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DxO PhotoLab スタートガイド
DxO PhotoLab の新バージョン DxO PhotoLab 4 の主要機能

と新機能を理解して、PhotoLab を活用しましょう。
 
 
 

DxO DeepPRIME
人工知能の頂点とも言えるディープラーニングを活用したデモザイキン
グとノイズ除去を同時に適用する初のテクノロジーで、画質を劇的に
改善できます。

Instant Watermarking
テキストや画像（署名、ロゴなど）を 1 枚または複数の画像に一度
に挿入し、結果を瞬時に確認できます。また 7 種類の統合モードを
使って、ウォーターマークの適用を最適化できます。

Smart Workspaces
ツールパレットの表示を補正グループ（ライト、カラー、ディテール、ジオ
メトリ、部分調整、アクティブな補正など）ごとにフィルタをかけて選択
したり、お気に入りのパレットだけを表示したりできます。
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ワークフローの改善
画像に適用した補正の履歴を一覧化する Advanced History 機
能を使って、写真編集ワークフローをパワーアップできます。また、テキ
ストやカウンターを複数のファイル名に一括で置換・追加ができるファイ
ル名のバッチ編集機能もご活用ください。
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DxO PhotoLab 4 の紹介

DxO PhotoLab 4 へようこそ。DxO PhotoLab 4 には写真の画質を改善し、簡単に自動処理できるツールが用意されて
います。

カメラとレンズを解析
開発元の DxO 社はフランスのパリに本社があり、高度な技術を要求する写真家向けに画像処理技術を開発しソフトウェアを
デザインしています。DxO 社のチーフサイエンティスト達は、コンピュータ画像コミュニティでも最も評価の高い機関で定期的に研
究成果を発表しており、DxO PhotoLab は高い科学や数学のノウハウを背景に、より高い品質、より良い写真を自動で入
手できるツールとして開発されました。

もっとも独創的な点は、DxO で様々なハードウェアの性能の解析を行っていることです。大勢の技術者達が、長い時間をかけ
てカメラやレンズの特性（歪み、レンズぼけ、ヴィネット、ノイズ、色収差、トーンカーブなど）を計測しています。またカメラが画像
をどのように処理しているのかを解析しています。

この結果は他に類を見ない膨大なデータベースに蓄積されており、DxO PhotoLab は撮影時に記録されたカメラとレンズ、露
光値と撮影距離を使って、ピクセルをどの程度明るくするか、どの程度場所を調整するのか、どのカラーチャネルをどの程度補正
するかなどを決定します。ユーザーは、撮影に利用したカメラとレンズのプロファイルモジュールをダウンロードするだけで、ソフトウェ
アが自動で補正を実行します。
 

画像を一枚ごとに解析
どんな写真家でも、「まったく同じ画像」というものは一切存在しないことを知っています。どんなに似た画像も、例えばノイズの有
無、コントラストの違いなど撮影条件による何らかの違いがあるものです。
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ほとんどのソフトウェアは、このような個別の画像に対して同じ処理を実行することしかできません。多くの補正機能が用意されて
いますが、一枚ごとの画像に合わせて調整していかなければなりません。DxO PhotoLab は他の画像編集プログラムとは異な
る仕組みを持ちます。個別の画像を解析し、どのような補正が必要かを調べ、自動的に補正を実行します。もちろん個別の調
整も可能です。
 

DxO PhotoLab が実行する処理

RAW で撮影している場合は、DxO PhotoLab でベストな状態で現像を行います。RAW データを現像する際にアーティ
ファクトを発生させません。

DxO PhotoLab は、ユーザが操作することなく、光学的に発生する 4 種類の問題、ディストーション、ヴィネット、色収差
（縦横それぞれ）、レンズブラーを補正します。補正には、自社ラボでカメラとレンズの組み合わせの光学的欠点をテストす
ることで得られたデータベースが使用されます。

RAW 画像上のハイライトが白とびを起こさないよう自動調整して現像します。また白とびを起こしているハイライトも場合に
よってリカバリーすることが可能です（RAW 画像のみ）。

DxO 社で蓄積されている各カメラボディの計測情報により、超高感度で撮影された画像であっても非常に優れたノイズ低
減を実行することが可能です。

DxO PhotoLab は、コントラストとハイライト／シャドウにつき独自の自動補正を実行し、フラッシュによる光、コントラスト
の強い画像や逆光補正も可能です。

DxO PhotoLab は、他のカメラやフィルムで撮影したように色調を変更できるカラーレンダリング機能が搭載されています。

これらのすべての機能は、ほとんど自動で処理が可能ですが、もちろん好みに合わせて手動で調整することもできます。

 

一部一部のの機能機能は は DxO PhotoLab ELITE DxO PhotoLab ELITE 版版だけでだけで提供提供されています。そのされています。その場合、場合、このこのユーザーガイドユーザーガイドにに明記明記されてされて
います。います。

一部一部のの機能、特別機能、特別ななキーボードショートカットキーボードショートカットにに関関するするコンテンツコンテンツをを簡潔簡潔にするためにするため、Microsoft Windows 、Microsoft Windows の の OSOS
をを使用使用したしたコンピュータコンピュータは「は「Windows」、Apple macOS Windows」、Apple macOS とと旧名称旧名称 Mac OS X  Mac OS X の の OS OS をを使用使用したしたコンピュータコンピュータはは
「「Mac」Mac」とと表記表記しています。しています。サポートシステムサポートシステムとと必要要件必要要件についてのについての詳詳しいしい情報情報は、「は、「システムシステム要件要件」の」のページページをごをご確認確認
ください。ください。

DxO PhotoLab 用の DxO FilmPack プラグイン
DxO FilmPack は、デジタル写真に銀塩フィルムの画像感を忠実に再現することでファインアートフォトグラフィーの感動を実現
できる別売りのプラグインです。DxO Labs 独自の解析技術によって、伝説的な銀塩フィルムの色調やコントラスト、彩度や粒
状感をプロファイルしています。

DxO FilmPack （Windows と Mac に対応） には、ESSENTIAL 版と Elite 版の 2 種類のパッケージが用意されてい
ます。これらは、利用できるフィルムプロファイル数と機能に違いがあります。DxO PhotoLab のヘルプメニュー（Windows）、
または DxO PhotoLab メニュー（Mac）から、DxO FilmPack プラグインの体験デモ版を利用できます。体験デモ版の期
限は 31 日間です。

https://help-photolab4.dxo.com/ja/system_yoken
https://help-photolab4.dxo.com/ja/system_yoken


DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 5

DxO PhotoLab のプラグイン版として利用する DxO FilmPack は、DxO PhotoLab  の〔設定〕タブのパレットに完全に統
合され、非常に使いやすい環境で、バッチ処理や RAW 現像のワークフロー内の一部として利用できます。

DxO PhotoLab 用の DxO ViewPoint プラグイン
DxO ViewPoint は、複雑なパース歪みや、画像の周縁部の歪んだ被写体を自然なプロポーションに簡単に補正できま
す。DxO の光学的キャリブレーションのノウハウを活用することで、たる型、ピンクッション、魚眼レンズのディストーションを補正で
きます。この補正は全ての画像に適用可能ですが、DxO 光学モジュールが利用できる場合、自動的に補正が適用されます。

DxO ViewPoint は、DxO PhotoLab のプラグインとして機能し、インターフェースの一部として組み込まれています。デザイ
ンが刷新された専用パレットにより、諸機能に簡単にアクセス可能です。

DxO ViewPoint は、スタンドアロン版、そして Adobe Photoshop、Photoshop Elements、Adobe Lightroom
Classic の各アプリケーションのプラグインとしても利用することができます。
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DxO PhotoLab を使い始める
DxO PhotoLab をインストールして初めて使う場合やアップデートをした場合には、ユーザーに情報を提供する画面が特別に
表示されます。

初期設定にする補正プリセットの選択

新機能の紹介

初期設定のワークスペース

初期設定にする補正プリセットの選択
コンピューターにインストールする場合、ダイアログボックスが開き、初期設定にする補正プリセットを選択するように求められます。
この選択に応じて、プログラムの動作が定義されます。選択できるプリセットには以下があります。

DxO - スタンダード：最も一般的なオプションです。プログラムで画像を開く際に自動的に補正を適用します。これらの補1.
正には、トーン補正とノイズ補正を行う 〔DxO - スタンダード〕のデフォルトのプリセット、およびカメラとレンズの組み合わせ
に応じて光学欠陥を補正する DxO 光学モジュールが含まれます。これは  DxO PhotoLab の通常の処理で、 DxO
PhotoLab  をメインの画像処理ソフトウェアとして使用するユーザーに適しています。

DxO 光学補正のみ：2 つ目のオプションは、カメラとレンズの組み合わせによる欠陥だけを DxO PhotoLab に自動的2.
に補正させ、その他の補正フローを DxO PhotoLab または他のプログラムで実行したいフォトグラファーに適しています。

修正なし：3 つ目のオプションは、経験豊富なフォトグラファー向けのオプションです。補正全体を自分で実行したい場合3.
に最適で、画像を DxO PhotoLab で開いた際に自動補正は適用されません。

選択するには：

https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Choix%20prereglage%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Choix%20prereglage%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Choix%20prereglage%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Choix%20prereglage%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Choix%20prereglage%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Choix%20prereglage%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Presentation%20nouveautes
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Presentation%20nouveautes
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Presentation%20nouveautes
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Espace%20de%20travail%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Espace%20de%20travail%20par%20defaut
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-1601133046$Espace%20de%20travail%20par%20defaut
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3 つのオプションの 1 つをクリックします。1.

〔デフォルトとして定義〕をクリックします。2.

 
初期設定の動作を変更するには、〔プリファレンス〕で希望するパラメータを選択します。

Windows の場合：〔編集〕 > 〔プリファレンス〕 > 〔全般〕に進み、〔補正用諸設定〕のセクションで、RAW ファイルと
RGB (JPEG、TIFF) ファイルに設定するプリセットを選択します。

Mac の場合：〔DxO PhotoLab〕 > 〔プリファレンス〕 > 〔全般〕に進み、〔初期設定プリセット〕のセクションで、RAW ファ
イルと RGB (JPEG、TIFF) ファイルに設定するプリセットを選択します。

 

次次ののテーマテーマについてのについての詳細詳細は、は、リンクリンクからごからご覧覧ください。ください。
- - プリセットプリセット
- - DxO DxO 光学光学モジュールモジュール
- - プリファレンスプリファレンス (PC) (PC)  -   - プリファレンスプリファレンス (Mac)  (Mac) 

 

新機能の紹介
新バージョンをインストールすると、完全インストールかアップデートかに関わらず、DxO PhotoLab の新機能の紹介ウィンドウ
が開きます。初期設定では、新機能のパレットとツールが PhotoLab ワークスペースの新機能に表示されます。
 
初期設定のワークスペースの 1 つ (DxO - スタンダード、または、 DxO - アドバンス) 、または、自分独自のワークスペースに
戻るには、〔ワークスペース〕メニューから選択します。
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初期設定のワークスペース
DxO PhotoLab の初期設定では 2 種類のワークスペースを利用でき、〔ワークスペース〕メニューで選択できます。

DxO スタンダード：初心者ユーザーや最低限の表示を好むユーザー向きのワークスペースです。〔設定〕タブに、画像補正
で頻繁に使う基本的なツールパレットが表示されます。

DxO アドバンス：経験豊富なユーザー向けのワークスペースです。〔設定〕タブにすべての補正ツールが表示されます。

ワークスペースワークスペースとと設定設定ををカスタマイズカスタマイズするする方法方法についてについて詳詳しくは、「しくは、「インターフェースインターフェースのの概要概要」ページ」ページをごをご覧覧ください。ください。
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DxO 光学モジュール
DxO PhotoLab は、撮影機材の特性に基づいた DxO 光学モジュールを使って自動補正が可能です。DxO 光学モジュー
ルを管理できる 2 つのダイアログボックスも用意されています。
 

DxO DxO 光学光学モジュールモジュールのの検索検索ととインストールインストールにはにはインターネットインターネット接続接続がが必要必要です。です。以下以下ののページページからから手動手動ででダウンローダウンロー
ドドすることもできますすることもできます。。

新規 DxO 光学モジュールのインストール
DxO 光学モジュールのダウンロードウィンドウを表示するには、 DxO 光学モジュール > インストールされていない DxO 光学
モジュールのダウンロード（Windows）、DxO 光学モジュール > DxO 光学モジュール管理（Mac）を選択します。
 

ダウンロードできる DxO 光学モジュールの一覧がアルファベット順にメーカー別に表示されます。
Windows 版では、リスト全体の表示やメーカー名のドロップダウンメニューから特定のメーカーモデルを表示することができます。
 
DxO 光学モジュールを追加でダウンロードするには：

Windows
ダウンロードしたいカメラにチェックを入れます。1.

〔次へ〕をクリックします。2.

レンズを選択してチェックを入れます。3.

〔次へ〕をクリックします。4.

選択した DxO 光学モジュール（カメラとレンズの組み合わせ）のリストが表示されます。5.

〔次へ〕をクリックします。6.

モジュールがダウンロードされインストールされます。7.

http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
http://www.dxo.com/jp/node/3155
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インストールが完了した旨のダイアログボックスが表示されます。8.

〔OK〕をクリックして、モジュールインストーラを閉じます。9.

Mac
メーカー名の横にある三角形をクリックし、カメラモデルの三角形をクリックします。1.

リストからカメラとレンズの組み合わせを選択して、ダウンロードをクリックします。2.

モジュールがダウンロードされ、自動的にインストールされます。3.

他のモジュールが必要な場合は、同じステップを繰り返します。4.

〔閉じる〕をクリックして、モジュールインストーラを閉じます。5.

インストールされている DxO 光学モジュールの管理
Windows
DxO 光学モジュールウィンドウには、インストールされているモジュールがすべて表示されます。ウィンドウを開くには、DxO 光学
モジュール > DxO 光学モジュールの有効性の表示・確認メニューを選択します。表示モジュールはフィルタをかけて絞り込むこ
とができます。アップデートされたモジュールのみ、または対応していないモジュールのみを表示させることができます。
 

 
モジュールを再度ダウンロードするには、リストから選択して、〔インストール〕をクリックし、新規モジュールをインストールするウィンド
ウを開きます。
 
同じ方法でモジュールを削除することもできます。モジュールを削除して良いかどうか確認のダイアログボックスが開きます。
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Mac
〔DxO 光学モジュール〕メニューから〔DxO 光学モジュール管理〕を選択し、画面の左下にある〔インストールされた DxO 光学
モジュールのみ表示する〕にチェックを入れると、コンピュータ内にインストールされている全てのモジュールを表示することができま
す。
 
 
追加のモジュールをダウンロードしてインストールするには、〔インストールされた DxO 光学モジュールのみ表示する〕のチェックを
外して、上記の「Mac」の節にあるモジュールのダウンロードのパラグラフで説明されたインストールステップに従います。モジュール
をリストから選択して、モジュールの右にある〔ダウンロード〕をクリックします。
 
DxO 光学モジュールをコンピュータから削除するには、リスト内で削除するモジュールを探し〔削除〕ボタンをクリックします。
 

進行中進行中のの処理処理でで利用利用されているされている DxO  DxO 光学光学モジュールモジュールはは削除削除できません。できません。削除削除するする場合場合は、は、DxO PhotoLab DxO PhotoLab をを
再起動再起動して、して、画像画像をを読読みみ込込むむ前前に に DxO DxO 光学光学モジュールモジュール管理管理をを開開いていて削除削除します。します。
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インターフェースの概要
フォトライブラリタブについて

設定タブについて

主要ツールパレット

パレットを管理する

補正のフィルタリングと検索

補正のコピー＆ペースト

フォトライブラリについて
〔フォトライブラリ〕タブのインターフェイス
DxO PhotoLab を起動すると〔フォトライブラリ〕タブが開きます。この最初の画面では、ファイル、フォルダやプロジェクトを選択
し、処理、修正、エクスポートする必要がある画像をフィルタ、検索、選択することができます。
 

 
〔フォトライブラリ〕タブは主に 4 つの構成要素があります。

 
コマンドバー：〔フォトライブラリ〕タブから〔設定〕タブへの移動、画像の表示、プリセットの適用ができます。1.

参照ブラウザ：フォルダやプロジェクトを管理、参照したり、日付／レーティング／撮影設定などの条件で検索を実行した2.
りできます。
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画像ブラウザ：選択したフォルダやプロジェクト内の画像をサムネイルで表示します。切り離して別の画面上に表示するこ3.
ともできます。

プレビュー：画像ブラウザで選択した画像を表示します。簡単にフィルタや比較できる全画面表示モードも利用できます。4.

 
これらの 4 つのこれらの 4 つのパネルパネルは、は、必要必要にに応応じてじて調整調整できます。それぞれはできます。それぞれは間間にあるにある縦横 2 縦横 2 つのつのセパレータセパレータでで区切区切られており、られており、
中央中央に に Windows Windows のの場合場合はは矢印矢印、Mac 、Mac のの場合場合はは点点がが表示表示されています。それぞれのされています。それぞれのセパレータセパレータをを動動かしてかしてサイズサイズ
をを変更変更することができます。することができます。

設定タブについて
.〔設定〕タブは、DxO PhotoLab のインターフェースの 2 番目のタブで、画像解析と画像補正のツールが全て入っています。
 

 
〔設定〕タブは 4 つのパネルに分かれています：

 
コマンドバー：主に画像の表示方法に利用します。〔フォトライブラリ〕タブのコマンドバーと似ていますが追加されている機1.
能があります。

パレット：ウィンドウの右側に補正ツールが配置されています。このパレットは画面の左側に移動することも可能です。2.

プレビューパネル：画像ブラウザで選択した補正画像を表示します。様々なツールを使った補正効果を確認することがで3.
きます。2 画面表示にして、補正前と補正後の画像を並べて表示することもできます。

画像ブラウザ：すべてのタブで利用できます。プロジェクトやフォルダを参照して読み込んだ画像が表示されます。4.
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補正パレットについて

左から右へ：右側のパレット。PhotoLab の新機能ワークスペース／DxO スタンダード／DxO アドバンス。
 

PhotoLab の新機能ワークスペース

補正パレットの表示は、ワークスペースに応じて変わります。DxO PhotoLab を初めて使う場合やメジャーアップデートの後
（バージョン x.0 へのアップデート）には、PhotoLab [バージョン番号] の新機能ワークスペースと次のパレットが表示されま
す。
（左側）

ヒストグラム （Windows）

移動／ズーム

メタデータ

Advanced History

プリセット エディタ

（右側）

ヒストグラム（Mac）
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PL [バージョン番号] の新機能：そのバージョンの新しいツールのサブパレットがグループ化されています。

基本ツール：画像の補正時に頻繁に使用する可能性が高い基本ツール（トーン補正、ノイズ、ホワイトバランス、コントラ
ストなど）がグループ化されています。

 

〔DxO スタンダード〕と〔DxO アドバンス〕のワークスペース

DxO PhotoLab では 2 種類のワークスペースを利用できます。1 つ目は画像の補正と処理に日常的に使う基本ツールをグ
ループ化したワークスペースです。2 つ目のワークスペースには、PhotoLab のすべてのツールが表示されます。DxO
PhotoLab 4（2020年10月に発売開始）から採用されたこのアプローチにより、一部のツールがそれぞれのパレットと基本ツー
ルパレットの両方に表示される重複を避けることができます（基本ツールパレットはなくなりました）。
 
DxO FilmPack および DxO ViewPoint、またはそのいずれかがコンピューターにインストールされている場合、専用のパレットが
〔設定〕タブの他のパレットの下に表示されます。

DxO スタンダードワークスペース

（左側）

ヒストグラム（Windows）

移動/ズーム

メタデータ

Advanced History

プリセット エディタ

（右側）

ヒストグラム（Mac）

基本ツール：画像の補正時に頻繁に使用する可能性が高い基本ツール (トーン補正、ノイズ、ホワイトバランス、コントラ
ストなど) がグループ化されています。

DxO アドバンスワークスペース

（左側）

ヒストグラム （Windows）

移動/ズーム

メタデータ

Advanced History

プリセット エディタ

（右側）

ヒストグラム（Mac）

ライト：トーン補正、コントラスト、ヴィネットに関するツールが入っています。

カラー：ホワイトバランス、色彩強調、カラーレンダリングなどの色調補正に関するツールが入っています。
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ディテール：ノイズ除去、レンズシャープネス、ダストなど画像のディテール再現に関するツールが入っています。

ジオメトリ：クロップ、水平、ディストーション補正のツールが入っています。

部分調整：部分調整（ブラシ、段階フィルタ、コントロールポイント、自動マスク、消しゴム）を設定できます。

Instant watermarking：透かしのエディターです。

高度な調整

一部のツールでは高度な調整が可能ですが、初期設定では〔非表示〕になっています。表示するには〔オプション表示〕
（Windows）をクリックするか、パレットの右下隅にある〔+〕（または〔-〕）をクリックします（Mac）。

ローカルヘルプ

補正パレットではローカルヘルプも利用できます。ローカルヘルプを表示するには、右上隅にある〔?〕をクリックします。ローカルヘ
ルプでは、そのパレットやツールの役割と機能を説明する文章が表示されます。〔?〕をもう一度クリックすると、ローカルヘルプが非
表示になります。
 

パレットを管理する

 

パレットには同じ目的に使われるツールがグループ化されています。例えば、〔ライト〕パレットには、露光補正やコントラストなどの
補正が含まれています。
 

パレットパレットをを表示／非表示表示／非表示にするには、にするには、パレットパレットののタイトルバータイトルバーををクリッククリックするかするか（Windows （Windows のみ）、のみ）、タイトルバータイトルバーのの左左
にあるにある矢印矢印ををクリッククリックしますします（Windows （Windows と と Mac）。Mac）。

 
デフォルトでは、補正パレットは画面の右側にドックされています。左側には EXIF 情報やプリセットパネル等、画像の解析関
連のパレットが表示されます。これらのパレットはタイトルバーをドラッグすることで、画面内の好きな位置に移動できます。パレッ
トを閉じるには、タイトルバーにある〔×〕をクリックします。
 

 
各パレットのタイトルバーにあるドロップダウンメニューを使って、これらの操作をすることもできます。パレットを開く、閉じる、画面
左側や右側に表示させる、パレットの並び順を変えることなどができます。
 
すべての必要なパレットを画面の片側に寄せることによって、画像プレビュー画面を広く取ることもできます。
 

画面画面プレビュープレビューをを広広くく取取るために、るために、一時的一時的にすべてのにすべてのパレットパレットをを非表示非表示にすることができますにすることができます。Windows 。Windows では、では、パレッパレッ
ト > ト > すべてのすべてのパレットパレットをを表示／非表示表示／非表示にするにする、または、または F9  F9 キーキーをを押押す、す、Mac Mac ではでは、Tab 、Tab キーキーをを押押します。します。
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ユーザパレットの作成（ELITE 版のみ）

自分が使いやすいパレットを簡単に作成できます。
Windows：

パレット > 新規ユーザーパレットの作成を開きます。1.

マイパレットウィンドウで名前を入力します。2.

〔OK〕をクリックすると、新しいパレットが右側の他のパレットの下に表示されます。3.

空のパレットに、よく使うツールをパレット内にドラッグ&ドロップします。4.

よく使うツールを登録したら、他のパレットを全部閉じて、作成したパレットだけ表示しておくことができます。5.

Mac：
表示 > パレット > 新規パレットを開きます。1.

新規パレットウィンドウで、名前を入力します。2.

〔OK〕をクリックすると、新しいパレットが右側の他のパレットの下に表示されます。3.

新規パレットのタイトルバー右にあるアイコンをクリックして、追加したいツールを一度に 1 つづつ選択します。カスタムパレッ4.
トからツールを外したい場合には、同じアイコンを再び開き、チェックを外します。
よく使うツールを登録したら、他のパレットを全部閉じて、作成したパレットだけ表示しておくことができます。5.

カスタムワークスペースの作成

DxO PhotoLab では、お気に入りの作業環境をカスタムワークスペースとして保存しておくことができます。ワークスペースを保
存するには：
 

不要なパレットのタイトルバーにある〔×〕印をクリックして閉じます。1.

必要な場合はカスタムパレットを作成します。2.

新規ワークスペースを保存します。ワークスペース > ワークスペースの保存を選択します。3.

ワークスペースの保存フローティングウィンドウで名前を入力します。4.

〔保存〕をクリックします。5.

 
保存したカスタムワークスペースは以下から利用できます：

ワークスペースメニュー（Windows）

表示 > ワークスペースメニュー（Mac）

 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab をを再起動再起動すると、すると、最後最後にに使用使用していたしていたワークスペースワークスペースがが開開きます。きます。

 
カスタムワークスペースを削除するには：

ワークスペースメニューから削除したいワークスペースを選択し、ワークスペースを削除を選択します。削除の確認画面が開き
ます（Windows）。

〔表示〕メニューからワークスペースを開きます。削除したいワークスペースを選択してから、ワークスペースを削除を選択します。
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削除の確認画面が開きます（Mac）。
 

DxO PhotoLab、〔DxO - DxO PhotoLab、〔DxO - スタンダードスタンダード〕、〔DxO -　〕、〔DxO -　アドバンス〕アドバンス〕ののワークスペースワークスペースはは削除削除できません。できません。

 

補正のフィルタリングと検索

 
〔設定〕タブでは様々なツールのパレットとサブパレットを使用できます。豊富なツールへのアクセスを容易にし、ワークフローを簡
素化するため、DxO PhotoLab ではダイナミックなインターフェイス DxO Smart Workspace を利用できます。これにより、
写真に適用した補正や調整も簡単に見つけることができます。パレットは次の方法で使用できます。

グループごとにツールを表示する6つのボタン (ライト、カラー、ディテール、ジオメトリ、部分調整、クリエイティブ)1.

修正の検索用フィールド2.

お気に入りのサブパレットだけを表示するフィルター3.

アクティブなツールだけを表示する切り替えスイッチ（Mac ではブルー、PC ではグレー）4.

これらのフィルターは組み合わせることができ、パーソナライズしたワークスペースで使用できます。DxO FilmPack および DxO
ViewPoint がインストールしたツールも使用できます。
 

フィルターフィルターとと検索検索は、は、プログラムプログラムをを閉閉じるとじると自動的自動的ににリセットリセットされます。されます。

 
設定グループのボタン

 



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 20

カラーツールグループのフィルター
 



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 21

設定グループのボタンを使うと、該当するツールを表示でき、右側のウインドウにサブパレットとして表示されます。設定グループは
以下の通りです (左から右へ)

ライト：明るさ、コントラスト、マイクロコントラスト、トーンカーブのサブパレットを表示します（DxO Smart Lighting、トー1.
ンカーブなど）。DxO FilmPack がインストールされている場合、一部のツールがここに表示されます。

カラー：カラー補正とカラー処理のサブパレットを表示します (ホワイトバランス、HSL など)。2.

ディテール：ノイズ除去、シャープネスなどのより技術的な補正サブパレットや修正ツール、赤目修正などの特別なツールを3.
表示します。DxO FilmPack がインストールされている場合、粒子、テクスチャ、ブラーなどのクリエイティブツールも表示さ
れます。

ジオメトリ：クロップ、水平、ディストーションなどを調整できます。また、焦点距離、 フォーカス距離などのあまり一般的で4.
はないツールも表示されます。DxO ViewPoint がインストールされている場合、パース補正やミニチュア効果などのツー
ルもここに表示されます。

部分調整：部分調整マスクをコントロールするパレットが表示されます。5.

