットの作成方法について。

スタイルおよびプリセット

スタイルの概要

スタイルを使用するとワークフローが最適化され、複数の画像に一定

の見た目を適用する必要がある場合に時間の節約となります。

スタイルは、数多くの調整、レンズ補正、キーストーン、基本特性、

メタデータ情報で構成されています。

[調整]ツールタブから独自のスタイルを作成することができます。調整

クリップボードにコピーした設定の組み合わせを新しいスタイルとして保

存できます。

内蔵スタイルやユーザスタイルは、スタイルライブラリからアクセスでき

ます。([調整] > [スタイル] > [内臓スタイル])。

スタイルを適用

1.  ブラウザで画像を選択します。

2.  上部のツールバーでスタイルアイコンを選択します。注:アイコンは追加/削
除できます。「ツールバーのカスタマイズ」を参照してください。

クイックタブがある場合は、「スタイルとプリセット」ツールをクリックしま

す。ツールタブの詳細は、ワークスペースを参照してください。

3.  組込みスタイルまたは ユーザスタイルを選択し、既存のスタイルのリス

トをスクロールしながら、画像の外見をプレビューします。

4.  好みのスタイルを選択し、イメージに適用します。

 Pro

スタイルの作成

好みの編集変更を実行し、イメージを選択して、次の基本ステップに従いま

す。

1.  [調整] ツールタブを開きます。 
2.  [スタイルとプリセット]ツールを開いて、+(プラス)アイコンをクリックする

か、ドロップダウンメニュから[ユーザスタイルを保存]を選択します。

3.  保存ダイアログが開きます。スタイルに中に含めない設定のチェックマーク

を外します。

4.  名前を付けてスタイルを保存します。

5.  [スタイル＆プリセット]ツール のドロップ ダウン メニュから、[ユーザスタイ

ル] を選択し、将来使うために全ての保存したスタイルにアクセスします。

ヒント:F2キーを押すか、[画像]＞[新規バリアント]の順に選択して、元の写真

のコピーを取得します。この方法で、元の写真と変更した写真を比較しながら

スタイルで作業できます。

コンピュータにスタイルを保存すると、インポートしたり他のユーザと共有したり

できます。Capture Oneのスタイルフォーマット .costyleは、他のコンピュー

タまたはプラットフォームフォームにコピーできます。 

 Pro

スタイルの削除

1.  [スタイルとプリセット]ツールを開いて、ドロップダウンメニュから[ユーザ

スタイルを削除]を選択します。

2.  削除するユーザスタイルを選択します。削除ダイアログボックスが開きま

す。

3.  OKを押してスタイルを削除することを確認します。
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プリセット概要

プリセットは、1つのツールに属する設定のグループです。たとえば、

多数のメタデータカテゴリからのキーワードを含むプリセットを作成でき

ます(IPTCコンタクトおよびIPTCイメージなど)。
スタイルには任意の数のプリセットまたはグループ化されていない設

定を含めることができます。

プリセットの作成

1.  ツール上部の[プリセットの管理] アイコンをクリックします。

2.  ドロップダウンメニュからユーザプリセットを保存を選択します。

3.  ダイアログボックスが開きます。名前を付けてプリセットを保存します。

場合によっては、プリセットの作成で追加手順が必要なことがあります。詳細

は、メタデータプリセットの作成を参照してください。

スタイルとプリセットのスタックまたはアンスタック

プリセットはデフォルトでは積み重ねられません(ツールに関係づけられた有効

なプリセットは1つだけです)。場合によっては、プリセットを積み重ねて結合す

ることが役立つことがあります。複数のメタデータプリセットがある場合は、

[集合]メタデータプリセットにそれらを結合したくないことがあります(ユーザのプ

ロファイルと顧客のプロファイルなど)。  

[スタック] オプションにアクセス:

[調整]ツールタブ にアクセスし、スタイル＆プリセットメニュの [スタック

スタイル]オプションを選択または選択解除します。  
特定ツールでは、[プリセットの管理]アイコンをクリックし、メニュで プ
リセットのスタックを選択または選択解除します。

[ヒントとチュートリアル] セクションの [プリセットとスタイルのスタック] についてもっ

とよく知る。

詳細

ホワイトバランス設定をスタイルに含めるかを常に考えます。この値は手動で設定することをお勧めします。

複数のスタイルを画像に適用すると、最後に適用されたスタイルで前の設定が上書きされます(これは、たとえば2つのスタイルに2つの異なる露出設定がある

場合に起こります)。
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グローバル自動調整

グローバル自動調整は、ホワイトバランス、ハイダイナミックレンジ、レベルおよび回転を含む6つのパラメータを修正できます。

 グローバル調整の適用

グローバル調整の適用

グローバル自動調整は、ツールバーにある大きなAアイコンを押すことで適用

できます。このグローバル自動調整機能は、ホワイトバランス、ハイダイナミ

ックレンジ、レベルおよび回転およびキーストーン*を含む6つのパラメータを修

正できます。

Aアイコンをクリックしマウスボタンを押し下げたままにして、ドロップダウンメニ

ューを表示し、自動的に調整するオプションにチェックマークを付けます(これら

のオプションは、[調整]＞[自動調整]メニュアイテムからもアクセスし選択でき

ます)。

* 自動キーストーン調整は、IQシリーズPhase Oneデジタルバックでキャプチャ

した画像だけに適用できます。 

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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写真の整理

Capture Oneでは、イメージをさまざまな方法で整理できます。メタデータをイメージに追加し、検索およびフィルターを使用して、写真を整理できます。

カタログ

Capture One Pro 7でカタログを作成し、これを使います。

セッション内の作業

セッションをプロジェクト コンテナとして用い、フォルダの場所を格納することができます。詳

しくは・・・

アルバムとフォルダ

アルバムとフォルダの選択を、Capture One のセッションやカタログのメインの整理エレメント

として使用します。

スマートアルバム

スマートアルバムは、イメージコレクションのサブセットを含むフィルターされたアルバムで

す。Discover the benefits.

スター評価とカラータグ画像

スター評価とカラータグを使って画像を整理します。

検索およびフィルタ

画像を検索、並び替え、整理するために画像コレクションを検索する様々な方法がありま

す。

キーワード

Capture One Pro 8 では、新しい専用ツールを使用してキーワードタグを検索可能メタデータ

として追加できます。また、Media Pro から引き継いだ階層型キーワード機能で時間短縮も

実現しています。

メタデータ

メタデータツールを使用すると、カメラから記録された基本メタデータに加えて、キーワードお

よび特定の情報を挿入することができます。詳しくは・・・

用語集

一般的に使用されている用語を説明しています…

 Pro
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カタログ

Capture One Pro 7でカタログを作成し、これを使います。

詳しくは、メインカタログセクションをご覧ください。

カタログの新規作成

1.  ファイル>新規カタログを選択します。またはキーボードショートカット

Shift+Cmd+N を使います。

2.  ダイアログボックスが表示されます。名前 のフィールドを入力し、設定さ

れていればテンプレートを選択し（または空白のまま残す）、カタログの

場所 を選択します。

カタログテンプレート作成についての詳しい説明。

カタログへイメージをインポート

Capture One のカタログにイメージをインポートする方法は 3 つあります。

1.  インポートは最も基本的な方法です。インポートアイコン（ユーザーインタ

ーフェースの中央または右上に表示されている矢印アイコン）を押すか、

ファイル>イメージのインポートを選択します。インポートダイアログボックス

についてはこちらをご覧ください。

2.  対応デジタル一眼レフカメラ（DSLR）で撮影したりデジタルバックアップを

行う場合、イメージはデフォルトでアクティブカタログに保存されます。また

は保存場所を選択することもできます。

3.  Media Pro、Expression Media、Adobe Photoshop Lightroom または

Aperture カタログまたはライブラリをインポートします。ファイル>カタログの

インポート から適当なカタログまたはライブラリを選択します。 
Capture One はイメージファイルのみ認識でき、PDF や Word/Excel な
どのドキュメントは認識できません。その他のアプリケーションからイメージ

をインポートする場合、一部制限がかかる場合があります。その場合はイ

ンポートの際に Capture One から通知されます。 

 Pro

カタログ間の交換

1.  [ライブラリ] ツールタブにアクセスして、ドロップダウンメニュからカタログを

選択します。

2.  新規ウィンドウにカタログが瞬時に開きます。

 Pro

[複数フォルダ] ツール

[フォルダ] ツールを用いて、カタログファイルの場所を見ることができます。サ

ブヘッド・カタログは、カタログ内に画像があるかを表示します。

重要情報：  

フォルダ上を右クリックするとたくさんのオプションが表示されますが、

その中には全体的なファイルシステムのヒエラルキーを表示するため

のものもあります。

[プラス] アイコン（丸付けされています）をクリックし、フォルダがカタ

ログデータベースに追加します。画像を1つのフォルダから新しいフォ

ルダに移動したい場合に本機能は便利です。Capture One Pro 7 内
でこのような作業を常に行うことでカタログのデータベースが変更内容

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Import/Import-Images-session.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/~/link.aspx?_id=0A960B808E474C8481A86F2E2DA355A4&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization/Global-Application-Preferences/General.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Create-a-Catalog-Template,-w-,.aspx


を常にトラッキングしているようにしてください。

[マイナス] アイコン(丸付けされています）をクリックすると、このセクシ

ョンからフォルダを削除することができます。 

カタログの整理：グループの作成

1.  [ライブラリ] ツールにアクセスし、[ユーザー] タブの上にある+ (プラス) アイ

コンを押します。

2.  4つのオプションのうち1つを選択します。

3.  ここでは、グループが選択され、 人々という名前を付けました。

4.  次に、複数のプロジェクトやアルバムをこのグループ内に追加することがで

きます。スタジオポートレートカタログ内で異なるモデルを整理するために

アルバムを選択します。

5.  カタログから、新たに作成したアルバムに選択した画像をドロップ・ドラッグ

していきます。

カタログの共有

複数の人の間で同一のカタログを共有し、ここで作業することが可能です。ま

た、変更されないようにカタログにロックをかけることも可能です（[閲覧モー

ド]に制限）。

カタログをロックする

1.  [ファイル] > [カタログのロック] の順にアクセスします・・・

2.  ダイアログボックスが開きます。ロックボタンを押すと、ウィンドウが再度開

きます。

3.  ロックされたカタログは、複数の人が同時に開くことができますが、変更を

加えることはできません。サムネールの右端にあるアイコンに注意してくだ

さい。(丸囲みを参照してください)。全ての編集ツールが無効になりま

す。  
4.  [ファイル] > [カタログのアンロック] の順にアクセスします・・・[アンロック]

ボタンを押して制限を解除します。

 Pro

詳しい説明

カタログおよび以下の項目についての詳しい説明。

ファイルのインポートと名前付け

フィルター

星評価とカラータグの追加

固定メニューとアルバム

オフラインでの閲覧

カタログ内のバーチャル整理

カタログの便利な使い方

カタログテンプレート

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Import-and-Name-Files-Catalog.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Fixed-Menus-and-Albums.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Virtual-Organization,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Offline-Browsing.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Catalog-Strategies.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Filters.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Create-a-Catalog-Template,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Copy-of-Add-Star-Ratings.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Virtual-Organization,-w-,.aspx
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セッション内の作業

セッション / ワークフロー / ワークスペース

セッションをプロジェクト コンテナとして用い、フォルダの場所を格納することができます。詳しくは・・・

セッション機能を用いて全ての作業とクライアント プロジェクトを整理します。セッションを用いて、RAWファイル、設定ファイル、ライブラリファイル、出力ファイルおよびプロ

ジェクト内で使用されているドライブへのパスを含めた全プロジェクトとして全てのファイルを格納することができます。フォルダにすばやくアクセスしすばやく読み込むため

に、特定のプロジェクトで使用される場所のためにお気に入りフォルダを作成できます。

セッションは、連結撮影を行うときに、特に役に立ちます。連結セッションを作成し、Capture One に直接カメラと画像をプラグインするだけです。こうすることで、撮影後に

イメージをいポーとする場合と比較して時間を節約できます。Capture One を用いた連結撮影 は、素晴らしい管理を可能にします。撮影をしながらイメージを精査すること

ができ、イメージパラメータを微調整できます。

 Pro

セッションの新規作成

1.  ファイル>新規セッションを選択します。（または、 ライブラリツールタブ か
らセッション/カタログの切り替えメニューの横にある+（プラス）アイコン押しま

す ）。  
2.  セッションに名前を付けます。

3.  設定されていればテンプレートを選択します（あるいは空白のままにして

おきます）。

4.  必要ならフォルダの名前を変更します。

5.  セッションフォルダの保存場所を決定します。

6.  OKを押します。 

セッションテンプレート作成についての詳しい説明。

セッションを開きます

セッションを開く4つの方法の中からひとつを選択します。

1.  ファイル>開くを選択します。次に、セッションファイルをブラウズして

Sessionname.cosessiondb を開きます。

2.  ファイル>最も新しいファイルを開くを選択します。ドロップダウンメニューか

らセッション（またはカタログ）を選択します。（このメニューには最近の

10 コのセッション/カタログが表示されます）。

3.  ドック内の Capture One アイコン上に Sessionname.cosessiondb をドラ

ッグ＆ドロップします。（Mac）
4.  Sessionname.cosessiondb ファイルをダブルクリックすると Capture One

で自動的に開きます。

注意：セッションが終了したら、ウィンドウを閉じます。ファイルに行った調整

は即座にすべて保存されます。

セッションからファイルを削除します

1.  削除するひとつのファイルまたは複数のファイルをブラウザで選択します。

2.  キーボードのBackspaceキーを押します。または、ツールバー のごみ箱ア

イコンを押します。

3.  ファイルはSession Trashフォルダに置かれており、そこから削除されたり

検索されたりします。

4.  ファイル>Sesshon Trash を空にするを選択してSession Trashフォルダを

空にします。

複数セッションで同時に作業します

1.  セッションがひとつ開いている場合は、ファイル>セッションを開くを選択し

ます。

2.  次のセッションファイル Sessionname.cosessiondb をブラウズして開きま

す。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Working-in-Sessions/Create%20a%20Session%20Template,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/~/link.aspx?_id=2D2143D6E7F44A86A53BED637D246EF6&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/~/link.aspx?_id=963E47B0C0F5402CB2E257133A44D660&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar/Trash.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Library.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Switch-Between-Catalogs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/~/link.aspx?_id=BB6D6E6C32154B55B1DFB52A672442BD&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer/Select-and-View-Multiple-Images,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Catalogs.aspx