クリエイティブ：透かしツールや DxO FilmPack および DxO ViewPoint（インストールされている場合）などのクリエ6.
イティブツールが表示されます。

 
修正の検索フィールド （ELITE版）

〔ホワイトバランス〕サブパレットの検索例
 

修正の検索フィールドでは、検索語の一部を入力して簡単に作業を見つけることができます。
検索ではパレット、サブパレット、スライダ、ツールを対象に検索ができますが、ドロップダウンリストのコンテンツは検索対象ではあ
りません。アルファベットで入力する場合、大文字と小文字の区別はありません。
 
検索終了後、〔X〕をクリックすると入力フィールドをリセットできます。
 
サブパレットとお気に入りツール （ELITE版
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お気に入りサブパレットのフィルタリング
 

ツールパレットでは、サブパレットとサブパレット内のツールを「お気に入り」に追加できます。追加するには、サブパレット名の横に
ある星印をクリックします。お気に入りのサブパレットとツールだけを表示する場合、検索フィールドの右側にある〔お気に入り〕ボタ
ンをクリックします。このボタンをもう一度クリックすると、通常の表示に戻ります。
 
アクティブなツールの表示切り替えスイッチ （ELITE版
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アクティブなツールのフィルタリング。
 
切り替えスイッチを使うと、パレット内のアクティブなすべてのツール (画像に適用されている補正）を表示できます（Mac では
ブルー、Windows ではライトグレー）。〔設定〕タブの右側のウインドウで右上に表示される切り替えスイッチをクリックすると、ア
クティブなツールだけが表示されます。これにより、例えば、使用したツールや補正を簡単に確認することができます。このボタンを
もう一度クリックすると、通常の表示に戻ります。
 
補正のコピー＆ペースト
多数の写真の作業をする場合など、画像の補正をコピーし（参照元）、他の写真に適用すると (適用先。複数枚の写真の
場合も含む)、生産性を大きく向上できます。DxO PhotoLab では複数のコピー＆ペーストモードを利用できます。これにより、
作業スピードがアップするだけでなく、精度を高めることもできます。以下のようなオプションがあります。
 

写真提供： Sindy Thomas
補正設定のコピー＆ペーストの様々なオプション。

画像の選択
参照画像の補正を別の画像にコピー＆ペーストするには：

画像ブラウザで参照画像を右クリックして選択し、コンテキストメニューを開きます*。

コンテキストメニューで、〔補正設定をコピー〕を選択します。

次に、画像ブラウザで適用先の画像を右クリックし、選択可能な〔ペースト〕モードの1つを適用します。

参照画像の補正を選択した複数の画像にコピー＆ペーストするには：

画像ブラウザで参照画像を右クリックして選択し、コンテキストメニューを開きます*。

コンテキストメニューで、〔補正設定をコピー〕を選択します。

画像ブラウザで適用先の複数の画像を選択し （1 つ目の画像をクリックした後、〔Shift〕+クリックで一連の写真を選択
するか、〔Ctrl/Cmd〕+クリックで必要な写真を選択）、右クリックして〔ペースト〕モードを選択し、補正を適用します。

 

*〔フォトライブラリ〕タブ*〔フォトライブラリ〕タブおよび〔および〔設定〕設定〕タブタブの〔の〔画像〕画像〕メニューメニューをを使使うこともできます。このうこともできます。この場合、参照元画像場合、参照元画像ののサムネイサムネイ
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ルルををクリッククリックして、して、事前事前にに選択選択します。します。

重要重要：適用先：適用先のの画像画像にすでににすでに補正補正やや調整調整がが適用適用されているされている場合、場合、コピー＆ペーストコピー＆ペーストをするとこれらのをするとこれらの補正補正やや設定設定
はは上書上書きされます。きされます。

〔ペースト〕モード
参照画像から補正をコピーすると、コンテキストメニューに次の〔ペースト〕モードが表示されます。

全ての補正設定を貼り付け：全体補正や部分調整を含む参照画像のすべての補正が、適用先画像に適用されます。

選択された補正をペーストする...：このモードについて詳しくは、以下の「選択ペースト」の段落をご覧ください。

ローカル補正をペースト：部分調整ツール (ブラシ、コントロールポイント、段階フィルタ、自動マスク、消しゴム) を使って実
行された補正だけをペーストします。参照元の画像に全体補正が適用されている場合でも、部分調整ツールを使った補正
だけがペーストされます。

全体補正をペーストする：参照元の画像に部分調整が適用されている場合でも、全体補正だけをペーストします。

 
選択ペースト

ペーストする補正設定の選択ウインドウ
 

〔選択された補正をペーストする...〕モードを選択すると、適用する補正や設定を正確に選択できるダイアログボックスが開きま
す。ここでは、DxO PhotoLab で画像を開いたときに適用される補正が事前選択されています (チェックボックスからチェックマー
クを外すと、該当する補正を非アクティブにできます。Mac ではブルー、Windows ではライトグレーで表示されています)。他の
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補正を追加するには、該当するチェックボックスにチェックマークを入れます。選択したら、〔ペースト〕をクリックして補正を適用しま
す。
 
補正はカテゴリー別に表示されます。カテゴリーは〔設定〕タブのパレットに対応しており、部分調整と透かしのオプションも選択で
きます。1 つのカテゴリーのすべての補正オプションが選択されていない場合、そのカテゴリーのチェックボックスがアクティブになり
(Mac ではブルー、PC ではライトグレー)、〔-〕が表示されます。
 
このダイアログボックスには、次のボタンもあります。

リセット：アクティブな補正の選択を、DxO PhotoLab で画像を開いた際に適用される自動補正の状態に戻します。

すべてを選択：提案されている補正をすべて選択できます。

すべてを選択解除：DxO PhotoLab で画像を開いた際に適用される自動補正を含め、ダイアログが提案する補正をす
べて選択解除できます。

キャンセル：補正ペーストをキャンセルして、ダイアログボックスを閉じます。
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画像の表示
コマンドバー

Exif

ライブレビュー（Windows）

コマンドバー
コマンドバーは DxO PhotoLab のタブを切り替えたり、画像のプレビュー方法やズーム率などを選択できます。またプリセット適
用のメニューもあります。
 

Windows

Mac
1. タブ選択：〔フォトライブラリ〕タブと〔設定〕タブ間を移動できます。
 
2. 表示モード：　

 比較：補正前画像と補正のプレビュー画像を前後に交互に表示します。キーボードショートカット ［Ctrl］
+ D（Windows）または D を使うこともできます（参照画像は、ショートカットキーやマウスボタンを押している間表示さ
れます）。

 参照画像の選択ドロップダウンメニュー：比較用に参照画像を選択できます（ファイルまたはバーチャルコピー）。

 並列表示（Windows）：補正前と後の画像を並べて表示することができます。

 全画面表示（プレビュー）：画像を全画面に表示します。全画面表示モードを終了するには、[Esc] キー
（Windows）か、[Esc] キー（Mac）を押します。

 
 

写真写真フィルタフィルタのの全画面全画面プレビュープレビューは、「は、「ベストベストなな画像画像ををフィルタフィルタしてして選択選択するする」ページ」ページでごでご確認確認ください。ください。

3. 画像表示サイズ：

 ズームフィット：このボタンをクリックすると、表示エリア内に画像がフィットするサイズになります。

 1:1：このボタンをクリックすると、100% 表示（画像の 1 画素：スクリーン上の 1 ピクセル）になります。

http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
http://help-photolab2.dxo.com/filter-et-selectionner-les-meilleures-images
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 ズームレベル：〔1：1〕ボタンをクリックした後、ドロップダウンメニューからズーム設定を変更できます（25／50
／75／100／200／400%）。

 
 
4. プリセット：

プリセット適用：ドロップダウンメニュー内にプリセットを適用したサムネイル画像が表示され、この中からプリセットを選択
できます。

補正設定のリセット：　選択された画像の補正設定をデフォルトにリセットします。

画像の情報
フォトライブラリタブや設定タブでサムネイルにマウスのポインターを数秒置くと、フローティングウィンドウが開き、写真の情報を一
目で確認できます。これらの情報には、以下が含まれます（上から下に）。

ソース画像 : ファイル名と拡張子、コンピュータでのパス、種類（RAW、JPEG 形式など）1.

EXIF 情報 : カメラ（ブランドとモデル）、サイズ（写真の縦横ピクセルサイズ、ファイルサイズ（MB））、撮影日（日2.
付と時間）、ISO 感度、露出時間（スピード）、フラッシュのあるなし、レンズ（焦点、最大絞り）、焦点距離
（mm）、絞り（絞りの値）。

DxO Photolabでの処理 : DxO 光学モジュールと処理のステータス3.

キーワード4.

ウィンドウを閉じるには、ポインターをサムネイルから外します。

 

ライブレビュー（Windows）
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ライブレビュー機能では、DxO PhotoLab 外の一般フォルダに追加された新しい画像（参照ブラウザで選択されたフォルダで
コンテンツが画像ブラウザに表示されているもの）を自動的に表示することができます。例えば、Windows ブラウザでフォルダに
新しい画像を追加した場合、それらの画像は DxO PhotoLab の画像ブラウザに自動的に表示されます。
 
 
ライブレビュー機能を有効にするには、〔フォトライブラリ〕タブまたは〔設定〕タブの表示メニューで〔Live Review〕をクリックします。
有効になっている場合は横にチェックマークが表示されます。無効にするには、〔Live Review〕をもう一度クリックします。
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画像の管理と検索
参照ブラウザ

検索機能

参照ブラウザ
参照ブラウザは〔フォトライブラリ〕タブだけで使用することができ、コンピュータやドライブ内のフォルダを参照したり、DxO
PhotoLab のデータベース内のプロジェクトを参照できます。
 
Windows 版では、3 つのセクションに分かれています。

画像検索：検索条件入力フィールド、検索結果一覧、フォルダのインデックス作成1.

フォルダ：ディスクとフォルダのツリー表示2.

プロジェクト：DxO PhotoLab のプロジェクトリスト3.

 

Mac 版では、Finder のサイドバーの分類区分に準じます。
画像検索：検索条件入力フィールド、検索結果一覧1.

デバイス：ディスクとフォルダのツリー表示2.

共有：Mac を使って共有されたボリューム、デバイス、フォルダの一覧3.

よく使う項目：Mac でよく使うフォルダの一覧4.
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参照ブラウザ（左側は Windows、右側は Mac）

フォルダの管理
フォルダを参照する（初期設定）
フォルダ内の内容を表示するには、参照ブラウザ（1）の中でフォルダを選択します。画像ブラウザ（2）内で、フォルダ内の画
像がすぐに表示されます。コンピュータ、接続されているハードディスク、接続されているサーバに保存されているフォルダの内容に
もアクセスできます。
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参照参照ブラウザブラウザのの表示／非表示表示／非表示はは、〔表示〕、〔表示〕メニューメニューのの〔画像〔画像ブラウザブラウザをを表示表示する／する／隠隠す〕す〕コマンドコマンドでで選択選択できます。できます。

フォルダの新規作成と名称設定
Windows では、フォルダを新規作成するには、フォルダを追加したいフォルダ内で右クリックをし、表示されるコンテキストメニュー
内で〔新規フォルダ作成〕を選択します。新規フォルダが作成され、参照ブラウザ内に表示されます。名称を設定するには、コン
テキストメニューの〔フォルダ名の変更〕オプションを選択します。
 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab 内内でで新規新規フォルダフォルダをを作成作成すると、すると、同時同時ににハードディスクハードディスク上上にに新規新規フォルダフォルダがが作成作成されます。されます。実際実際にに
作成作成されたどうかをされたどうかを確認確認するためにはするためには、Windows 、Windows ではではコンテキストメニューコンテキストメニューからから、Windows 、Windows エクスプローラエクスプローラでで開開くくをを
選択選択するかするか、Mac 、Mac ではでは Finder  Finder をを通通してください。してください。

 

画像のコピーと移動
Windows でフォルダ内の 1 枚または複数の画像をコピーしたい場合、画像ブラウザ内で該当する画像のサムネイルを選択し、
コピー先のフォルダにドラッグ&ドロップします。Mac の場合、同様の操作を［Alt］キーを押したまま行います。Windows でフォ
ルダ内の 1 枚の画像を移動したい場合、画像ブラウザ内で,該当する画像のサムネイルを選択し、移動先のフォルダに
［Shift］キーを押したままドラッグ&ドロップします。Mac の場合、移動先のフォルダにドラッグ&ドロップします。
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検索機能
 
DxO PhotoLab では、組み合わせ可能な複数の検索条件を使用して、簡単に必要な画像を見つけることができます。この
検索機能には、プログラムが使用するデータベースにすべての情報を再登録するフォルダコンテンツのインデックス作成ツールが使
用されており、検索とクエリ結果表示のスピードが速くなります。
 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab ののインデックスインデックス作成機能作成機能ははプログラムプログラム内部内部のの機能機能で、で、インデックスインデックスははプログラムプログラムののデータベースデータベースにに蓄蓄
積積されますされます。Windows 。Windows およびおよび Mac OS  Mac OS の の OS OS ののインデックスインデックス機能機能からから独立独立したした機能機能です。です。

 

フォルダコンテンツのインデックスを作成する（Windows）

検索機能を最大限に活用するには、DxO PhotoLab に画像フォルダコンテンツのインデックス作成を許可する必要があります。
これには、2 種類の方法があります。
 

フォルダを開いたり作業をするたびに、インデックスが自動的に作成されます。1.

分析機能を使って、マニュアルでインデックス作成を開始できます。この方法は DxO PhotoLab を使い始めたばかりのユー2.
ザーに適しています。

インデックスが作成されたら、次の段落で説明されている方法で検索を始めることができます。
 
マニュアルでフォルダのインデックスを作成するには、画像検索セクション（Windows）に進むか、参照ブラウザの入力フィール
ド（Windows／Mac）に移動します。

〔フォルダのインデックス付け〕をクリックするか（Windows）、［+ フォルダのインデックス付け］ラベルの隣にあるフォルダ1.
のアイコンをクリックします（Mac）。

ダイアログボックスでボリューム（ハードディスク）かインデックス作成するフォルダ（サブフォルダもインデックス化されます）を2.
選択します。

〔OK〕（Windows）または［開く］（Mac）をクリックします。3.

画像検索セクションにプログレスバーが表示されます。プログレスバーが消えると、インデックス作成は終了です（必要な時4.
間は選択したボリュームサイズとコンテンツによって異なります）。
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インデックス作成（Windows）

 

インデックス作成 （Mac）
 

インデックスインデックス作成作成とと検索検索ははフォルダレベルフォルダレベルだけでだけで機能機能します。します。プロジェクトコンテンツプロジェクトコンテンツはは対象外対象外です。です。

 

検索条件を使用する 

 
次の条件を使用して検索を実行できます。
 

EXIF データ（シャッタースピード、絞り、ISO 感度、焦点距離）1.

日付2.

フォルダ名（Windows）3.
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ファイル名4.

ファイルの拡張子種類（Mac）5.

レーティング6.

キーワード7.

 
検索を実行するには、画像の検索フィールドに入力を始めます。例えば「100」と入力すると (1)、ISO 感度 100（ISO
100）、焦点距離（100 mm）、シャッタースピード（1/100s）など、数字の 100 を含む項目と該当画像数のリスト
(2) が提案されます。希望する条件をクリックして（ 0 が表示されていない場合）確定し(3)、ファイルブラウザに画像をロード
して表示します (4)。これにより、選択した画像からプロジェクトを作成することができます。使用済みの検索条件は参照ブラウ
ザのツールバーにも表示されます (5)。
 

検索（Mac）
 
検索には複数の条件を追加できます。1つ目の条件を確定した後、2つ目の条件を入力（6）して必要であれば確定し、さら
に条件を追加することもできます。確定した条件は入力フィールドの下にリスト形式で表示されます。
条件の1つを削除するには、入力フィールドをクリックしてキーボードの［Enter］キーを押します。入力フィールドをリセットするに
は、条件をクリックし、必要な回数だけ［Enter］キーを押します。
 

 
最近の 5 件の検索を記憶（左は Windows、右は Mac）。
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DxO PhotoLab の〔最近の検索〕メニューには最近の 5 件の検索が記憶されています（7）。〔最近の検索〕メニューは入
力フィールドをクリックするか（Widnows ）、最近の検索セクション（8）をクリックすると（Mac）表示されます。最近の検
索が 5 件を超える場合、最新の検索がリストに追加され、一番古い検索は自動的に削除されます。
条件の 1 つを削除するには、入力フィールドをクリックしてキーボードの［Enter］キーを押します。入力フィールドをリセットする
には、条件をクリックし、必要な回数だけ［Enter］キーを押します。
入力フィールド右側の［X］ボタンは、入力内容をリセットします。Windows ではさらに、最新の検索を確定して記憶します
（9）。
 
また、表示対象の画像数が最大数（1000枚）を超えた場合、表示対象の画像数が検索リストのブルーのバンド上に表示
され（10）、画像ブラウザにメッセージが表示されます（11）。その場合、検索条件を増やして検索を絞り、表示対象の画
像数を減らしてください。
 

 
 
 

 
表示される画像が多すぎる場合、メッセージが表示されます。

 

キーワードを使って画像を検索し、収集する

キーワードを使って画像を探すには、検索フィールドにキーワードを入力し始め（入力を始めると、フィールドがキーワードを提案
します）、［Enter］キーで確定します。ファイルブラウザが、そのキーワードが割り当てられた画像を表示します。検索は親キー
ワードだけでなく、子キーワードでも可能ですが、親キーワードはメタデータパレットでは表示されません。
 
検索には、複数のキーワードを入力することもできます。提案されるリストにフォルダ名など他の情報が含まれる場合、キーワード
の上下の矢印を使ってキーワードを移動し、［Enter］キーで確定します。リストでは、キーワードは鍵を示すアイコンを使って
表示されます。
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該当する画像を収集できたら、それらの画像を 1 つのプロジェクトにまとめることができます。
 

 
検索フィールドをリセットするには、［X］をクリックします。

DxO PhotoLab DxO PhotoLab ののキーワードキーワードについてもっとについてもっと詳詳しく。しく。

https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--16
https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--4
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画像の表示と作業

画像ブラウザ
画像ブラウザには、左側の参照ブラウザで選択されたフォルダやプロジェクト内の画像が表示されます。画像ブラウザで画像を 1
枚選択すると、その画像がメイン画面の一番大きいウィンドウにプレビューされます。
 

画像ブラウザで選択された画像の表示

画像ブラウザ（ドックされた状態）
〔フォトライブラリ〕タブでは、デフォルトで画像ブラウザのコンテンツは横並びでサムネイルとして表示されます。画像ブラウザとプレ
ビュー間のセパレートバーを移動すると、まずサムネイルは拡大し、上方向に引き続けるとサムネイルは複数行で表示されます。
もちろん、プレビュー画像のサイズは自動的に調整されます。サムネイルが複数行に表示されると、コマンドバーにサムネイルのサ
イズ調整カーソルが表示され、マウスボタンを使ってサムネイルの罫線を縦に動かすことができます。
 
サムネイルの表示を 1 行に戻すには、セパレートバーをドラッグして下方向に移動させます。
 

罫線形式罫線形式でのでのサムネイルサムネイルのの表示表示は、〔は、〔フォトライブラリ〕タブフォトライブラリ〕タブだけでだけで使用可能使用可能です。です。
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画像ブラウザを切り離す（アンドックする）
セカンドモニタを利用している場合など、画像ブラウザを切り離して利用すると便利です。

画像ブラウザを切り離すには、表示メニューから画像ブラウザをアンドックするを選択します（または［Ctrl/Cmd］+ U）。

画像ブラウザを再びドックするには、表示メニューから画像ブラウザをドックするを再び選択します（または［Ctrl/Cmd］+
U）。
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切り離された画像ブラウザはフローティングウィンドウとして表示されるので、セカンドモニタ上など、どこにでも移動することができま
す。画像ブラウザを移動すると、メインのプレビューエリアを広く使えます。切り離された画像ブラウザウィンドウのサイズは自由に変
更でき、スクロールボタンは右側に縦方向に表示されます。ナビゲーションボタンも用意されており、コマンドバーにあるスライダを
使って、サムネイルサイズを調整できます。

画像ブラウザのコマンドバー

画像ブラウザのコマンドバー（上は Windows、下は Mac）
 

ソートとフィルタのオプション：1.
 ソート：画像ブラウザ内の並び順の条件を選択できます（後述の「画像のソート」の部分を参照してください）。
 フィルタ：表示フィルタを選択するボタン（後述の「画像のフィルタ」の部分を参照してください）。

選択フォルダ名またはプロジェクト名、および検索に使用した条件の再表示、選択またはマウスポインターがかかっている画2.
像のファイル名。

画像点数 : 画像ブラウザで選択した画像点数および選択したフォルダまたはプロジェクトの合計画像点数（Mac）。あ3.
るいは、選択したフォルダまたはプロジェクトの合計画像点数および画像ブラウザで選択した画像点数（Windows）。

サムネイルのサイズカーソル：左側に動かすと小さくなり、右側に動かすと大きくなります。4.

Nik Collection ランチャーボタン：Nik Collection のプラグインに画像を転送できます。5.

 エクスポートとエクスポートプログレスボタン：〔エクスポート〕ボタンではエクスポートモードを選択できます。〔エクスポートプ6.
ログレス〕ボタンはエクスポートの進捗状況を表示します（クリックすると、エクスポートの詳細がフローティングパレットに表示
されます。エクスポートが開始しない限り、プログレスボタンは表示されません）。

 

画像画像ブラウザブラウザがが切切りり離離されているされている場合場合は、は、コマンドバーコマンドバーににサムネイルサムネイルののサイズサイズがが変更変更できるできるスライダスライダがが表示表示されます。されます。

画像ブラウザの情報メッセージ
画像ブラウザが空の場合、表示できる画像が無いことを知らせるメッセージが表示されます。画像ブラウザが空になる主な理由
は以下の通りです：

フィルタ条件にあった画像がフォルダ内にない。

フォルダ内に画像がない。
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画像ブラウザを使って画像をフィルタする
 
画像ブラウザに表示するサムネイルにフィルタをかけることができます。項目にチェックがかかっていない場合は、その条件に該当す
る画像は表示されません。利用可能なフィルタボタンの上から順に：

Windows：

画像の種類：RAW または RGB（RAW 以外の対応ファイル形式）、DxO PhotoLab で処理された画像。

ノイズ除去：高画質または PRIME ノイズ除去 エンジンのどちらかを使って処理する画像。

選択ステータス：保存された画像、拒否された画像、選択ステータスなしの画像。

レーティング：*0 から 5 までの星マークの数。

リセット：フィルタをリセットしてデフォルト設定に戻します（すべての画像を表示します）。

Mac：

リセット：フィルタをリセットしてデフォルト設定に戻します（すべての画像を表示します）。

画像の種類：RAW または RGB（RAW 以外の対応ファイル形式）、DxO PhotoLab で処理された画像。

光学モジュールのステータス：モジュールが利用可能かどうか、モジュールの曖昧性等。

処理ステータス：処理負荷、処理待機中、処理中、未処理画像、処理エラー画像。

レーティング*：0 から 5 までの星の数。

ノイズ除去 ：高速処理または PRIME ノイズ除去 エンジンのどちらかを使って処理された画像。

 
* プレファレンス ＞ サムネイル＞アイコンを表示設定ができます。
 

フィルタフィルタをを実行実行すると、すると、ソフトウェアソフトウェアをを再起動再起動したした後後もも有効有効です。です。

サムネイルアイコン
通常、画像ブラウザ内のサムネイルには、画像ファイル名、または画像エクスポート中のアイコンだけが表示されます。問題がある
場合、それを知らせるアイコンが同時に表示されます。
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DxO 光学モジュールのステータスアイコン：画像に関連した DxO 光学モジュールの状況を表しています：1.

 利用可能な DxO 光学モジュール無し。

 DxO 光学モジュールのダウンロードが可能。2.

 DxO 光学モジュール曖昧性あり（アイコンをクリックすると正しい DxO 光学モジュールを選択するダイアログボックス
が表示されます.互いによく似たレンズの場合などです。）

 DxO 光学モジュール曖昧性が解決済み。

処理タグ：処理タグの 〇 はデフォルトでは無効になっています。処理可能タグ（緑の 〇）と非処理タグ設定（赤の3.

〇）があります。どちらのタグもついていない場合は、〇〇 はグレーのままです。

 処理ステータスアイコン:以下に示すアイコンが各画像の実際の処理ステータスを表しています：4.

 画像の処理ステータス：
- エクスポート後に画像の補正内容が変更（Windows のみ）。
- 処理不可（画像サイズが小さすぎたり、画像形式がサポートされていない場合、例えばサポートされていないカメラの
DNG 画像）

すでに処理が完了。

 処理時にエラー。

 現在処理中の画像。

 処理待ちの画像。

バーチャルコピー：バーチャルコピーを作成した場合の番号（1、2、3等）が表示されます。1番は元画像です。5.

削除アイコン：元画像をディスクから削除する,またはバーチャルコピーを画像ビューワーから削除します。6.

レーティングアイコン：画像のレーティングを 0 から 5 の星マークの数で表示します。7.

PRIME.：エクスポートの際に PRIME ノイズ除去エンジンが実行される画像に表示されます。8.

 

サムネイルサムネイル上上ににマウスカーソルマウスカーソルをを移動移動したときにしたときに現現れるれるアイコンアイコンのの表示／非表示表示／非表示ををプリファレンスプリファレンス内内でで設定設定できます。できます。

インターフェースの最大化（Windows）
 
インターフェースを最大化すると、パーソナライズ画面でもフォトテックタブでも DxO PhotoLab を画面全体に表示できます。
上部のメニューバーは表示されず、画像ブラウザは非表示になります（Windows のタスクバーは表示されます）。
 
このモードにアクセスするには、〔表示〕メニューに進み、〔インターフェース最大化）を選択するか、［F12］キーを押します。こ
の表示モードを終了する場合も、操作は同じです。

http://help-op10.dxo.com/ja/%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9-menus-and-preferences-microsoft-windows
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通常表示
 

〔インタフェース最大化〕コマンド
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最大化されたインターフェース
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ベストな画像のフィルタと選択
全画面表示モードで画像を選択する

 

全画面表示モードを使って画像を選択する
 
 
全画面表示モードは、画面にインターフェースの他の要素を表示せず、画像だけを表示することで、補正後の画像と参照画像
（補正前の画像、バーチャルコピー等）を比較したり、レーティングや処理タグをつける操作を快適に行うことができます。
 

画像の全画面表示モード
 
全画面表示を有効にする方法

 

コマンドバーの アイコンをクリックする。

表示メニュー＞画像の全画面表示を選択する。
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キーボードショートカット［F11］キー（Windows）、または ［Cmd］+［Shift］+ F（Mac）を使う。

画像画像のの全画面表示全画面表示モードモードは、〔は、〔フォトライブラリ〕タブフォトライブラリ〕タブと〔と〔設定〕設定〕タブタブからから利用可能利用可能です。です。

 
画像ブラウザに関して
 

画像を一枚一枚移動するには、キーボートの矢印キーの右と左を使います。

画像を削除するには、［Delete］ キーを押すか（Windows）、［Cmd］+［Delete］キーを押します（Mac）。

画像をプレビュー画面にズームフィットで表示するには、［F3］キー（Windows）、または ［Cmd］ + 0 キー（Mac）
を押します。

ズーム率 100%で表示するには、F4 キー（Windows）を押すか、 ［Cmd］ + 1キーを押します（Mac）。

ズームフィット モードと ズーム率 100% モードを交代で表示するには、画像の上でダブルクリックをします。

Windows では、画像の全画面表示モード使用時に画面上で拡大ズームをすると、ナビゲータ画面にルーペが表示されます。
ナビゲータ画面を表示／非表示にするには画面右下のボタンをクリックします。画像内でズームすると、ナビゲータ画面にルーペ
が表示され、ルーペの四角を移動して画像内を移動することができます。
 
処理タグ付けとレーティング
 
画面中央下の矢印アイコンをクリックすると、画像形式と画像ファイル名、そして処理タグと画像レーティングが表示されているツー
ルバーが現れます。このツールバーを隠すには同じ矢印アイコンを再度クリックします。
 

 

処理タグをつけるには、画像下に表示されている処理タグ右の 〇 印をクリックします。左は処理可能タグ設定（緑の 〇）
で、右は非処理タグ設定（赤の 〇）ができます。一旦設定した 〇 の上で再びクリックすると設定を解除できます。

 

処理タグの設定は、7 キー（処理可能タグ）と 8 キー（タグなし）と 9 キー（非処理タグ）でも行うことができます。

画像に 1 から 5 までのレーティングをつけるには、星マークをクリックするか（Windows）、点をクリックします（Mac）。
キーボードの上下の矢印キーか、1 から 5 までの数字キーを使ってレーティング設定ができます。0 キーをクリックするとレー
ティングをリセットできます。
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Adobe Lightroom Adobe Lightroom をを使使っているっている方方は、は、P P キー（キー（処理可能処理可能タグタグ）、U ）、U キー（キー（取消取消し）し）、X 、X キー（キー（非処理非処理タグ）タグ）
をを使使うことができます。うことができます。

 

画像比較
画像の全画面表示モードでは、2 つの比較方法があります。スピード比較は、2 枚の画像を交互に表示し、1 画面 2 分割
プレビューでは、スライド可能な境界線がついています。また、画像比較のための参照画像を選択することも可能です。
 

スピード比較

補正前の画像と補正後の画像を瞬時に比較する場合、ツールバーの右側から 2 番目の〔スピード比較〕ボタンをクリックします。
ショートカット [Ctrl+D]（Windows）と[D]（Mac）も使えます。
 

1 画面 2 分割プレビュー

1 画面 2 分割プレビューボタンをクリックすると、画像上にスライド可能な境界線が表示されます。境界線は、左右どちら方向
にも完全に移動可能です。境界線の左側が補正前の画像、右側が補正後の画像になります。
 
1 画面 2 分割プレビューボタンの上にマウスを持ってくると、2つ目のボタンが表示されます。このボタンをクリックするか、境界線
のハンドル上でダブルクリックすると、左右 2 分割を上下 2 分割に変更できます。この場合、境界線の上側が補正前の画像、
下側が補正後の画像になります。
 
1 画面 2 分割プレビューをやめるには、ツールバーの 1 画面 2 分割プレビューボタンをクリックします。
 

ズームズーム率 100 %表示率 100 %表示を、を、スピードスピード比較比較と 1 と 1 画面 2 分割画面 2 分割プレビュープレビューのどちらでものどちらでも利用利用できます。できます。

参照画像との比較

画像の全画面表示モードは、補正された画像と、例えばバーチャルコピーなどの別の補正を施した画像や補正処理をしてエク
スポートした画像を比較することができます。
ツールバーの右端の矢印をクリックし、メニューから比較したい画像を選択します。
 
 
別の画像を参照している時、スピード比較や 1 画面 2 分割プレビューも可能です。この場合、参照する画像が左（上下分
割の場合は上）になります。
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撮影時パラメータの表示
 
選択した画像の EXIF 情報を表示するには、画面の右下のボタンをクリックするか、キーボードの  I キーを押します。再度クリッ
クすると非表示になります。
 

 
キーボードショートカットの早見表
 
画像の全画面表示モードでのキーボートショートカットのリストは、画面右下の [?] マークをクリックすると表示されます。ま
た、F1キー（Windows）と Cmd + ? キー（Mac）も同様に使えます。
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プロジェクトのワークフロー管理
プロジェクトでの管理

プロジェクトには様々な元画像を含めることができます。撮影日やカメラの種類、レンズ、シャッタースピード、露出度その他で管
理できるだけでなく、CD-ROM や DVD、ハードディクスなど別々の保存場所にある画像を一カ所で管理することもできます。
 

プロジェクトプロジェクトは［は［ファイル ］> ［ファイル ］> ［前回前回のの画像参照場所］画像参照場所］からもからも開開けます。けます。

プロジェクトの参照

Windows では、参照ブラウザのプロジェクトセクションで参照したいプロジェクトをクリックします。プロジェクトの内容が画像ブラ
ウザ内でサムネイルとして表示されます。プロジェクトな名称の横に表示されている数字は、プロジェクト内に入っている画像の数
を示しています。Mac では、プロジェクトは参照ブラウザのフォルダツリーの一部として表示されます。
 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab をを最初最初にに起動起動するする時、時、プロジェクトプロジェクトののリストリストはは空空です。です。

画像画像のの検索機能検索機能ははプロジェクトプロジェクトではでは使使えません。えません。

プロジェクトの新規作成と削除

Windows で新規プロジェクトを作成するには、プロジェクトセクションの一番上にある〔+新規プロジェクトを作成〕ボタンをクリッ
クします。新規プロジェクトがリストに追加され、直接名称設定をすることができます。Mac では、参照ブラウザのフォルダツリー
内のプロジェクト名をクリックします。次に参照ブラウザの下のコマンドバーの〔+〕ボタンをクリックします。フォルダツリー内に新規プ
ロジェクトが表示されたら、直接名称設定をすることができます。
 

 
複数の画像を選択して新規プロジェクトを作成する場合、画像ブラウザ内で画像を選択して、右クリックをして〔現在選択され
ている画像からプロジェクトを作成する〕コマンドを選択します。Windows では、参照ブラウザのプロジェクトセクションに新規作
成されたプロジェクトが追加されます。追加されたら名称を設定します。Mac では、新規作成されたプロジェクトの名称を入力
するためのダイアログボックスが表示されます。
 

プロジェクトプロジェクトははアルファベットアルファベット順順にに並並んでいますが、いつでもんでいますが、いつでも名称名称をを変更変更することがすることが可能可能です。です。プロジェクトプロジェクト名名のの上上ででダブダブ
ルクリックルクリックするか、するか、右右クリッククリックをしてをしてコンテキストメニューコンテキストメニューから〔から〔プロジェクトプロジェクトのの名称変更名称変更〕を〕を選択選択します。します。
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Windows でプロジェクトを削除するには、リストからプロジェクトを選択し、  アイコンをクリックするか、プロジェクト名の上で右
クリックをし、コンテキストメニューから〔選択されたプロジェクトの削除〕を選択します。操作の確認をするためのダイアログボックス
が開きます。Mac では、参照ブラウザのフォルダツリーのプロジェクト名をクリックします。次に参照ブラウザの下のコマンドバーの〔-〕
ボタンをクリックします（操作の確認をするためのダイアログボックスが開きます）。

既に作成されたプロジェクトに画像を追加

すでにあるプロジェクトにさらに画像を追加する場合は、画像ブラウザで画像を選択して（Ctrl +クリック、または Shift + クリッ
ク）、または右クリックしてコンテキストメニューから〔現在選択されている画像をプロジェクトに追加〕を選択します。メニューから
既存のプロジェクトを選択することもできます。全てのプロジェクトを表示でフローティングウィンドウ内に既存のプロジェクトをすべて
表示することができます。
 

プロジェクトプロジェクトをを開開いてからいてから、Windows 、Windows エクスプローラエクスプローラ（Windows）、（Windows）、またはまたは Finder（Mac） Finder（Mac）からから画像画像ををドラッドラッ
グ&ドロップグ&ドロップすることもできます。することもできます。

 
プロジェクトに画像を追加するのに、ドラッグ&ドロップを利用できます。画像ブラウザ内で追加したい画像のサムネイルを 1 枚ま
たは複数選択し、追加したいプロジェクトの名前にドラッグ&ドロップします。
 

現在選択現在選択されているされている画像画像からからプロジェクトプロジェクトをを作成作成する、する、現在選択現在選択されているされている画像画像ををプロジェクトプロジェクトにに追加追加のどちらも、のどちらも、選選
択、設定択、設定タブタブ内内でで画像画像メニューメニューからから開開くことができます。くことができます。

 
画像ブラウザのコマンドバーには、左から右に、選択したプロジェクト名、選択している画像のファイル名（Windows のみ）、
選択した画像点数、プロジェクト内の画像点数が表示されています。プロジェクト内には何点でも画像を追加できます。また同
じ画像を異なるプロジェクトに追加することもできます。
 

複数複数ののプロジェクトプロジェクトにに画像画像をを追加追加しても、しても、画像自体画像自体はは複製複製されません。されません。複数複数ののプロジェクトプロジェクトにに同同じじ画像画像をを追加追加していしてい
るる時、例時、例えば 1 つのえば 1 つのプロジェクトプロジェクトからから画像画像をを削除削除しても、しても、他他ののプロジェクトプロジェクトからはからは削除削除されません。またされません。またプロジェクトプロジェクトからから
画像画像をを削除削除しても、しても、オリジナルオリジナルのの元画像元画像はは保存保存してあるしてあるディスクディスクからから削除削除されません。されません。複数複数ののプロジェクトプロジェクトにに追加追加されされ
ているている画像画像をを補正補正すると、そのすると、その画像画像がが追加追加されているすべてのされているすべてのプロジェクトプロジェクト内内でで変更変更されます。1 つのされます。1 つの画像画像でで異異なるなる
補正設定補正設定をしたいをしたい場合場合には、には、バーチャルコピーバーチャルコピー機能機能をを使使います。います。

 

プロジェクトをフィルターする

プロジェクトリストが長い場合、次の条件を使ってフィルターをかけることができます。
 
Mac (ソースエクスプローラーの下のバーで［プロジェクトのソート］ボタンをクリックします）



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 52

名前によるソート

最終変更日によるソート

作成日によるソート

PC (ソースエクスプローラーのプロジェクトセクションの上にあるバーで［A/Z］ボタンをクリックします）

名前

作成日

変更日
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バーチャルコピー
バーチャルコピーについて

バーチャルコピーは元画像と同じ画像がコピーされ、それぞれ異なる設定ができるようになります。バーチャルコピーは同じ画像か
ら設定を試してみたい数だけいくつでも作成することができます。
 

バーチャルコピーの作成と削除

バーチャルコピーの作成：
画像ブラウザ内で参照画像（マスター）を選択します。1.

サムネイル上で右クリックして、コンテキストメニューから〔バーチャルコピーを作成〕を選択します。画像メニュー内にも同じ機2.
能が用意されています。またはキーボードショートカット Ctrl + J（Windows）、⌘ + D（Mac）を利用できます。

画像ブラウザ内の参照画像のサムネイルの横に新しいサムネイルが表示されます。新しいバーチャルコピーがデフォルトで選3.
択されます。

参照画像のサムネイルには左下に「M」（Master）と表示されます。バーチャルコピーのサムネイルには同じ場所にシーク4.
エンス番号「1」が表示されます。（各バーチャルコピーには作成順に「2、3、4、5」と表示されます）。
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バーチャルコピーバーチャルコピーは、は、プロジェクトプロジェクトにに登録登録したり、したり、プリセットプリセットのの適用、処理、適用、処理、プリントプリントなど、など、通常通常のの元画像元画像とと同同じようにじように扱扱
えます。えます。

 
バーチャルコピーの削除:

画像ブラウザ上で右クリックします。1.

キーボードの [Delete] キーを押します。2.
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プロジェクトプロジェクトをを使使っているっている場合場合にはにはバーチャルコピーバーチャルコピーはは削除削除できません。できません。プロジェクトプロジェクトからから削除削除できますが、できますが、オリジナルオリジナル画画
像像がが含含まれたまれたフォルダフォルダをを開開くとくと表示表示されます。されます。

参照画像としてバーチャルコピーを使う

作成したバーチャルコピーは、元画像と比較表示することができます。また次の方法で他のバーチャルコピーとも比較することも
可能です。

画面上にあるコマンドバー（〔フォトライブラリ〕タブまたは〔設定〕タブ）の、〔画像比較〕ボタン（Windows）か、〔2 画1.
面並列表示〕ボタン（Mac）の右にある逆三角をクリックしてください。参照画像メニューが開きます。

画像に関連するすべてのバーチャルコピーが表示されます。処理されている必要があるため、処理されていない画像はグレー2.
アウトされています。

選択できる中から画像を選択します。この画像は参照画像となり、並列表示の左側に表示されます。3.
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ファイルとメタデータの管理
メタデータのパレット

EXIF エディタ

キーワードを管理する

画像の名前を変更する

 

メタデータのパレット
〔メタデータ〕パレットは、〔設定〕タブの左ペインにあり、カメラが各写真のメタデータに保存した撮影情報、EXIF 標準情報など
が表示されます。また、撮影者や著作権に関する情報を入力できるフィールドもあり、画像にキーワードを割り当てることもでき
ます
 
 

メタデータメタデータのの定義：定義：メタデータメタデータとは、とは、他他のの情報情報ややデータデータをを説明説明したりしたり関連付関連付けるける情報情報ややデータデータのことです。のことです。例例えば、えば、キーキー
ワードワードはは写真写真ののコンテンツ、シャッタースピード、コンテンツ、シャッタースピード、位置情報位置情報などをなどを説明説明します。これらのします。これらの情報情報はは画像画像ファイルファイルのの割割りり当当てて
られたられた場所場所と と DxO PhotoLab DxO PhotoLab ののデータベースデータベースにに保存保存されます。されます。

 

EXIF (EXchangeable Image File format)EXIF (EXchangeable Image File format)のの定義定義：EXIF ：EXIF とは、とは、カメラカメラ製造製造メーカーメーカーだけではなく、だけではなく、日本国日本国
外外もも含含むむ画像処理画像処理プログラムプログラム企業企業をまとめるをまとめる電子情報技術産業協会電子情報技術産業協会(JEIDA)(JEIDA)がが定義定義したしたプロトコルプロトコルです。これにです。これに
より、より、撮影関連撮影関連のの情報情報がが標準化標準化され、され、カメラカメラとと写真写真ソフトウェアソフトウェアによってによって画像画像にに保存保存されます。されます。

EXIF エディタ



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 58

 
〔EXIF エディタ〕セクションでは、主に次のような画像ファイルの情報を表示します [1]。

カメラやデバイス搭載カメラ（スマートフォンやドローン）のブランドとモデル1.

撮影日時2.

サイズ（ピクセルサイズ）3.

ファイルサイズ（MB、KB）4.

 
これらの情報の下に、撮影の主要パラメータのサマリー表が表示されます [2]。

上の行（左から右に）：ISO 感度、絞り、シャッタースピード、露光補正、使用した焦点距離1.

下の行（左から右に）：露光モード（プログラム、A/Av、S/T/Tvなど）、測光モードのアイコン（評価、加重、スポッ2.
トなど）、フラッシュの使用/未使用、ファイル形式（RAW、JPEG、TIFF）、GPS 位置情報の有無（アイコン形式）。

この表の下には、次の入力フィールドがあります（キーワードについては、次の節をご覧ください）[3]。
撮影者：撮影者の名前1.

コピーライト：コピーライトは例えば、画像の使用条件を説明したり、フォトグラファーやフォトグラファーが所属する企業に2.
関連する情報を含むことができます。

〔撮影者〕〔撮影者〕および〔および〔コピーライト〕フィールドコピーライト〕フィールドには、すでにには、すでに画像画像ファイルファイル内内にに存在存在するする場合（場合（カメラカメラののメニューメニューまたはまたは他他ののププ
ログラムログラムでで入力済入力済みのみの場合場合など）、これらのなど）、これらの情報情報をを表示表示することもできます。もちろん、これらのすることもできます。もちろん、これらの情報情報はは自由自由にに編集編集
できます。できます。

サムネイルサムネイルのの上上ににマウスポインタマウスポインタをを数秒置数秒置くとくと情報情報パネルパネルがが表示表示され、これらのされ、これらのデータデータや や EXIF EXIF 情報情報をを見見ることもできることもでき
ます。ます。
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キーワードを管理する
キーワードは、コンテンツを説明したり写真を整理するための効率的な方法です。また、フォトライブラリで写真を検索したり収集
したりする場合にも役立ちます。DxO PhotoLab では、キーワードを追加したり表示したりできます。Adobe Lightroom
Classic® などの他社製プログラムで入力されたキーワードでも、同様の操作ができます。
 

キーワードを入力する

簡単なキーワード
キーワードは、〔設定〕タブの〔メタデータ〕パレットで入力します。
 
画像にキーワードを追加する場合、〔設定〕タブに進み、ファイルブラウザで写真をクリックして選択します。〔メタデータ〕パレットで
は、〔キーワード〕セクションに〔キーワードを追加〕フィールドがあります。キーワードを入力し、〔Enter〕キーで確定します。確定し
たキーワードは、入力フィールドの下にラベルで表示されます。
 

 
入力したキーワードは DxO PhotoLab のデータベースに保存されますが、画像本体（RGB JPEG ファイル、TIFF ファイ
ル、DNG ファイル）や Raw ファイルの付属ファイル（.dop または .xmp）には保存されません。データベースにすでに保存さ
れているキーワードの入力を始めると、同じ文字で始まるキーワードが提案されます。そのため、キーワードを完全に入力しなくて
も、キーボードの矢印を使ってキーワードを選択できます。
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単語キーワードでも複合語キーワードでも、一度に入力できるキーワードは 1 つだけです。複合語キーワードには、単語の間に
スペースやセパレータを入れることができ、1 つのキーワードとみなされます（例えば、「赤;黒」と入力すると、「赤;黒」が単一の
キーワードになります）。
 
1 つのキーワードを複数の写真に同時に追加するには、対象の写真をファイルブラウザで選択し、キーワードを入力して〔Enter〕
キーで確定します。
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階層的なキーワード
階層的なキーワード、つまり親キーワードと子キーワードを「<」、「>」を使って入力できます。例えば、「親 > 子」（親は子より
大きい）または「子 < 親」（子は親より小さい）を入力すると、〔メタデータ〕パネルには、「子」というキーワードのラベルだけが
表示されます。
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つまり、子キーワードは常に優先され、親キーワードは非明示的に存在することになります。「子」ラベルの上にマウスを置くと、ツー
ルチップに「子 < 親」の関係が表示されます。検索機能は、親キーワードも対象にします。
 
もちろん、入力中に提案されるキーワードリストでは、個別のキーワードも階層的なキーワードも表示されます。

キーワードを表示する

DxO PhotoLab で入力されたキーワードでも、他のプログラムで入力されたキーワードでも、〔メタデータ〕パレットの〔キーワード〕
セクションの入力フィールドの下にはキーワードが表示されます。
 

キーワードはメタデータパレットで表示されます。
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画像のキーワードは、サムネイルの上にマウスポインターを数秒置くと表示される情報ウィンドウでも確認できます。
 

浮動ウィンドウに表示されるキーワード。
 
 

複数の画像が選択されている場合 :

同じキーワードを含む画像：キーワードはキーワード入力フィールドの下に表示されます。

共通キーワードと異なるキーワードの両方がある場合：共通キーワードは明るい色の四角に白色で、異なるキーワードは暗
い色の四角に灰色で表示されます。
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選択された複数の画像に共通のキーワードは、明るい色の四角に白色の文字で表示されます。
 
 

 
選択した画像に共通ではない 1 つ以上のキーワードも適用できます。

共通ではないキーワード（暗い色の四角に灰色の文字で表示）を右クリックして選択します（四角は青色になります）。

コンテキストメニューで [すべてに適用する] を選択します。そのキーワードが選択した他の画像に割り当てられます。

ここでは、「カワセミ」というキーワードが、選択したすべての画像に適用されました。
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キーワードを変更/削除する

キーワードを変更または修正する場合、キーワードのラベルを右クリックするか（PC。四角の中をダブルクリックするか、〔F2〕キー
を使うこともできます）、またはラベル内の小さな矢印をクリックして（Mac）、コンテキストメニューから〔編集〕を選択します。

PC では、ラベルのキーワードがアクティブになり、入力が可能になります。〔Enter〕キーで確定します。

Mac では、ダイアログボックスに従って変更し、入力を確定します。

キーワードの変更は、そのキーワードが割り当てられたすべての画像に適用されます。
 
 

キーワードの変更（PC）。
 

 
             

キーワードの変更（Mac）。
 

キーワードを削除するには、ラベル内の小さな矢印をクリックして、〔削除〕を選択します。削除はすぐに適用されます（ダイアログ
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ボックスは表示されません）。削除が適用されるのは、選択した画像だけです。このキーワードは、DxO PhotoLab　のデータ
ベースからは削除されていません。
 

 
 
キーワードを変更したり削除するためにキーワードラベルをクリックすると、ラベルがアクティブになり、青色で表示されます。
 
次の方法を使うと、複数のキーワードを一度に削除できます。

最初のキーワードのラベルをクリックします。1.

〔Shift〕キーを押しながら最後のラベルをクリックします。これにより、すべてのラベルが選択され、青色になります。2.

〔BackSpace〕キーを押します。3.

キーワードが選択した画像から削除されます。4.
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キーワードを使って、画像を検索および収集する

キーワードを使った画像の検索に関するすべての情報は、「画像の管理と検索」ページでご覧いただけます。
 

画像をキーワードと一緒にエクスポートする

1 枚以上の画像をエクスポートする場合、それらの画像に割り当てられたキーワードはメタデータに保存され、メタデータを表示
可能なすべてのソフトウェアで表示できます。
 
キーワードをエクスポートに含みたくない場合、エクスポートオプションのダイアログボックスで〔EXIF データを削除する〕のチェックボッ
クスにチェックを入れてください。
 
 

画像の名前を変更する
画像の名前を変更したい場合、DxO PhotoLab では個別の画像名を変更することも、複数の画像名を一括で変更するこ
ともできます。一括で変更する場合、テキストを簡単に置換/追加したり、連続する数字を追加することも可能です。名前の変
更ツールには〔フォトライブラリ〕タブからも〔設定〕タブからもアクセスできます。
 
１枚の画像または複数の画像の名前を1つずつ変更する（Windows）

 

https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--14
https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--14
https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--14
https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--14
https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--14
https://help-photolab3.dxo.com/ja/export-to-disk
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Windows で動作する コンピュータ で1枚の画像または複数の画像の名前を1つずつ変更する には：

画像ブラウザで名前を変更する画像のサムネイルを右クリックして選択し、コンテキストメニューを開きます。ビューアーに表1.
示される画像を右クリックすることもできます。

コンテキストメニューで〔画像の名前を変更〕を選択します。2.

サムネイルに表示されるファイル名が、アクティブな入力フィールドに変わります。3.

必要に応じて、ファイル名を完全に変えたり、一部だけ変更します。4.

入力が終わったら〔Enter〕ボタンを押して確定します。5.

他の画像の名前も変更する場合、次の画像で同じ操作を繰り返します。6.

画像の名前を変更するには、他にも2種類の方法があります。

画像ブラウザで対象の画像をクリックして選択し、[F2] ボタンを押して上記の手順を実行します。

サムネイルでファイル名を直接クリックします。入力フィールドがアクティブになったら、変更する名前を入力します。

 
１枚の画像または複数の画像の名前を1つずつ変更する（Mac）
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Mac で1枚の画像または複数の画像の名前を１つずつ変更する には：

画像ブラウザで名前を変更する画像のサムネイルを右クリックして選択し、コンテキストメニューを開きます。サムネイルで対1.
象の画像をクリックして選択することも、〔画像〕メニューを使うこともできます。

コンテキストメニュー (または〔画像〕メニュー) で〔画像の名前を変更〕を選択します。2.

ダイアログボックスが開き、アクティブな入力フィールドにファイル名が表示されます。3.

必要に応じて、ファイル名を完全に変えたり、一部だけ変更します。4.

入力が完了したら、〔OK〕をクリックして確定します。5.

他の画像の名前も変更する場合、次の画像で同じ操作を繰り返します。6.

 
複数の画像の名前を一括で変更する
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複数の画像の名前を一括で変更するには、3 種類の方法があります。アクセスするには：

画像ブラウザで複数の写真を選択します。1.

右クリックしてコンテキストメニューを表示し、〔選択した画像の名前を変更...〕を選択します。2.

ダイアログボックスが開いたら、次のオプションから１つを選択します。3.

テキストを置き換える

テキストを追加する

名前を編集＆連番を追加する

 
テキストを置き換える
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このオプションでは、ファイル名の全体または一部を置き換えることができます。例えば、ファイル名に「AAA」が使われている場合、
これをワンクリックで「BBB」に置き換えることができます。

画像ブラウザで、名前を変更する複数のファイルを選択します。1.

右クリックしてコンテキストメニューを表示し、〔選択した画像の名前を変更...〕を選択します。2.

ダイアログボックスが開いたら、メニューから〔テキストを置き換える〕を選択します。3.

〔検索する〕フィールドで、置き換え対象のテキストを入力します（この場合は「AAA」）。4.

〔以下と置き換える〕フィールドで、置き換えるテキストを入力します（この場合は「BBB」）。5.

〔ファイル名のプレビュー〕セクションに、現在のファイル名 (変更前) と新規ファイル名 (変更後) が表示されます。6.

〔名前を変更する〕ボタンをクリックすると*、テキスト名の「AAA」が「BBB」に置き換えられます。7.

**選択選択した1した1枚枚またはまたは複数複数のの写真写真にに置置きき換換えるえるテキストテキストがが含含まれていないまれていない場合、場合、〔名前〔名前をを変更変更する〕する〕ボタンボタンははアクティアクティ
ブブになりません。 そのになりません。 その場合、置場合、置きき換換えるえるテキストテキストをを含含むむファイルファイルをを選択選択しし直直します。します。

 
テキストを追加する
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元のファイル名を維持しながら、追加の情報（イニシャル、カメラ名、日付、テーマなど）を接尾語（元のファイル名の後）また
は接頭語（元のファイル名の前）として追加することができます。ここでは、接尾語に「_DxO」を使います。

画像ブラウザで、名前を変更する複数のファイルを選択します。1.

右クリックしてコンテキストメニューを表示し、〔選択した画像の名前を変更...〕を選択します。2.

ダイアログボックスが開いたら、メニューから〔テキストを追加する〕を選択します。3.

〔テキスト〕フィールドで、追加するテキストを入力します（この場合は「_DxO」）。4.

〔位置〕のリストから〔接尾語〕を選択します。5.

〔ファイル名のプレビュー〕セクションに、現在のファイル名 (変更前) と新規ファイル名（変更後）が表示されます*。6.

〔名前を変更する〕ボタンをクリックすると**、接尾語「_DxO」が選択したファイル名に追加されます。7.

* * 長長すぎるすぎる場合、場合、ファイルファイル名名のの後後ろがろが切切りり捨捨てられます。てられます。ファイルファイル名名のの上上ににマウスマウスをを置置くと、くと、ファイルファイル名全体名全体がが表示表示されされ
ます。ます。
****  〔名前〔名前をを変更変更する〕する〕ボタンボタンには、には、対象対象のの画像数画像数もも表示表示されます。されます。

 
名前を編集＆連番を追加する
このオプションでは、数字カウンター (連番) を既存のファイル名に追加したり、ファイル名を変更して連番を追加したりできます。
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数字カウンターだけを追加する。
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数字カウンターをファイル名に追加する
 
既存のファイル名に数字カウンターを追加するには：

画像ブラウザで、数字カウンターを追加する複数のファイルを選択します。1.

右クリックしてコンテキストメニューを表示し、〔選択した画像の名前を変更...〕を選択します。2.

ダイアログボックスが開いたら、メニューから〔名前を編集＆連番を追加する〕を選択します。3.

数字カウンターだけを追加したい場合のために、〔カスタマイズした名前〕フィールドは初期設定では空になっています (数4.
字カウンターだけを追加したい場合、元の名前を入力するか、カウンターを追加する別の名前を入力します)。

初期設定では、〔開始値〕フィールドの数値は0から始まります（ファイル名+0、1、2、3など）。別の数値を入力すること5.
もできます。カウンターを 1 から始めるには、「1」を入力します。ファイル名とカウンターを分けるには、1の前にアンダーバー
「_」を入力します（接頭語の場合は「1-」または「1_」、接尾語の場合は「-1」または「_1」)。

〔数値〕フィールドで、カウンターの桁数を選択します(1桁、2桁など)。ファイル名とカウンターを分けるためにハイフン(-)を6.
入力する場合、数値に桁数を1つ追加します(2桁の場合は「-1」、3桁の場合は「-01」など）。

〔位置〕のリストから、カウンターを挿入する場所を選択します（接尾語または接頭語）。7.

〔ファイル名のプレビュー〕セクションに、現在のファイル名 (変更前) と新規ファイル名 (変更後) が表示されます。8.

〔名前を変更する〕ボタンをクリックすると、元のファイル名に数字カウンターが追加されます (ファイル名1、ファイル名2、ファ9.
イル名3など)。
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透かしを適用する
透かしの役割と有用性

透かしのサブパレット

画像の透かしを埋め込む

テキストの透かしを埋め込む

テキストと画像の透かしを埋め込む

プリセットの作成、適用、管理

透かしを適用し、透かしを埋め込んだ画像をエクスポート＆プリントする

アドバイス

 

透かしの役割と有用性
DxO PhotoLab では、テキストまたはグラフィック、あるいはその両方の透かし（ウォーターマーク）を画像に埋め込むことがで
きます。DxO Instant Watermarking ツールでは、透かしを作成したり設定を操作する際に、透かしを画像ですぐにプレ
ビューできます。また、エクスポートした画像に透かしを埋め込むかどうかを自由に決めることもできます。
 
透かしには複数の役割があります。

画像を保護します。

作者、企業または一般的な作品の所有者として、画像の所有権を示すことができます。

例えば、Web ギャラリーで展示や発行をする場合に、画像に署名することができます。

 
適切な方法でテキストや画像が埋め込まれていると（縁際に配置しないようにします）、画像の盗難、不許可の再使用や再
発行を妨げることができます。その一方、透かしが目につきすぎると、画像を見る人の注意がそれたり、画像を見てもらえなくなっ
てしまいます。
 
透かしに画像を使う場合、レタッチソフトウェアまたはグラフィックデザイナー向けソフトウェアで事前に作成しておく必要があります。
DxO PhotoLab ではロゴや他のグラフィック要素を作成することはできません。
 
透かしは、メタデータに示される作成者情報や著作権情報に代わるものではありません。そのため、これらの情報を引き続きメタ
データのパレットで入力するようにしてください。
 

透かしのパレット
 

https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-5
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-5
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〔Instant Watermarking〕パレットは、〔DxO - アドバンス〕のスペースで〔設定〕タブの右側ウインドウの下部に表示される
か、基本ツールパレットのサブパレットとして表示されます。〔Instant Watermarking〕パレットは初期設定では無効になって
います。〔画像〕または〔テキスト〕のオプションをクリックすると有効になり、選択したオプションごとにツールが表示されます。
 
透かしを画像に適用すると、ビューアー内でも画像ブラウザのサムネイル内でも、常に透かしが表示されます。透かしはいつでも

変更したり置き換えたりできます。ただし、エクスポートした画像に適用された透かしを変更することはできません*。
 

* * 〔〔DNG DNG 形式形式ででエクスポートエクスポートする（する（ノイズノイズ除去除去とと光学補正光学補正のみをのみを適用〕適用〕オプションオプションででエクスポートエクスポートされたされた画像画像には、には、
透透かしはかしは適用適用されません。されません。

 

画像の透かしを埋め込む
JPEG または PNG 形式の画像（写真、ロゴまたはグラフィック、テキスト、署名）を透かしとして埋め込むことができます。透
明性がありロゴにも頻繁に使用される PNG 形式の使用をおすすめします。
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透かしを画像に埋め込むには：

対象の画像を〔画面に合わせて表示〕し、透かしのサイズ、バランス、表示方法をリアルタイムで確認します。1.

透かしのサブパレットで、〔画像〕ボタンをクリックして画像オプションを選択します。2.

プレビューウインドウで、〔参照〕をクリックします。3.