3.  これでひとつのセッションから別のセッションへイメージファイルをドラッグ＆

ドロップできるようになりました。

注意：Capture One は同時に多数のオープンセッションを処理することができ

ます。

セッションテンプレートの新規作成*

テンプレートを作成しておけば、プリセットからではなく、あらかじめ指定した

セッションアルバムセットとセッションフェイバリットセットのセッションツールで

新たに作成できます。アルバムが複雑な階層構造になっている場合など

は、大幅な時間の節約になります。条件を備えたスマートアルバム（検索条

件やアクティブフィルタ）は、オープンセッション内から複製されます。

1セッションを開き、複製したいセッションアルバムセットとセッションフェイバリ

ットセットのライブラリツールまでナビゲートします。ファイル>テンプレートとし

て保存を選択します。 ダイアログボックスが開きファイルを保存します。 
2テンプレートに適当な名前を付けます。保存を選択します。 
3ライブラリでセッション/カタログ切り替えメニューの横に表示される+（プラ

ス）アイコンをクリックするか、ファイル>新規セッションを選択します。

（ショートカットは Cmd+N）。ダイアログボックスが表示されます。 
4新しいセッションの適当な名前と保存場所を選択し（または既存の場所を選

択します）、いつも通り適当なセッションサブフォルダを指定して、ドロップダ

ウンメニューから適当なテンプレート を選択します。 
5下に表示されているボックスにチェックマークを付けて既に開いているセッショ

ンと一緒に新しいセッションを開くか、チェックを外して既存のセッションを閉じ

て新しいセッションを開きます。

注意：テンプレートを作成してもセッションにイメージは複製されません。ま

た、セッションテンプレートの作成プロセスはカタログテンプレートの作成プロ

セスと似ていますが、作成されるファイルに互換性はありません。

詳細

 セッション に関する詳細な情報を含む専門家のアドバイスを閲覧するには ヒントとチュートリアルセクションにアクセスします。 

ヒント: セッションを移動する際は、セッションのサブフォルダを関連的にリンク付け、リンクが自動アップデートされるようにします。絶対リンクの場合、場所を変えると

フォルダへの接続が失われます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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アルバムとフォルダ

フォルダ / スマートアルバム / レート / フィルタ / メタデータ

アルバムとフォルダの選択を、Capture One のセッションやカタログのメインの整理エレメントとして使用します。

アルバムとフォルダ

アルバムフォルダは仮想画像コレクションです。新規アルバムを作成する方

法は3つあります：

1.  [ファイル] > [新規アルバム] の順にアクセスします。

2.  [ライブラリ] ツールで右クリック（新規アルバムを選択）します。

3.  [ライブラリ] ツールの[ユーザー] タブにアクセスします。+アイコンを押し

て、新規アルバムを選択します。

アルバムとその使用方法 に関する詳細は、こちらをご覧ください。

アルバムに画像を追加

画像をフォルダに追加するシンプルな方法は ブラウザから（選択した）サム

ネールをドラッグ＆ドロップすることです。オペレーティングシステムがこの動

作をサポートしている場合、画像はCapture Oneのフォルダからファイルシス

テムのフォルダにドラッグすることも、その逆も可能です。単純なフォルダまた

はよく使うフォルダ以外の、スマートアルバムにイメージまたはイメージのグル

ープをドラッグすることはできません。

選択フォルダ

新しいセッションが始まると選択フォルダ（以前の移動先フォルダ）が自動的

に作成されます。これはユーザーが素早くかつ簡単にイメージファイルを移動

できるようにするためです。イメージを選択すると、ツールバーの選択先に移

動ボタンを押すだけでファイルの保存場所が指定したフォルダに変更されます

*（丸囲みを参照）。

ヒント：イメージを素早く選択フォルダに移動するには、ブラウズ内のサムネイ

ルを右クリックし、選択フォルダへ移動を選択します。または、キーボードシ

ョートカットCtrl+J（PC）または Cmd+J （Mac）を使用します。

*選択フォルダはセッションフォルダにあります（出力とトラッシュフォルダの

間）

選択コレクション

1つのフォルダから別のフォルダに素早く画像を移動したい場合、任意のフォ

ルダを割り当て、[選択コレクション]にすることができます。複数の画像コレク

ションを参照しながら、ベストショットを編集したり、別のフォルダに移動する

場合に、[選択コレクション]機能は特に有用となります。

1.  新規カタログを作成し、名前を付けます。

2.  右クリックして[選択コレクションとして設定する] を選択し、フォルダを割

り当てます。

3.  画像コレクションを参照し、新規フォルダに追加したい画像があるたび(左
上ツールバーにある）[選択フォルダ] アイコンをクリックします。

注意：画像を物理的に移動させたくない場合は スマートアルバムを作成し、

画像の参照コレクションを表示させます。

詳細

カタログ機能にはフォルダツールや画像コレクションを整理するための数多くの方法があります。カタログ や、以下の項目について:

カタログ内のフォルダツール

カタログ内でアルバムやグループを作成する

カタログ内でビジュアル最適化

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A0&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Create-Album-Group.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Smart-Albums/Create-a-Smart-Album,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs/Virtual-Organization,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/Catalogs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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スマートアルバム / フォルダ / フィルタ / メタデータ / バッチリネーム / ライブラリ

スマートアルバムは、イメージコレクションのサブセットを含むフィルターされたアルバムです。Discover the benefits.

スマートアルバム

はじめに

スマートアルバムには参照や画像の全ての表示に適用される調整内容しか

入っていません。スマートアルバム内で検索やフィルタリングすることができ

ます。これにより、画像コレクションを作業できるようにより小さなサブセットに

絞り、ワークフローを加速することができます。例えば、リタッチや仕上げが

必要なスマートアルバム内の3スター以上の評価を持つ全ての画像をフィルタ

リングします。

スマートアルバムはカタログやセッションフォルダ（セッションフォルダ、セッシ

ョンアルバム、セッションお気に入りフォルダ等）にある画像を含んでいま

す。

ライブラリツールでスマートアルバムを作成します

1.  ファイル>新規スマートアルバムを選択します。

2.  スマートアルバムに名前を付け、フィルタ条件を追加します。フィルタ条件

を選択しない場合、スマートフォルダにカタログまたはセッションフォルダ

（アルバムとお気に入りフォルダ）内のすべてのイメージが保存されます 
3.  スマートフォルダにイメージを保存する方法については、スマートアルバム

の編集をご覧ください。

注意：レーティングとカラータグ用にいくつかのプリセットを利用できます。

スマートアルバムの編集

1.  ライブラリツールで選択したスマートアルバムを右クリックし、スマートア

ルバムの編集

を選択します。[フィルタコレクション] ダイアログが開き、先に作成しておい

た条件が表示されます。

2.  基準を変更するか、さらに基準を作成します。+アイコンをクリックすれ

ば、さらに条件を追加することができます。

3.  OKを押します。スマートフォルダが更新され、フィルター設定に合致する

イメージだけが含まれるようになります。

複数の基準でフィルターされたコレクションからスマートアルバムを
作成

1.  検索フィールドの右側のエリア（…）をクリックします。(オレンジ色にハイ

ライトされている場合もあります)。[検索コレクション]ダイアログボックスが

開きます。

2.  +アイコンをクリックして、カスタムフィールドを追加します。ドロップダウンメ

ニューから条件を選択します。  
3.  ダイアログボックスの下部のスマートアルバムを作成オプションをクリック

して、任意のカスタマイズされたフィルタをスマートアルバムとして保存しま

す。

4.  これでこのスマートアルバムが、デフォルト名でライブラリツールに表示さ

れます。スマートアルバムに名前を付けます。

カタログ内でスマートアルバムを使えますか？

はいアルバムフォルダは、同じフォルダ内に複製画像を作成せずに、別フォ

ルダの画像を整理を簡単に行えるバーチャルコレクションです。スマートアル

バムは、アルバムの条件に一致する画像によって自動的に登録されます。

Capture One にはライブラリ内ですでに設定されているスマートアルバムセレ

クションがあります。独自のスマートアルバムを作成することもできます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A0&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Organizing-Photos/Smart-Albums/To%20edit%20a%20smart%20album.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Organizing-Photos/Smart-Albums/To%20edit%20a%20smart%20album.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF&page=1
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ヘルプサイト
Capture One 8

レート / スマートアルバム / フィルタ / メタデータ

スター評価とカラータグを使って画像を整理します。

評価とタグは編集プロセス中に変更することができます。評価とタグを用いて画像コレクションをフィルタリングし、ファイルを素早く簡単に検索するいくつかの方法がありま

す。スター評価にカラータグと一緒に使うことも、どちらか片方だけを使うことも可能です。

スター評価とカラータグ画像

ビューアにスター評価とカラータグを追加

1.  カラータグとスター評価は ビューアの右下隅で選択することができます。

2.  ボックスアイコンをクリックして、希望のカラータグを選択します。

3.  ドットを押し、画像のスター評価1～5を行います。

ヒント:キーボードの 0 (ゼロ)を押すと、評価スターが消えます。

ブラウザからスター評価とカラータグを追加します。

1.  ブラウザでサムネールを選択します。（グリッドまたはフィルムストリップビュ

ーのいずれかにサムネールが表示されます）。

2.  サムネイルの下部に評価バーから、ボックスアイコンをクリックし、希望の

カラータグやドットを選択し、画像のスター評価1～5で行います。

3.  または、リスト ビューを選択します。評価とカラー列から、希望のタグまた

はスター数を選択します。

ヒント:キーボードの 0 (ゼロ)を押すと、評価スターが消えます。

[フィルタ] ツールに評価スターやカラータグを追加します。

1.  ブラウザ で 1つまたは複数のサムネールを選択します。

2.  [フィルタ] ツールの希望するスター評価やカラータグにサムネールをドラッグ

します。

ヒント:キーボードの 0 (ゼロ)を押すと、評価スターが消えます。

スター評価やカラータグを用いた画像の並び替え

1.  ブラウザの上部にある[並び替え]フィールドを選択し、ドロップダウンメニュ

ーから評価 や カラータグ を選択します。

2.  または、(ライブラリツールの）[フィルタ] ツール から、カラータグや評価タ

ブの希望する数字上でクリックします。

3.  選択した評価またはタグの条件と合う全ての害増がブラウザに表示されま

す。

キーボードからスター評価を追加

1.  ブラウザでサムネールを選択します。

2.  お使いのキーボード上で1～５を押し、希望のスター評価を選択します。

3.  キーボードの 0 (ゼロ)を押すと、格付け星が消えます。

詳細

スター評価とカラータグは画像のメタデータに埋め込まれています。評価またはタグを見たり、変更したりするには、[メタデータ] ツールタブ を開きます。

また、iPad用Capture Pilot アプリからスター評価を追加することもできます。

ビューアのサムネールまたは画像を右クリックし、メニューから希望の評価やタグを選択します。

（グリッドとフィルムストリップビューにある）サムネールには3つの表示・編集オプションがあります。[表示] > [ブラウザラベル] の順に選択し、次の3つのオプ

ションから1つを選択します：

オフ  スター評価とカラータグが表示されなくなり、サムネールから編集できなくなります。

編集モード – スター評価とカラータグが表示され、サムネールから編集することができます。

ステータスモード – スター評価とカラータグは表示されますが、サムネールから編集することはできません。 
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ヘルプサイト
Capture One 8

フィルタ / スマートアルバム / メタデータ

画像を検索、並び替え、整理するために画像コレクションを検索する様々な方法があります。

ユーザーはシンプルなテキストフィルタを適用するか、[フィルタ] ツールタブ を用いてカラータグやスター評価のある画像ファイルを素早く特定することができます。（カタロ

グ、現行フォルダ、セッション、アルバム、スマートアルバム等にある）フィルタされた画像が ブラウザで表示されます。

検索およびフィルタ

[フィルタ] ツール

[ライブラリ] ツールタブ にはグローバルサーチやグループ化に便利なフィルタツ

ールがあります。様々なフィルタの利用法はたくさんあります。

スター評価やカラータグによるフィルタリング

カラータグやスター評価を画像コレクションに確実に適用します。

1.  [ライブラリ] ツールタブのフィルタツールを選択します。

2.  ビジュアルインディケーターを用いて、いくつのイメージが5スターレーティン

グなのか、またはカラータグ付きかが分かります。（[フィルタ] ツールに

ある色や星の横にある番号は、当該基準を満たしたイメージ数を示してい

ます。）

3.  （スター評価やカラータグの横の） 番号をクリックすると、個の特定条件

を満たす全ての画像がフィルタリングされ、ブラウザに表示されます。(現
在使用中のフィルタには、番号の隣にオレンジ色の点がつきます)。

4.  ここでは、5スター評価を持つ全ての画像がフィルタリングされています。

オレンジ色の点上でクリックし、検索を無効にします。

キーワード、場所、形式等他の条件により、画像のフィルタリングを行いま

す。(検索条件の追加方法に関する情報は 以下をご覧ください)。 

さらに絞り込み条件を追加

[フィルタ] ツールタブにより多くの絞込み条件を追加し、高度な画像検索を行

います。

1.  [ライブラリ] ツールタブのフィルタツールを選択します。

2.  [フィルタ]ツールの上部にある[アクション]メニュー アイコン (下向き矢印)を
クリックします。

3.  フィルタの表示/非表示を選択します…オプション ボックスが表示されま

す。

4.  [フィルタ] ツールに追加する条件にチェックマークを入れます。

テキストを使用してコレクションをフィルタリングする

1.  ブラウザ上部の検索フィールドか、[フィルタ]ツールにテキストを入力しま

す。(例ではこれら検索フィールドを丸で囲んでいます)。
2.  入力すると、ブラウザ内の結果が変わります。複数の単語を追加する

と、挿入した検索用語を1つまたはすべて含む画像の検索が行われま

す。すなわち「青 赤 フェーズ」を挿入すると、メタデータフィールドのどれ

かまたはファイル名に青、赤、またはフェーズのいずれかを含むイメージ

が検索されます。

ヒント:虫眼鏡アイコン (検索フィールドの左側に) をクリックすると、カラータグ

やスター評価を用いて素早く画像をフィルタリングで着ます。

カスタムフィルタを作成する

検索コレクション ダイアログ ボックスを使用して画像 コレクションをフィルタリン

グします。

1.  検索フィールドの右側のエリア（…）をクリックします。(オレンジ色にハイ

ライトされている場合もあります)。[検索コレクション]ダイアログボックスが

開きます。

2.  +アイコンをクリックして、カスタムフィールドを追加します。ドロップダウンメ
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ニューから条件を選択します。  
3.  ダイアログボックスの下部のスマートアルバムを作成オプションをクリックし