ダイアログボックスが開いたら、画像を探し、選択します。〔開く〕をクリックします。4.
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プレビューウインドウと写真上で、プレビューウインドウの右下にあるチェッカーボードで選択した場所にロゴが表示されます。5.
インポートされたファイル名はプレビューウインドウの下に表示されます。

チェッカーボードの 9 つのマス目のいずれかをクリックすると、画像の中央、上部、下部、左側、右側、隅に透かしの画像6.
を配置できます。

中央以外の場所を選択すると、余白スライダが有効になります。例えば、左側の位置には左余白、左上の位置には左7.
余白と上余白が表示されます。これらのスライダを使って（初期設定では「0」に設定）、写真内のどこでも好きな位置に
透かしを配置できます。

チェッカーボードの左側にある〔透かしを回転する〕ボタンでは、クリックするごとに透かしが90°回転します。8.

〔目盛り〕スライダで透かし画像のサイズを1～100の間で調整します（初期設定は15）。9.

〔ブレンドモード〕オプションでは、透かし画像を写真に埋め込む方法を 7 種類のオプションから選択できます（詳しくは、10.
「テキストを埋め込む」の段落の後をご覧ください）。

〔不透明度〕スライダを使うと、透かし画像の不透明度を変更して写真内での透かしの存在を調整できます。11.

** 周縁部** 周縁部ののクロップクロップやや表示表示レベルレベルのの低下低下をを避避けるため、けるため、十分十分なな解像度解像度ととサイズサイズのの画像画像をを使用使用してください。してください。

 

テキストの透かしを埋め込む
テキストは写真に署名をする、最もシンプルな方法で、自分の名前や会社名などを埋め込むことができます。画像やロゴとは違
い、テキストの場合は OS に搭載されているフォントを使い、DxO PhotoLab で直接テキストを入力します。
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透かしをテキストに埋め込むには：
対象の画像を〔画面に合わせて表示〕し、透かしのサイズ、バランス、表示方法をリアルタイムで確認します。1.

透かしのサブパレットで、〔テキスト〕ボタンをクリックしてオプションを選択します。2.

〔画像/テキスト〕ボタンのすぐ下に表示される入力フィールドをクリックして、テキストを入力します。サブパレットのその他のツー3.
ルも有効になります。テキストを入力して、〔Enter〕ボタンを押して確定すると、埋め込んだテキストが画像に表示されます。

入力フィールドの下にあるドロップダウンメニューから、お好きなフォントを選択します（初期設定は「Arial」です）。4.

初期設定では白になっているフォントの色も変更できます。白い正方形をクイックすると、OS のカラーパネルが表示され、5.
好きな色を選択できます。

色を選択する四角の左側にあるメニューでは、フォントのスタイルを変更できます（太字、イタリックなど）。6.

チェッカーボードの 9 つのマス目のいずれかをクリックすると、テキストの中央、上部、下部、左側、右側、隅に透かしのテキ7.
ストを配置できます。

中央以外の場所を選択すると、パレットで余白スライダが有効になります。例えば、左側の位置には左余白、左上の位8.
置には左余白と上余白が表示されます。これらのスライダを使って（初期設定では「0」に設定）、写真内のどこでも好き
な位置にテキストの透かしを配置できます。

チェッカーボードの左側にある〔透かしを回転する〕ボタンでは、クリックするごとに透かしが 90°回転します。9.

〔目盛り〕スライダで透かしテキストのサイズを「1～100」の間で調整します（初期設定は「35」）。10.

〔ブレンドモード〕オプションでは、透かしテキストを画像に埋め込む方法を 7 種類のオプションから選択できます（詳しくは11.
以下をご覧ください)。

〔不透明度〕スライダを使うと（初期設定では「100」に設定）、透かしテキストの不透明度を変更して写真内での透か12.
しの存在を調整できます。

 

文字数文字数にはには制限制限はありません。また、はありません。また、使使えないえない文字文字やや互換性互換性のないのないフォントフォントもありません。もありません。

ブレンドモード
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色や明るさ、不透明度や背景に応じ、テキストや画像の透かしを写真内に埋め込む方法を調整できます。ブレンドモードを使
用するには、多少の経験が必要になります。結果は透かしの種類、設定、透かしを埋め込む写真に大きく左右されます。ブレ
ンドモードには 7 種類あります。

通常（初期設定）

乗算

スクリーン

オーバーレイ

ソフトライト

ビビッドライト

リニアライト

 

テキストと画像の透かしを埋め込む
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透かしツールは柔軟性が高く、画像（ロゴなど）とテキストの両方を同時に埋め込むこともできます。
透かしのサブパレットで〔画像〕ボタンをクリックし、画像の透かしを埋め込む場合と同じステップに従います。1.

画像が埋め込まれたら、〔テキスト〕ボタンをクリックして、テキストの透かしを埋め込む場合と同じステップに従います。2.

 

プリセットの作成、適用、管理
複数の種類の透かしを使用したい場合、プリセットとしてサブパレットで好きな数だけ透かしを作成、保存、適用、編集すること
ができます。
 
プリセットを作成して保存する
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「画像の透かしを埋め込む」または「テキストの透かしを埋め込む」の段落のステップに従い、画像またはテキストの透かし、1.
あるいは画像とテキストの透かしを作成します。

下側にあるサブパレットで〔プリセットを作成する〕をクリックします。2.

表示されるダイアログボックスで明示的な名前を入力し、〔OK〕をクリックして確定します。3.

サブパレット上部の〔プリセット〕リストに、透かし名が表示されます。アクティブになるのは、作成したばかりのプリセットです。4.

* 画像* 画像モードモードでもでもテキストモードテキストモードでも、でも、画像画像ととテキストテキストのの両方両方がが考慮考慮され、され、画像画像ととテキストテキストをを含含むむプリセットプリセットをを作成作成できでき
ます。ます。作成可能作成可能ななプリセットプリセット数数にに上限上限はありません。はありません。

プリセットを適用する
〔プリセット〕リストで、適用する透かしを選択します。1.

写真に透かしが埋め込まれます。2.

サブパレットには、選択した透かしの設定が表示されます。3.

プリセットを変更する
〔プリセット〕リストで、変更する透かしを選択します。1.

写真に透かしが埋め込まれます。2.

サブパレットには、選択した透かしの設定が表示されます。3.
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お好きなように調整を変更します。透かしを最初の設定に戻すには、カーブした矢印をクリックします。4.

透かしの変更を保存するには、〔更新〕をクリックします。5.

元の設定の透かしと変更した透かしの両方を保存するには、〔プリセットを作成する〕をクリックして、新しい名前を入力しま6.
す。

プリセットを削除する
透かしのサブパレットの〔プリセット〕リストで、削除するプリセットを選択します。1.

〔プリセット〕メニューの右側にあるごみ箱のボタンをクリックします。2.

削除を確認するメッセージが表示されたら、〔はい〕をクリックします。3.

〔プリセット〕リストから透かしが削除されます。4.

 

透かしを適用し、透かしを埋め込んだ写真をエクスポート＆プリント
する
１枚または複数の写真に透かしを適用する
透かしを作成する際には、ビューアー内でも画像ブラウザでも、写真上にリアルタイムで透かしが表示されます。複数の写真に同
時に透かしを適用するには、対象の写真を画像ブラウザで選択します（複数の写真を選択する場合、ビューアーには１枚目
の写真が表示されます）。
 
透かしを埋め込んだ１枚または複数の写真をエクスポートする
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選択するエクスポートのオプション（ハードディスク、別のアプリケーションなど）に関わらず、透かしが画像に適用されます。ただし、
次の場合を除きます。

〔DNG 形式でエクスポートする（ノイズ除去と光学補正のみを適用）〕モードを選択した場合。

エクスポートのオプションの〔透かし〕のセクションの〔プリセット〕メニューで〔透かしなし〕を選択した場合

エクスポートのオプションの〔透かし〕のセクションで〔プリセットで透かしを上書きする〕にチェックマークを入れた場合この場合、
〔プリセット〕メニューで選択した他の透かしで上書きできます。

 
透かしを埋め込んだ写真をプリントする
プリントに関しては、以下のような選択肢があります。

DxO PhotoLab 外でプリントする場合、透かしを適用して画像をエクスポートします。

DxO PhotoLab 内でプリントする場合、適用された透かしはプリントにも適用されます。

透かしを入れて写真をプリントしたくない場合には、事前に〔透かし〕サブパレットを無効にしてください。

 

https://help-photolab4.helpdocsonline.com/a-propos-de-l-exportation-d-images
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/a-propos-de-l-exportation-d-images
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/a-propos-de-l-exportation-d-images
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アドバイス
透かしを埋めこむかどうかは、白熱した議論になる場合があります。透かしは本当に写真や作成者の権利を保護するのでしょう
か？透かしにより、写真の表現が損なわれることはないのでしょうか？透かしを埋め込むことを決めた場合、以下のアドバイスを
参考にしてください。

攻撃的、コントラストが強いもの、色が強すぎるロゴやテキストは避けるようにしましょう。このような透かしは見る人の
注意を拡散させ、写真の表現を損なう可能性があります。

小さめのサイズの透かしを写真の端に配置するようにしましょう。ただし、許可なしで写真を再現されることを防ぐため、
あまり端に配置しないようにします。なぜなら、端に近いとクロップして透かしを簡単に削除できるからです。余白スライ
ダを使って透かしを写真の内側寄りに配置するようにします。可能な場合、クロップが難しくなるであろう隅を選んで配
置してください。

写真の横長の部分に透かしを埋め込むこともできます。ただし、写真の表現を損なわないように不透明度を低くしま
す。輝度やコントラストを強めると、簡単に透かしを前面に出すことができるため、透かしはほとんど見えない程度にして
おきます。

テキストに著作権マーク(©) を追加する場合、キーボードから入力するのは難しい場合があります。Mac では
〔Option〕+〔g 〕、Windows では ASCII コードの〔Alt+0168〕で入力できます。
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補正履歴 
履歴の役割と機能

履歴機能を使用する

 

履歴の役割と機能
〔Advanced History〕パレットは〔設定〕タブの左側のウインドウにあり、画像に対して実行されたすべてのワークステップと補正
が表示されます。これには、DxO PhotoLab で画像を開いた日付や最初に適用された自動補正〔DxO - スタンダード〕のプ
リセットも含まれ、時系列の降順に表示されます（直近のステップが一番上）。これらの情報は、すべて DxO PhotoLab の
データベースにリアルタイムで登録され、ユーザーが操作をする必要はありません。
 
利用
履歴には様々な利用方法があります。

すべての画像の全補正を参考のために一覧にする。

履歴を比較することで、画像を他の画像と比較する。

特定のツールやツールの組み合わせの最適な設定を把握するためなどに、補正の全ステップの適用前/適用後を比
較する。

 
保存された情報の性質

 
DxO Advanced History のパレットは、次の情報を保存します。これらの情報はプログラムを閉じる際に保存されます。

https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-3$Role%20historique
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-3$Role%20historique
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-3$Role%20historique
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-3$Role%20historique
https://help-photolab4.helpdocsonline.com/untitled-3$Role%20historique
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プログラム内で画像を開いた際の初期設定のプリセットの適用。

使用されたサブパレットの名前とステータス（ON または OFF）。

使用されたツール名。

現在の設定とその前の設定。

パーソナライズし、リストにまとめられたプリセットの設定（そのステップの矢印をクリックすると、設定の内容が表示されます）。

 
ステップ数を制限する（Mac）
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DxO PhotoLab のデータベースに保存される履歴には、プログラムの反応スピードに大きな影響を与える情報量が含まれてい
ます。Mac では、〔詳細プリファレンス〕の〔詳細プリファレンス〕タブの〔履歴項目〕セクションで、ステップ数を制限できます。初期
設定では、入力数は 100 に設定されています。利用可能な値は 10～無制限です。
 

履歴機能を使用する
履歴をさかのぼって比較する
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特定の補正段階での画像の状態を確認するには、Advanced History パレットの内容をスクロールします。特定のステップを
クリックすると、その補正段階の状態へと画像が戻り、関連するサブパレットとツールには、その段階で適用されていた設定と値が
表示されます。前後の段階をクリックしたり、特定のツールの異なるステップをさかのぼったりすると、ビューアーでリアルタイムでその
段階の画像を確認できます。
 
履歴を消去する
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履歴の 1 つまたは複数のステップだけを消去することはできません。なぜなら、各補正はその他の補正に関連して実行されてい
るからです（例えば、ホワイトバランスを調整してから色の補正している場合、ホワイトバランスのステップを削除しても意味があ
りません）。
 
特定の補正を再調整したい場合、対象のツールで調整や値を変更します。この場合、このアクションが履歴リストの一番上に
表示されます。
 
また、履歴全体を削除することは可能です。履歴パレットの一番下で、〔履歴をクリア〕をクリックします。「この操作は、やり直し
がききません。実行しますか。」というメッセージで〔はい〕をクリックすると、パレットの内容が空になり、〔消去済みの履歴〕というス
テップだけが表示されます。
 

重要重要：履歴：履歴をを削除削除しても、しても、補正補正やや設定設定がが削除削除されたりされたりリセットリセットされることはありません。されることはありません。

もちろん、履歴を削除した後も、新しい補正を画像に適用すると、新たな履歴が保存されます。その場合、履歴に表示される
ステップと値は、このアクションから再スタートします。
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プリセットの適用

プリセットについて

〔プリセット適用〕ウィンドウ
プリセットでは DxO PhotoLab 内の画像に一度にすべての補正を適用できます。プリセットによく使う補正項目を保存してお
くことで、簡単に補正項目を適用することができます。
 
DxO PhotoLab には大きく 2 種類のプリセットがあります。

フルプリセット：〔設定〕タブの画面で設定可能なすべての補正項目を含みます。これには、パラメータを定義して有効になっ
ている項目、無効になっている項目があります。DxO PhotoLab にはデフォルトで〔DxO スタンダード〕と〔補正なし〕の 2
種類のフルプリセットがあります。

部分プリセット：利用可能なプリセットのうち、限られたプリセットだけが含まれます（一部のパレットのステータスが変更され
ますが、他の項目は変更されません）。

 
DxO PhotoLab DxO PhotoLab でで最初最初にに画像画像をを開開くと、くと、デフォルトデフォルトででフルプリセットフルプリセット〔DxO 〔DxO 標準〕標準〕がが自動的自動的にに適用適用されます。されます。プリファプリファ
レンスレンスをを開開いて、いて、他他ののプリセットプリセットををデフォルトプリセットデフォルトプリセットにに設定設定することもできます。することもできます。

用意されているプリセットを使う
DxO PhotoLab では 8 つのカテゴリに分類されたプリセットが用意されています。
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汎用プリセット
汎用プリセットには ５つのプリセットがあります：

〔DxO －標準〕プリセットは、画像ブラウザでフォルダを参照する際、全ての画像に自動的に適用されます。このプリセットに
は以下の補正設定がなされています（これは全体プリセットで、ここに載っていない他の補正項目は無効になっています）。

DxO Smart Lighting：軽く。

カラーレンダリング：JPEG 画像の場合は補正なし、RAW 画像の場合は撮影に使われたカメラのレンダリング適用。

彩度過多補正：自動。

ノイズ除去：自動。

ディストーション：自動。

ヴィネット：自動。

色収差：自動（倍率色収差有効）

レンズシャープネス：〔グローバル〕スライダの値は 0 、〔ディテール〕スライダと〔ボケ表現〕スライダの値は 50 に設定
（DxO 光学モジュールが利用できない場合は、デフォルト設定のアンシャープマスク適用）。

〔ニュートラルカラー〕プリセットは、〔DxO －標準〕プリセットと比べて、カラーレンダリングの彩度とコントラストが抑えてあります。

〔DxO 光学補正のみ〕プリセットは、DxO 光学モジュールのみを適用します。

〔モノクロ〕プリセットは、画像を自動的にモノクロに変換します。

〔補正なし〕プリセットは、DxO PhotoLab の全ての補正項目を無効にします。RAW 画像の場合、DxO PhotoLab は
撮影に使われてカメラの基本的な設定によるデモザイシング（RAW 現像）を行います。

 

プリファレンスプリファレンスででデフォルトプリセットデフォルトプリセットにに別別ののプリセットプリセットをを選択選択できます。できます。デフォルトプリセットデフォルトプリセットをを変更変更しても、すでにしても、すでに処理済処理済
みのみの画像画像にはには影響影響しません。しません。

ポートレートと風景
ポートレートと風景のカテゴリには 8 つのプリセットがあります。ポートレートプリセットの場合はコントラストが抑えられ、肌のトーン
に最適になります。風景プリセットはコントラストや彩度が上がります。

ポートレート：標準

ポートレート：明るい

ポートレート：キャンディーカラー

ポートレート：ハイキー

風景：標準

風景：偏光絵はがき

風景：強いコントラスト

風景：洗いざらし
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モノクロ
モノクロのカテゴリには、コントラスト表現の異なる 8 種類のプリセットがあります。このカテゴリにはポートレートや風景に適したプ
リセットもあります。またドラマチックな効果を出すプリセットもあります。

モノクロ：　緻密

モノクロ：　くっきり

モノクロ：　ドラマチックな空

モノクロ：　ローキー

モノクロ：　女性ポートレート

モノクロ：　男性ポートレート

モノクロ：　落ち着いた

モノクロ：　ベール

雰囲気
雰囲気のカテゴリには、トーニングの異なる 8 種類のプリセットがあります。このプリセットはカラーやモノクロ両方に適用できます。

霧

ロンドンの夜

ブルーアワー

薄暮

古いスライド

極地

パープル

オールドスクール

ハイダイナミックレンジ（シングルショット HDR）
このカテゴリには、HDR 効果をシミュレートする 4 種類のプリセットがあります。特別なソフトウェアや 32 ビットファイルを使うこと
なく、トーナルレンジを再配分してダイナミックレンジを広げます。シングルショットプリセットは、異なる露出の複数の写真を統合
する必要はなく、RAW や JPEG ファイルに利用することができます。

HDR：リアル： HDR らしさを抑えた効果を適用します。ハイライトを復元し、シャドウを明るくして、トーンカーブと自然な
彩度は通常設定になります。

HDR：アーティスティック：ハイライトを復元し、シャドウを明るくし、トーンカーブと自然な彩度を強調する、HDR 効果を提
供します。

HDR：逆光補正：逆光で撮影された画像の黒つぶれした部分を自然な感じを維持したままリカバリーします。

HDR：モノクロ：モノクロ写真用に最適化されています。コントラストが強くかかります。
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スマートフォン
このカテゴリーには、スマートフォンで撮影された画像に対して最適な 2 つのプリセットが用意されています。

スマートフォン：低感度

スマートフォン：高感度

DxO FilmPack デザイナーズ・プリセット
このカテゴリーには DxO FilmPack で利用できるデザイナーズ・プリセットがあります。これらのプリセットは銀塩フィルムのレンダリ
ングとグラフィック効果（フィルタ、調色処理、ヴィネット、テクスチャ、光漏れ）の組み合わせでできおり、写真にアーティスティック
な作風を吹き込みます。16 種類のモノクロと 23 種類のカラーのプリセットがありますが、DxO FilmPack のエディション
（ESSENTIAL／ELITE 版）によって利用できる数が変わります。
 

デザイナーズ・プリセットデザイナーズ・プリセットは は DxO FilmPack 4 DxO FilmPack 4 またはまたは DxO FilmPack 5  DxO FilmPack 5 でで利用利用できます。できます。ソフトウェアソフトウェアののライセンスライセンス
認証認証がが完了完了するとすると自動的自動的にに表示表示されます（されます（ライセンスライセンス認証認証コードコードがが必要）。必要）。

DxO ONE 撮影モード

これらのプリセットは、DxO ONE の撮影モードのレンダリングに対応し、DxO PhotoLab で処理する全ての画像に適用でき
ます。

DxO ONE：自動

DxO ONE ：ポートレート

DxO ONE：風景

DxO ONE：夜景

DxO ONE：スポーツ

 

プリセットの適用
あらかじめ用意されているプリセットを適用する
画像にプリセットを適用するには、コマンドバーにある〔プリセット適用〕（Windows）または〔プリセットを適用する〕（Mac）
ボタンをクリックします。〔プリセット適用〕ウィンドウが表示され、画像に適用できるすべてのプリセットが表示され、適用された結
果をプレビューすることができます。
 

画像画像ブラウザブラウザ内内ののサムネイルサムネイル上上でで右右クリッククリックして、して、コンテキストメニューコンテキストメニューからからプリセットプリセットをを適用適用をを選択選択することもできます。することもできます。
またはまたはプリセットエディタプリセットエディタ内内ののリストリストからから選択選択することもできます。することもできます。

プリセットを組み合わせて使う
1 つ以上のプリセットを適用することができます。両方のプリセットに異なる値が設定がされている場合は、後から適用したプリセッ
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トが適用されます。例えば、

最初に適用したプリセットの値が「補正しない」で、2 番目に適用したプリセットの値が「補正する」の場合は、補正は実行さ
れます。

最初のプリセットが「補正する」で値が「-2」、2 番目も「補正する」で値が「+1」の場合は、2番目の設定内容「+1」が適
用されます。

 
部分的な補正のみを行う部分プリセットを作成することができます。これはフルプリセットの上から適用することができ、この設定
箇所のみ部分プリセットの内容に変更されます。

現在の設定からフルプリセットを作成する
現在の設定からプリセットを作成するには：
 

画像に補正設定を適用します。1.

補正設定が完了したら、画像ブラウザのサムネイル上で右クリックして、コンテキストメニューから現在の設定からプリセット2.
を作成を選択します。

フローティングウィンドウにプリセット名を入力して保存をクリックします。3.

コンテキストメニューとプリセットリスト内に新しいプリセットが表示されます。4.

 

このこの方法方法でで作成作成されたされたプリセットプリセットは、すべてのは、すべての設定設定がが含含まれるまれるフルプリセットフルプリセットになります。になります。

プリセットエディタパレット
〔プリセットエディタ〕パレットを使えば、各ツールの設定をしてプリセットを作成することができます。
プリセットエディタは〔設定〕タブ内のパレットの一つです。このパレットで、ゼロからプリセットを作ったり、または、既存のプリセットを
編集してカスタムプリセットを作成したり、管理することができます。
 

プリセットエディタコマンド

Windows
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〔プリセットエディタ〕パレットは以下のコマンドが並んでいます。

新規プリセット（現在の設定使用）：プレビュー表示されている画像に設定された補正からプリセットを作成します。

 プリセット新規作成：何の設定もされていない空のプリセットを作成します。そのためこのプリセットは何らかの設定をす
る必要があります。作成時にフォルダを選択しておくと、そのフォルダ内にプリセットが作成されます。

 プリセットの複製：既存のプリセットのコピーを作成することができます。既存のプリセットを編集して新しいプリセットを
作成したい場合に便利です。

 削除：選択したプリセットやフォルダを削除します。

 インポート：DxO PhotoLab の前のバージョンや他のコンピュータ上で作成したプリセットを取り込むアイコンです。

 エクスポート：プリセットを他のコンピュータに移動するために書き出すことができます。

編集モード：プリセットの変更を可能にします。

適用：プリセットを選択されている画像に適用します。

保存：プリセットへの変更を保存します（編集モードでのみ有効）。

キャンセル：プリセットへの変更をキャンセルします（編集モードでのみ有効）。

新規プリセット（補正未設定）：（ELITE 版のコンテキストメニューからのみ）補正設定のされていないプリセットを新規
作成します。プリセットは予め選択した場所に保存されます。

 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab があらかじめがあらかじめ用意用意しているしているプリセットプリセットははロックロックされており、されており、編集編集やや削除削除ができません。ができません。

 
プリセットはいくつでも作成でき、カスタムフォルダに保存したり、他のバージョンの DxO PhotoLab 用に書き出したり、共有す
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ることができます。
 

プリセットエディタプリセットエディタ内内ででプリセットプリセットをを選択選択し、〔し、〔編集編集モード〕ボタンモード〕ボタンををクリッククリックすればすれば再編集再編集やや変更変更がが可能可能です。です。関連関連するする
パレットパレットがが再再びびハイライトハイライトされます。されます。

 

 Mac

 

 プリセット新規作成：何の設定もされていない空のプリセットを作成します。

 プリセットフォルダ新規作成フォルダ：同じようなプリセットをグループ化するフォルダを作成することができます。

 選択されたプリセットの複製：既存のプリセットのコピーを作成することができます。

新規プリセット（補正未設定）：（ELITE 版のコンテキストメニューからのみ）補正設定のされていないプリセットを新規
作成します。プリセットは、予め選択した場所に保存されます。

 
補正パレットの右上にあるプルダウンメニューから、以下のコマンドを選択できます（プリセットエディタ内で、プリセットの上で右ク
リックしても同様）：新規プリセット（現在の設定使用）、新規プリセット（補正未設定）、新規プリセットフォルダ、プリセット
のコピー、名称変更、削除、適用、編集モード、保存、コピー、キャンセル、インポート（同時に複数のプリセットのインポートも
可能）、選択されたプリセットのエクスポート。
 

既存のプリセットを編集してプリセットを作成する

Windows と Mac

既存のプリセットを変更して新規プリセットを作成するには：
変更したいプリセットをクリックします。1.

〔プリセットエディタ〕パレットの左上にある〔編集〕ボタンをクリックします。関連するパレットツールが編集モードに変わります2.
（パレットの左側に青い帯が表示されます）。
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補正を行いたくないパレットのチェックを外します。または補正設定を変更します。非表示になっているパレットも拡張して3.
設定を行うことができます。

設定が完了したら、〔プリセットエディタ〕パレットの〔保存〕ボタンをクリックします。4.

編集モードを終了するには、もう一度〔編集モード〕ボタンをクリックします。5.

 

編集モードのツールパレット
 

ロックロックされたされた DxO  DxO プリセットプリセットからから変更変更したいしたい場合場合は、〔は、〔プリセットエディタ〕プリセットエディタ〕ののコマンドバーコマンドバーにある〔にある〔コピー〕ボタンコピー〕ボタンををクリッククリック
し、し、コピーコピーしたしたプリセットプリセットのの名前名前をを変更変更します。します。

選択選択したしたプリセットプリセットををキャンセルキャンセルするする場合場合は、は、編集 > 取編集 > 取りり消消しをしを選択選択するか、するか、キーボードショートカットキーボードショートカット Ctrl Ctrl
（Windows）/ Cmd（Mac）+ Z（Windows）/ Cmd（Mac）+ Zをを押押します。します。

 

プリセットフォルダ（ELITE 版のみ）
 
一覧にあるフォルダは、ダブルクリック、またはフォルダの左にある三角形をクリックすると開いて内容を表示することができます。名
前をクリックするとファイル名を変更できます。フォルダ名によってリスト内で並べ替えられます。できるだけわかりやすい名前を付け
て、適切なプリセットが見つけられるようにしておくことをお勧めします。
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基本的な補正の適用
ヒストグラム

ヒストグラムについて

 
トーン補正

露光補正

コントラスト

DxO Smart Lighting

選択的トーン補正

DxO ClearView Plus

 
カラー

ホワイトバランス

 

 

ヒストグラムについて
 

〔ヒストグラム〕チャートには、各カラーの輝度ごとのピクセル数が表示されます。
RGB チャンネルと輝度チャンネルは個別にも表示できます。

ヒストグラムについて

〔ヒストグラム〕チャートは、輝度の各レベルに、どの程度のピクセルが存在するかを表しています。チャートの山が高いほど、その値
のピクセルが多く存在することを意味します。チャートの山が左によっている場合は、その画像はローキーな画像です。逆に右側
によっている場合は、明るいハイキーな画像と言えます。バランスのとれた最適露光された画像ではヒストグラムの幅いっぱいに
値が連続しています。
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RGB と L チャンネル

DxO PhotoLab のヒストグラムツールは、各カラーチャンネルの明度値を計算し、同じチャート上に重ね合わせて表示していま
すが、チャンネルごとに表示することもできます。チャートの右側にあるボタンをクリックします。

RGB：すべてのチャンネルを同時に表示します。

R／G／B：各チャンネルごとに表示します。

L：輝度チャンネルを表示します。

 

画像上画像上ににマウスポインタマウスポインタがあるがある場合場合は、は、ヒストグラムヒストグラムはそのはそのポインタポインタのの位置位置の の RGB RGB 値値をを表示表示します。します。値値は 0 からは 0 から
255 の255 の間間で、で、選択選択されているされている色色ががパッチパッチにに表示表示されます。されます。色色かぶりをしているかぶりをしている場合場合などに、どのなどに、どの色色がが強強くく出出ているのかているのか
をを見見ることができてることができて便利便利です。です。

クリッピング

輝度レベルがヒストグラムの一番左（ブラックポイント）または一番右（ホワイトポイント）を超えていると、黒潰れや白とびを
起こします。この状態、またはこれに近い状態のピクセルは「クリッピング」呼ばれています。画像内にとても暗いエリアがあって、そ
の画像の明度を下げると暗いエリアがクリップされる可能性があります。逆の場合も同様で、暗いエリアを明るく調整しようとする
と、ハイライト部分がクリップされディテールが失われます。〔ヒストグラム〕チャートの下に 2 つのツールが用意されています。

 シャドウのクリッピング：このアイコンをクリックすると、暗いエリアで情報が残っていない領域を色で表示します。

 ハイライトのクリッピング：このアイコンをクリックすると、明るいエリアで情報が残っていない領域を色で表示します。

 



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 102

右側の画像ではクリップされたハイライト部分が見えるように表示されています.
 

 3 色すべてのカラーチャンネルが飽和していて白とびを起こす場所は、画像上で黒く塗りつぶされます。1 色でもカラー情報が
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残ってい場合は別の色で表示されます。そのエリア上でマウスを動かすことで、ヒストグラムで各カラーチャネルの明るさが数値で
表示させることが貼り付けできます。

トーン補正

露光補正
露光補正について

左側の画像では。特に空の部分などハイライトの多くが白とびをおこしています。
〔露光補正〕パレット内の〔中央重点平均〕を選択して得られた画像です。

 
露光補正は、画像の露光レベルに合わせて実行されます。つまり画像内の各ピクセルごとの明るさを増減します。写真では現
実世界のコントラストの一部しか再現できないため、多くの画像は露光オーバー、または露光アンダーの領域を持ってしまいます。
両方を持っている画像もあります。
 
デジタル写真では、カメラセンサーは特定レベル以上の光を「飽和」と受け取り、白いピクセルで表現してしまいます。空や反射
物によく発生するこのような白とびを回避しようとすると、コントラストに注意する必要があります。露光補正とハイライトリカバリー
は、これらを考慮して補正が実行されます。露光補正はRAW 画像の方がより大きな補正を実行する可能性を持っています。
一方、JPEG 画像では、カメラの露光補正、ホワイトバランスなど、どのような理由であっても、ハイライト情報はすでに失われて
います。
 

RAW ファイルの補正
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露光補正のハイライトのリカバリーには 3 つの補正モード（ハイライトの優先度 - 弱く／普通／強く）が用意されています。
 
露光補正のドロップダウンメニューには 5 つの自動補正モードと手動調整用のカスタムがあります。

ハイライトの優先度は、〔少し／ふつう／強く〕のハイライトリカバリーを実行します。この 3 つのレベルを選択する場合はヒス
トグラムでハイライトクリッピングを表示させながら行うと便利です。〔ハイライトクリッピング〕ボタンをクリックするとハイライトの白
とび領域を色で表示します。

中央重点平均：画像の中心部の露光に合わせて平均させます。

カスタム（露光補正を選択した時点のデフォルト設定）：手動調整をする場合は,露光スライダを使います。- 4 〜 + 4
Ev（1 Ev=1f-stop）間で調整することもできます。スライダを右に動かすと明るくなり、左に動かすと暗くなります。

 
多多くのくの撮影状況撮影状況にに合合わせてわせて手動手動でで調整調整するより、するより、自動自動のの露光補正露光補正オプションオプションをを利用利用したした方方がが補正作業補正作業ををスピードアッスピードアッ
ププできます。できます。一般的一般的にに普通普通ののコントラストコントラストでで撮影撮影されたされた画像画像であれば〔であれば〔弱弱く〕のく〕の設定設定でで十分十分です。です。

部分調整部分調整では、では、露光露光スライダスライダのの補正補正をを実行実行することもできます。することもできます。

 

JPEG または TIFF ファイルの補正
JPEG と TIFF 画像はカスタムモードで露光スライダを使って補正できます。補正範囲は、- 4 EV から + 4 EV です。
 

http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
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できればできればヒストグラムヒストグラムで〔で〔ハイライトクリッピング〕ボタン（ヒストグラムハイライトクリッピング〕ボタン（ヒストグラムのの右下）右下）をを利用利用してして変化変化をを確認確認しながら、しながら、少少しずしず
つつ調整調整することをおすることをお勧勧めします。めします。ハイライトクリッピングハイライトクリッピングをを表示表示しながらしながら使使うと、うと、露光露光をを上上げすぎたげすぎた場合場合ににクリップゾーンクリップゾーン
がが表示表示されたり、されたり、クリップゾーンクリップゾーンがが残残っていてっていて十分明十分明るさがるさが落落とせていないなどがわかります。とせていないなどがわかります。

コントラスト
コントラストサブパレットには、〔コントラスト〕スライダと〔マイクロコントラスト〕スライダがあります。
 

DxO FilmPack 5（Elite DxO FilmPack 5（Elite 版）版）ががインストールインストールされされライセンスライセンス認証認証されているされている場合、場合、〔微細〔微細コントラスト〕コントラスト〕スライダスライダのの
他他ににアドバンスアドバンス機能機能としてのとしての、ハイライト、、ハイライト、中間中間トーン、シャドウトーン、シャドウスライダスライダがが追加表示追加表示されます。されます。

 

〔コントラスト〕パレット
 

コントラスト：このツールは、画像全体のグローバルコントラストを調整します。DxO PhotoLab は伝統的な S 字カーブを
使ってコントラスト調整を行います。シャドウ部とハイライト部分を抑えて、中間トーン部を拡張します。-100 〜 +100 ま
でのスライダで調整することができます。

 

グローバルコントラストグローバルコントラスト補正補正は、は、トーンカーブトーンカーブ補正補正とと相反相反するのでするので注意注意してください。してください。

 

マイクロコントラスト：これは「ローカルコントラスト」とも呼ばれ、これを改善することで、輪郭のアーティファクトを発生させるこ
となく、シャープネス補正と似たような効果が得られます。このツールは画像のディテールを強調し、風景写真や建築写真,
商品写真などに効果を発揮します。

マイクロコントラストには 2 つの適用方法があります。

手動で適用する場合、スライダを右に動かすとコントラストが上がり、左に動かすとコントラストが下がります。

自動で適用する場合は、スライダの右にある〔マジックワンド〕アイコンをクリックします。
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自動モードでは画像内に顔があるかないかを検知し、顔がある場合には適用されません。同様にデジタルノイズが多い場合、ノ
イズを強調しすぎないためにも適用されません。JPEG 画像の場合、マイクロコントラストの自動補正によるスライダの値の上限
は 5 に設定されています。
自動補正をリセットするには、〔マジックワンド〕アイコンを再度クリックします。
 

ローカルコントラストローカルコントラストがかかりすぎるのをがかかりすぎるのを避避けるために、けるために、ディテールパレットディテールパレットの〔の〔アンシャープマスク〕アンシャープマスク〕補正補正とと一緒一緒に〔に〔マイクロマイクロ
コントラスト〕コントラスト〕をを設定設定するのはするのは避避けてください。けてください。

 

微細コントラスト（DxO FilmPack 5 ELITE 版がインストールされている場合）：〔微細コントラスト〕スライダは、中間
サイズのディテールを強調したり和らげたりします。マイクロコントラストと比べて、より細かい補正が出来るためポートレートに
最適です。

アドバンス設定（DxO FilmPack 5 ELITE 版がインストールされている場合）：オプションセクションには、〔微細コント
ラスト〕スライダと選択的に適用可能な 3 つの〔微細コントラスト〕専用スライダがあります。

ハイライト

中間トーン

シャドウ

スライダ値は、-100〜 +100 までで、デフォルトは 0 に設定されています。
 

部分調整部分調整では、では、コントラストツールコントラストツールととマイクロコントラストツールマイクロコントラストツールもも利用利用できます。できます。

DxO Smart Lighting 
DxO Smart Lighting について

http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
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逆光の画像は DxO Smart Lighting の効果が出しやすいケースです。強いコントラストを持つ画像も、まるでフラッシュを使っ
たようにシャドウ部分を明るくする高いレベルの補正を実行します。

 
 
一般的な画像補正は画像全体に適用されます。明るさやコントラストを調整しようとすると、画像全体が明るくなったり暗くなっ
たり、コントラストを弱くなったりします。DxO Smart Lighting は画像全体ではなく、部分的な明るさとコントラストを補正しま
す。必要な場所にのみコントラストを強調したり弱くしたりします。
 
DxO Smart Lighting の〔均一〕モードは、画像内で明るくする部分と暗くする部分を判断して自動的に適用されます。必
要と判断された部分のコントラストも変更されます。これは以下のような場合です。

逆光で撮影した画像。

カメラのセンサーの能力を超えてしまっている場合など、特にとても暗いエリアなど非常に強いコントラストを持った画像。

フラッシュが届かない、コントラストが弱い、露光が足りないなどの画像。

これに対して〔スポット重点〕モードは、検知した顔の部分を Smart Lighting の適用に反映させることで、顔の露光補正を
優先して行います。これは部分的な補正をするということではなく、露光補正の優先度を顔の部分にすることによって、画像の
他の部分と比較しても自然でバランスの取れた補正を行うことができます。

DxO Smart Lighting：均一モード
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DxO Smart Lighting の〔均一〕モードには 3 つのレベルがあり、様々な画像に利用できます。
 
他のツールと同様に、DxO Smart Lighting の〔均一〕モードは自動で適用されます。画像の内容を解析し、補正は画像
全体に均一に適用されます。補正の調整には 2 つのツールがあり、一緒でも別々でも使うことができます。

1 つめのドロップダウンメニューでは、補正の強さを、〔弱（デフォルト）／ふつう／強／カスタム〕の各レベルから選択できま
す。

〔強さ〕スライダは選択した自動補正モードの強さに設定されています。〔弱〕で 25（デフォルト設定）、〔ふつう〕で 50、
〔強〕で 75 に設定されています。スライダを動かして手動で調整することもできます。手動で調整するとドロップダウンメニュー
はカスタムになります。

DxO Smart Lighting：スポット重点モード

DxO Smart Lighting の〔スポット重点〕モードには 3 つのレベルに加えて、〔強さ〕スライダが利用できます。
 
DxO Smart Lighting の〔スポット重点〕モードは、画像内で検知された顔を優先しながら画像の他の部分を大きく変更す
ることなく露光の最適化を行います。この機能は、以下の場合に非常に有効です。

逆光の顔の補正。

明るかったり暗かったりする背景と比べて、明るすぎたり暗すぎたりする顔の補正〔例えば、背景が暗く顔が明るかったり、背
景が明るく顔が明るい場合など）。

スポット重点ボタンをクリックすると、画像内の顔の部分を考慮して Smart Lighting  の〔弱〕モードがデフォルトで適用されま
す。検知された顔の数はサブパレット内のスポット重点ツールアイコンの右側に表示されます。
 

検知された部分を表示するには、 アイコンをクリックします。画像内にある顔に対して四角い枠が描かれています。四角の
枠にマウスカーソルを持っていくと枠が編集可能になり（枠の辺が点線になり、四隅にハンドルが表示）、枠の移動、サイズ変
更、削除（右上の〔×〕印をクリック）をすることができます。
 
検知されなかった顔に対しては、マウスカーソルを使って新しく四角い枠を追加することができます。追加された部分を含んだ解
析が再度なされ新しい補正結果が画像に適用されます。
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スポット重点を選択しても顔が検知されなかった場合、DxO Smart Lighting サブパレットに、〔検知された顔なし〕というメッ
セージが表示されます。これは顔が正面を向いてなかったり、一部隠れている場合です。この場合、四角い枠を手動で追加す
ると、新しい解析が行われ新しい補正結果が適用されます。
 
プレビュー画像の下のツールバーでは、四角の枠の表示／非表示を選択することができます。また、補正をリセットしたり、ツール
を閉じたりできます（サブパレット内のアイコンをクリックしても同様に閉じることができます）。
 

 
補正の強さは、予め設定されたモード〔弱／ふつう／強／カスタム〕から選ぶことができます。また、〔強さ〕スライダを使って手動
で調整することも可能です。どの場合も、検知された顔を考慮して補正計算が行われます。
 

DxO Smart Lighting のどの設定を使ったらよいか?
DxO Smart Lighting は中でも特に複雑な補正を実行します。この補正は画像全体と部分のディテールの両方、そして明
暗両方のエリアに影響し、そして画像の明るさとコントラストに大きく影響します。この複雑な補正を実行しようとすると、高度な
テクニックが必要です。DxO Smart Ligting は難しい画像であっても、すばやく補正ができます。
 
まず始めに、ほとんどの画像の場合、DxO Smart Lighting では明るい画像は少ししか変わりませんが、暗い画像には強く
効果がかかります。露光補正とは異なり、ハイライト部分への効果は少しになります。次に、できるだけ 3 つの自動補正モード
を使って微調整してください。ほとんどの画像に対応できるように設計されています。より細かい補正をしたい場合、〔選択的トー
ン補正〕パレットか〔トーンカーブ〕パレットを使います。
 



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 110

選択的トーン補正

〔選択的トーン補正〕パレット
 
〔選択的トーン補正〕パレットは、画像の階調ごとに明るさを調整する非常に直感的で正確な方法です。

ハイライト：画像内の明るい部分の情報とディテールをリカバリーします（空の明るい雲や室内の窓を通してみる外など）。

中間トーン：中間トーン、つまりヒストグラムの中央値のレベルを調整します。

シャドウ：画像内のシャドウや暗い部分を明るくします。

ブラック：ヒストグラムの左端に位置する黒い部分を調整します。スライダを左に動かすとシャドウ部分を真っ黒にします。右
に動かすと暗い部分を明るく持ち上げます（ヒストグラムの左端が右に移動し、真っ黒の部分は画像がない状態になりま
す）。

 

〔選択的〔選択的トーントーン補正〕補正〕ツールツールはは画像画像ののコントラストコントラストをを劇的劇的にに変更変更します。します。極端極端にに設定設定せず、せず、クリッピングクリッピングをを避避けるためにけるために
ヒストグラムヒストグラムをを見見ながらながら調整調整します。します。

選択的選択的トーントーン補正補正ツールツールは、は、部分調整部分調整でもでもアクセスアクセスできます。できます。

DxO ClearView Plus（ELITE版のみ）

http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
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高い気温、湿度、大気汚染等で白いもやが発生する場合がありますが、風景写真ではディテールが失われたりコントラスが落
ちたりと問題が生じます。
 

DxO ClearView Plus は、この白いもやを自動的に除去します。RAW と JPEG 画像、どちらにも有効です。
 
〔強さ〕スライダは、デフォルトでは 50 に設定されており、0 から 100 の範囲で補正の度合いを調整できます。
 

デフォルトデフォルトのの値 50 値 50 にに戻戻るには、るには、スライダスライダのの上上ででダブルクリックダブルクリックをしてください。をしてください。
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DxO ClearView Plus DxO ClearView Plus は、は、白白いいモヤモヤがかかっていないがかかっていない場合場合でも、でも、特特にに空空やや景色景色のの存在感存在感をを強調強調するためにするために使使うこうこ
とができますとができます。DxO ClearView Plus 。DxO ClearView Plus はは部分調整部分調整でもでも利用利用できます。できます。

カラー
ホワイトバランス

光源の種類を問わず、一般的に人の目には光は白く見えますが、日中の光には強い青が含まれ、シャドウ部や空が青かぶりし
ます。白熱電灯では黄色かぶり、また蛍光灯によって複雑な緑かぶりを起こします。ホワイトバランスを調整することでこのような
好ましくない色を修正することができます。
 

〔ホワイトバランス〕パレット
 
ホワイトバランスの補正設定は画像ファイルの形式によって異なります。
     
- RAW ファイル：ホワイトバランスは確定していないので、パレット内のすべてのツールを使って編集できます。
- RGB ファイル（TIFF や JPEG）：ホワイトバランスはカメラ内処理や他のソフトウェアですでに決定されています。編集は制
限され、色温度のスライダとカラーピッカーしか使えません。
 
 

画像画像ブラウザブラウザ内内で、で、RAW RAW ファイルファイル、JPEG 、JPEG ファイルファイルのどちらをのどちらを選択選択したかによって、〔したかによって、〔ホワイトバランス〕パレットホワイトバランス〕パレットはは自動自動
的的ににファイルファイル形式形式にあわせてにあわせて最適化最適化されます。されます。

あらかじめ用意された設定を使う（RAW ファイルのみ）
多くの場面で利用できるドロップダウンメニューに用意されたプリセットの利用が可能です。太陽光、曇天、陰、タングステン、蛍
光灯など 12 種類が用意されています。

http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
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デフォルトでは撮影時設定が選択されています。これは、撮影時にカメラで設定されたホワイトバランスを指します。色温度と色
相のスライダを操作すると手動／カスタムが自動的に選択されます（色温度と色相については後で説明します）。
 
あらかじめ用意された設定には以下のものがあります。

太陽光 （色温度 5200 K、色相 0）：日中の晴れた空の日の光。

曇天（色温度 6000 K、色相 0）：曇った空のやや冷たく青みがかった光を補正します。

タングステン（色温度 2850 K、色相 0）：工事現場や集会所などで使われているこのタイプの照明の強いオレンジかぶ
りを補正します。

蛍光灯（色温度 4000 K、色相 0）：蛍光灯の強い暖色を補正します。

フラッシュ（色温度 6100 k、色相 0）：電気フラッシュの軽く青味がかった光を補正します。

水中（色温度 15000 K、色相 150）：水中撮影の写真の強く青／緑がかった光を補正します。

日陰（色温度 7000 k、色相 0）：日陰撮影の強くかかった冷たい色を補正します。

手動／カスタム：〔ホワイトバランスカラーピック〕ツールを選択すると有効になります。

 
ホワイトバランスを、50,000 まで延長することで、水中撮影の強く青／緑がかった画像の補正をする水中設定を可能にしま
す。
 
 

カメラカメラ設定設定ののホワイトバランスホワイトバランスは、は、DxO PhotoLab DxO PhotoLab がが唯一利用唯一利用するする設定設定です。です。

カラーピッカーを使う（RAW またはRGB ファイル）
ホワイトバランスカラーピックツールーアイコンをクリックして、元画像上の色の影響を受けていないニュートラルグレーであるべき箇
所、または比較的明るいグレーの部分をクリックして選択します。自分の好みの色になるまで作業を繰り返してください。
 

元画像元画像でで選択選択したした場所場所ののサイズサイズがが小小さいさい場合、場合、ズームズームするとすると正確正確ににカラーピックカラーピックができます。ができます。

画像ビューアの［ホワイトバランス半径］スライダを使うと、カラーピックツールの半径が表示され、カラーピックする箇所のサイズ
を変更できます。半径は 1 ～ 50 ピクセルの間で調整できます。
 
 

〔ホワイトバランス半径〕スライダ（PC）

〔ホワイトバランス半径〕スライダ（Mac）
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高高い い ISO ISO 値値でで撮影撮影したした画像画像ではではノイズノイズによるによるエラーエラーをを避避けるため、けるため、半径半径スライダスライダを 10 にを 10 に設定設定してください.してください.

ホワイトバランスカラーピックツール使用後は、画像の下にあるツールバーの右にある〔閉じる〕ボタンをクリックしてください。

RAW ファイルのホワイトバランス補正
あらかじめ用意された設定を使ったり、〔ホワイトバランスカラーピッカー〕ツールのどちらを使っても、〔色温度〕と〔色相〕スライダを
使って調整することが可能です。〔色温度〕スライダは 2,000°K から 50,000°K の間で設定することができます。また、-200
から 200 の幅の〔色相〕スライダと組み合わせて使うと色かぶりを取り除くことができます。
 

いずれのいずれの場合場合でも、でも、ドロップダウンメニュードロップダウンメニューからから撮影時設定撮影時設定をを選択選択すると、すると、画像画像の の EXIF EXIF データデータからから提供提供されるされる設定設定
にに安全安全にに戻戻すことができます。すことができます。

RGB ファイル（TIFF または JPEG）のホワイトバランス補正
TIFF や JPEG ファイルを画像ブラウザ内で選択した場合は、RAW ホワイトバランスパレットは自動的に色温度スライダとカラー
ピッカーがあるシンプルな RGB ホワイトバランスパレットになります。TIFF や JPEG ファイルでは、カメラ内の処理や他の編集ツー
ルによってホワイトバランスがすでに決定されているためホワイトバランスを設定できません。この場合、画面上のピクセルは入力
値に比例しません。そのため、1つの階調を変更することによって他の階調をバランスを崩す可能性があります。例えば、中間調
のグレーを補正することで暗いグレーに若干の色かぶりを起こすことがあります。このため RAW ファイルに比べてシンプルな補正
となります。カラーピッカーまたは、色温度スライダを動かすことで冷たい感じ（青系）か暖かい感じ（黄色系）に調整すること
が可能です。
 

スライダスライダ上上ででダブルクリックダブルクリックすると、すると、補正補正ををデフォルトデフォルトのの状態状態にに戻戻すことができます。すことができます。完璧完璧ななホワイトバランスホワイトバランスをを実現実現するする
のはのは難難しいですが、しいですが、撮影時撮影時ののシーンシーンをよくをよく思思いい出出してして当時当時のの雰囲気雰囲気にに合合ったった補正補正をするようにしてください。をするようにしてください。

色温度色温度とと色相色相ツールツールはは部分調整部分調整でもでも利用利用できます。できます。

この情報は役に立ちましたか？

http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
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画像を修正する

ディテールを補正する
修正ツール

赤目修正

修正ツール
このツールでは、シミ、ダスト、不要な細かい要素などをブラシを使って削除できます。ブラシは直径や厚みを変更可能で、ポイン
トを置いたり線を引いたりできます。
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インターフェースと調整

 
ツールと調整は PC 版と Mac 版で共通ですが、インターフェースには違いがあります。
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PC 版の修正ツール
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Mac 版の修正ツール
 

 

 
〔ディテール〕パレット内の〔修正〕サブパレット

 
 
〔修正〕ツールをアクティブにするには、上部のツールバー〔1〕で〔修正ツール〕アイコンをクリックするか、〔修正〕ツールのサブパレット
（〔ディテール〕パレット）〔4〕で〔ツール〕アイコンをクリックします。
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ブラシ

ブラシは青色の円で表示され、外部との範囲を定めます。内部は青色の円板で示されます。直径、外円に対するスペース、不
透明度は、カーソル〔2〕を使って実行した調整（Macの場合は浮動ウィンドウ、PC の場合は画像上のツールバー内）によっ
て変わります。
 

上部上部ののツールバツールバー（PC）ー（PC）またはまたは下部下部ののツールバツールバー（Mac）ー（Mac）でで修正修正ツールツールののアイコン〔3〕アイコン〔3〕ををクリッククリックすると、すると、ブラシブラシのの調整調整
〔2〕〔2〕をを非表示非表示にできます。にできます。アイコン〔3〕アイコン〔3〕をもうをもう一度一度クリッククリックすると、すると、ブラシブラシのの調整調整がが表示表示されます。されます。

 
ブラシの調整項目は、以下の通りです。

〔モード〕：該当するボタンをクリックして、〔修復〕または〔クローン〕のモードを選択できます。〔修復〕では、DxO PhotoLab
は画像内の明るさ、コントラスト、カラーの特徴が修正部分と同じ領域をサンプリングします。〔クローン〕では、ソース領域を
そのままコピーします。PCでは、モードの選択メニューには名前が表示されず、選択したモードが直接表示されます。

〔サイズ〕：ブラシの直径を調整します。

〔ぼかし〕：ブラシのエッジの硬さを調整し、修正を弱めることができます。値が大きいほど修正のぼかしが大きくなり、修正が
画像になじみやすくなります。

〔不透明度〕：修正の不透明度を調整します。初期設定の値は最大の 100% に設定されています。不透明度を減少
していくことで、修正が必要な欠陥が目立ちにくくなります。不透明度の最低値は 10% です。
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異なる設定のサイズ、ぼかし、不透明度を使ったブラシ（PWindows 版）
 

 

異なる設定のサイズ、ぼかし、不透明度を使ったブラシ（Mac 版）
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不透明度（左から右に）：100、50、10（最小）
 

ブラシサイズブラシサイズは、は、〔Ctrl〕 (Windows) ／〔Cmd〕 (Mac) 〔Ctrl〕 (Windows) ／〔Cmd〕 (Mac) キーキーをを押押しながらしながらマウスホイールマウスホイールをを使使ってって調整調整することもですることもで
きます。きます。ブラシブラシのぼかしをのぼかしを調整調整するにはするには、〔CapsLock〕、〔CapsLock〕キーキーをを押押しながらしながらマウスホイールマウスホイールをを使使いますいます（Mac）。（Mac）。

ツールバー

Windows 版：
画像の上のツールバー〔2〕には、ブラシ調整に加えて次の要素が含まれます。

〔修正ツール〕アイコン〔3〕：ツールがアクティブになっていることを示します。矢印をクリックすると、ブラシ設定を展開/折り畳
みできます。

〔マスクを表示する〕チェックボックス：このチェックボックスにチェックマークを入れると、修正とサンプルエリアを示すドットと色の
ついたマスクが表示されます（表示について詳しくは、以下をご覧ください）。

〔リセット〕ボタン：すべての修正を削除します。

 
Mac 版：
画像の下のツールバー〔3〕には、次の要素が含まれます。

〔修正ツールの設定を表示〕ボタン：ブラシの設定スライダーのフロートパネルの表示／非表示を切り替えます。

〔マスクを表示する〕チェックボックス：このチェックボックスにチェックマークを入れると、修正とサンプルエリアを示すドットと色の
ついたマスクが表示されます（表示について詳しくは、以下をご覧ください）。

〔リセット〕ボタン：すべての修正を削除します。画面が小さい場合、右側の補正パレットの下に表示されてしまうので、その
場合、補正パレットを一旦ドックします。

〔閉じる〕ボタン： 〔修正〕ツールを離れます。

 

マスク

修正マスクは白い囲み線で次のように表示されます（〔マスクを表示する〕チェックボックスにチェックマークが入っている場合）。

中央のインジケータが透明で、マスクの輪郭が細い：修正マスクは選択されておらず、アクティブではありません〔1〕。
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中央のインジケータが不透明で、マスクの輪郭が細い：修正マスクが選択されており、アクティブです〔2〕。

中央のインジケータが不透明で、マスクの輪郭が太い：修正のサンプリング領域。修正マスクと矢印でつながれています
（矢印はサンプリング領域から修正領域に向かっています）〔3〕。

 

 
 
修正を仕上げたり再開するには、修正マスクまたはサンプリング領域のマスク、あるいは両方のインジケータをそれぞれクリックして
アクティブにし、移動させることができます。インジケータにマウスポインタを置くと、ポインタは〔ハンド〕ツールになります。
また、後から〔ぼかし〕や〔不透明度〕の設定を変更することもできます。その場合、サンプリング領域のマスクには、この調整の変
更がすべてリアルタイムで表示されます。
 

マスクの手動での移動
 
修正マスクを削除するには：
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マスクのインジケータをクリックしてアクティブにし、〔Backspace〕キーを押します。

すべてのマスクを一度に削除するには、上部（Windows）または下部（Mac）のツールバーで〔リセット〕ボタンをクリック
します。

 

画像の修正とクリーニング

センサー上のダストやシミ
 

画像上のシミの修正例。センサー上のダストとデジタル画像のシミ。
 
DxO PhotoLab の〔修正〕ツールは、画像のシミやセンサーについたその他のダストをクリーニングするために理想的なツールで
す。そのためには、以下の手順に従ってください。

〔修正〕ツールをアクティブにします。1.

画像を最低でも 1:1 にズームします。2.

〔移動/ズームする〕パレットで、画像の左上に進みます。3.

効果的にクリーニングするには、ツールを〔修正する〕、〔ぼかし〕100%、〔不透明度〕100%に設定します。4.

修正するシミの上にブラシを置き、クリーニングする箇所をカバーするようにサイズを調整します （〔Ctrl〕/〔Cmd〕 + マウ5.
スホイール) 。

対象箇所をクリックします：シミはきれいになり、アクティブなマスク（サンプリング領域および修正領域）は不透明のイン6.
ジケータで表示され、矢印で結ばれます（サンプリング > 修正の方向）

他のシミがある場合、ステップ 5 と 6 を必要な数だけ繰り返します。7.

画像の対象部分のクリーニングが終わったら、〔移動/ズームする〕パレットのフレームを使って、次の対象部分に移ります8.
（〔Space〕バーを押して〔ハンド〕ツールを一時的にアクティブにし、画像を移動することもできます）。

スポットごとにクリーニングを続けます。下まで来たら、隣の列の上から再開し、画像の右下でクリーニングを終了します。9.

〔閉じる〕をクリックして、〔修正〕ツールを離れます。10.