て、任意のカスタマイズされたフィルタをスマートアルバムとして保存しま

す。

画像コレクションは、レーティング、またはレーティングとカラーフィルタの組み

合わせでフィルタリングできます。これは、特定の評価とカラータグを持つ画

像を検索するため絞り込みに役立ちます。

注:レーティングを適用している場合は、サムネイルを選択解除しない限りフィ

ルターは使用できません(白い枠線が削除されたとき)。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Smart-Albums.aspx


ヘルプサイト
Capture One 8

キーワード

Capture One Pro 8 では、新しい専用ツールを使用してキーワードタグを検索可能メタデータとして追加できます。また、Media Pro から引き継いだ階層型キーワード機能

で時間短縮も実現しています。

プロジェクトでイメージを整理する場合、アルバムとスマートアルバムは Capture One 内にイメージを保存するのに役立ちます。ただし、写真を代理店やストックライブラ

リ、クライアントに提出する場合は、ユーザー自身の手順に従ったイメージの保存方法が求められます。ストックライブラリにはキーワード用の具体的なガイドラインがありま

すが、キワードタグを採用すると後日写真を見つけ出すのに役立ちます。

Capture One Pro 9 の新しいキーワードツールは、時間を節約できる階層型キーワード機能を含め、キーワードタグを割り当てる簡単な方法であり、ユーザーがイメージを

カテゴリ化し、検索し、発見するのに役立ちます。

Raw ファイルに適用されたキーワードタグは Capture One メタデータ設定ファイルに保存され、エクスポート時に調整設定と一緒に Sidecar XMP ファイルにも保存されま

す。埋め込みデータの方が良ければ、プリファレンス ペイン内の Sidecar XMP を優先の選択を解除し、埋め込みメタデータを選択します。ただし、Capture One はキー

ワードタグをエクスポート時にメタデータとして JPEG および TIFF 形式で埋め込みます。

イメージにキーワードタグを割り当てます

1.  メタデータツールタブの下にあるキーワードツールを選択します。

2.  次にブラウザからキーワードタグを追加するイメージ（複数可）を選択しま

す。イメージを選択しないとキーワードツールでキーワードは生成できませ

ん。

3.  キーワードツール内のキーワードを入力  フィールドに選択したキーワード

を入力してください。または、ダイアログボックス内の+ （プラス） アイコ

ンをクリックしてキーワードを入力してください。複数のキーワードは、コン

マ （,） で区切って個々のキーワードタグを入力してください。スペース

は区切り文字として使用できません。

4.  + （プラス） アイコン、次に Enter キーを押して選択したイメージ（複数

可）にタグを割り当てます。

5.  別のキーワードタグまたはキーワードセットを追加する場合は、ステップ 3
から手順を繰り返します。

Capture One にはキーワードタグを含むすべてのメタデータフィールドに自動

入力機能が搭載されています。入力を開始すると、Capture One がリストに

追加されているキーワードタグから候補を表示してくれます。その中からひと

つをクリックするか、リストをスクロール＆クリックするか、アップ/ダウンキーを

使用してスクロールし、Enter キーを押して選択します。

階層型キーワードをの入力

1.   メタデータツールタブ からキーワードを追加したいイメージを選択します。

2.  キーワード ツールを選択し、キーワードを入力フィールドに階層型キーワ

ードを入力します。その際、パイプ記号（I） または大なり 記号（>）を

区切り文字として使用します。例：People | Woman | Portrait…または

People > Woman > Portrait… 階層は小なり(<) 記号を使用して昇順に

追加することもできます。例：Woman < Portrait < People。スペースま

たはハイフンは区切り文字として使用できません。

3.  または、キーワードツール 内の+（プラス） アイコンを押して、親キー

ワードを入力します。2 回目も+ （プラス）アイコンを押して子キーワード

を入力します。階層に子キーワードを追加するにはこの手順を繰り返しま

す。

4.  キーワードツールを使用する場合は、Enter キーを押してキーワードを割り

当てます。

既存のキーワード階層セットを修正する場合は、キーワードツールに表示され

ているキーワードをクリックし、階層内の該当位置までドラッグして Enter キー

を押します。

注意：キーワードツールに入力されたキーワードタグはユーザープリセットとと

して保存することも可能です。何枚ものイメージに多数のキーワードを素早く

簡単に追加できます。保存できるプリセットの数に制限はありません。ま

た、プリセットをスタックして複数のリストを適用することもできます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Metadata.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Metadata.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/~/link.aspx?_id=02102404855E48D593B91C5973BC89B4&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Editing-photos/Styles-Presets/Create-a-Preset.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx


誤入力したキーワードの編集

Capture One は自動入力機能を搭載しており、キーワードを素早く入力でき

ます。また、誤入力したキーワードも表示されるので簡単に訂正できます。

1.  メタデータツールタブにあるキーワード ツールから、パネルに候補表示さ

れるキーワードを選択します。または、誤入力したキーワードが追加され

たイメージを選択し、パネルから当該タグを選択します。

2.  キーワードを右クリックし、キーワードを再入力します。

イメージからキーワードを削除します

1.  メタデーターツールタブからキーワードツールを選択します。

2.  キーワードを削除するイメージを選択します。

3.  キーワード ツールパネル内のキーワードを選択します。

4.  – （マイナス）アイコンをクリックしてキーワードを削除します。

5.  ほかのキーワードもこの手順を繰り返して削除します。

カタログまたはセッションからキーワードを削除します

1.  ライブラリツールタブにあるライブラリに置かれているカタログまたはセッシ

ョンからすべてのイメージを選択します。

2.  デフォルトでライブラリツールタブに置かれているフィルタ ツールを選択し

ます。

3.  キーワードの下に表示されているリストの中から誤入力されたキーワード

を選択します。選択したキーワードが割り当てられているイメージすべてが

強調表示されます。

4.  表示されているイメージをすべて選択し、メタデータツールタブ までナビゲー

トします。キーワード ツール内にキーワードが表示されます。

5.  – （マイナス）アイコンをクリックしてキーワードを削除します。

フィルタツールからキーワードを入力します。

デフォルトでライブラリツールタブに置かれているフィルタからキーワードを追加

することもできますが、このツールの第一の目的はイメージに一括でタグを付

けることです。

1.  ライブラリツールタブにあるフィルタ ツールからキーワード パネルを選択し

ます。

2.  + （プラス） アイコンをクリックします。メインビューアの上に開くダイアロ

グボックスのアクティブフィールドに、キーワードを直接入力します。コンマ

で個々のキーワードを区切ります。パイプ記号 （I） または大なり/小なり

記号 （> / <） を区切り文字として使用し、階層型キーワードを入力しま

す。

3.  OK を押して、Capture One 内部のデータベースにキーワードを追加しま

す。この方法で追加したキーワードはすべてのカタログとセッションで利用

できます。

4.  ブラウザからサムネイルをキーワード パネルにリスト表示されたキーワー

ドまでドラッグ＆ドロップしタグを割り当てます。

注意：誤入力したキーワードは OK を押して Capture One のデータベースに

入力する前なら訂正できますが、後からは訂正できません。フィルタツール

でキーワードタグを割り当てた後に誤入力に気付いた場合は、デフォルトでメ

タデータツールタブに置かれているキーワードツールから修正する方法しかあり

ません。タグの付いたイメージを選択してからキーワードツールからキーワード

を選択し、– （マイナス） アイコンを押します。キーワードはデータベースか

らは削除されません。

 

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Metadata.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Metadata.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Library.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Library.aspx
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メタデータ / プリセット / レート / フィルタ

メタデータツールを使用すると、カメラから記録された基本メタデータに加えて、キーワードおよび特定の情報を挿入することができます。詳しくは・・・

メタデータ

はじめに

メタデータは写真を整理するのにとても便利で、また、画像のシュルイや写真

作成者の表示をして画像に分類するのに使用できます。独自のメタデータス

タンプを設定し（著作権やクライアントプロファイル等）、これらを複数の画像

に適用することができます。ユーザー独自のメタデータプリセット(値の集合体)
を作成することもできます

メタデータタブにキーワードを挿入することでメタデータを追加します。または、

スタイルやプリセットを適用することにより、メタデータを画像に追加することが

できます。メタデータプリセットは、多数のプリセットを含むスタイルとして適用

できます。または1つのメタデータカテゴリからのメタデータを含む1つのプリセ

ットとして適用できます。

メタデータプリセットの作成

1.  メタデータタブを開いて、1つ以上のメタデータカテゴリにキーワードおよび

情報を挿入します。

2.  小さなプリセットアイコンをクリックしてユーザー プリセットを保存を選択し

ます。プリセットを保存ウィンドウが開きます。

注:[プリセットの保存] ダイアログボックスにより、ユーザーは画像からス

トリップしたい特定のメタデータのチェックを外すことができます (ストリップに

関する詳細は下記を参照)。
3.  不要なメタデータ値のチェックマークを外して、保存ボタンを押します。保

存ダイアログが開きます。

4.  名前を付けてプリセットを保存します。

これでメタデータプリセットを作成しました。保存するメタデータプリセットの数

に制限はありません。任意の数のプリセットを任意の数のイメージに適用でき

ます。これはスタックされたプリセットと呼ばれます。★スタイルとプリセットを参

照してください。

特定のメタデータを出力ファイルから削除

1.  [出力] ツールタブ から [現像設定] ツールにある[メタデータ] タブをクリックし

ます。

2.  出力ファイルに中に含めないメタデータカテゴリのチェックマークを外しま

す。

これで現在の現像設定が更新されて、チェックマークのあるカテゴリだけ

が含まれるようになります。 

Getty Imagesメタデータフィールドの手動または自動追加

1.  [メタデータ] ツールタブ から、[ゲッティイメージ] タブを選択します。

貢献者Getty Images固有フィールドにここで入力します。

2.  またはプリセットの管理アイコンをクリックして、「プリセットをインポー

ト…」オプションを選択します。

これで、関連するファイル(.txtなど)を選択すると自動的にメタデータ情報が

追加されます。 

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Output/Process-Recipe.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Organizing-Photos/Styles-Presets.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Metadata/To-strip-specific-metadata.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Metadata.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx


「自動的にサイドカーXMPを同期」の起動または選択解除

1.  (丈夫のメニューバーで)Capture Oneを開いて環境設定を選択します。環

境設定ダイアログボックスのイメージアイコンをクリックします。ここで、(メ
タデータセクションの中の)「自動的にサイドカーXMPを同期」ドロップダウ

ンメニューから3つのオプションの1つを選択します。

注:素早くリロードしたり、メタデータを同期化するには、[メタデータ]ツールを

選択し、アクションメニュー（下向きの矢印）アイコンをクリックして、2つのオ

プション（リロードまたは同期化）のいずれかを選択します。 

詳細

メタデータはCapture One設定ファイルに保存され、必要に応じて出力ファイ

ル(JPGなど)に埋め込むことができます。ファイル名、レーティング、キャプシ

ョンおよび著作権などの基本メタデータは変更できます。写真をインポートする

際に、キャプションと著作権情報を設定することもできます。複数の写真を加

工する必要がある場合や、 Webコンタクトシート を作成する必要がある場合

に、これは時間の節約になります。出力ファイルからメタデータをストリップし

たい場合でも、 現像設定を作成することにより簡単にこれを行うことができま

す。

XMP(Extensible Metadata Platform)のような標準メタデータフォーマットの

RAWファイルに関連したメタデータがある場合は、Capture Oneが自動的にメ

タデータをリロードし、.XMPサイドカーをすでにCapture Oneで作成済みのメ

タデータと結合します。

Capture One は以下4つの形式でメタデータを読み取り、格納することができ

ます：埋め込み式EXIF、埋め込み式IPTCIIM、埋め込み式 XMP、.XMP
サイドカーファイル – これら4つのメタデータ形式は自動的にアップデートされ、

読み取りが行われます。

リロードと自動ローディング

メタデータツールのアクションメニューでリロードを押すことで、外部アプリケー

ション(Media Proなど)でメタデータに行われた変更を表示できます。

[環境設定] > [画像] > [ メタデータ] の自動読み取りチェックボックスをチェック

すれば、メタデータを自動で読み取るようにCapture One を設定することがで

きます。またバリアントとXMPサイドカーの間でメタデータを同期することもで

きます。望ましい同期オプションがチェックされていない場合は、ソフトウェア

はサイドカーの値を使用します。そうでなければ、Capture Oneの内蔵値が

適用されます。

テキスト補完機能

Capture One には全てのメタデータ（テキスト）フィールドに対応するテキスト

補完機能があります。Capture One はユーザーが以前のメタデータ インスペ

クターの各フィールドに入力したテキストを記憶しています。テキストはユーザ

ーデフォルト設定に保存されます。

ユーザーがフィールドテキストを編集する際に先に入力されたテキストがポップ

アップリストで表示されます。リターンキーを押し、テキストを選択します。

[アクション メニュー] (下向き矢印) アイコンから、[メタデータの補完内容をリセ

ット]を選択し、先に入力したテキストを消去します。(警告:このアクションを元

に戻すことはできません）。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Output/Web-gallery/To%20create%20a%20Web%20Contact%20Sheet.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files.aspx
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用語集