画面画面ではほとんどではほとんど見見えないえないダストダストも、も、特特にに印刷出力印刷出力するとすると目目にに見見えることがあります。えることがあります。シミシミややダストダストをうまくをうまく見見つけるためつけるため
ののコツコツは、は、DxO ClearView PlusDxO ClearView Plus を を一時的一時的にに高密度高密度でで使使うことです。このうことです。このツールツールははディテールディテールののコントラストコントラストをを著著しくしく
強調強調するため、するため、クリーニングクリーニングがが必要必要なな欠陥欠陥もも強調強調されます。されます。

https://help-photolab3.dxo.com/ja/virtual-copies
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ディテールディテールややテクスチャテクスチャのあるのあるゾーンゾーンにに隠隠れたれたシミシミややダストダストにはには注意注意してください。してください。サンプリングサンプリングしたしたソースゾーンソースゾーンが、が、修正修正
するする領域領域になじむかになじむか確認確認がが必要必要です。です。必要必要なな場合、場合、マスクマスクをを移動移動して、して、〔不透明度〕〔不透明度〕とと〔ぼかし〕〔ぼかし〕をを調整調整します。します。

使用使用したしたズームズームののレベルレベルによって、によって、修正修正レベルレベルにわずかなにわずかな違違いがいが出出るる可能性可能性があります。そのがあります。その場合、修正画像場合、修正画像ととエクエク
スポートスポート画像画像でで見見えるえる結果結果にに忠実忠実なのは 100 % でのなのは 100 % での表示表示です。です。

 
円形ではない欠陥の修正
 
ダストには円形ではないダストもあります（糸、毛など）。電気コード、枝、柱、草などの要素を画像から削除したい場合もある
でしょう。そのような場合、小さな円形の修正とは異なり、〔修正〕ツールをクリックして削除する要素に沿って動かします。調整、
マスクや機能は円形の修正と同じです。
 
肌のレタッチ
〔修正〕ツールを使って、吹き出もの、傷などの肌の小さなディテールをレタッチすることもできます。
 

顔顔ををレタッチレタッチするする場合、場合、ほくろやほくろや皺皺など、など、被写体被写体のの人物人物のの特徴的特徴的ななディテールディテールやや個性個性をを生生みみ出出すすディテールディテールをを削除削除しし
ないようにしましょう。ただし、これらのないようにしましょう。ただし、これらのディテールディテールはは〔不透明度〕〔不透明度〕スライダスライダでで弱弱めることができます。めることができます。

修正か、複製か。
 
大抵の場合、クリーニングする画像のゾーンの特徴を維持する〔修正する〕モードを使うと、修正が画像にうまくなじみます。ただ
し、このモードは時にはディテールのある領域やエッジ周辺でゴーストを発生したり、ラインが崩れたりする場合があります。この問
題を回避するには、対象のマスクをハンドで動かすことができます。また、このような状況では〔複製する〕モードも効果的です。
 
バッチ修正
特定のシミが連続した複数の写真に見られる場合、最初のシミを修正した後、プリセットを作成してバッチ修正をすることができ
ます。修正設定をコピー＆ペーストすることもできます。
 

画像画像ののバッチバッチ修正修正でで信頼信頼できるできる結果結果をを得得るためには、るためには、複数複数のの画像画像でで同同じじ場所場所にに見見えるえる欠陥欠陥だけをだけを修正修正します。します。ディディ
テールテールややテクスチャテクスチャのあるのあるゾーンゾーン内内のの欠陥欠陥はは避避けるようにしてください。けるようにしてください。

 
 
 
 
 

https://help-photolab3.dxo.com/ja/presets
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赤目修正
赤目修正は全自動で適用することができますが、顔と目が検知されない場合は、手動モードで補正が可能です。この機能
は、RAW と DNG だけでなく JPEG と TIFF 画像でも使うことができます。
 

〔赤目修正〕パレット（〔ディテール〕パレット）。
 

 

自動処理を適用するには、画面上部のコマンドバーの右端のアイコン か、〔ディテール〕パレットの〔赤目修正〕サブパレットを
クリックして有効にします。画像内で検知された赤目の上には楕円が描かれています。また、サブパレット内には検知された赤目
の数が表示されています。
 

 
楕円の上にマウスカーソルを持ってくると楕円が編集可能になり、以下の操作をすることが可能になります。

楕円の移動。

2 つのハンドルを使って水平と垂直方向のサイズの変更。

2 つのハンドルのどちらかを使って回転。

楕円の外の右上に表示される × 印をクリックして削除。
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赤目が検知されなった場合、その旨を伝えるメッセージがサブパレット内に表示され（顔の向きが正面でなかったり、小さすぎる
場合）、手動で補正することができます。

コマンドバーのアイコンか、サブパレットをクリックして赤目修正ツールを有効にします。

マウスを使って、赤目の上に四角い枠を描きます。

補正は即自動的に適用され、四角い枠が楕円に変わります。

楕円（位置、サイズ、方向）を調整します。

全ての赤目を同様に補正します。

 
プレビュー画像の下のツールバーには、瞳を検知した部分を常に表示チェックボックスがあり、画像内で楕円の表示／非表示を
選択できます。また、補正のリセットボタンとツールを閉じるボタンがあります。
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トーンと色の調整
 
トーン

トーンカーブ

カラー

色彩強調

 

トーン

トーンカーブ

トーンカーブはチャンネルごとや全体で調整できます。

トーンカーブについて
トーンカーブは非常に強力で標準的なツールです。使い始める前に練習をして、カーブがどのように機能するのかを確認すること
をお勧めします。トーンカーブでの効果は、主要ツールパレット内の 〔DxO Smart Lighting〕 、〔選択的トーン補正〕、〔色相
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／彩度／明度〕 パレットでも同じような結果を出せます。
 
トーンカーブは、入力色調値（受け取る光）と出力色調値（画像内にある光）の関係を示しています。シンプルな例として
は、オリジナルではトーンカーブは 45° の右上がりの直線になっています。このトーンカーブはナチュラルで、ハイライト、中間調、
シャドウ部分全ての入力色調値が出力色調値と同じ値になっています。入力色調値（シャドウ 0 〜 ハイライト 255）は X
軸に出力色調値（同様に 0 〜 255）は Y 軸に表されています。
 
トーンカーブは、特定のカラーや領域にあわせて微妙に変化させることができ、また最適な形が異なります。その形から「S字カー
ブ」と呼ばれる曲線になる場合が多くあります。このカーブではシャドウ部分を圧縮し、中間調を拡張します。これによってコントラ
ストを上げ、力のある画像にします。繰り返しになりますがトーンカーブは難しいツールのため、練習することをお勧めします。
 

トーンカーブを調整する
〔ガンマ〕スライダを使って、X 軸の中央で傾斜値を調整することでカーブの中央のみ（ガンマ）の傾きのみを変更できます。デ
フォルト値は 1 で、0.05 から6.00 まで値を変更できます。

値が上がるとコントラストが上がり、シャドウ部分のディテールが現れます。

値が下がるとコントラストが下がり、ハイライト部分のディテールが現れます。

 
カーブはポイントを動かして変更することができます（よく利用される方法としては、ひとつのポイントを明るいシャドウ部分に配置
し、もうひとつをハイライト部分に配置しますが、もっと多く配置することもできます）。カーブ上でクリックするとポイントを選択でき
ます（アクティブなポイントは黒、非アクティブなポイントは中抜きの白で表示されています）。アクティブなポイントをドラッグして
カーブを動かすことができます。
 

アクティブポイントアクティブポイントは、は、右右クリック、クリック、またはまたは［Delete］［Delete］キーキーでで削除削除できます。できます。

 
X または Y 軸のブラック／ホワイトポイントも、当該ポイントをマウスでドラッグ&ドロップするか、入力ボックスに任意の値を入力
して設定できます。
 
トーンカーブパレットの上のドロップダウンメニューから、RGB 全チャンネルに対して同時に、または個別に適用することができます。
2 つのリセットボタンでチャンネルごと、または全チャンネルのトーンカーブを元の 45 度のまっすぐなカーブにリセットすることができ
ます。
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色彩強調

 

〔色彩強調〕パレット
 
〔色彩強調〕パレットには、〔自然な彩度〕と〔彩度〕という 2 つの異なるカラー調整スライダが用意されています。

自然な彩度
すべての色を強化する〔彩度〕スライダに比べて、画像内に存在する色を考慮して微妙に機能します。「スマート」彩度調整とも
言えます。スライダ値は、-100 〜 +100で、デフォルトは 0 に設定されています。スライダを右に動かすと画像全体の彩度が
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鮮やかになりますが、以下のような動きをします。

肌は赤くならないように保護されます。

空のトーンを鮮やかに、暗い部分はそのままにすることで色の深みを出します。

グレートーンは色転びがないように保護されます。

 
スライダがマイナスにある場合は、画像全体の彩度を下げますが、以下のような働きをします。

彩度は 0（モノクロ）にはなりません（〔色相／彩度／明度〕コントロールでは、彩度ゼロはモノクロになります）。

赤を抑える傾向にあります。これは顔が赤く写ってしまった場合に、より自然な肌色に補正する場合に利用できます。

彩度
〔彩度〕スライダは非常にわかりやすく機能します。スライダを右に動かすと画像全体の彩度を上げます。左に動かすと彩度が下
がります。-100 まで下げると画像はモノクロになります。デフォルトの値は 0 に設定されています。
 

カラーレンダリングカラーレンダリング補正補正のの彩度彩度のの値値をを高高くく上上げるげる場合場合は、このは、この機能機能をを組組みみ合合わせてわせて強強くく使用使用しないようにしてください。しないようにしてください。

自然自然なな彩度彩度とと彩度彩度は、は、部分調整部分調整でもでも調整調整できます。できます。

 

http://help-photolab2.dxo.com/local_adjustments$egaliseur
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HSL ツールで色を補正する（ELITE版）
HSL パレット

色チャンネル

DxO ColorWheel

スライダ

色相ピッカー

 

HSL パレット
 
〔HSL（色相／彩度／輝度）〕パレットでは、選択的で非常に正確な方法でカラーを補正できます。このツールではカラーリン
グ、8 つの色チャンネルと 1 つの全体チャンネル、彩度／輝度／均一性を調整する 3 つのスライダを使用できます。このツール
により、以下を行うことができます。
- カラーの強調または軽減
- カラーの変更または置換
- 特定カラー内の色相のバリエーションの均一化または非均一化
 

〔HSL（色相／彩度／輝度）〕のサブパレットは、〔カラー〕パレットにあります。
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色チャンネル
 
サブパレットの上部にある色のついた丸印が選択可能な色チャンネルを示しています（左から右に）。
- 全体チャンネル（左の白い丸印）
- 赤チャンネル
- オレンジチャンネル
- 黄チャンネル
- 緑チャンネル
- シアンチャンネル
- 青チャンネル
- 紫チャンネル
- マゼンタチャンネル
 

丸印は全体チャンネル（白）と色チャンネルを示します。右側にある矢印は、リセット用の矢印です。
 
色チャンネルの 1 つが選択されると、その丸印の周りが白くなります。色相、彩度、輝度、均一性の調整が行われると、変更さ
れたチャネルの丸印の下に白いドットが表示されます。
 

 

白色の丸い円は、オレンジチャンネルがアクティブであることを示しています。下にある白いドットは、該当する色相が変更された
ことを示しています。

 
 
チャンネルの右側にある曲がった矢印をクリックすると、パレットで実行されたすべての調整（ホイールおよびスライダで実行された
調整）がリセットされます。ただし、その前に選択したチャンネル（白い〇で表示）はアクティブなままです。
 

 



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 135

DxO ColorWheel
カラーホイール DxO ColorWheel は、DxO PhotoLab 3 より以前のバージョンの〔色相／彩度／輝度〕ツールの〔色相〕ス
ライダに代わる機能です。より広範囲で微細な調整が可能で、次の要素で構成されています。

外ホイール：写真のカラー（ターゲットカラー）を変更できます。

内ホイール：色チャンネルを選択した場合に、ソースカラーのレンジを示します。

内内ホイールホイールははソースカラー（ソースカラー（変更変更するする色）色）をを示示し、し、外外ホイールホイールははターゲットカラーターゲットカラーをを示示しますします。DxO ColorWheel 。DxO ColorWheel は、は、
内側内側からから外側外側にに向向けてけて読読みみ取取るようにしてください。るようにしてください。

色相選択ピッカー （詳しくは本ページの最後をご覧ください）。

DxO ColorWheel ホイールは、選択する全体チャンネルまたは 1 つの色チャンネルに応じて動きます。
 

DxO ColorWheel（左：全体チャンネルがアクティブ、右：青チャンネルがアクティブ）。
 

全体全体チャンネル（チャンネル（白白いい丸印）丸印）がが選択選択されたされた場合、〔彩度〕場合、〔彩度〕スライダスライダだけがだけがアクティブアクティブになります。になります。

 
全体チャンネルを使った選択
ハンドルを使って、DxO ColorWheel の外ホイールを 360°回転させることができます。内側の各カラーレンジ（ソースカラー）
は、外ホイール（ターゲットカラー）に合わせた色相になります。
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ここでは、アクティブな全体チャンネル（白い丸印）を使って、ハンドルが外ホイール（ターゲットカラー）を内ホイール（ソースカ
ラー）の周りで180°回転させています。

 
例として、青空と黄味がかった草がある写真を取り上げてみましょう。
全体チャンネルがアクティブで（白い丸印に更に白い円）、調整が何も施されていない場合、2 つのホイールは揃った位置にあ
ります（ハンドルは右側）。つまり、青は青、赤は赤、緑は緑、補色カラー（黄、シアン、マゼンタ）は補色カラーの前に位置し
ています。この状態では、空と草の色はまだオリジナルカラーのままです。
 

全体チャネルがアクティブで、ホイールが揃った位置にある状態。
 
ハンドルが下に来るように外ホイールを回します。内ホイール（ソースカラー）の青レンジは外ホイール（ターゲットカラー）の赤
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／マゼンタレンジと並ぶようになり、空の色相が、赤／マゼンタになります。内ホイール（ソースカラー）の黄／オレンジレンジは
外ホイール（ターゲットカラー）の緑レンジと並ぶようになり、黄味がかった草は緑色の色相になります。
 

外ホイールのハンドルを 1/4 回転動かした状態。青がマゼンタになり、黄が緑になります。
 
ハンドルをホイールの左側まで動かし続けます。内側の青ゾーン（ソースカラー）がオレンジゾーン（ターゲットカラー）の位置に
なり、空はオレンジ色の色相になります。内ホイールの黄ゾーンは外ホイールの青ゾーンに並び、草は青色になります。このように
して、ハンドルが最初のポジション（ハンドルが右側、内ホイールと外ホイールが揃った状態）に戻るまで続けてください。
 

ハンドルが左側に来ると、空の青がオレンジになり、草の色が青くなります。
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色チャンネルを使った選択
青空のある同じ写真を使ってみましょう。
 

 
青の丸印をクリックして、青チャンネルをアクティブにします。
 

 

色相の調整[1]は、青の色相だけに限られています。これは、変更したいターゲット色相です。現段階では、ハンドルは青の
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位置のままです。

チャンネルの丸印は青になっています[2]。

〔彩度〕と〔輝度〕のスライダが青になっています[3]。

変更するカラーレンジも青の範囲にあります[4]。角には 4 つのスライダがあります。ハンドルを使って、隣接する色相に色相
を推移できます。内側の 2 つのハンドルはソース色相レンジ（この例では青）の有効範囲の限界を示し、外側のハンドル
は選択したカラーレンジを示します。

内側のハンドルを離すか[5 と 6]、近づける[7]ことで、青のカラーレンジを拡大/低減することができます。

 

 

外側の 2 つのハンドルを使うと、隣接する色相に推移できます。2 つを離すと[8 & 9]柔らかな色相になり、近づける
と[10 & 11]強い色相になります。外ホイールの両端はこの漸次性を反映しています。
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内ホイール（ソースカラー）でカラーレンジを動かすと、外ホイール（ターゲットカラー）が同じように動くため、現段階ではカ
ラーを変えることなく他のカラーレンジを選択することができます[12]。選択したカラーレンジは、色チャンネルの丸印[13]とス
ライダ[14]にも表示されます。

 

 

外ホイール（ターゲットカラー）を動かしても[15]、内ホイールのカラーレンジは変わりません[16]。色チャンネル[17]も変
わりませんが、丸印の下に白いドットが表示され[18]、ターゲットカラーが変更されたことがわかります。スライダは、ターゲット
カラーの色に変わります[19]。
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リセットするには、色チャンネルの横にある曲がった矢印[20]をクリックします。チャンネル、外ホイール、内ホイールは最初に
選択した色チャンネルに戻り、白いドットはなくなります。

 

 
 
次の点にも注意してください。

カラーチャンネルの円（アイコン）をダブルクリックすると、特定のカラーレンジと設定がリセットされます

カラーレンジの内ホイールを開始点から終了点にドラッグすると、外ハンドルも移行します

〔Alt〕ショートカットを使うと、カラーレンジの内ハンドルを個別に変更できます

色相を動かすと（外ホイール）、マウスを離すまでカラーレンジのハンドルは一時的に非表示になります
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スライダ
DxO ColorWheel の下にある〔彩度〕、〔輝度〕、〔均一性〕のスライダでは、色相リングで実行されたカラー補正を微調整で
きます。ColorWheel の設定に関わらず、初期設定ではスライダはすべて 0 に設定されています。
 
〔彩度〕と〔輝度〕のスライダは、ターゲット色相を示します。例えば、青チャンネルをクリックするか外ホイールのハンドルを青
（90°）に設定すると、〔彩度〕と〔輝度〕のスライダも青になります。ターゲット色相を変更すると、スライダの色も同じように変
わります。
 
彩度
〔彩度〕スライダでは、色相を微妙に低減／強化できます。左に動かすと、色相は次第にグレーに変わり、右に動かすと色相が
次第に鮮やかになります。クリッピングや彩度過多になるリスクはありません。
 
輝度
〔輝度〕スライダは、選択した色相やアクティブな色相の輝度を調整します。左（最も暗い）に動かすと色相が暗くなり、右
（最も明るい）に動かすと彩度を最大限に維持したまま、色相を明るくできます。
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DxO ColorWheel で空の色相を調整後：（左から右に）オリジナルの写真、〔彩度〕スライダを右にした（より鮮やかな青）
状態、〔輝度〕スライダを左に動かした状態（より濃厚な青）。

 
均一性
〔均一性〕スライダでは、定義されたレンジやアクティブなレンジで色相の均一性を調整できます。値を大きくすると（右に動か
す）、ターゲット色相の色相バリエーションが低減されます。値を小さくすると（左に動かす）、アクティブなレンジで色相バリエー
ションが増加します。
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DxO ColorWheel で肌の色相を調整した後で、〔均一性〕スライダを左から右に動かした状態：（左から右に）一番左に
調整（均一性が少ない）、最初のイメージ（スライダが 0）、一番右に調整（均一性が増加）

 
 

〔HSL（〔HSL（色相／彩度／輝度）〕色相／彩度／輝度）〕ツールツールでで使用使用されるされるアルゴリズムアルゴリズムは、は、全体調整全体調整およびおよび部分調整部分調整の〔の〔彩度〕彩度〕スライダスライダとと
〔〔自然自然なな彩度〕彩度〕スライダ、スライダ、部分調整部分調整の〔の〔色相〕色相〕スライダスライダにはには実装実装されていません。されていません。

 

色相ピッカー
DxO ColorWheel の中央部に表示される色相ピッカーを使うと、さらに高い精度で色相を選択できます。色相ピッカーは各
色チャンネルと機能します（ただし、全体チャンネル（白い丸印）を除く）。色相ピッカーは次の方法で使用します。
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HSL パレットで、使用するチャンネルを選択します。1.

DxO ColorWheel の中央にあるピッカーをクリックして、アクティブにします。2.

画像内の希望する色相の上でクリックします。3.

該当する色相レンジが自動的に DxO ColorWheel でアクティブになります。4.

DxO ColorWheel と関連スライダを使って、色相と色の調整を行います。5.

 
色相ピッカーをアクティブにすると、画像の下にツールバーが表示されます。このツールバーには以下の項目があります。

アクティブなツール名（色相ピッカー）。1.

選択したチャンネルと変更後の色相の表示。2.

半径：ピッカーのサンプリング抽出半径を 1～50 ピクセルの間で調整できます（抽出ゾーンはピッカーの点線の円で表3.
示されます）。

リセット：サンプリングをゼロに戻し、インジケータ [2] が選択したチャンネルの基本色に戻ります。4.

閉じる：ピッカーを非アクティブにします（補正は非アクティブにはなりません）。5.

（Mac）

（PC）
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ノイズ除去
デジタル写真ノイズ

DxO ノイズ除去テクノロジーパレット

高画質ノイズ除去

DxO PRIME ノイズ除去（Elite 版、RAW ファイル）

DxO DeepPRIME ノイズ除去（Elite 版、RAW ファイル）

デジタル写真ノイズ
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ISO 2500 で旧式の一眼レフカメラで撮影した写真
 

ノイズ除去なし
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〔高画質〕オプションでのノイズ除去（スピードと効率性の理想的なバランスがとれたオプション）
 

PRIME によるノイズ除去（ディテールと色の保存を優先した処理）
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DeepPRIME ノイズ除去（さらなるディテール、モデリング、色ニュアンスの保存を実現する人工知能を活用した処理）。
 
あらゆるデジタルカメラには、様々なレベルのノイズが発生します。ノイズは異なるザラザラ感として現れたり（輝度ノイズ）、
様々な色のピクセルで現れたり（カラーノイズ）する場合があります。ノイズはハイライト部分（輝度のシグナルよりも弱い部分）
よりも画像のシャドウ部分や暗い部分（輝度のシグナルレベルが低い部分）に多く見られます。高感度ではシグナルが強まり、
その結果としてノイズが強くなるため、高感度の場合にはノイズが多く発生します。
 
DxO PhotoLab では、ノイズ低減の複数のオプションを使用できます。

高画質：標準のノイズ低減。 RGB（JPEG、TIFFなど）でも RAW でも、画像を開くとリアルタイムで自動的に適
用されます。DxO PhotoLab の Essential 版と Elite 版でご利用いただけます。

PRIME：ディテールと色を最大限に保存する高度なノイズ除去機能です。DxO PhotoLab の Elite 版で RAW
ファイルにのみ適用できます。コンピューターのパワーと計算時間が必要なため、PRIME の結果はビューアーではなく、
ノイズ除去パレットのプレビューウインドウに表示されます。

DeepPRIME：人工知能テクノロジーとニューラルネットワーク（Deep Learning）をベースにしたノイズ除去テクノ
ロジーです。DeepPRIME は DxO PhotoLab の Elite 版で RAW ファイルにのみ使用できます。DeepPRIME
にもコンピューターのパワーと計算時間が必要になります。

 

DxO ノイズ除去テクノロジーパレット 
ノイズ除去パレットでは、様々なノイズ処理オプションおよび関連するすべてのツール、プレビュールーペ、ポインターにアクセスでき
ます。
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DxO ノイズ除去テクノロジーのパレットとスライダ（左から右へ：高画質、PRIME、DeepPRIME）。
 
 
ノイズ除去オプションの選択
選択オプションには以下があります。

高画質1.

PRIME（Elite 版）2.

DeepPRIME（Elite 版）3.

ノイズ除去のスライダと設定
〔輝度〕スライダは常に表示されていますが、他のスライダを表示するには〔+〕ボタン（Mac）または〔オプション表示〕
（Windows）をクリックします。

輝度ノイズ：画像内の「ザラザラ感」を和らげます（初期設定：40）。粒状感とディテールの保持のバランスに作用しま1.
す。

カラーノイズ*：様々な色のピクセルの処理を調整します（初期設定：100）。2.

低周波*：重なり合った粒の形で現れる低周波と呼ばれるノイズを低減します（初期設定：100）。3.

デッドピクセル：写真で明るい点として現れるカメラセンサーのデッドピクセルを低減します（初期設定：24）。4.

メイズノイズ*：「クロストーク」効果を低減します（初期設定：30）。クロストークとは、特定の条件（小さなピクセルサ5.
イズ、フレア、センサーとレンズの間の距離の短さ）で、隣接したピクセルが光を捉える方法に関連する現象です。この現
象はデモザイキングにより強まり、迷路に似た幅1ピクセルの構造として現れます。

** DeepPRIME  DeepPRIME オプションオプションでは、これらのでは、これらのスライダスライダはは不要不要なためなため使用使用できません。できません。

各スライダの右側にはそれぞれ表示フィールドと設定入力フィールド、魔法の杖のアイコンがあり、いつでも初期設定に戻すことが
できます。
 
ルーペの中心
ルーペ（サイズ:260x155ピクセル）を使うと、画像のノイズ除去をプレビューできます。基本的に 2 つのケースで使用します。
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高画質オプションで、ノイズ除去効果と使用した設定を確認したいが、画像自体を拡大したくない場合。

PRIME または DeepPRIME オプションで。これらのオプションでは計算密度が高く、プレビュー画像でリアルタイムで
表示できないため、ノイズ低減効果を表示する手段はルーペだけです。

画像の上でルーペを移動して正確な場所を確認するには、以下の手順に従います。
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〔ルーペの中心〕ボタンをクリックします（ノイズ除去オプションボタンの右側にあります）。1.

画像の中心部に表示される四角をマウスでホールドして必要な場所に動かします。2.

ルーペの内容が更新され、一般的なノイズ除去設定を使った画像領域の選択部分が表示されます。ルーペは動かしたり3.
再配置するたびごとに更新されます（PRIME または DeepPRIME では数秒かかる可能性があります）。

画像の上にカーソルを置くと点線の長方形に変わります。これをクリックして、希望する場所に動かします。4.

更新中はルーペに円形矢印が表示されます。5.

Mac では、ルーペの内側をクリックしてホールドすると、ノイズ除去なしの画像領域を表示できます。マウスボタンを離すと、6.
ノイズ除去ありの表示に戻ります。

PRIME PRIME およびおよび DeepPRIME  DeepPRIME オプションオプションをを選択選択したした場合場合、DxO 、DxO ノイズノイズ除去除去テクノロジーパレットテクノロジーパレットのの名前名前のの横横に、に、線線
のの入入ったった目目ののアイコンアイコンがが表示表示されます。このされます。このアイコンアイコンは、は、ビューアービューアーででノイズノイズ除去除去ををプレビュープレビューできないことをできないことを示示しています。しています。

 

高画質ノイズ除去
高画質ノイズ除去の機能
〔高画質〕ノイズ除去オプションは、DxO PhotoLab がサポートするすべてのファイルに適用できます（JPEG、TIFF、
RAW、DNG）。このオプションは画質と速度のバランスがとれたオプションで、DxO PhotoLab で画像を開くと自動的に適用
されます（DxO - スタンダードのプリセット）。
 

ノイズ除去の適用と表示*は、画像比較ツールを使ったり拡大表示をする場合を含め、ビューアーでリアルタイムで確認できます。
 

**特特にに手動調整手動調整をを行行うう場合、高画質場合、高画質オプションオプションででノイズノイズ除去効果除去効果をを確認確認するには、するには、画像画像をを最低1:1（100%）最低1:1（100%）にに
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拡大拡大するか、するか、ノイズノイズ除去除去パレットパレットののルーペルーペをを使使います。います。

ISO 12800 で撮影された画像に適用した高画質ノイズ除去
 

 
高画質ノイズ除去を使用する
高画質ノイズ除去は、DxO PhotoLab で画像を開くと、 〔DxO - スタンダード〕のプリセットにより自動的に適用されます。す
べてのスライダが使われ、DxO PhotoLab は DxO Labs で測定され特長が特定されたノイズを含むカメラの特長、使用した
ISO 感度を考慮します。
 
初期設定でスライダが同じ値を示す場合、高画質ノイズ除去は包括的ではなということになります（すべてのカメラと感度に対
して同じ設定）。
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補正を自分でコントロールしたい場合、〔輝度〕スライダと〔カラーノイズ〕スライダを基本的に使い、粒状感とディテールの関係や、
画像の暗い領域のカラーピクセルの存在を調整できます。
 
 

DxO PRIME ノイズ除去（Elite 版、RAW ファイル） 
DxO PRIME（Probabilistic Raw IMage Enhancement）ノイズ除去オプションは、RAW および DNG のみに適用
され、JPEG、TIFF および SuperRAW ファイルに適用することはできません。DxO PRIME の機能は、以下の原則をベース
にしています。

ノイズ除去の第一段階の画像への適用。1.

最初の画像を基にしたノイズ除去の第二段階の適用。最も関連する情報の分析により検出された類似要素の推定値2.
を使用するため（画像の内容は一定でないことが多いため、平均計算ではありません）、より深い計算が実施されます。

メリットと制約事項
DxO PRIME（Probabilistic Raw IMage Enhancement）を使うと、画像のディテールと色を最大限に保全する目的
で、さらに高度なノイズ除去を実現できます。以下のようなメリットがあります。

画像からはあらゆるノイズが除去され、色収差のない鮮やかな色を実現し、ディテールが完全に保全されます。

カメラが提供する最高感度のメリットを活用し、撮影分野の可能性が広がります。

またこのテクノロジーを使うと、時にはシャドウ部分にノイズを発生させる低感度で撮影された写真の処理品質を改善
できます。また、色彩度にも影響し、彩度をより保全することができます。

最新モデルのカメラよりもノイズが多い旧式のカメラで撮影された写真でも、このテクノロジーを活用することができます。

 
その一方、DxO PRIME は計算パワーの必要な複雑なアルゴリズムを使用するため、制約事項も発生します。

ビューアーでリアルタイムで結果を表示することはできません。プレビューはノイズ除去パレットのルーペ内で確認できます。

ビューアーで結果を表示できないため、ノイズ除去適用前後の画像を比較したり拡大したりできません。

画像全体で結果を判断するには、まず画像をエクスポートして DxO PhotoLab で開いて確認するか、他の写真表
示ソフトウェアで確認します。このプロセスのために、ワークフローは複雑になり、時間がかかってしまいます。

また、RGB ファイル（TIFF または JPEG）を作成する必要があるため、より多くの保存スペースを用意する必要が
あります。

処理時間はコンピューターの性能とファイルサイズによって異なります。数十秒から数分で完了する場合もあれば、コン
ピューターが古く性能が低い場合には数十分かかることもあります。

 
これらの制約事項のため、DxO PRIME を数十枚あるいは数百枚の写真（結婚式、ドキュメンタリー、スポーツ、イベントなど）
に適用することは難しく、高品質の現像が必要な場合や配布/出版に必要な最高の作品だけに適用することが理想的です。
 
また、ISO 感度が高く処理品質の違いがあるほど、高画質オプションとの違いがはっきりします。一般的に、ISO 感度1600 を
越えると違いがわかるようになりますが、この値は使用するカメラや写真によっても変わります。
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PRIME で処理する前の RAW ファイル
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 PRIME で処理した画像
 
 

DxO PRIME ノイズ除去を使用する
DxO PRIME ノイズ除去を適用するには、以下の手順に従います。

RAW ファイルを選択します。1.