一般的に使用されている用語を説明しています…

カタログ

カタログはCapture One Pro 7でファイルを整理したり閲覧をするために主に使

われる方法です。カタログにはCapture One Pro 7 がカタログに追加した画

像を検索したり表示したりするために必要な全ての情報を含まれています。こ

の情報には、カタログ内で画像がどのように整理されているか、メタデータ、

どのようなビジュアル調整が画像に実行されたかまで入っています。実際の

イメージファイルは、どのディスクにあっても構いませんが、カタログファイルの

中に入れることもできます。また、対応の連結カメラからカタログに直接撮影

することも可能です。カタログをユーザーのワークフローで実行する方法は数

多くあり、ニーズに合わせて画像ライブラリを作成するにあたり選択の自由を

与えています。

カタログは、単独のイメージファイル、プロジェクト、アルバム、 スマートアル

バム およびグループを格納できます。

カタログ内の固定されたメニューとアルバム

カタログが作成されると、そこには固定ウィンドウが含まれています。固定さ

れた画面のコンテントは変更できず、現在のカタログ、最近行ったインポー

ト、最近行ったキャプチャーおよびゴミ箱に捨てた項目内のイメージを全て表

示します。直近のインポートおよびキャプチャー各10項目は、ここで固定アル

バムとして常に閲覧することができます。

セッション

セッションを用いて、RAWファイル、設定ファイル、ライブラリファイル、出力

ファイルおよびプロジェクト内で使用されているドライブへのパスを含めた全プロ

ジェクトとして全てのファイルを格納することができます。フォルダへの迅速な

アクセスや高速にローディングのために、特定のプロジェクトで使用される場

所にお気に入りフォルダを作成することができます。

連結撮影時にセッションは便利です。単に連結セッションを作成して、カメラを

プラグインし、画像を直接Capture Oneにキャプチャーするだけです。こうする

ことで、撮影後にイメージをいポーとする場合と比較して時間を節約できま

す。

[セッション] は、他のコンピューターや物理ディスクドライブに簡単に移動させ

ることができます。デフォルトで[セッション] フォルダ内に全ての必要なファイ

ルを保存した場合、他のコンピューターからそのセッションの作業を行うことが

できます。

セッションフォルダ

セッションフォルダはセッションの一部として作成されます。セッション内に

は、選択内容、出力、ごみ箱、キャプチャフォルダが含まれています。各フ

ォルダを選択することができ、ブラウザに画像ファイルを表示します。さらにオ

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx


プションを選択する場合は、フォルダ上で右クリックします。

アルバム

アルバムには固定数の画像が入っています。画像を ブラウザからアルバム

内にドラッグ＆ドロップします。オペレーティングシステムがこの動作をサポー

トしている場合、画像はCapture Oneのフォルダからファイルシステムのフォ

ルダにドラッグすることも、その逆も可能です。単純なフォルダまたはよく使う

フォルダ以外の、スマートアルバムにイメージまたはイメージのグループをドラ

ッグすることはできません。

An image can be put into several albums without creating copies or
using more hard disk space.これはハードディスク容量を節約し、管理をしや

すくします。1つのアルバムにあるある画像に適用された編集内容は、同じ

画像を持つ全ての他のアルバムに反映されます。

 

スマートアルバム

スマートアルバムには参照や画像の全ての表示に適用される調整内容しか

入っていません。スマートアルバム内で検索やフィルタリングすることができ

ます。これにより、画像コレクションを作業できるようにより小さなサブセットに

絞り、ワークフローを加速することができます。例えば、リタッチや仕上げが

必要なスマートアルバム内の3スター以上の評価を持つ全ての画像をフィルタ

リングします。

スマートアルバムは、迅速なアクセスを可能にするようにキャッシュされてお

り、カタログまたはセッションフォルダ（セッションフォルダ、セッションアルバ

ム、セッションのお気に入りフォルダ）内の画像を含みます。ライブラリの中

のフォルダを選択してそれをフィルタリングする場合は、フィルタ結果の中の画

像はどのセッションフォルダの中にもないため、空のスマートフォルダを作成す

ることができます。

例えば、他のアルバムやお気に入りフォルダから5スター画像を追加または削

除する場合、全ての5スター画像を表示するスマートアルバムに変更が加えら

れます。

[選択] フォルダ

新規セッションが始まると、[選択] フォルダ（旧バージョンの[移動先] フォル

ダ）が自動的に作成されます。これは、ユーザーが迅速かつ容易に画像ファ

イルを移動することができるように設計されています。画像が選択されると、

ユーザーはツールバー上の[移動先選択] ボタンを押すだけで、ファイルの場

所が割り当てられたフォルダに変更されます。

選択コレクション

選択コレクションはカタログ内で使用されます。これは、選択フォルダと同じよ

うに機能します。ただし、画像が選択コレクションに移動される際に、これら

をディスク上に移動する必要はありません。

1つのフォルダから別のフォルダに素早く画像を移動したい場合、任意のフォ

ルダを割り当て、[選択コレクション]にすることができます。複数の画像コレク

ションを参照しながら、ベストショットを編集したり、別のフォルダに移動する

場合に、[選択コレクション]機能は特に有用となります。

グループ

グループは、一般的にカタログ内で使用される自由形式の整理項目です。こ

れには、他のグループ、プロジェクト、アルバム等を入れることができ、簡単

に複数の項目をグループ化することができます。(一方、プロジェクトは、その

中のスマートアルバム等検索範囲を絞りこみ、他のプロジェクトを含めませ

ん）。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Organizing-Photos/Glossary/Selects-Folder.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx


プロジェクト

画像をアルバムでまとめ、アルバムはプロジェクトでまとめ、プロジェクトはグ

ループでまとめます。異なるプロジェクト内にあるコレクション間で画像をドラッ

グ・ドロップが簡単に行えます。

プロジェクト内で画像を検索し、フィルタリングすることができます。プロジェク

トは、その中のスマートアルバム等検索範囲を絞りこみ、他のプロジェクトを

含めません。

お気に入りフォルダ

お気に入りフォルダは、セッション内のフォルダへの迅速かつ容易なアクセス

を可能にします。セッション内での検索には、お気に入りフォルダの中身も含

まれます。

ホットフォルダ

Capture One がカメラの連結撮影に対応していない場合、カメラ独自のソフト

ウェアとホットフォルダを用いて連結撮影を行うことができます。ホットフォルダ

は、Capture Oneに（キャプチャ）フォルダに追加した最新画像を自動選択さ

せます。
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ワークフローの最適化

Capture Oneには、幅広いカスタマイズオプションがあり、ユーザーはさまざまな方法でタスクにアプローチできます。この節では、カスタマイズおよびワークフローのヒント

に関する背景情報を説明します。

ワークフローのヒント

1つの画像で行った調整内容を他の画像にコピーし、調整前後の画像を表示し、または、調

整をリセット、元に戻す方法について学びます。

環境設定およびカスタマイズ

Capture Oneは、特定のワークフロー、需要および好みに合わせてカスタマイズできます。

ツールバーをカスタマイズしたり、お使いのワークスペースの設定ができます。

ショートカット

全てのキーボードショートカットの概要を閲覧し、詳細なガイドに従って独自のショートカットを

作成することができます。

デフォルトの設定を変更します

Capture One が認識したカメラの全ての画像ファイルに最適なデフォルト設定を自動的に選

択します。ユーザー定義のデフォルト設定を適用することもできます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Shortcuts.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Change%20the%20Default%20Settings.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips.aspx
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ワークフローのヒント

ワークフロー / コピーと適用 / カスタマイズ / 環境設定 / ワークスペース

1つの画像で行った調整内容を他の画像にコピーし、調整前後の画像を表示し、または、調整をリセット、元に戻す方法について学びます。

ローカルへコピーして適用

ツールを用いて行った調整内容を1つまたは複数の画像にコピーし、適用しま

す。

1.  [ バリアント選択を編集する ] アイコンを押します。

2.  ブラウザ内で調整内容をコピーしたい画像を選択します。（選択されたサ

ムネールの周りを白い太枠線が囲みます。）

3.  調整内容を適用したい画像のサムネールを選択します。(ブラウザ内でサ

ムネールの周りを白い細枠線が囲みます)。
4.  ツールにある小さな両側矢印アイコンを押します。ダイアログボックスが開

きます。

5.  ダイアログボックスの下にある[適用] ボタンを押します。調整内容が選択

した画像に適用されます。

クイックローカルコピーと適用

ツールを用いて行った修正内容を1つまたは複数の画像に瞬時にコピーしま

す。

1.  [ バリアント選択を編集する ] アイコンを押します。(ツールバー内の丸囲み

箇所を参照)
2.  調整内容をコピーしたい画像を選択します。(ブラウザ内でサムネールの周

りを白い太枠線が囲みます)。
3.  調整内容を適用したい画像のサムネールを選択します。(ブラウザ内でサ

ムネールの周りを白い細枠線が囲みます)。    
4.  お使いのキーボードの[shift] キーを押しながら、ツールにある小さな両側

矢印アイコンを押します。([レベル] ツールの上にある丸囲みの例を参

照）。

5.  調整内容が選択した画像に即時に適用されます。

クリップボードを用いたローカルコピーと適用

ツールを使って行った調整内容をクリップボードにコピーし、1 つまたは複数の

画像に適用します。

1.  調整内容をコピーしたい画像を選択します。(ブラウザ内でサムネールの周り

を白い太枠線が囲みます)。
2.  ツールにある小さな両側矢印アイコンを押します。ダイアログボックスが開

きます。

3.  ダイアログボックスの下にある[コピー] ボタンを押します。

4.  ブラウザ内で調整内容を適用したい画像のサムネールを選択します。[ バ
リアント選択を編集する ] アイコンを押します。

5.  [ 調整] ツールタブを選択します。[調整クリップボード] ツール内でコピーし

た調整内容の横にチェックマークが表示されます。選択された画像に調整

内容を適用したくない場合は、このチェックマークを外します。

6.  [調整クリップボード]の下にある[適用] ボタンを押します。調整内容が選択

した画像に適用されます。

グローバルコピーと適用

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/quick-guide-variants.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Adjustments.aspx
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全てのツールで行った調整内容を他の画像にグローバルコピーし、適用しま

す。

1.  （ユーザー インターフェースの右上にある）左矢印キーを押し、実行され

た調整内容を全て画像にコピーします。

2.  または、[カーソル] ツールから、[調整内容をコピー] 矢印を選択することも

できます。    
3.  ブラウザ内で設定内容を適用したい全ての画像を選択します。

4.  上部ツールバーまたは[カーソル] ツールの右矢印（ペースト）を押して調

整内容を適用します。

5.  画像に行われたすべての変更は、スタイルとして保存することもできま

す。

スタイルの作成を参照してください。

リセットと元に戻す

リセット (グローバル):このアイコンを押し、画像に適用した全ての調整内容

をリセットします。

リセット (ローカル):ほとんどのツールにはそれぞれ[リセット] アイコンがあり

ます。このアイコンを押し、特定ツールによってなされた調整内容をリセットし

ます。

元に戻す／繰り返す:最後に行った調整内容やアクションを元に戻すには、

このアイコンを押します。このアイコンを押し続けて、これまで行った全ての調

整内容やアクションを元に戻すことができます。（右側にある）[繰り返す] ア
イコンは、[元に戻す] ボタンを押すとすぐに利用可能な状態になります。

[ ツールバーのカスタマイズ] についてもっとよく知る。

バリアントおよびクローン

調整前後の画像を表示する 
調整を適用したら、適用前および適用後の2つのバージョンの画像を表示しま

す。バリアントまたはローカルリセットによる作業で、これらの画像を比較でき

ます。

1.  F3/F7 (Mac/Windows) を押して、選択した画像のクローンバリアントを表

示します。または、[画像] > [クローンバリアント] の順に選択します。(こ
うすることで、同じ調整を適用して、選択した画像のプレビューがもう1つ
作られます)

2.  F2/F8 (Mac/Windows) を押して、同じ画像の無調整版のプレビューを表

示します。または、[画像] > [新規バリアント] の順に選択します。(新規

バリアントは、本質的に、元のRAWファイルの複製です)
3.  ブラウザでプライマリバリアントと新規バリアントを選択し、(ビューアで）調

整前・後の画像を表示します。[マルチビュー] アイコン が選択されているこ

とを確認します。

4.  または、alt キーを押し、[ ローカルリセット] ボタン をクリックして、マウスボ

タンを押したり離したりしながら、選択したツールの調整内容をオンにした

りオフにしたりします。

プライマリバリアントまたは選択したバリアント

このアイコンを押して、プライマリバリアント (白い太枠線で囲まれたブラウザ内

のサムネール) と選択したバリアント (ブラウザ内の全ての選択した画像)のいず

れを編集するか切り替えることができます。[プライマリ切り替え] ボタンが選

択されていない場合、編集が行えるのは、プライマリバリアントのみとなりま

す。複数の画像を選択、表示する方法について学ぶ。

[選択したバリアントの編集I] 機能を使用したい場合、これが有効になってい

れば、ある画像から調整内容をコピーし、これを他の選択した画像ファイルに

適用することができます。 グローバルコピーと適用 および ローカルコピーと適用

クイックガイド：プライマリおよび選択したバリアント

プライマリバリアント:これは、基本的に、編集するために選択した画像で

す。プライマリバリアントがブラウザに表示されると白い太枠線で囲まれま

す。プライマリバリアントを使って 調整内容 を他の選択したバリアントにコピー

します。 

選択したバリアント:選択された全てのバリアントはブラウザで白い細枠線で

囲まれます。[選択したバリアントの編集 ] アイコンを押して、調整内容をこれら

ファイルにコピーします。これらサムネールはビューアにも表示可能です。複

数の画像を選択、表示する方法について学ぶ。

グローバルコピーと適用 および ローカルコピーと適用も参照してください。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/primary-variant.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/quick-local-copy.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar/Cursor-Tools.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization/Customize-Toolbar.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/global-copy-and-apply.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/quick-guide-variants.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer/Viewer-Modes.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/quick-guide-variants.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Workflow-tips/quick-local-copy.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer/Select-and-View-Multiple-Images,-w-,.aspx


注意：選択したサムネールやバリアントのみが白い枠線で囲まれます。

マウスの機能

ビューア:マウスカーソルをビューアの中の画像に合わせます。スクロールホ

イールを動かすとそれに合わせて画像が拡大/縮小します。

ブラウザ：マウスカーソルを画像ブラウザのどこかに合わせます。マウスの

スクロールホイールを使用して、イメージコレクションの中で上下にスクロール

します。

スライダと入力フィールド:マウスカーソルを任意のツールのスライダーの上

に合わせて、スクロールホイールを使用してスライダー設定を微調整します。

マウスカーソルを任意の入力フィールドに合わせて、スクロールホイールを上

下に動かすことでそれを調整します。

カーブポイント：マウスのスクロールホイールコントロールはカーブの微調整

に役立ちます。カーブポイントを選択し、マウスのスクロールホイールを使用し

てそれらを必要に応じて精確に調整します。 
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環境設定およびカスタマイズ

Capture Oneは、特定のワークフロー、需要および好みに合わせてカスタマイズできます。ツールバーをカスタマイズしたり、お使いのワークスペースの設定ができます。

グローバルアプリケーション環境設定

Capture Oneの環境設定では、ワークフローの助けになるようにアプリケーションをカスタマイ

ズできます。

ツールバーのカスタマイズ

ツールを追加または削除して、ツールバーをカスタマイズします。

カスタマイズされたワークスペース

[ウィンドウ] > [ワークスペース] の順に選択し、様々なワークスペースを試し、一番お客様に

合ったワークフローを選択します。さらに、[表示]メニュからオプションを選択することにより

（例えば、[表示] > [ ツールを右側に置く]）、現在のワークスペースのレイアウトを変えるこ

とができます。

 Pro

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization/Customize-Toolbar.aspx
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http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization/Global-Application-Preferences.aspx
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グローバルアプリケーション環境設定

環境設定 / カスタマイズ

Capture Oneの環境設定では、ワークフローの助けになるようにアプリケーションをカスタマイズできます。

環境設定を開く

[Capture One] > [環境設定] (Mac) または[編集] > [環境設定] （Windows)
の順に選択し、Capture Oneのグローバルアプリケーション環境設定を編集・

カスタマイズします。

一般

[ビューア]、[カタログとセッション]、[最近のCapture コレクション]、[イ
ンポート]、[ハードウェア アクセラレーション] （OpenCLの使用）、[活
動] 、[お気に入り]、[診断]、[使用法]、そして [Media Pro]の一般設定

を選択できます。

ビューア：ビューアに表示される画像をズームインするためのマウススクロー

ル機能を調整します。

カタログとセッション:現在開いているウィンドウに加え、新しいウィンドウで新

規カタログまたはセッションを開きます。現在のウィンドウを新規カタログまた

はセッションに取り替えるには、このチェックボタンを外します。

ハードウェア アクセラレーション (OpenCL の使用):パフォーマンス向上の

ため、[表示] と [加工]の 両方のドロップダウンメニュから [自動] を選択しま

す。[ 自動 ]設定は、お使いのグラフィックカードがコンピュータのCPU(中央

処理装置）よりも速く動作させるかを自動的に決定します。安定性に問題が

あれば[ しない] を選択します。

注:OpenCL は、オープン・コンピューティング・ラングエッジの略です。

 

外観

ビューアの背景パターンおよび色は、グレイ、白および黒のさまざまなシェー

ドに調整できます。Capture Oneのデフォルトは、暗いニュートラルな背景で

す。余白のサイズおよび部分調整マスクの色もここで調整できます。

画像

画像環境設定にアクセスし、異なるファイル種類の機能または取り扱いを調

整します。

[キャッシュ  ] 画像プレビューサイズ（px） の値を調整し、プロキシファイル

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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のサイズに合わせます。プレビュー画像のサイズが大きければ大きいほど、

クイックプルーフ出力設定およびCapture Oneが生成するプレビュー画像の品

質が高くなります。しかし、キャッシュ設定を大きくすると、プレビューおよび

サムネイルをアプリケーションに読み込む時間が長くなります。

.EIP ワークフローを優先する場合、[EIP パッキング ] オプションのいずれか

にチェックマークを入れます。EIP圧縮は、インポートまたはキャプチャーで自

動的に行うことができます(Phase Oneデジタルバック専用)。多くのユーザー

は、RAWとJPEGの両方を同時に撮影します。JPEGとTIFFで作業しないよ

うに、これらのファイルは表示できても編集できないように編集オプションを削

除します。

メタデータ:異なるアプリケーションで作業するときは、メタデータはさまざまな

方法で保存されます。優先オプションを選択します。選択を行っていない場合

は、Capture Oneに入力されたメタデータがサードパーティー製のメタデータに

優先されます。 

キャプチャー

Phase One のコンフィギュレーション:Phase One デジタルバックから標準

拡張子 を選択します:IIQ またはRaw TIF ファイル。TIF拡張子は以前のア

プリケーションと互換性があるためデフォルトとなっています。TIF拡張子は

RAWファイルであり、たとえばPhotoshop®で知られているTIFフォーマットで

はないという点を強調することが大切です。[シャッターの遅延 ]はバックとカ

メラ間のタイミングを制御します。[パワーモード] と [安全なミラーアップ] は
共に、古いPhase One バックと連結しています。

リーフ コンフィギュレーション:このドロップダウン メニュにより、リーフデジタ

ル バックを使用する際にユーザーがカメラ機種を選択することができます。

ライブプレビュー:ライブプレービューの一時停止設定を30秒から20分の間で

調整することができます。

プロバイダー:プロバイダーセクションからチェックマークを取り去ると、個別の

カメラブランドをコンピュータに接続したときのCapture Oneの自動起動が停止

します。 

 Pro

カラー

[レンダリング インテント]ドロップダウンメニュから1つのオプションを選択しま

す。(マッチング方法は、ある色から別の色への変換を意味します)。

知覚(デフォルト) 
元のイメージの1つまたは複数の色が色空間の全領域の範囲外にある場合

に、あるデバイスの色空間の全領域を別のデバイスの色空間の全領域に圧

縮します。これにより、色空間全体を縮小し、領域に入っている色も含めて

すべての色をシフトすることで、色同士の視覚的な関係を保ちます。

相対比色分析

現在の色空間にある色が対象となる色空間の領域外にある場合、ターゲット

の色空間内で最も近い色にマッピングされますが、領域内にある色は影響を

受けません。出力先の領域の外側にある色だけが変更されます。この目的

表現により2つの色を生じさせることができます。これらの色はソースの色空

間で異なるように見え、ターゲットの色空間と同じように見えます。これは

「クリッピング」と呼ばれます。相対比色分析はPhotoshop 4.0以前のバー

ジョンに内蔵された色変換のデフォルトの方法です。

絶対比色分析 
画像の明るさを変える白ポイントまたは黒ポイントに調整を加えずに色が完璧

に適合します。絶対比色分析は「テーマカラー」を表現するため価値があり

ます。「テーマカラー」とは、たとえばEastman Kodak Company™により

使用されている黄色、CocaCola Company™により使用されている赤色な

ど、市販製品に応じて高度に識別されている色です。

彩度 
ターゲットのデバイス色空間に変換し、元の画像の彩度（ビビッドさ）を再生

します。このアプローチでは、色の相対彩度はある領域から別の領域へ保た

れます。この目的表現は主にビジネスグラフィック用に設計されています。ビ

ジネスグラフィックにおいては、色同士の正確な関係(写真の画像など)は明る

い、彩度の高い色ほど重要ではありません。 

露出

シャドウとハイライトのスライダーを調整することにより、露出警告 の値を設定

します。Capture Oneで有効にしたときは、設定値から外れる部分がカラー

オーバーレイで表示されます。デフォルトでは、ハイライト警告値は250であ

り、シャドウ警告はオフになっています。ハイライトおよびシャドウーの色つき

部分をダブルクリックすると、オーバーレイの色が変わります。デフォルトのハ

イライト色は赤色で、シャドウは青色です。 



クロップ

クロップツール環境設定を調整します。[ マスクを表示する]時、クロップの外

の部分の[不透明度 ]と[明るさ ]レベルを調整するときを選択します。また、

選択可能な[ フレーム]、[ラベル]、[グリッドおよびガイド ] オプションもあり

ます。また、クロップマスクおよびガイドラインの色も変えることができます。

フォーカス

[ フォーカスマスク] を調整して、希望のシャープさの閾値を上げたり下げたり

することもできます。色(デフォルトはライムグリーンです)および不透明度も調

整できます。

 Pro

警告

通知が必要かどうか、通知する時、および実行すべき特定のアクションを選

択します。画像を完全に消去するときなどに警告する場合は、ファイルとフォ

ルダ、調整、出力セクションのボックスにチェックマークを入れます。

アップデート

このタブは、登録済みおよび未登録のCapture Oneアプリケーションを表示し

ます。Capture Oneのアップデートをチェックする頻度もここで選択できます。

Capture OneはすべてのPhase One製品を自動またはプロンプトで登録でき

ます。製品を登録することで、将来の製品およびソフトウェア機能の開発を支

援できます。

アップデートが利用可能になったときは、ダウンロードして現在インストールさ

れているアプリケーションに上書きしてインストールするべきです。
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ツールバーのカスタマイズ

パーソナルラボ / ツールタブ / ツールバー / ワークスペース

ツールを追加または削除して、ツールバーをカスタマイズします。

 Pro

ツールバーの整理

Capture One には様々なカスタマイズ可能オ

プションがあります。上部のツールバーにア

イコンを追加したり、タブメニュの順序を変え

たりすることができます。

1.  [表示] > [ツールバーのカスタマイズ] の
順に選択するか、ツールバー上で右クリ

ック（またはctrl を押しつつクリック）し

て、 [ツールバーのカスタマイズ ]を選択

します。ツールバーのカスタマイズウィンド

ウが表示されます。

2.  ツールバーのカスタマイズ機能は、アイコ

ンのプレースホルダーです。アイコンをプ

レースホルダーからドラッグしてツールバ

ーの中に配置するか、アイコンをプレース

ホルダーにドラッグしてツールバーからア

イコンを取り除きます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%96&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%9C&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9&page=1
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カスタマイズされたワークスペース

ワークスペース / セッション / パーソナルラボ / ワークフローのヒント

[ウィンドウ] > [ワークスペース] の順に選択し、様々なワークスペースを試し、一番お客様に合ったワークフローを選択します。さらに、[表示]メニュからオプションを選択す

ることにより（例えば、[表示] > [ ツールを右側に置く]）、現在のワークスペースのレイアウトを変えることができます。

いくつでもツールをツールタブに追加することができます。インターフェイスのエリアが混み合ってきた場合は、さらにスペースを空けるために、ツールが自動的に縮小しま

す。スムースで効率的なワークフローを保つために、混み合った状態を避けてツールを空けておくことをお勧めします。

 Pro

ツールタブの追加

デフォルトでない* ツールタブ（例：クイック）や削除したツールタブを追加し

ます。

1.  [表示] > [ツールタブの追加] > [クイック] の順に選択します。

2.  [クイック] アイコンが他のツールタブの横に表示されます。

*デフォルトでないツールタブには[クイック]や、[モノクロ]ツールタブ等がありま

す。

ツールタブの削除

1.  [表示]  >  [ツールタブの削除] の順に選択し、不要になったツールタブを選
択します。

2.  または、[ツールタブ]バーを右クリックします。[ツールタブの削除]から、
羽陽になったツールタブを選択します。

[カスタム] ツールタブの追加

1.  ツールタブを右クリックし、ドロップダウンメニュから[新しいツールタブを追

加] > [カスタムツールタブ] の順に選択します。（または、[表示]> [ツー

ルタブを追加] > [カスタムツールタブ] の順に選択します）。

2.  ダイアログボックスが開きます。タブに名前を付け、アイコンを選択し、[タ
ブの追加]を押します。アイコンが、ツールタブバーに表示されます。

3.  アイコンを右クリックし、ドロップダウンメニュから[ツールの追加]を選択し、

希望のツールを選択します。さらにツールを追加するには、この手順を繰

り返します。

4.  ツールタブバーを再整理するには、CMD/alt (Mac/Windows) を押して、

タブメニュ内のアイコンを希望の場所にドラッグします。

5.  ツールタブバーを右クリックし、[ツールタブの削除] を選択して、不要なツ

ールのタブが表示されないようにします。

インタ フェースのカスタマイズ

Capture Oneでは多数のカスタマイズが可能です。ユーザーインターフェース

を再配置し、右側に ブラウザ やツールを持ってくることができます。

1.  [ウィンドウ] > [ワークスペース] の順に選択し、デフォルトのワークスペー

スをいくつか試し、一番お客様に合ったワークフローを選択します。

2.  [Capture One] > [環境設定] の順に選択し、さらにカスタマイズを続けま

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Quick.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%9C&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Toolbar/Tool-Tabs.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Black-and-White,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9&page=1


す。

環境設定を参照してください。

カスタマイズされたセットアップを行うには、数多くの方法があります。デュア

ル モニターのユーザー インターフェイスを作成するには次のセットアップステッ

プに従ってください。ここでは、1 つのモニターにビューア、他方にブラウザを

表示させます。 

1.  [ウィンドウ] > [ビューア] の順に選択し、ビューアをもう1つを作成します。

(必要に応じてビューアを2つ目のモニターに移動させます)。
2.  [表示] > [ビューアを隠す] の順に選択します。メインユーザーインターフェ

ース内のビューアが消え、ブラウザのサムネールがその代わりに表示さ

れます。

3.  カーソルをビューアの横に移動させ、デフォルトのツールタブにアクセスし

ます。(より多くのツールタブを追加できます*)。
4.  個々のツールも自由に動かすことができます。任意のツールの上部のバ

ーをクリックし、お好きな場所にドラッグ・ドロップするだけです。(ここで

は、[カメラ]ツールIを2つ目のモニターのビューア上部に移動しました)。

*ビューアに別のツールタブを追加するには、ツールタブバー上で右クリック

し、[ツールタブの追加] > [レンズ] または[クイック] 等を選択します。

デュアル モニターのユーザー インターフェイスの作成

パーソナルワークスペースの保存

ワークスペースをカスタマイズする方法は多数ありますが、[表示] メニュをま

ずお勧めします。ここには、オーダーメイドのユーザーインターフェースを作る

ための様々なオプションがあります。例えば、右側を右側に、ツールを左側

においたり、ビューアをフルスクリーン表示することもできます。(例えば、[表
示] > [ ブラウザを右側に置く])。

1.  希望のワークスペースを作成したら、[ウィンドウ] > [ワークスペース] > [ワ
ークスペースの保存] の順に選択します。

2.  ワークスペースの保存ウィンドウでワークスペースに名前を付けます。

3.  これで、[ウィンドウ] > [ワークスペース] から保存したワークスペースが利

用できるようになりました。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Optimizing-Your-Workflow/Preferences-Customization.aspx
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ショートカット