ノイズ除去パレットで、〔PRIME〕ボタンをクリックします。2.

ルーペの内容が更新されます。3.

画像の他の領域を確認するには、〔ルーペの中心〕ボタンをクリックします。4.

ルーペを画像の上に移動し、希望する場所を順番にクリックします。5.

必要に応じてスライダを調整します（例えば、〔輝度〕スライダの初期設定値をわずかに下げ、単色部分の素材やテクス6.
チャを少し引き出します）。

DxO PRIME で処理できる画像には、画像ブラウザのサムネイルの枠の左上隅に白い星印が表示されます。7.
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DxO PRIME ノイズ除去を確認し*、完全に適用するには、画像をハードディスクや別のアプリケーションにエクスポートします8.
（「画像をエクスポートする」[LIEN]の章をご覧ください）。

* 元* 元のの画像画像ととDxO PRIME DxO PRIME でで処理処理したしたバージョンバージョンをを比較比較したいしたい場合、〔場合、〔ハードディスクハードディスクににエクスポート〕エクスポート〕ののオプションオプションのの
〔〔出力先出力先フォルダ〕フォルダ〕で〔で〔元画像元画像ののフォルダフォルダ内〕内〕をを選択選択します。します。画像画像ががエクスポートエクスポートされたら、されたら、元元のの画像画像をを右右クリッククリックしてして
〔〔元画像元画像ののフォルダフォルダをを表示表示する〕をする〕を選択選択します。します。元画像元画像ののフォルダフォルダにに隣隣りり合合わせでわせで表示表示されるされる画像画像をを確認確認できます。できます。

PRIME はノイズのシャドウを削除しながらも、ディテールと色を保全します。高感度で撮影された写真にでも、低感度で撮影さ
れた写真にでも適用できます（この写真は ISO 6400）
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PRIME の処理指定アイコン
 

DxO DeepPRIME ノイズ除去（Elite 版、RAW ファイ
ル） 
DxO DeepPRIME（Deep は Deep learning、Probabilistic Raw IMage Enhancement の頭文字を合わせたも
の）では人工知能とニューラルネットワークのテクノロジーに基づき、さらに高度なノイズ除去を実現します。このテクノロジーでは、
長年にわたり DxO が分析ラボで作成してきた何百万枚もの画像の分析により、アルゴリズムが強化されます。
DxO DeepPRIME はノイズ除去だけでなくデモザイキングも実現します。DxO DeepPRIME では、1枚の画像の問題をデ
ジタルノイズの問題だけに集中することなく、全体で捉えるという全体的なアプローチを採用しています。
 
メリットと制約事項
マシンリソースとワークフローにおける DxO DeepPRIME の制約事項は DxO PRIME の制約事項と類似しています（前の
段落をご覧ください）。DxO DeepPRIME には以下のようなメリットがあります。

ディテールと色を比類のないほど保全する、画像処理とノイズ除去における素晴らしい品質を実現します。

特に高 ISO 感度において、カメラの使用の限界を押し広げることができます。

古いカメラで撮影されたデジタル画像に新しい命を吹き込み、優れた品質を実現できます。
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DeepPRIME 処理前の RAW ファイル。
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DeepPRIME で処理された画像（TIFF でエクスポート）。
 

 

DxO PRIME と DxO DeepPRIME のどちらを選ぶべきか。
DxO DeepPRIME では DxO PRIME より優れた結果を実現できるにも関わらず、DxO PRIME が常に提供されているの
はなぜでしょうか。なぜなら、DxO DeepPRIME は計算に多量のパワーを必要とするため、コンピューターによっては使用でき
ない場合があるからです。その場合、DxO PRIME を使って優れたノイズ除去を実現できます。
 
 

DxO DeepPRIME を使用する
DxO DeepPRIMEの使用方法は、DxO PRIME と同じで、RAW ファイルにのみ使用できます。

RAW ファイルを選択します。1.

ノイズ除去パレットで、〔DeepPRIME〕ボタンをクリックします。2.

ルーペの内容が更新されます。3.
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画像の他の領域を確認するには、〔ルーペの中心〕ボタンをクリックします。4.

ルーペを画像の上に移動し、希望する場所を順番にクリックします。5.

必要に応じてスライダを調整します（例えば、〔輝度ノイズ〕スライダの初期設定値をわずかに下げ、単色部分の素材や6.
テクスチャを少し引き出します）。

DxO DeepPRIME で処理できる画像には、画像ブラウザのサムネイルの枠の左上隅に青い星印が表示されます。7.

DxO DeepPRIME ノイズ除去を確認し*、完全に適用するには、画像をハードディスクや別のアプリケーションにエクスポー8.
トします（「画像をエクスポートする」[LIEN]の章をご覧ください）。

* 元* 元のの画像画像ととDxO DeepPRIME DxO DeepPRIME でで処理処理したしたバージョンバージョンをを比較比較したいしたい場合、〔場合、〔ハードディスクハードディスクににエクスポート〕エクスポート〕ののオプオプ
ションションの〔の〔出力先出力先フォルダ〕フォルダ〕で〔で〔元画像元画像ののフォルダフォルダ内〕内〕をを選択選択します。します。画像画像ががエクスポートエクスポートされたら、されたら、元元のの画像画像をを右右クリックリッ
ククして〔して〔元画像元画像ののフォルダフォルダをを表示表示する〕をする〕を選択選択します。します。元画像元画像ののフォルダフォルダにに隣隣りり合合わせでわせで表示表示されるされる画像画像をを確認確認できまできま
す。す。
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下のルーペで選択した画像の領域。
 

処理前/ 処理後：ノイズ除去はマイクロディテールとエッジを完璧に尊重している。
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DeepPRIME の処理指定アイコン。
 
 
 

DxO DeepPRIME の使用を最適化する
DxO DeepPRIME は、計算を実行し CPU の負荷を軽減するために、グラフィックカード（GPU）のパワーを使用します。お
使いのコンピューターとグラフィックカードに互換性がある場合、自動的に GPU が使用されます。
 
ただし、〔プリファレンス〕でいくつかのオプションを設定することもできます。
 
PC の場合（〔プリファレンス〕 > 〔パフォーマンス〕タブ > DeepPRIME 高速処理）

自動選択：グラフィックカードがサポートされている場合、このオプションが自動的に選択されます。

CPU のみを使用：グラフィックカードに問題がある場合、DeepPRIME がグラフィックカードよりも CPU を使用するよ
うに強制します。

グラフィックカードのモデル名：コンピューターに複数のグラフィックカードが搭載されている場合、DxO DeepPRIME
で使用するグラフィックカードを選択できます。
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Mac の場合：（〔プレファレンス〕 > 〔高度な設定〕タブ > DeepPRIME）

自動選択：グラフィックカードがサポートされている場合、このオプションが自動的に選択されます。

CPU を強制：グラフィックカードに問題がある場合、DeepPRIME がグラフィックカードよりも CPU を使用するように強制
します。

グラフィックカードのモデル名：コンピューターに複数のグラフィックカードが搭載されている場合、DxO DeepPRIME で使用
するグラフィックカードを選択できます。
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コンピューターの構成によっては、一定の制約事項も存在します。

DeepPRIME のプリファレンスを変更した場合はいつでも、DxO PhotoLab の再起動が必要です。

Mac の場合、GPU を選択するには macOS 10.15 以上が必要です。

互換性がない場合、選択オプションは無効化されます。
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アンシャープマスク 

アンシャープマスクについて
アンシャープマスクは画像をシャープにする手法です。このツールはオリジナルからぼけたコピーを作成し、ぼけたコピーからオリジナ
ルを引くことでディテールが強化された画像が生成します。
 

〔アンシャープマスク〕パレット
 
〔アンシャープマスク〕パレットには 4 つのスライダが用意されています。

強さ：画像全体にかかるシャープネスの強さ。

半径：画像中のディテールエッジの補正エリアの細さを変更します。

しきい値：補正が適応される範囲を決定します。画像内にあるノイズのような、とても小さいディテールにシャープネスがかか
るのを避けることができます。

エッジオフセット：画像周縁部の効果を強める機能です。

 

〔アンシャープマスク〕パレット〔アンシャープマスク〕パレットのの補正補正は、75 %は、75 %以上以上ののズームレベルズームレベルでで利用利用できます。できます。正正しいしい結果結果をを確認確認するためにはするためには
100%で100%で表示表示してして作業作業したほうがよいでしょう。したほうがよいでしょう。

アンシャープマスクを使う
〔アンシャープマスク〕はデフォルトではオフになっています。JPEG ファイルの場合はカメラ内であらかじめ処理されているため必要
ありません。また、DxO 光学モジュールが用意されている RAW 画像も必要ありません。この機能は通常シャープネスのかかっ
ていない JPEG ファイル、または DxO 光学モジュールが無い RAW ファイルに利用します。後で使えるように、アンシャープマス
クの設定を微調整してプリセットを作成しておくと良いでしょう。
 
強さを 100、半径を 0.5、しきい値を 4 ぐらいに設定してから調整を開始すると良いでしょう。大部分の画像で一般的なしき
い値は 4〜10 の間です。半径は画像中の強調の細かさを変更します。値を高く設定しすぎると、にじみが発生する場合があ
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ります。最後に〔強さ〕スライダを 200 以内に設定します。
 

〔強〔強さ〕さ〕スライダスライダををマイナス（-100 〜 0）マイナス（-100 〜 0）にするとにするとシャープネスシャープネスをを強調強調するする代代わりに、わりに、画像画像ををソフトソフトにすることができまにすることができま
す。す。

シャープネスシャープネスととボケボケはは部分調整部分調整でで部分的部分的にに調整調整することもできます。することもできます。

https://help-photolab3.dxo.com/ja/article--19
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部分調整

部分調整のツール
部分調整とは

部分調整へのアクセス
リングメニュー

部分調整のパレット

部分調整のマスク
部分調整のマスクのインターフェース

ブラシ

段階フィルタ

コントロールポイント

自動マスク

消しゴム

部分調整
正確なレタッチ作業が必要な場合や、ワンランク上の画像を再現したい場合、DxO PhotoLab の部分調整機能を使うと、
画像を部分的に直接補正することで高度な画像処理を行うことができます。
例えば、空の存在感を強調したり、逆光の被写体を引き出したり、細かな色合いやシャープネスを強調したい場合など、
様々な目的で使用できます。
DxO PhotoLab では、幅広い部分調整マスク、ブラシ、段階フィルタ、コントロールポイント、同じ画像の中で異なるオプション
と組み合わせ可能な自動マスクなどを使うことができます。
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部分調整へのアクセス
〔設定〕タブの右側の補正パレットにある様々なツールを使って、画像の全体的な補正を行った後、画面上部のツールバーにある

〔部分調整〕ボタン　 　をクリックすると、部分調整モード画面に移ることができます。次に、画像の上で右クリック
をすると、リングメニューが表示されます。 
 

リングメニュー
名前の通り、リングメニューは円形の選択パレットです。部分調整の複数のマスクを次の方法で表示します（左から時
計回り）。

ブラシ：画像を塗ることで、調整を適用します。

段階フィルタ：光学グラデーションフィルタ効果をシミュレーションします。

コントロールポイント：クリックしたポイントと色彩や明度が類似したピクセルに補正を適用します。

自動マスク：エッジ部を自動検出し、ブラシで補正を適用します。
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リングメニューでは、次の機能も使用できます。

消しゴム：部分調整マスクを消したり、修正できます。

リセットボタン：リングメニューの下側にあるボタンで、ワンクリックですべての部分調整をキャンセルできます。

新しいマスクボタン：部分調整の新しいマスクを作成できます。

ヘルプボタン（リングメニューの中央）：ツールが有効になると、画像の右下に情報パレットを表示します。

 
 

注：注：リングメニューリングメニューでは、では、選択選択したしたマスクマスクはは青色青色でで表示表示されます。されます。複数複数ののマスクマスクをを同時同時にに有効有効にすることはできにすることはでき
ません。ません。

 
どのタイミングでも、画像上のどこかを右クリックするとリングメニューが表示されます。リングメニューをマウスでドラッグして移
動することはできません。ただし、画像の上の好きな場所で右クリックすると、その場所にリングメニューを表示できます。

 
マスクツールを使いながらリングメニューを呼び出す場合、キーボードの［Esc］キーを押すとアクティブなマスクに戻ること
ができます。このキーをもう一度押すと、部分調整の作業を終了します。
 

部分調整のパレット （ELITE版）
  
           部分調整のパレットでは部分調整マスクや補正マスクを全体または個別に操作、表示でき、不透明度の調整やマス
クの反転などの全体的な変更を実行することもできます。
　　　ブラシ、段階フィルタ、自動マスク、コントロールなどの部分調整マスクを作成すると、それらのマスクはパレットにリストで表
示されます。画像に与える結果は、リストの表示順にかかわらず同じです。
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  マスクのリスト
          リストの上にマウスを置くと、マウスを置いたマスクがパレットで明るくなります。他のマスクは一時的に非表示になるため、
そのマスクがアクティブかどうかに関わらず、そのマスクだけを画像の中で確認できます。これにより、リストのどのマスクが画像のどの
マスクに対応するか確認することができ、例えば微調整を確認したい場合には、表示されたマスクだけに集中できます。 
 

 

        不透明度スライダ
         　部分調整を実行した後、不透明度スライダを使って濃度や効果を調整できます（初期設定では 100 に設定され
ています）。これにより、実行した調整が強すぎる場合でも、変更/低減する調整をイコライザーで操作したり、最初から作業を
やり直すことを避けられます。          
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空に適用した段階フィルタの不透明度のスライダ調整：100（上）、0（下）

       レイヤーの表示/非表示
         1 つのマスクの表示を一時的に非アクティブにするには、リストでそのマスクの上にマウスを置くかクリックして選択し、右側
にある線が引かれた目のアイコンをクリックします。パレットの右下にある［レイヤー表示/非表示］ボタン（線が引かれた目のア
イコンあり）をクリックすることもできます。マスクを再びアクティブにするには、線が引かれた目のアイコン（リスト内またはボタン）
をクリックします。  
         また、すべての部分調整マスクと関連する補正の表示を一時的に非アクティブにするには、［部分調整］パレットのス
イッチをクリックします（再びアクティブにするには、もう一度クリックします）。
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ブラシマスクの表示 /  非表示

       マスクを反転する
        ［マスクを反転する］ボタンはパレットの右下にあり、選択した部分調整と画像の残りの部分をワンクリックで反転できま
す。例えば、暗い領域をブラシで塗り、［マスクを反転する］をクリックすると、塗りつぶした領域は元の明るさに戻り、画像の残
りの領域がより暗くなります。別の例としては、段階フィルタを画像の上部に上から下に適用し、［マスクを反転する］をクリック
すると、段階フィルタは画像の下部に上向きに適用されます。
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段階フィルタの反転

マスクの名前を変更する
マスクは部分調整パレットのリストにあり、初期設定では使用するツールに基づいて名前が付けられています。マスクの名前は自
由に変更することができます。例えば、どの種類の修正や写真のどの箇所に修正したかなどを一目でわかるようにするため、ワー
クフローに関連した名前に変更できます。
名前を変更するには、リストのマスク名をクリックして、新しい名前を入力します。［Enter］キーを使って確定する必要はありま
せん。別の名前を変更するには、リストで次のマスクに移動します。
 
PC では、右クリックして、コンテキストメニューから［名前を変更する］を選択できます（F2 キーを使うこともできます）。
 

名前名前をを変更変更しても、しても、マスクマスクががリストリストにに表示表示されるされる順番順番はは変変わりません。わりません。
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部分調整パレットでのマスクの名前の変更

     

マスクを複製する
マスクを複製すると、同じ調整のマスクを簡単に追加できます。そのためには、次の 2 つの方法があります。

部分調整サブパレッドのマスクのリストから、マスクを選んでクリックして右クリックし、コンテキストメニューから［マスクを複製す
る］を選択します。

リストでマスクをクリックし、パレットの右下で［マスクを複製する］ボタンをクリックします。

 
複製されたマスクはオリジナルのマスクの上に重なって表示されます。移動させるには、円形をクリックし、マウスでホールドします。
マスクは好きな数だけ複製できます。名前にはオリジナルのマスクの名前が使用されます（お好きなように変更できます）。
 

マスクの複製
 
マスクを削除する
 マスクを削除するには、削除するマスクをリストでクリックして選択し、パレット右下の［レイヤを削除する］ボタンをクリックします。



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 177

右クリックで表示されるメニューから削除することもできます。
写真上でマスクを削除するには、円盤をクリックしてアクティブにし、［Delete］キー（PC および Mac）または
［Backspace］キー（Mac）を押します。
 
 

部分調整のマスク
部分調整のマスクとは、画像の特定の領域や要素に行った補正やレタッチのことです。プリセットによる補正、〔設定〕タブの補
正ツールを使って自動または手動で行った全体的な補正に関係なく、レタッチを追加して使用できます。
ブラシ、段階フィルタ、コントロールポイント、自動マスクを使用する場合、レタッチする画像の一部にマスクを作成することになり
ます。このマスクに、イコライザーで使用できる様々な補正を適用することができます。レタッチするゾーンは、青色のマスクで表示
されます（コントロールポイント は除く）。これにより、画像の補正する部分を簡単に認識できます。
 

部分調整のマスクのインターフェース
インターフェースは非常にシンプルです。パレットでツールや調整機能を探すがないため、画像、特に補正する部分に集
中することができます（部分調整のパレットは、マスクの一般的な操作に使います）。この機能は、画面上部のツール
バーの〔部分調整〕ボタン、または〔部分調整〕パレットの〔ツール〕ボタンをクリックすると有効にできます。前節で説明され
ているリングメニューを使ってマスクを選択します。
 

インターフェースの共通項目
マスクを選択した後、共通インターフェースは次のように表示されます。

マスクは、円形と選択したツールの絵文字で表示されます。実行中のマスクの円形は黒色（縁は青
色）で表示され、アクティブではないマスクはグレーで表示されます。

画面右下のヘルプのフロートウィンドウには、可能なアクションの一覧とキーボードのショートカットが表示
されます。このウィンドウはデフォルトで表示されますが、左上の〔x〕ボタンをクリックして閉じることができ
ます（このウィンドウを再度呼び出すには、画像の上で右クリックし、リングメニュー中央の〔?〕をクリック
します）。

イコライザーでは、垂直スライダーの操作によりマスク上で直接実行される補正ツールを使用できます。

 
キーボードショートカットを使って次の操作を実行できます（ショートカットは、右下の浮動ヘルプウィンドウで確認できま
す）。

イコライザーの表示/非表示 :  E (PC) キーまたは Shift +E (Mac)キー

マスクの表示/非表示  : M キー (PC)

マスクのアクティブ化/非アクティブ化 : Shift +H キー

マスクを複製する : Shift +D キー

マスクを反転する : Shift + I キー

マスクを作成する : Shift + N キー
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マスクを削除する : Delete キー

領域を保護する（コントロールポイントで）:  Alt キー + クリック

イコライザー

〔ライト〕のグループ、〔カラー〕のグループ、〔ディテール〕のグループ（左から右に）
 
部分調整に関連した補正設定は、イコライザーにグループ化された垂直スライダで表示されます。スライダには、ライト、
カラー、ディテールの 3 つのグループがあります（イコライザーの左に上下に表示されます）。

〔ライト〕のグループ（左から右に） :

露光：マスクの明度を調整します。明るくするにはスライダを上に動かし、暗くするには下に動かします。

コントラスト：マスクのコントラストを調整します。コントラストを強めるにはスライダを上に動かし、和らげ
るには下に動かします。

マイクロコントラスト：細かなディテール（テクスチャ等）のコントラストを部分的に強めたり和らげたりで
きます。マスクでカバーされた要素を強調したい場合は、スライダを上に動かし、細かなディテールを和ら
げたい場合は、スライダを下に動かします。

ClearView Plus：ブラックトーンを修復して白いモヤや霧を低減し、コントラストや彩度を強調します。

高光量：スライダを下に動かすと高光量の領域のディテールを修復し、上に動かすと増幅します。

中間トーン：中間トーンの明るさを調整します。明るさを増やすにはスライダを上に動かし、減らすには
下に動かします。

シャドー： シャドーや暗いトーンを調整します。明るくするにはスライダを上に動かし、濃くするには下に
動かします。

ブラック：最も暗いトーンの限度を設定します。明るくするにはスライダを上に動かし、濃くするには下に
動かします。

〔カラー〕のグループ（左から右に）：

自然な彩度：選択的に彩度を調整します。彩度が飽和した色には影響せず、他の部分の彩度を上
げることができます。

彩度：色相の強度を増加／減少します

色温度*（RAW ファイルのみ）：部分的にホワイトバランスを調整できます。色温度を上げるにはス
ライダを上に、下げるには下に動かします。

色相*（RAW ファイルのみ）：色温度の調整後に、シャドウ部で色かぶりが発生した場合に補正で
きます。マゼンタで補正する場合にはスライダを上に動かし、グリーンで補正する場合は下に動かします。
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色相（HSL）： 選択したカラーチャネルの色相を変更します。

〔ディテール〕のグループ（左から右に）：

シャープネス：補正マスクのシャープネスを調整します。補正結果を画面上で確認するには、最低でも
ズーム率 75% で表示してください。

ブラー：ブラー効果を適用します。ブラー効果を強めるにはスライダを上に動かし、弱めるには下に動か
します（ブラー効果スライダは、０ から下には移動できません）。

 

*注：色温度*注：色温度とと色相色相ののスライダスライダは、は、青色青色ののボタンボタンでで表示表示され（され（他他のの要素要素はは黒色黒色でで表示）、全体的表示）、全体的
ななホワイトバランスホワイトバランスをを考慮考慮します。します。四角四角のの上上ににマウスポインターマウスポインターをを動動かすことで、かすことで、値値をを確認確認できます（できます（色色
温度温度は「は「K」、K」、色相色相は「-200 から +200」のは「-200 から +200」の範囲範囲でで表示）。表示）。

 
特定の補正を行う場合、補正中のスライダのみが表示され、イコライザーは一時的に表示されなくなります。選択した設
定を調整するには：

スライダの上をクリックして、マウスを縦方向に動かします（強める場合は上、弱める場合は下）。設
定レベルは青色のバーで表示され、マウスを動かすとフローティングパッドに数値が示されます。

より正確な補正を行うには（Windows のみ）、スライダをクリックして、マウスを横方向に移動します。
これにより、補正に対応するデジタル値の変更をスローダウンすることができます。

 
水平線は設定の中央値を意味します。イコライザーの補正全体をリセットするには、右側の丸い矢印をクリックし
ます。特定の設定をリセットするには、スライダ上でダブルクリックします。
 

 

また、また、修正作業修正作業やや補正・調整補正・調整のの確認確認ににイコライザーイコライザーがが邪魔邪魔になるになる場合、場合、キーボードキーボードの の ［E］［E］キーキー
（PC）／ ［Shift ］+［E］（PC）／ ［Shift ］+［E］キーキー（Mac）（Mac）でで非表示非表示にすることができます。にすることができます。同同じじキーキーをを再再びび押押すす
とと再表示再表示できます。できます。
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部分調整あり／なしの画像を比較する
DxO PhotoLab の参照画像ツールを使うと、部分調整あり／なしの画像を比較できます。この機能を使うと、
画像上で部分調整の影響を評価したり、必要な場合は補正を元に戻したり、作業を続けたりできます。
 
部分調整あり／なしの画像を比較するには：

部分調整がアクティブである必要があります。

 〔表示〕メニューで〔参照画像〕に進み、コンテキストメニューで〔部分調整修正以外のすべての修正〕
にチェックマークを付けます。

 上部のツールバーの〔部分調整なし／ありの画像を交互に表示〕から、〔比較する〕ボタンをクリックし
て離します。

 
比較を終了するには、参照画像に戻り、〔部分調整以外のすべての修正〕のチェックマークを外します。

 

ブラシ
ブラシの使い方
 
ブラシはマスクの一種で、マウスで色を塗るだけで画像の一部をレタッチできます。あらゆる種類のポインティングデ
バイス（タッチ画面、トラックパッド等）を使うことができます。
このツールを使うと、例えば、逆光の被写体を明るくしたり、花の色を強調したり、モデルの目のシャープネスを高
めたりできます。ブラシは、全体に塗ったり（一続きのシルエットを明るくする）、部分部分に塗る（モデルの目を
一つずつ際立たせる）こともでき、その適用の可能性には限りがありません。また、一つの画像に複数のブラシマ
スクを作成することもできます。

 
ブラシを有効にする
 
ブラシを有効にするには、上部ツールバーから〔部分調整〕ボタンをクリックします。次に、画像の上で右クリックを
してリングメニューを表示し、ブラシを選択します。
部分調整が有効になると、キーボードショートカットの〔Shift〕+ B で 他のツールからブラシツールに切り替えるこ
とができます。
 
ブラシの使い方
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 ブラシは、ブラシのアイコンのついた青色の円で表示されます。レタッチしたい画像部分をクリックすると、
アクティブな円とイコライザーが表示されます。この段階では、塗り続けて後で設定を調整することも、まず設定を
調整して後で画像を塗ることも可能です。もちろん、イコライザーで利用できる複数の設定を組み合わせることも
できます。例えば、ある被写体を明るくしながら、その被写体のシャープネスやマイクロコントラストを強調すること
もできます。

 

ブラシサイズは、［Ctrl］（Windows） ／ ［Cmd］（Mac）キーとマウスホイールを組み合わせ
て調整できます。サイズを大きくするには前方向に、小さくするには後ろ方向にホイールを動かします。

ぼかし（ブラシの縁のぼかし）を設定するには、［Shift］キーとマウスホイールを組み合わせます。はっ
きりした輪郭にするには前方向に、よりぼやけた輪郭にするには後ろ方向に回します。

〔不透明度〕では、色を塗る領域の最大不透明度（または透明度）のレベルを定義できます。不透
明度が 100 %に設定されている場合、その選択領域は完全に不透明になり、部分調整は 100
%適用されます。不透明度が50 %に設定されている場合、ブラシを使って 50 %以上の不透明度
に塗ることはできず、部分調整は 50 %しか適用されません。

〔適用比率〕では、ブラシのストロークごとに適用される「絵の具」の量を定義できます。適用比率が
100 %に設定されている場合、ブラシを 1 回ストロークするだけで、事前に定義した最大の不透明
度を実現できます。
適用比率が 13 %に設定されている場合、1回目のブラシストロークは最大不透明度の13 %を適
用し、 2 回目のブラシストロークを同じ領域に行うと、さらに 13 %が追加適用されます。この操作は
設定された最大不透明度に達するまで続けることができます。

 

ブラシの調整 (PC)。
 

ブラシの調整 (Mac)。
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塗る際には、レタッチ作業を進めやすくするためにブラシを動かした場所に青色のマスクが描かれます。精度を上
げたり、エッジに沿って塗る場合は、画像をズームインして作業してください。ブラシで塗らない時は、画像の下の
ツールバーから〔選択したマスクを表示〕のチェックマークボタンを使って、青色のマスク表示を有効／無効にできま
す（Mac のみ）。

 

マスクの作成と管理
異なる対象をレタッチしたり、飛び飛びに塗るために、必要な数だけマスクを作成できます。また、レタッチの範囲
を重ねることもできます。
 

新しいブラシマスクを作成するには、実行中のマスクの円の中をクリックして選択を解除します。次に、〔＋〕
マークのついた青色の円を希望の場所に動かしクリックします。これで新しいアクティブなマスクが作成され、
ブラシでマスクの範囲を塗ったり、調整を行ったりできます。
 
ブラシマスクは画像内で移動できます。そのためには、移動するマスクの円をクリックしてマスクを自動で有
効にし、マウスでホールドします。

 
マスクを削除したい場合、マスクをアクティブにして、キーボードの［Return］キー（Mac）または
［Delete］キー（Windows）を押してください。

 
消しゴムを使って輪郭からはみ出した場合や、失敗を修正したい場合、［Alt］キー（Windows）ま
たは［Option］キー（Mac）を押して消しゴムを有効にし、アクティブなマスク上で消しゴムを動かして
ください。消しゴムで消す場所を確認するには、青色のマスクを参考にしてください。消しゴムのサイズとぼ
かしは調整することもできます。
ブラシモードに戻るには、［Alt／Option］キーを離してください。