ショートカット / 環境設定 / カスタマイズ

全てのキーボードショートカットの概要を閲覧し、詳細なガイドに従って独自のショートカットを作成することができます。

 ショートカットの作成 – MAC

 独自のショートカットの作成  Windows

ショートカットの作成 – MAC

1.  [Capture One] > [キーボードショートカットの編集]の順に選択します。

2.  複製を押します。

3.  新規ショートカットセットに名前を付けます。

4.  新規または異なるショートカットが必要な機能を選択します。

5.  ショートカットを削除するには、削除するショートカットをダブルクリックし、

そのショートカットから離れます。

6.  パーソナルショートカットを全て削除するには、ダイアログボックスの上部

の[削除]ボタンを押します。

独自のショートカットの作成  Windows

1.  [編集] > [キーボードショートカット] の順に選択します。

2.  複製を押します。

3.  新規ショートカットセットに名前を付けます。

4.  新規または異なるショートカットが必要な機能を選択します。

5.  ショートカットを削除するには、キーボードのDeleteボタンを押します。

6.  パーソナルショートカットを全て削除するには、ダイアログボックスの上部

の[削除]ボタンを押します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1
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デフォルトの設定を変更します

Capture One が認識したカメラの全ての画像ファイルに最適なデフォルト設定を自動的に選択します。ユーザー定義のデフォルト設定を適用することもできます。

色、露出、詳細、メタデータのほとんどのツールパラメータに個々の調整を行い、デフォルト設定として使用することもできます。選択後、このユーザー定義のデフォルト設

定が特定のカメラのメーカーと機種から自動的にそれ以降のファイルに適用されます。この方法は、上級ユーザーのみにお勧めしています。

ユーザー定義可能な様々なデフォルト設定があります。ここでは、2つの例をご紹介します：

デフォルト設定の変更：例 2

1.  お使いのカメラが常に画像ファイルを露出過渡にする傾向にあれば、露出

スライダを適切な値に調整します。

2.  [アクションメニュ] アイコンをクリックし、ツールタブの上部にある[Canon
EOS7D（または、その他カメラ機種名）をデフォルトとして保存する] オ
プションを選択します。

3.  同じ手順で、色、露出、詳細、メタデータの調整内容を追加します。

4.  このデフォルト設定が特定のカメラのメーカーと機種から自動的にそれ以降

のファイルに適用されます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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Capture Oneでは、作品をさまざまな方法で公開できます。写真をプリント、スライドショーを作成、またはWebコンタクトシートにエクスポートすることができます。

出力

写真のプリント

透かし、注釈およびカラープロファイル等、カスタマイズされた印刷レイアウトを使用して、選

択した画像を印刷します。

Web ギャラリー

Web フォトギャラリーを作成すれば、Web Contact Sheet にあなたの作品を展示することが

できます。

ファイル形式

Capture Oneの中のファイル形式オプションや、色空間について。

エクスポート

エクスポート機能を使い、素早くバリアントやオリジナルファイルの出力を行います。

ファイルの処理

画像の処理方法、カスタマイズされた出力設定の生成方法、[バッチ]ツールタブ使用方法に

ついて。

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Export.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Web-contact-sheet,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/File-formats.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Printing-photos.aspx
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写真のプリント

プリント / 写真のプリント / 現像設定 / WEBコンタクトシート

透かし、注釈およびカラープロファイル等、カスタマイズされた印刷レイアウトを使用して、選択した画像を印刷します。

画像の印刷

1.  ブラウザで印刷する画像を選択します。

2.  ダイアログボックスや印刷用紙を表示するには、[ファイル]> [印刷]の順に

選択します。

3.  [テンプレート] 、[マージン]、[レイアウト]の各種ツールを用いてページレイア

ウトを調整します。

4.  [注釈]、[画像設定]、 [透かし]の各種ツールを用いて画像の見た目を調整

します。

5.  プリンタツールを使用して、印刷 設定、ページ設定および解像度、シャー

プ設定およびカラープロファイルを調整します。

6.  [印刷]ボタンを押します。

7.  [印刷]ダイアログボックスから追加のレイアウトオプションを選択してくださ

い。

8.  最後に、[印刷]を押します。データがプリンタに送られる前に、Capture
One で画像のレンダリングが行われます（進捗状況が見られます）。

テンプレート

内蔵のテンプレートを使用したり、独自にテンプレートを作成し、将来使

用するために保存します。

1.  ブラウザで印刷する画像を選択します。

2.  印刷用紙やダイアログボックスを表示するには、[ファイル]> [印刷]の順に

選択します。

3.  テンプレートツールにアクセスし、ニーズに合ったオプションをドロップダウ

ンメニュから選択します。

4.  希望にかなう内臓テンプレートがない場合は、レイアウトツールから、必要

に応じてスライダを調整します。

5.  希望に合ったレイアウトを作成したら、将来の使用のためにそれを保存す

ることができます。テンプレートツールにアクセスし、ユーザーテンプレート

を保存]を選択します

6.  テンプレートに名前を付け、[保存]を押します。

7.  これで、ユーザーテンプレートの見出しにあるテンプレートドロップダウンメ

ニュからこのテンプレートにアクセスすることができます。

カスタム印刷テンプレートの管理

1.  印刷用紙やダイアログボックスを表示するには、[ファイル]> [印刷]の順に

選択します。

2.  テンプレートツールにアクセスし、ドロップダウンメニュから[ユーザーテンプ

レート管理]を選択します。

3.  ダイアログボックスが開きます。左下隅にあるマイナス（）ボタンをお

し、ハイライトされたテンプレートを削除します。

4.  テンプレートをダブルクリックして名前を変えます。

5.  完了後 [完了] を押します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%8F%BE%E5%83%8F%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Printing-photos/Templates.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=Web%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&page=1
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[単位とガイド]ツール

[余白]ツールと[レイアウト]ツールで使用される単位を変更します：

1.  [印刷]ダイアログボックスの [単位とガイド]ツール にアクセスします。

2.  [単位]ドロップダウンメニュの 5つの測定単位から 1つを選択します。

注:プレビューウィンドウの用紙ガイドを表示するには、[ガイドを表示]オプショ

ンボックスにチェックを入れます。 

レイアウトの調整

[ 間隔に優先をつける] オプションと [セルサイズに優先順位をつける] オ
プションは、ユーザーが行/列/余白/用紙サイズ等を変更したときにCapture
One がすべきアクションを決定します。

1.  [印刷]ダイアログボックスの[レイアウト]·ツールにアクセスします。

2.  [ サイズを変更する]ドロップダウンメニュ  から [間隔に優先をつける]を
選択すると、 セル間の間隔を変更しないようにソフトウェアは最善を尽くし

ます。(代わりに、セルサイズが変更されます)。
3.  [ サイズを変更する]ドロップダウンメニュ  から [セルサイズに優先をつ

ける]を選択すると、 セルの幅や高さを変更しないようにソフトウェアは最

善を尽くします。(代わりに、セル間の間隔が変更されます)。
4.  [レイアウト]ツールのスライダーを調整し、希望のレイアウトにします。

画像設定の調整

[ 画像設定] ツールには、3つのチェックマークのオプションがあります：

画像を埋めるためのズーム:このオプションを使うと、全ての画像は紙面を

埋めるようにトリミングされるポストカード効果が得られます。

画像を埋めるための回転:このオプションを使うと、すべての画像が同じレイ

アウトにあり、用紙に合わせて回転させます。

ページ後ごとに1つの画像を繰り返します:それぞれ選択した画像がレイア

ウトに従って1ページずつ繰り返し表示されます。

説明を追加

1.  [メタデータ] ツールタブ にアクセスし、 [IPTCコンテンツ] セクションの 説
明フィールド に入力します。

2.  [ファイル]> [印刷]の順に選択し 印刷ダイアログボックスの [注釈]を開き

ます。

3.  [タイプ] ドロップダウンメニュ  から [説明] を選択します。

4.  説明のサイズと フォント を変えるには、[フォント]ボタンを押します。

ファイル名の追加または削除

1.  [ファイル]> [印刷]の順に選択し 印刷ダイアログボックスの [注釈]を開き

ます。

2.  [タイプ] ドロップダウンメニュ  から [ファイル名] または [何も選択しない]
を選択します。

3.  [ファイル名] が選択し、 [フォント]ボタンを押してサイズとフォントを変更し

ます。

テキストの透かしを追加

1.  [ファイル]> [印刷]の順に選択し [印刷]ダイアログボックスにある [透か

し]ツールを開きます。

2.  [種類]ドロップダウンメニュ から [テキスト] を 選択します。

3.  [テキスト]フィールド を 入力します。

4.  書体と色を変更するには [フォント] ボタンを押します。 
5.  必要に応じて、不透明度、スケール、水平および垂直スライダを調整しま

す。

画像の透かしを追加

1.  [ファイル]> [印刷]の順に選択し [印刷]ダイアログボックスの [透かし]ツ
ールを開きます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Metadata.aspx


2.  [種類]ドロップダウンメニュ から [画像] を 選択します。

3.  参照アイコンを押して適切なファイルを選択するか、単純にファイルを指定

されたエリアにドラッグアンドドロップして、オーバーレイウィンドウに画像を

挿入します。

4.  必要に応じて、不透明度、スケール、水平および垂直スライダを調整しま

す。

印刷ページ設定の変更

1.  [ファイル]> [印刷]の順に選択し [印刷]ダイアログボックスの [プリンタ]ツ
ールを開きます。

2.  [ページ設定]ボタンを押します。 
3.  ページ属性を変更しOKを押します。

現在のプリンタの変更

1.  [ファイル]> [印刷]の順に選択し [印刷]ダイアログボックスの [プリンタ]ツ
ールを開きます。

2.  [印刷設定] ボタンを 押します。

3.  ページ属性を変更しOKを押します。

4.  プリンタドロップダウンメニュ（MAC)から異なる機種を選び、[保存]を押し

ます。(Windows:希望のプリンタ上でダブルクリックします)。 

画像の外観の変更

1.  [ファイル]> [印刷]の順に選択し [印刷]ダイアログボックスの [プリンタ]ツ
ールを開きます。

2.  印刷解像度とシャープネスを調整します。

3.  ドロップダウンメニュからカラープロファイルを選択します。 
4.  特定のカラープロファイルを選択する場合、[レンダリングインテント]オプシ

ョンと[黒点補正チェックマーク]オプションも選択してください。
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Web ギャラリー

WEBコンタクトシート / JPEG

Web フォトギャラリーを作成すれば、Web Contact Sheet にあなたの作品を展示することができます。

はじめに

印象的なウェブベースの画像プレゼンテーションのための柔軟なテンプレート

を使ってWebギャラリーを作成します。タイトル、テキストでの説明と著作権を

入力し、画像サイズと品質を設定することができます（注意：クライアントにE
メールで送信する場合は、小さめのサイズをお勧めしています）。

Webコンタクトシートの作成

1.  ブラウザで希望のサムネールファイルを選択します。

2.  [ファイル]> [Webコンタクトシートを作る]の順に選択すると、

Capture Oneのウィンドウの上部に、Webコンタクトシートモジュールが開

きます。

3.  テーマを 選びます。（クラシック（明/暗）テーマは、サムネイルをフィー

チャーしたコンタクトシートに似ています）。ここでは、[フルスクリーン（ダ

ーク）]オプションが選択されています。 
4.  テキストフィールドに入力します(タイトル、説明、著作権およびWebリン

ク)。
5.  必要なサムネイル、プレビューおよび画質サイズを設定します。

6.  Webシート出力ツールで [パス]フォルダ を選択します。

7.  お使いのウェブブラウザで ギャラリーを閲覧する場合は、 [エクスポート

後に表示]にチェックマークを入れます。

8.  右下隅の [エクスポート]ボタンを 押します。

画像のキャプションの追加

1.  ブラウザで希望のサムネールファイルを選択します。

2.  [ファイル]> [Webコンタクトシートを作る]の順に選択すると、

Capture Oneのウィンドウの上部に、Webコンタクトシートモジュールが開

きます。

3.  [画像]ツールにアクセスし、 [キャプション]ドロップダウンメニュから い
ずれかオプションを１つ 選択 します。

4.  お使いのウェブブラウザで ギャラリーを閲覧する場合は、 [エクスポート

後に表示]にチェックマークを入れます。

5.  右下隅の エクスポート [エクスポート]ボタンを押します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/Browser-View.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=Web%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=JPEG&page=1
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ファイル形式

Capture Oneの中のファイル形式オプションや、色空間について。

RAW ファイル形式および出力ファイル形式

ファイル形式がニーズに合っているかを調べます。Phase One を使えば、TIFF、DNG、
PNG、PSDとJPEGの4種類を含むさまざまな形式でファイルを出力できます。

ファイル形式(EIP)
向上した画像パッケージの利点について。

Capture Oneの色

Capture One がどのように画像の色を処理するかについてもっと深く知る。

 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/File-formats/Colors-in-Capture-One.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/File-formats/Capture-One-and-RAW.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/File-formats/EIP.aspx
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RAW ファイル形式および出力ファイル形式

RAW / 出力 / バッチ / EIP / IIQ / JPEG

ファイル形式がニーズに合っているかを調べます。Phase One を使えば、TIFF、DNG、PNG、PSDとJPEGの4種類を含むさまざまな形式でファイルを出力できます。

ファイル形式の選択

1.  [出力]ツールタブにアクセスします。

2.  [現像設定]ツールで、 [形式]ドロップダウンメニュから オプションを1つ
選択します。

3.  また、いくつかのファイル形式では、8または16ビットのいずれかを選択す

ることも可能です。（互換性がない画像ファイル形式に対してこの機能は

自動的に無効になります）。

ここから 処理に関する詳しい情報を見る。

ファイル形式の出力オプション

JPEG は、Joint Photographic Experts Groupの略です。これは定

義によりロスがある圧縮形式であり、画像ファイルで元の情報がいくら

か失われますが、TIFFまたはRAWと比較してとてもファイルサイズを

小さくできます。 
[ JPEG QuickProof™ 形式]オプションは、評価のために画像を作

成します。Capture Oneは、追加計算またはフィルタなしに、プロキ

シファイルおよび設定ファイルから画像ファイルを作成します。JPEG
QuickProofは、完全なファイルと考えるべきではありません。これは

非常にすばやい評価目的だけに理想的です。

JPEG XR (Xtended Range) は、高解像度のファイルを可能にしま

す。これは、標準のJPEGよりも大きいファイルサイズで、可逆と非可

逆圧縮をサポートしています。それは、48ビットイメージ用にチャネル

あたり16ビットで改良された色の精度に対応しています。

JPEG 2000 は2000年に元のJPEGに取って代わることを目的として

開発された改良ファイル形式標準です。これは、Joint Photographic
Experts Groupによると最高20％まで画像圧縮度を改善します。(出
典:www.jpeg.org)
TIFF はTagged Image File Formatの略です。これは、高い色深度

を可能にする人気の可逆形式です。TIFFはJPEGよりも大きいです

が、最高品質で保存するのに理想的です。また、TIFFは、チャネル

あたり16ビットでの出力が可能になります。

Capture Oneの DNG (Digital Negative) 形式は、新しいRAWファイ

ルを作成します。この形式ではサイズまたは圧縮のオプションは利用

できません。Capture One上でメタデータやオリジナル（メタデータと

元の（ショットとして）ホワイトバランスに行われた変更は保存されま

す  これは、画質には影響しません。その他全ての画像になされた

変更はDNGファイルを作成するときに、破棄されます。

PNG はPortable Network Graphicsの略で、可逆式データ圧縮を行

います。PNGは、一般的にインターネットと関連して使用されていま

す。CMYKなどの色空間には対応していません。PSD（Photoshop
ドキュメント）は、Photoshopでの画像の編集操作に完全な互換性が

あります。

Capture Oneを用いた PSD ファイル出力は、基本的に平坦化された

画像ファイルで、[ローカル調整]ツールタブで適用された調整レイヤー

を持っていません。

ヒント:他のソフトウェア·ソリューションとのファイル形式の互換性を確認してく

ださい。多くの画像編集プログラム JPEG XR、JPEG 2000 等の異なる形

式に対応するのにプラグ印を必要とします。 

IIQ RAW SおよびIIQ RAW L

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=EIP&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%81&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E5%87%BA%E5%8A%9B&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=JPEG&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=Raw&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=IIQ&page=1
http://www.jpeg.org/
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx


Phase Oneデジタルバックのユーザーは、2種類の圧縮RAWファイルのどち

らに連結撮影を保存するかを選択できます。「キャプチャー」タブのカメラツー

ルを使ってキャプチャーのフォーマットを設定できます。

IIQ RAWは、Intelligent Image Quality RAWの略です。これは、カメラでキ

ャプチャーされたフル16ビットのイメージデータをコンパクトなRAWファイルフォ

ーマットにインテリジェントな方法で変換します。

IIQ Large RAWフォーマットは、完全にロスがないためにユニークです。IIQ
RAW Largeは、従来のRAWファイルの半分のサイズしかなくても、16ビット

TIFFに変換できます。

IIQ Small RAW形式は、デジタル バックの CCD でキャプチャされる完全な

16 ビット データをベースとしています。しかしIIQ RAW Largeとは異なり、完

全にロスがないわけではありません。ほとんどのユーザーは、2つのファイル

フォーマットの画質の違いに気付かないでしょう。IIQ RAW Smallフォーマット

のキャプチャーの露出が良好で低ISOレーティングの場合はなおさらです。

詳細

Capture OneとRAW

RAWデータは、センサー上のフォトダイオードが光を感知したときに生成され

ます。生成される信号の強さは、光の強さによって変化します。このデータ

が読み取られ、メモリカード上に未処理のデータとして保存されます。

RAWファイルには2つ以上のデータのセットが含まれます。DSLRファイル

は、補正されたRAWデータとファイルヘッダを含みます。デジタルバックファイ

ルには、実際のRAWデータ、デジタルバックファイルのキャリブレーションデ

ータ、およびファイルヘッダ情報が含まれています。

デジタルバックRAWファイルでは、ファイルヘッダはイメージデータとは別の場

所に置かれます。ファイルヘッダは、いわゆる「メタデータ」、つまりデータ

に関するデータを含みます。メタデータは、キャプチャー時にカメラによって記

録される情報で、以下の内容から成ります。

イメージサムネイル(通常はTIFF、場合によってはJPEG)
時刻/日付

ISO
露出情報

ホワイトバランス(イメージのショット時の)
コントラストカーブ

記録されているピクセルサイズ

カメラデータ(シャッタースピード/絞り/焦点距離など)

100件以上のデータが保存されます。

ホワイトバランスは、Capture Oneがプレビューを作成するときのファイルの外

観を決定します。ISO、露出データ、およびカメラ機種の情報は、Capture
Oneが使用するノイズ除去を計算するために使用されます。

Capture One は、1 ピクセルあたり 3 色の画像ファイルを生成するためにセ

ンサー上にマウントしたベイヤー フィルタからの RAW ファイルの情報を 非モ

ザイク化します。この処理では、非常に高度な特許取得済みのアルゴリズム

を使用します。

プレビューを作成し、ビューアに表示するとき、カメラ側のISOとホワイトバラン

ス設定が、Capture One用に開発された処理方法と合わせてイメージに適用

されます。RAW ファイルを用いる大きな利点の 1 つは、画像をキャプチャ後

にホワイトバランスを変更することができることです。これは、JPEG のような

非可逆フォーマットでは多くの場合行うことはできません。

プレビューファイルができたときは、コントラストカーブ、シャープおよびホワイト

バランスなど、ほとんどすべての変数を変更できます。すべての変更は、

Capture Oneでプレビューが作成され、ビューアに表示されたときに、イメー

ジに適用されます。

Capture Oneでイメージに行った調整はプレビューに適用され、設定ファイル

に追加されます。どの時点でも、RAWデータへの変更は行われません。

「処理」ボタンを押すと、設定ファイルを使ってRAWデータが処理されます。

この時点で、真のピクセルベースのイメージが生成され、特定の縮尺で出力

されます。

JPEG とTIFF

多くのDSLRおよび小型のデジタルカメラは、非常に高画質でJPEGを作成で

きます。これらのファイルは、一般にCapture Oneでさらに調整して向上でき

ます。Capture OneはJPEG (RGB)およびTIFF (RGB)ファイルの表示および

編集をサポートしています。CMYK またはグレースケールでレンダリングした



JPEGやTIFFファイルは、Capture One で編集できないことがあります。

JPEG と TIFF は、カメラの内部ソフトウェアまたはCapture One 等の変換ソ

フトウェアにより一定レベルに既に処理されているファイルです。Capture One
がファイルを見つけたときは、画像をキャプチャーしたカメラまたは元々ファイル

を作成した変換ソフトウェアによってホワイトバランス(WB)設定が決定されてい

ます。ホワイトバランス設定は調整できます。ただし、JPEG や TIFF ファイ

ルは RAW キャプチャファイルと比較して、非常に小さなダイナミック レンジし

かありません。これにより、自動ホワイトバランスを適用した場合や、ホワイト

バランスピッカーツールを使ってホワイトバランスを設定する場合に、写真がバ

ーンアウトしたり暗くなってしまう可能性があります。
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ファイル形式(EIP)

EIP / IIQ / RAW / イメージを現像 / 現像設定 / 現像ファイル名の設定

向上した画像パッケージの利点について。

向上画像パッケージ(Enhanced Image Package：EIP) は真にCapture One のユーザーの視点に立ったワークフローでマスターファイルをパックしたり送信したりするのに

便利な方法です。画像 ファイルは、ユーザーが作成したとおりに見られます。未加工のオリジナルRAWファイルは、設定ファイル、ICC、LCCプロファイルと共にパックさ

れます。

.EIPを使用することで、本質的に、前述のファイルを簡単に圧縮できます。.EIPはファイルをコピーしないため、ディスクの空き容量はさらに必要ありません。.EIPはRAW
ファイルと同じフォルダにできます。.EIPは元のRAWファイルと同じ名前になり、.EIPはどのPhase OneバックのRAWファイルもサポートします。EIP ファイルは セッション

での使用をお勧めしています。

 

 Pro

EIP圧縮

1.  .EIPとして圧縮する画像を選択します。

2.  [ファイル] > [EIPとしてパック] の順に選択します。

3.  これでファイルが自動的に圧縮され、.EIPと名付けられます。

注:EIP はカタログでの使用には向いていません。 

.EIPファイルの解凍

1.  解凍する画像を選択します。

2.  [ファイル] > [EIPを解凍する] の順に選択します。

3.  これでファイルが自動的に解凍され、元のファイル拡張子が表示されま

す。

注:EIP はカタログでの使用には向いていません。カタログで使用する前に、

必ずEIPを解凍してください。

すべてのPhase Oneデジタルファイルの.EIPへの自動変換

1.  [Capture One] >[環境設定] の順にアクセスして確認します。

2.  画像タブを開きます。

3.  チェックマーク インポート時に EIPとしてパックする。

4.  チェックマーク キャプチャ時に EIPとしてパックする

これで画像がエンハンスド画像パッケージに統合されます。.EIPは単にイメー

ジファイルを置き換えます。設定ファイルも関連するフォルダから削除され、パ

ッケージに含まれます。

注:EIP はカタログでの使用には向いていません。カタログで使用する前に、

必ずEIPを解凍してください。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=EIP&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%8F%BE%E5%83%8F%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%90%8D%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=IIQ&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%8F%BE%E5%83%8F%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=Raw&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/File-formats/~/link.aspx?_id=4B7770FD5F1545E9A660002CCE0953B0&_z=z
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E7%8F%BE%E5%83%8F&page=1
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Capture Oneの色

色 / イメージを現像 / 現像設定

Capture One がどのように画像の色を処理するかについてもっと深く知る。

はじめに

Capture One の色に関する重要な情報:

Capture One は内的および出力用の 2 つの方法で色を処理していま

す。

Capture Oneは非常に大きな色空間を使用します。これはカメラセン

サーによってキャプチャーされる色空間に近いものです。大きな色空

間を使用することにより、色データのクリッピングがほとんど発生しま

せん。クリッピングとは、イメージの特定の領域のイメージ情報が失わ

れることです。1つ以上の色値がヒストグラム(出力ファイルの色空間)
より大きいときにクリッピングが発生します。

ワークフローの最後の部分で、定義された色空間の中で、RAWデー

タをピクセルベースのイメージファイルに変換する必要があります。こ

の空間は、Capture Oneが内部処理用に使用する色空間よりも小さ

いものです。処理中に一部の色データが廃棄されます。このため、

小さな色空間に変換する前に、イメージに対して色補正および最適化

を実行することが重要となります。

Capture Oneは、カメラで生成されたRAW情報、ファイルヘッダ、お

よび設定ファイルを読み取ることによって正確な色を提供します。

どのカメラモデルが使用されたかをCapture Oneが確定すると、RAW
ファイルがカラープロファイルに割り当てられます。RAWデータが

Capture Oneの内部作業カラースペースに翻訳されて、ここで編集を

適用できます。

処理段階では、イメージデータはICCプロファイルによって、Adobe
RGBやsRGBなどの業界標準の色空間に対応するように変換されま

す。

目的とカラースペース

色出力の設定 
Capture One Expressは任意のRGBカラースペースに出力できますが、Capture One PROはCMYKも出力できます(ICCプロファイルがローカルマシンで利用可能で

あることが必要です)。

Webの場合 
ウェブサイトで公開する予定の画像は、常に sRGB 色空間で処理を行ってください。これは、色管理ができるウェブブラウザはほとんどなく、画像のサブタイトルが失

われるだけではなく、正しく表示されないためです。AdobeRGBのように大きな色空間で処理された画像は少ない色（特に緑） で表示され、 sRGBしか表示しない

ブラウザで公開される場合には暗くなりすぎる傾向があります。

印刷の場合 
印刷するイメージは、クライアントまたはラボの要件に合わせて出力する必要があります。Adobe RGB はsRGBよりも広い色領域を表現できる大きな色空間です。で

すから、Adobe RGB はかなりの処理やリタッチが行われる予定の画像にはより適しています。

カメラプロファイリング  
ICCカラープロファイルを処理済みファイルに埋め込んでおくと(「ICCプロファイル」 >「カメラプロファイルの埋め込み」)、特にカメラプロファイルの作成に重要な画像デ

ータの色が変更されるのを防止できます。

修正/操作 
徹底的なレタッチおよび操作を受ける予定のイメージファイルは、16ビットからProPhoto RGBで現像し出力することをお勧めします。これはAdobe RGBよりもさらに大

きなカラースペースです。

CMYK 色空間 
Capture One Proでは、最も一般的なCMYKカラースペースを選択できます。ポストプロダクションでこのカラースペース変換を適用する代わりに、写真家が現像時に

CMYKに変換することで画質を保つことができます。CMYK は [出力] ツールタブで制御されます。

パーマネントカラースペースの設定

1.  [表示] > [プルーフプロファイルの順に選択します。

2.  ビューアでずっと使うお好みのプロファイルまたは出力設定を選択します。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Viewing-Photos/The-Viewer.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E7%8F%BE%E5%83%8F&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E8%89%B2&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%8F%BE%E5%83%8F%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1


注:ビューアに表示されるパーマネントカラープロファイルは、実際の出力イメ

ージよりも少し異なる色になることがあります。

デフォルト設定では、ハイライトされた 現像設定で選択された色空間のビュー

アで画像を表示します。オフセット印刷用画像の品質を確保するには、

CMYK 処理設定にハイライトすると、色がすぐに現像設定で選択した色空間

に変換されます。 処理を行う前に最終修正を行います。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/create-multiple-process-recipes.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/process-images.aspx
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エクスポート

エクスポート機能を使い、素早くバリアントやオリジナルファイルの出力を行います。

エクスポート  オリジナルファイル

画像のエクスポートには2つのオプションがあります。[ファイル] > [エクスポー

ト] の順にアクセスし、元のファイルまたはバリアントを選択します。

オリジナルファイルのエクスポート は、調整したまたは未調整のオリジナ

ルの生の画像をお使いのコンピューターまたは外付けハードドライブ等のフォ

ルダ場所にエクスポートします。[オプション]タブの関連フィールドにチェックマ

ークを入れるか、チェックを外してください。([調整内容を含める]と[オプション

が完了した際に通知する]オプションは、デフォルトで選択されています)。[元
のファイルをエクスポート] ボタンを押して、プロセスを完了します。

ほとんどのユーザーは Capture Oneに適用される調整済みオリジナル画像フ

ァイルのエクスポートを行います。これにより、他の Capture Oneユーザーに

処理前の編集画像ファイルを送ることが可能になり、その後の修正を可能に

します。

エクスポート  バリアント

バリアントのエクスポート は 処理済画像を素早くエクスポートする方法で

す。

1.  エクスポートしたい画像ファイルを選択します。

2.  [ファイル] > [エクスポート] > [オリジナルファイル]または[バリアント] の順

に選択します。または、サムネール、セッションフォルダ、またはセッショ

ンアルバム上で右クリックし、メニュオプションから[エクスポート] > [オリジ

ナルファイル} の順に選択します。

3.  ダイアログボックスが開きます。矢印を押すか、[場所]タブの[ファイルの格

納]ドロップダウンメニュから、エクスポートした画像ファイルの希望の保存

場所を指定します。

4.  [名前付け] タブで、ボタンを押してに名前付け形式を選択します。該当す

る場合、ジョブ名を入力します。 
5.  [設定]タブから、ファイル形式、品質、希望に応じてその他パラメータを選

択します。

6.  [エクスポート(バリアント）]ボタンを押します。タスクがバッチ キューに追

加され、背景で実行されるため、ユーザーはエクスポートプロセス中に作

業を続けることができます。 

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
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イメージを現像 / 現像設定 / ウォーターマーク / TIF / WEBコンタクトシート

画像の処理方法、カスタマイズされた出力設定の生成方法、[バッチ]ツールタブ使用方法について。

ファイルの処理 Pro

複数の現像レシピの作成

1.  [出力]ツールタブにアクセスします。

2.  [現像設定] ツールで、 +ボタンを押します。

3.  新しい設定に名前を付けます。

4.  [現像設定] ツールで 希望の 形式、ビット深度、 圧縮度、 ICC プロファイ

ル および解像度を選択します。

5.  ドロップダウンメニュからスケール 設定を選択します。

6.  （[現像設定]ツールの）[別のアプリケーションで開く ]ドロップダウンメニュ

から、1つのアプリケーションを選択すると、処理された画像が自動的に開

きます。

複数の画像を1つのバッチで現像する場合はこれはお勧めしません。

7.  [出力名前付け] ツールを用いて ファイル名を設定します。ファイルの名前付

けを参照してください。

8.  セッションフォルダが希望の出力フォルダでない場合は、出力先を変更で

きます。

新規出力フォルダを[ 格納ファイル]オプションで選択することができます。

9.  [現像設定]ツールにアクセスし、 希望の [メタデータ]オプションに チェック

マークを入れ、処理済ファイルに含めます。

10.  [現像設定]ツールのタブから画像に透かし を含めるかどうか選択します。

[現像設定] ツール。

11.  それぞれのステップはすぐに保存され、次回設定を再表示したときに選択

されます。

複数の設定を使用できるのは、PROまたはDBバージョンだけです。インスト

ールしたバージョンがPROでない場合は、ステップ4から作業を開始してくだ

さい。

 Pro

はじめに

画像は TIFF、JPEG、DNG等様々な形式で出力用に処理可能です。

Capture Oneには、ファイル圧縮、ビット深度、カラースペース、解像度およ

びサイズに関する幅広いオプションがあります。[スケール] オプションは、画

像を様々な目的で処理したい場合に特に有用となります。

出力設定で出力ワークフローをカスタマイズし、 例えば、複数の出力設定を

生成し、様々な出力目的に合わせて同一の画像コレクションを処理します。

画像ファイルが背景で処理中に、Capture One で作業を続けることができま

す。

画像の処理

1.  現像する画像ファイルを選択します。

2.  [出力]ツールタブにアクセスします。

3.  [現像設定]ツールで、 選択した画像に必要な設定にチェックマークを入

れます。

4.  [処理]を 押します。

5.  処理はいつでも [バッチ]ツールタブから 停止 し、編集後また 再開すること

ができます。

テキストウォーターマークの作成 Pro

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Watermark.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/reprocess-files.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Metadata.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Resolution.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/output-naming.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=Web%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Scale.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Options.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/File-formats/Capture-One-and-RAW/file-format-output-options.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Format.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=TIF&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E7%8F%BE%E5%83%8F&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO6/Library/File-Naming.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Batch,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/output-naming.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/open-with.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Search.aspx?q=%E7%8F%BE%E5%83%8F%E8%A8%AD%E5%AE%9A&page=1
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/reprocess-files.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/ICC.aspx


1.  [出力]ツールタブにアクセスします。

2.  [現像設定]ツールで[透かし]タブ を選択します。

3.  [種類] ドロップダウンメニュ  から テキストを 選択します。

4.  テキストフィールドに 透かしを 入力します。

5.  フォントメニュアイコンを押して、 テキストのフォントと色を調整します。

6.  不透明度 と スケールスライダーを 希望の水準に 調整します。

7.  水平・垂直スライダーを 使うか [ハンドカーソル]ツール(h)を 選択して、

透かしの位置を調整します。

グラフィカルウォーターマークの作成

1.  [出力]ツールタブにアクセスします。

2.  [現像設定]ツールで[透かし]タブ を選択します。

3.  [種類]ドロップダウンメニュ から [画像] を 選択します。

4.  ファイルを画像エリアにドラッグアンドドロップするか、画像エリアの下の

「ファイル」リンクを使用して画像を参照します。

5.  不透明度を 調整し、 スライダーを 動かして 希望の水準に合わせます。

6.  水平・垂直スライダーを 使うか [ハンドカーソル]ツール(h)を 選択して、

透かしの位置を調整します。

注意：Capture Oneは、ウォーターマークとして使用するために一般的な画

像ファイル形式全てに対応しています。 

 Pro

複数の出力設定の同時使用

1.  [出力]ツールタブにアクセスします。

2.  [現像設定]ツールにアクセスし、 全ての必要な設定に チェックマークを

入れます。

3.  処理が必要な画像ファイルを選択します。

4.  [処理]を 押します。

 Pro

サブフォルダ内で異なる現像設定の処理を行う

1.  [出力]ツールタブにアクセスします。

2.  [現像 設定]をハイライトします。

3.  [現像設定] の [ファイル]タブ を選択します。 [現像設定] ツール。

4.  適切なフィールドにサブ フォルダの名前を入力します。これにより、自動

的にサブフォルダが作成されます。（例：標準 jpeg RGB ファイル

等）。

5.  その他現像設定のために2～4のステップを繰り返します。

6.  希望の現像設定にチェックマークを入れ、 [処理]を押します。[出力]フォ

ルダ内の対応するサブフォルダに、異なるファイルを見つけることができま

す。

 Pro

バッチの編集

1.  [バッチ]ツールタブを選択します。

2.  [キュー]タブ を 選択します。

3.  ファイルのバッチは変更および順序変更ができます。単にファイルを現像

で必要な順序にドラッグアンドドロップするだけです。

4.  ファイルをハイライトし、（お使いのキーボード上の）バックスペースキーを

押せば、いつでもバッチ キューから削除することができます。

5.  [停止] または [スタート]ボタン （バッチツールタブの下部にあります）

を押せば、 いつでもキューを停止または再開することができます。

ファイルの再処理 ([履歴]タブ)

1.  [バッチ]ツールタブを選択します。

2.  [履歴] タブ を選択します。

3.  これまで処理した中から任意のファイルをハイライトし、 [選択したファイル

の再処理]ボタン を押します。

詳細

[出力]ツールタブの出力設定についてもっとよく知る。 

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Watermark.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Format.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Process_Files/Learn_More_settings/Watermark.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Output.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Batch,-w-,.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/User-Interface/Tool-Tabs/Batch,-w-,.aspx




ヘルプサイト
Capture One 8

出力設定についてもっとよく知る

[出力] ツールタブの各設定の概要と利点。

形式

TIFFを使用して、最大画質を保持します。TIFFには、16ビット出力

のオプションもあります。

簡便性のためにより小さなサイズ(TIFFと比較した場合)のファイルを作

成する場合は、JPEGファイルを使用します。

JPEG QuickProofフォーマット設定では、評価目的用のイメージが作

成されます。Capture Oneは、追加計算またはフィルターなしに、プ

ロキシファイルおよび設定ファイルからイメージファイルを作成します。

JPEG QuickProofは、完全なファイルと考えるべきではありません。

これは非常にすばやい評価目的だけに理想的です。

Capture OneでのDNGフォーマットへの出力は、基本的には新しい

RAWファイルを作成することになります。このフォーマットではサイズま

たは圧縮のオプションは利用できません。DNGファイルを作成すると

き、イメージに対するすべての変更が廃棄されます。

異なるファイル形式についてもっとよく知る。

圧縮

TIFF ファイルは圧縮可能です。TIFFはデータの損失がない形式であ

り、LZWとZIPのどちらの圧縮形式でも利用できます。

スライダーを調整してJPEGの品質を調整します。品質が低いほど、

ファイルサイズが小さくなり、失われるデータも大きくなります。また、

JPEG圧縮では画像にノイズが付加されます。

ICC プロファイル

色空間の選択は、イメージファイルの最終目的によって異なります。

ICCプロファイルは、現像設定ツールから選択できます。または、[表
示]＞[プルーフプロファイル]の順に選択することにより、色空間を変更

することもできます。カラースペースを選択して、最終調整を実施して

から、画像ファイルの変換します。

解像度

現像設定ツールには解像度フィールドがあり、1インチ、1cmまたは

1mmあたりのピクセル数を変更できます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/File-formats/Capture-One-and-RAW/file-format-output-options.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8.aspx


スケール

スケール 
レシピの中のスケールオプションで、そのレシピで処理するときにクロップされ

たイメージがどれだけスケールされるかが決定されます。すべてのスケール

オプションで、元のアスペクト比が保持されます。つまりスケールオプションで

処理されたイメージが、Capture One表示以外の他の比率で、ディストーショ

ン、クロップまたは回転されることは決してありません。

固定: 画像は、指定されたパーセンテージに比例してスケーリングされま

す。

Capture Oneは出力でイメージのスケールを10～250%に設定できます。(ス
ケールは元のデータに実行され、最高画質であるため、どのような種類の使

用方法にも適しています) 

幅: イメージは、指定された幅に比例してスケーリングされます。

高さ: 画像は、指定された高さに比例してスケーリングされます。

大きさ: 画像は、指定された大きさのボックスの内側に収まるように比例して

スケーリングされます。ポートレートや風景の画像の組み合わせを処理すると

きに使用します。

大きさは、幅 x 高さまたは高さ x 幅として解釈され、最大スケールのものが

優先されます。

幅 X 高さ: 画像は、指定された幅および高さのあるボックスの内側に収まる

ように比例してスケーリングされます。

これを使用すると、さまざまなアスペクト比で処理された画像のセットが一定

サイズの用紙に合致します。

ロングエッジ: 画像は、指定された値に設定された最長エッジに比例してス

ケーリングされます。

ショートエッジ: 画像は、指定された値に設定された最短エッジに比例してス

ケーリングされます。

拡大しない: スケールを最大100%に限定します。

出力のスケーリング

Capture One 5では、出力画像を10～250%の範囲でスケーリングで

きるようになりました。

画像サイズ拡大は、必要な出力サイズを入力するだけと、非常にシ

ンプルです。スケーリングはRAWデータ上で行われるため、最高品

質の、あらゆる用途に適したスケーリングを利用できるようになりま

す。

次から開きます

Capture Oneで処理した後で、 選択した他のアプリケーションで処

理したファイルを自動的に開くには、 [別のアプリケーションで開く]
ドロップダウンメニュから、1つのオプションを選択します。

出力場所

出力場所 により、 ユーザーは処理済ファイルの出力先を選択するこ

とができます。矢印アイコンをクリックし、希望のフォルダを指定しま

す。

現像概要

「プロセスサマリ」ウィンドウは、処理の前に、画像のすべての選択

済みの設定の概要を表示します。これには実際の、最終的な処理後

のサイズ、名前、フォーマット、およびファイルサイズが含まれます。

赤く強調表示された数字がある場合は、何かが好みの方法で処理さ



れないことを示す警告です。赤い数字をチェックして、寸法を変えるな

ど、必要な変更を行います。

出力名前付け

出力名前付けは、処理されたファイルの名前付けにおける幅広いオプ

ションを提供します。現像ファイル名の設定を参照してください。★

。

メタデータ

詳細現像設定タブでは、メタデータの削除オプションが有効になりま

す。メタデータ削除設定は、各現像レシピに組み込まれた部分です。

Capture One は5つのストリップオプションを提供しています：評価、

著作権、GPS 座標、カメラのデータおよび「その他全て」。

デフォルト設定には、レーティング設定を除くすべてのメタデータ情報

が含まれます。

履歴

「バッチ」ツールタブには、最近処理したすべてのファイルの履歴が

表示されます。

何らかの理由でこれらのイメージの追加コピーが必要な場合には、そ

のイメージを選択して「再処理」ボタンを選択します。

ウォーターマーク

ウォーターマークは個別の現像設定に追加できます。

透かしはすべての処理済み画像や、写真を印刷して クライアントに送

るファイルを保護する際にも使用することができます。

http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Output/Printing-photos/add-a-text-watermark.aspx
http://help.phaseone.com/ja-JP/CO8/Library/File-Naming/Token-naming-PC.aspx