 
注：消しゴム機能についての詳細は、後述の消しゴムのセクションを参照してください。

 
 

 

段階フィルタ
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段階フィルタの使い方
段階フィルタは、レンズの前面に装着する光学段階フィルタの効果をシミュレーションします。特に、風景画像の
露光のバランスをとったり、空の明るさと地面の明るさの間の大きなコントラストを低減したりします。
 

 

段階フィルタを有効にする
段階フィルタを有効にするには、上部のツールバーから〔部分調整〕ボタンをクリックします。次に、画像を右クリック
してリングメニューを表示し、段階フィルタのアイコンをクリックします。
部分調整が有効になると、キーボードショートカット〔Shift〕+ G で他のツールから段階フィルタに切り替えること
ができます。
 

段階フィルタを適用する

 段階フィルタが有効になると、マウスポインターの形が〔＋〕（Mac）／水平階層のアイコン
（Windows）に変わります。マウスポインターを画像の上部に置き、マウスを下に向けて動かします。
段階フィルタは次の要素で構成されています：

マスクの円を通る実線。この実線は、段階フィルタの出発点に対応しています。

点線のセンターライン。マスクの中心を示す点があり、回転させることができます。

透明な青色のぼかしマスク。効果がどのように適用され、どのように分布するかを示します。
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イコライザーのスライダを使って補正します。同じ場所に、それぞれ調整度合いの違う複数の段階フィルタを重ね
たり、単に同じ段階フィルタ内で複数の補正を組み合わせることもできます。

 

段階フィルタを管理する
段階フィルタは画像上のどこにでも移動できます。点線上の円をマウスで抑えながら傾けることもできます。
効果の最大適用領域を広げたり、狭めたりするために、点線は二方向に移動できます。
効果が増大する領域を調整するために、実線も同様に二方向に移動できます。
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注）

段階フィルタは、どの方向にでもかけることができます（上から、下から、横から、斜め）。もちろん、一
つの画像に複数の段階フィルタを作成することもできます。

段階フィルタを回転させるには、点線のインジケータをホールドして、マウスを使って回転させます。フィル
タは360°回転させることができます。PC 版では、［Ctrl］キーを押しなが
ら、90°、180°、270°、0°/360°の順に動かすことができます。

段階フィルタのマスクを移動したり、変更した場合、補正はリアルタイムで表示されます。

 
段階フィルタを削除したい場合、マスクの円形をクリックして段階フィルタを有効にして、キーボードの［Return］
キー（Mac）または［Delete］キー（Windows）を押してください。

画像の一部を段階フィルタの補正から保護する
ある画像に段階フィルタを適用する場合、例えば、空を暗くしたり強調したりしたい場合、その効果を地面の上
の他の要素（建物、レリーフ、彫像など）には適用したくない場合もあります。
その場合、対象外にしたい要素から段階フィルタ効果を低減するために、消しゴムを使うことができます。
消しゴムを使い終わったら、画像の上で右クリックし、リングメニューから段階フィルタをクリックすると、アクティブな
段階フィルタに戻ることができます。

コントロールポイント
コントロールポイントは、非常に特長的な機能を持った部分調整ツールです。ユーザーが画像の上をクリックしてコントロー
ルポイントを設定すると、コントロールポイントのピクセルの明度、コントラスト、色調を考慮し、ユーザーが定義した範囲
内で、同じ特徴を持ったピクセルにその補正を適用します。

 
簡単な例をあげてみましょう。コントロールポイントを、別の背景の前にある赤いマグカップの上に置き、マグカップを囲むよ
うに範囲を調整した場合、赤いマグカップの上にだけ補正が適用され、背景にはみ出ることはありません。画像の中によ
く似た赤色の別の被写体があった場合でも、その被写体がユーザーの定義する範囲に入っていなければ、補正が適用
されることはありません。ただし、ユーザーが赤い被写体を範囲内に入れた場合、赤い被写体には赤いマグカップと同じ
補正が適用されます。この被写体に別のコントロールポイントを適用した場合、1 つ目の コントロールポイントとは別に
補正が行われます。
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コントロールポイントの使い方
コントロールポイントを使うと、ツールのアクション範囲で定義した領域に選択的補正を行うことができます。その
場合、アクション範囲の外側にあり、コントロールポイントがカバーするピクセルと異なる特徴のピクセル部分に影
響を与えることはありません。.
 

 

コントロールポイントを有効にする

 その他の部分調整と同じく、まず、上部のツールバーから〔部分調整〕ボタンをクリックします。次に、画
像の上で右クリックして、リングメニューを表示します。次に〔コントロールポイント〕のアイコンをクリックします。
部分調整を使って作業中の場合、画像の上で右クリックしてリングメニューを表示し、〔コントロールポイント〕を選
択します。コントロールポイントは、必要な数だけ適用することができます。コントロールポイントは、部分調整の他
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のマスクが適用されている画像内でも使うことができます。
部分調整が有効になると、キーボードショートカット〔Shift〕+ C で他のツールからコントロールポイントに切り替
えることができます。
 

コントロールポイントを使う
マスクを有効にした後、マウスのカーソルを画像の上で動かすと、カーソルが〔+〕に変わります。画像の補正したい
領域や被写体の上でクリックします。コントロールポイントは中心部に〔+〕マークのついた円で表示され、周りには
より半径の長い円が表示されます。ここでも、青色の縁のある円はコントロールポイントがアクティブであることを示
しています。
画像の複数の場所に同じ補正を適用するために、コントロールポイント同士を結びつけることができます。そのた
めには、アクティブな コントロールポイントを使い、画像上で好きな回数クリックしてください。二次コントロールポイ
ントはシンプルな十字線とアクション範囲の円で表されます。それぞれのコントロールポイントは別々に設定できま
す。イコライザーで必要な調整を行ってください。調整は コントロールポイント全体、つまり、一次コントロールポイ
ントとすべての二次コントロールポイントに適用されます。
ただし、異なる調整を適用するには、そのたびに新しい コントロールポイントを作成する必要があります。
 
外側の円をマウスで掴んでコントロールポイントのアクション範囲を調整し、イコライザーで必要な調整を行ってくだ
さい。
 

コントロールポイントを管理する
中央の円形をマウスで動かし、コントロールポイントを自由に移動することができます。
 

グレースケールでマスクを表示する
アクティブなコントロールポイントで実行した補正や調整をわかりやすく表示するには、［M］キー（Windows）
または ［Maj + M］キー（Mac）でグレースケールのマスクをアクティブにします。マスクをアクティブにすると、
対象範囲のコンテンツがモノクロで表示されます。補正により最も影響を受ける領域や項目は白、影響を受けな
い部分は黒で表示され、異なる色調のグレーは、異なる程度の影響を受けた領域を示します。これにより、コン
トロールポイントで適用した補正を非常に正確に確認してコントロールすることが可能になります。
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自動マスク
自動マスクを使うと、明るさ、コントラストや色の違いで定義されたエッジをはみ出ることなく、画像の正確な領域内で補
正対象を塗ったり、補正を適用したりできます。
使い方はブラシの使い方によく似ています。ただし、エッジの自動検出はブラシとは異なる機能です。補正はエッジ内部
だけに適用されるため、はみ出しても問題ありません

 

自動マスクの使い方
具体的な使用ケースとしては、例えば、背景の中で際立っている車の色を変える場合が考えられます。自動マ
スクは、明確な被写体や要素の上で特に威力を発揮します。空の調子を変えるには、コントロールポイントか段
階フィルタを使います。
 

 

自動マスクを有効にする
上部のツールバーから〔部分調整〕ボタンをクリックした後、画像の上で右クリックします。次に、リングメニューから
〔自動マスク〕をクリックします。画像に他の部分調整マスクが使われている場合でも、自動マスクを使うことができ
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ます。
部分調整が有効になると、キーボードショートカット〔Shift〕+ A で他のツールから自動マスクに切り替えることが
できます。

自動マスクを使う

 有効にすると、自動マスクはブラシのように見えます（中央に〔+〕マークのある青色の円）。画像をク
リックすると、青色の「A」というラベルがついたブラシを含む、マスクの円が貼り付けられます。青色の縁は、アクティ
ブなマスクであることを示します。
次に、補正する領域や要素に色を塗ります（塗る前／後にイコライザーの設定を行うことができます）。連続し
てクリックして、ブラシストロークを適用することもできます。ある要素からはみ出した場合でも、補正はエッジ内部
に制限されます。要素からはみ出した場合、特にレタッチする要素の一部が画像の他の要素と混じり合っている
場合、［Alt + クリック］（Windows）、または ［Option ＋ クリック］（Mac） ショートカットキーを使っ
て、消しゴムを有効にしてください。
 

 
質感のある要素の場合、完全にカバーすることはできません。その場合、ブラシをかけてください。
ブラシのサイズは、［Ctrl］（Windows）または［Cmd］（Mac）キーとマウスホイールとを組み合わせて
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調整できます。
アクティブなマスクを表示するには、画像の下のツールバーから〔選択したマスクオーバーレイを表示〕にチェックマー
クを付けてください。
 

注：注：ただし、ただし、自動自動マスクマスクののブラシブラシにぼかしにぼかし機能機能はは含含まれません。まれません。

 

自動マスクを管理する
自動マスクを削除するには、円の上でクリックして自動マスクを有効にし、［Return］キーを押してください。
別の自動マスクを作成する必要がある場合、円の上でクリックしてアクティブなマスクの選択を解除し、画像の中
の希望の場所をクリックしてください。
また、ブラシと同じように、円をマウスでホールドして（有効にするには円をクリックします）、画像の中で自動マス
クを移動させることができます。

 
 
 

消しゴム
消しゴムは、部分調整機能の中でも欠かすことができないツールです。ブラシや自動マスクではみ出した場合に失敗をや
り直したり、きめ細かな部分調整をすることができます。選択したマスクの種類によっては、補正を追加したり低減したり
できます。
 
注：他の部分調整ツールと消しゴムを一緒に使うケースについては、関連セクションを参照してください

 

消しゴムを有効にする
消しゴムを有効にするには、2 つの方法があります。

リングメニューから消しゴムを選択します。

ブラシと自動マスクを使う時に、［Alt］（Windows）または［Option］（Mac）キーを押します
（関連セクションを参照してください）。

一つ目の方法では、マウスポインターが消しゴムの形になります。サイズは、[Ctrl ]（Windows） 、または
[Cmd] （Mac）キーとマウスホイールを組み合わせて調整できます。また、［Shift］キーとマウスホイールを
組み合わせて、ぼかしを調整できます。また、画像の下のツールバーからスライダーを使うこともできます。

 

消しゴムの使い方

 円の上をクリックして、マスクを選択します。どこを消しゴムで消すかよく確認するために、画像の下のツー
ルバーで〔選択したマスクオーバーレイを表示〕にチェックマークを付け、青色のマスク表示を有効にします。
補正または作業をしたい部分調整の上で消しゴムを動かします。間違えて補正を消してしまった場合、［Alt］
（Windows）、または ［Option］（Mac）キーを押しながらクリックすると、一時的に〔ブラシストロークを追
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加する〕に移り、補正を回復することができます。こうすることで調整を回復でき、変更したい場合は、イコライザー
から調整を変更することができます。
別のマスクで消しゴムを使うには、アクティブなマスクを非アクティブにし（円の中をクリック）、別のマスクをアクティ
ブにします（円の中をクリックすると青色の縁が表示）。

 

注意：消しゴムは、ブラシと自動マスク機能で作業中、いつでも使うことができます。[Alt]
（Windows）または [Option] （Mac）キーを押してください。
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光学補正とジオメトリ補正
 

レンズシャープネス

倍率色収差

モワレ（ELITE 版のみ）

焦点距離と撮影距離

ディストーション

DxO ViewPoint

レンズシャープネス

レンズシャープネスについて
この補正機能は DxO PhotoLab の強力な機能の一つです。この機能が補正するレンズブラーとは、レンズのポイントがずれ
ることにより小さいぼけが発生する光学的な問題点（一般的に「レンズぼけ」等で呼ばれています）です。焦点があっていない
ぼけや、被写界深度の不足、手ぶれなどは補正することができません。DxO 光学モジュールが持っているカメラとレンズの情報
により、画像領域内すべてのポイントにおける「ぼけ量」を把握しています。
 
EXIF に含まれている撮影情報（絞り、焦点距離など）を元に、DxO 光学モジュールによって提供される情報によって DxO
PhotoLab はピクセルごとに補正を実行します。この補正は、画像全体に均一にはかかりません。これは、一般的にレンズは中
央部分がシャープに写るためで、画像の周縁部のより強い補正をかけることになります。
 

適正適正な な DxO DxO 光学光学モジュールモジュールががインストールインストールされていないされていない場合、場合、このこのパレットパレットはは表示表示されません。もしされません。もし利用利用できるできるモモ
ジュールジュールがが無無いい場合場合は、〔は、〔アンシャープマスク〕パレットアンシャープマスク〕パレットと〔と〔エッジオフセット〕スライダエッジオフセット〕スライダをを手動手動でで調整調整します。します。
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グローバルスライダ ：〔グローバル〕スライダは、デフォルトの値が 0 に設定されており、-3 から +3 までの間で調整できます。
-3 から 0 までのマイナスの設定でも、補正は微細なレベルで行われ、非常にオリジナル画像より画像がぼやけることはあり
ません（補正後の画像は、オリジナル画像と同じぐらいのシャープネスになります）。0 に設定すると、オリジナル画像と比
較して若干シャープネスが上がります。全体のシャープネスを抑えたい場合（ポートレートなど）は、〔グローバル〕スライダを
左に動かします。値を大きくする場合はスライダを右に動かします。〔レンズシャープネス〕補正は大変高度で、ハイライト部や
ISO  設定が高い画像でも効果があります。

 

JPEG JPEG 画像画像のの場合場合は、は、カメラカメラ内内ででシャープネスシャープネスがすでにがすでに適用適用されているため、されているため、シャープネスシャープネスをを強強くしないことがくしないことが大切大切ですです。。
JPEG JPEG でで撮影撮影して、して、後後でで写真写真をを編集編集をするをする場合場合には、には、画像画像ににシャープネスシャープネスがかかりすぎないがかかりすぎない様、例様、例えばえば撮影時撮影時ののモーモー
ドドを〔を〔ニュートラル〕モードニュートラル〕モードにしておくとにしておくと良良いでしょう。いでしょう。

 

ディテールスライダ：〔ディテール〕スライダは、デフォルトでは 50 に設定されています。これは画像内の細部のコントラストを
上げる効果的な機能です。風景写真の細部のディテールを表現する場合に有効な手段となりますが、逆にポートレートの
場合は、肌の荒れが強調されてしまいます。

 

〔レンズシャープネス〕〔レンズシャープネス〕によるによるディテールディテールのの表現強調表現強調は、〔は、〔アンシャープマスク〕アンシャープマスク〕とはとは異異なり、なり、輪郭強調輪郭強調によるによる白白いいエッジエッジがが
発生発生しません。しません。

 

ボケ表現スライダ：〔ボケ表現〕スライダは、シャープネスをかけた際に画像がぼけている箇所に発生するアーティファクトを取
り除くスライダです。アーティファクトを取り除こうとするとシャープネスの合っている箇所のシャープネスが若干失われます。

 

レンズシャープネスとアンシャープマスク
アンシャープマスク（USM）処理を使う前に、レンズシャープネスによる補正を実行してみることをお勧めします。もちろん、適正
な DxO 光学モジュールがインストールされていない場合は、シャープネス処理はすべてアンシャープマスクで行う必要があります。

倍率色収差
色収差について
色収差は、異なる色がわずかに違う場所で焦点があうために発生します。色収差はコントラストの高い撮影オブジェクトの境目
に目に見える形で出てきます。グリーン、マゼンタフリンジ（横色収差）、パープルフリンジ、またはグリーンフリンジ（縦色収差）
などがあります。「パープルフリンジ」は、色収差と同様ですが特定の現象で、紫色のゴーストがコントラストの高い撮影オブジェク
トの境目に発生します。
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背景から光が射している場合によく発生する色収差とパープルフリンジの例

色収差補正
自動倍率色収差補正（エッジの周りのマゼンタやグリーンのフリンジ）は、DxO 光学モジュールによって自動的に補正されます。
この場合は、手動補正の必要はありません。
 

〔色収差〕パレット
 
縦色収差やその他の色収差は、パレット内の 2 つのスライダを使って補正できます。

強さスライダ：設定範囲：0 〜 200% 

サイズスライダ：抑制の対象となる色収差のサイズを 0 〜 12 の範囲で設定します。DxO PhotoLab が何を色収差と
判断して補正を行い、何を実際の画像の内容として判断するのかを指定します。

パープルフリンジ補正には有効/無効を切り替えるためのチェックボックスのみが用意されています。
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モワレ(ELITE 版のみ)
モワレは非常に細かいディテールとカメラセンサーが干渉して発生するカラーアーティファクト、またはパターンです。ローパスフィルタ
がないカメラなどで発生しやすくなります。これらのカメラではフィルタが強くかかるこれまでのデジタルカメラより鮮明に撮影されるた
め、その分モワレが発生するリスクが高くなります。モワレはタイルや網目、羽、毛皮、髪の毛、布地などのディテールによく発生し
ます。
 

〔モワレ〕パレット
 
モワレの〔強さ〕スライダで、これらのアーティファクトを取り除くことができます。設定範囲は 0 〜 100 で、デフォルト値は 100
になっています。マジックワンドをクリックするとデフォルト値にリセットできます。
 

このこのツールツールははズームズーム率 75 %以上率 75 %以上でないとでないと補正効果補正効果をを目視目視でで確認確認できません。できません。

焦点距離と撮影距離
レンズの焦点距離と撮影距離の情報は、写真内の EXIF 情報に記録されています。しかしこの EXIF 情報が正確に記録さ
れていない場合があります。例えば、17mm と 18mm などの異なる焦点距離が同じ値（18mm）で EXIF 情報内に記
録される場合があります。この場合最適な歪み補正を実行するために情報が不足します。同様に、撮影距離も正確に EXIF
情報内に記録されていない場合は、補正が不正確になる可能性があります。どちらの場合も〔ジオメトリ〕パレット内に表示され
る焦点距離と撮影距離の二つのパレットに正しい値を入力して調整することが可能です。

焦点距離：スライダで調整できます。

撮影距離：ドロップダウンメニューから選択した上でスライダで微調整することができます。

焦点距離焦点距離とと撮影距離撮影距離は、は、Mac Mac 版版ではでは常常にに表示表示されされ、Windows 、Windows 版版ではでは自動的自動的にに表示表示されます。されます。
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ディストーション
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よくある歪みパターン：ピンクッション（左）、たる型（右）

ディストーションについて
光学的な形の歪みは、ピンクッション歪み、たる型歪み、もしくは一部のレンズではそれら両方の組み合わせで発生します。どの
場合も、DxO のラボによるレンズの分析測定データに基づいて補正することができます。直線を撮影すれば画像内でも直線と
して表示させることが可能です。
 

〔ディストーション〕パレット
 
〔ディストーション〕パレットには、ディストーション補正の強さを 0 から 100%の間で調整するための〔強さ〕スライダが 1 つあるだ
けです。デフォルト設定は 100%で、エッジ付近の大切なディテールのクロッピングを防ぐためや、わざと効果を狙うなどの特別な
理由がない限り、デフォルトのままにしておくことをお勧めします。
 
〔補正〕ドロップダウンメニューでは、DxO 光学モジュールによる自動補正と手動補正（カスタム）を選択できます。DxO 光学
モジュールが存在しない場合、手動補正のみ利用できます。

自動補正
画像に適した DxO 光学モジュールがコンピュータ内にある場合には、DxO PhotoLab は自動的に補正を実行します。
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手動補正
コンピュータ内に用意されていない場合、その他の理由で必要な DxO 光学モジュールが利用できない場合は、カスタムを補
正ドロップダウンメニューから選択します。次に、〔たる型／ピンクッション／魚眼レンズ〕からディストーションのタイプを選択します。
 

魚眼魚眼レンズレンズ補正補正ツールツールをを使使うう場合場合は、は、画像比率維持画像比率維持をを外外すと、よりすと、より大大きなきな画角画角にすることができます。にすることができます。

魚眼レンズを広角レンズに変更する
お使いのカメラと魚眼レンズの組み合わせが DxO 光学モジュールで対応している場合には、ウルトラワイドアングルスタイルに自
動変換することができます。ディストーションタイプのドロップダウンメニュー内の魚眼レンズオプションにある〔強さ〕スライダを使って
手動で変更することもできます。
 

手動手動でで補正補正するする場合場合は、は、表示 ＞ 罫線表示 ＞ 罫線のの表示表示をを選択選択するか、またはするか、または［Ctrl + G］（Windows）、［G］［Ctrl + G］（Windows）、［G］
（Mac）（Mac）ののショートカットショートカットをを使使ってって画像画像プレビュープレビュー上上ににグリッドグリッドをを表示表示させるとさせると便利便利です。です。

画像比率維持
通常、ディストーション補正を実行すると画像のアスペクト比（幅と高さの比率）が変更されます。出版物などで利用する場
合、アスペクト比は重要な要素となるため画像のエッジを切り落としてオリジナルの比率から変更しないようにします。利用できる
画像を広く取るために、パレットの一番下にある画像比率維持のチェックを外してみることもできます。

DxO ViewPoint

DxO ViewPoint パレットについて
このこのパレットパレットは は DxO ViewPoint DxO ViewPoint ががライセンスライセンス認証認証されているされている場合場合にに利用利用できます。できます。

DxO ViewPoint は DxO PhotoLab の前のバージョンのパース補正とボリューム歪像に更に改善が加えられ、より簡単なイ
ンターフェースになっています。さらにDxO ViewPoint 3 からはパース補正と水平補正が自動で可能になり、ミニチュア効果も
追加されました。
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〔DxO ViewPoint〕パレット

パース補正
建築写真では、撮影に際してフォトグラファーが建物を下から見上げたり、上から見下ろしたりしなければならないことがあります。
どちらの場合も、建物の正面の四角が画像の端に行くにしたがってすぼまってしまいます。DxO ViewPoint は以下の様な補
正が出来ます。

 自動（DxO ViewPoint 3）：水平と垂直方向の自動パース補正と自動水平補正。

：垂 直または水平方向の平行ラインの補正。

： 長方形を強制する補正（長方形の 4 つの辺を独立して選択し、一度に補正）。

 ：8ポイント補正（4 辺を完全に独立して選択）。

補正モードには 2 つのボタンがあり、100 %を選択すると設定通りの補正が適用され、自然な補正（DxO ViewPoint
2 のみ）を選択すると補正適用は 75 %に抑えられ自然な感じに仕上がります。〔強さ〕スライダを使って更に調整するこ
ともできます。 

〔100 %〕と〔〔100 %〕と〔自然自然なな補正〕補正〕ボタンボタンは は DxO ViewPoint 3 DxO ViewPoint 3 にはありません。これはにはありません。これはインターフェースインターフェースをよりをより簡素化簡素化するする
ためです。ためです。補正補正のの強強さは,さは,強強ささスライダスライダをを使使ってって自分自分のの好好みにみに調整調整することができます。することができます。

8 ポイント8 ポイント補正補正は は DxO ViewPoint 2 DxO ViewPoint 2 または 3 のまたは 3 のライセンスライセンス認証認証をしているをしている場合場合か、か、 DxO ViewPoint 2  DxO ViewPoint 2 またまた
は 3 のは 3 のデモデモ版（31日間有効）版（31日間有効）をを試用試用しているしている場合場合のみのみ表示表示されます。されます。

パースパース補正補正をを自動自動モードモードでで行行ったった場合、手動補正場合、手動補正にに切切りり替替えてもえても自動補正自動補正のの内容内容はは保存保存され、さらにされ、さらに補正補正をを微調微調
整整したりしたり補正補正しし直直したりできます。したりできます。
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 ボリューム歪像補正

画像の周縁部に位置する被写体の歪みは、屋内写真、イベント写真、結婚写真などでよく発生するジオメトリ的欠陥です。こ
れはボリューム歪像と呼ばれ、広角レンズまたは広角ズームレンズを使って静物や人物を撮影したり、集合写真を撮る場合によ
く発生します。画像の端に位置する被写体が引き伸ばされてしまいます。
DxO ViewPoint パレットには、これを、水平／垂直方向、または対角線方向に補正するツールが用意されています。
 

バージョンバージョン別別にに利用利用できるできるツールツールがが変変わります。よりわります。より詳詳しいことはしいことは DxO ViewPoint  DxO ViewPoint ののユーザーガイドユーザーガイドをを参照参照してくだしてくだ
さい。さい。

ミニチュア効果（DxO ViewPoint 3）
ミニチュア効果は、画像内のピントの位置をずらして、まるでミニチュアやジオラマの写真を撮ったような印象を風景写真に与える
ことができます。この効果は俯瞰で撮った都市写真でより効果的です。〔ミニチュア効果〕ツールには、ぼかす部分の位置やその
強さに大きな柔軟性があります。
 
ミニチュア効果を有効にすると画像に 2 段階のブラーが表示れます（4 本の補助線が重なって表示）。実線は画像内でピン
トの合った部分の境界線になり、点線はピントが合う部分と合わない部分の画像内の上下の境界線になります。ミニチュア効
果は画像内のどの部分にも設定することが可能で、360° 回転させることもできます。
 
ブラーの形と強さは調整することができます。また 2 段階のブラーの位置の対称性とブラーの強さの対称性（2 段階のブラーに
異なるブラーを発生することは可能）は無効にすることもできます。
 

DxO PhotoLab 内で DxO ViewPoint を使う場合の相違点

DxO ViewPoint をプラグインを使う場合、補正ツールと機能は,多少変わるところがあります。

ジオメトリ補正後の変形して画像情報のない部分がグレーで表示されます。

補正結果のプレビューは画像をクリックするか、［Ctrl］キー（Windows）または ［Cmd］キー（Mac）を押し続ける
ことで可能です。

拡大ズームをした後、スペースキーを押し続けることでマウスカーソルをハンドツールに変え、画像の移動ができます。

.パース補正と水平補正ツールを使う際、部分プレビューのルーペが使えません。

〔ミニチュア効果〕ツールでは、DxO ViewPoint 3 の様にブラーの強さを画像内でインタラクティブに調整することができませ
ん。〔ミニチュア効果〕サブパレットの（ブラー）スライダを使えば調整可能です。
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画面上部のコマンドバーに、ミニチュア効果用のアイコンがあります。



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 201

水平補正とクロップ
水平

〔水平〕パレット
〔水平〕ツールは、傾いた画像を水平に補正できます。自動モードと手動モードが利用できます。 
 
自動モード：

水平スライダの右にあるマジックワンドアイコンをクリックします。 . 1.

自動パース補正をキャンセルするには、マジックワンドを再度クリックします。2.

補正の微調整をするには、水平スライダを使います。3.

手動モード：
このモードでは、ユーザの判断で水平の傾きを補正することができます（このツールは、コマンドバーからでもアクセス
可能）。

水平ボタンをクリックします。1.

画像内で、傾いた水平線上にラインが重なるようにアンカーポイントを移動します。2.

画像内に新しくラインを引き、アンカーポイントを移動して調整することも可能です （クリックしてマウスのボタンを押しなが3.
ら移動）。

画像を拡大ズームした場合、〔移動／ズーム〕パレット内で位置を確認できます。4.

画像の右下にある〔プレビュー〕ボタンをクリックすると水平補正が行われます。5.

〔リセット〕ボタンをクリックすると補正をキャンセルして元の状態に戻れます。6.

〔適用〕ボタンをクリックすると補正が適用されます。.7.
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プレビューをせずに直接補正を適用することもできます。

〔水平〕ツールは、画像を少しだけ回転（5°以下）する場合に便利です。スライダを動かすか、数値を直接入力し
ます。

 

クロップ

〔クロップ〕パレット

自動クロップ

パース補正／水平ツールで補正すると、画像の周囲の情報が失われます。そのため、〔クロップ〕パレットは自動モードに設定さ
れ、補正メニューは〔キーストーン／水平補正指定値〕に基づいて自動に設定され、アスペクト比は〔画像比率維持〕にデフォル
トで設定されています。そのため、クロップは画像の要素を可能な限り保全しながら完全に自動で行われます。
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ドロップダウンメニューから〔無制約〕ではなく〔画像比率維持〕を選択すると、縦と横の比率（例えば 3：2 や 4：3 ）を
維持したままリサイズすることもできます。

画像比率メニューから、1：1（スクエアフォーマット）、5：4（伝統的な 5×4 や 10×8 フォーマット）など違う比率を
選択することもできます。メニューバーに任意の数字を入力することもできます（2つの数字の間に「:」を挿入。例 3:2）。

罫線はデフォルトでは表示するように設定されています。

手動クロップ

ツールバー
上部のツールバーで〔クロップツール〕ボタンをクリックしてクロップツールをアクティブにすると、画像の下にもバーが表示されます。こ
のバーには、左から右に、次のオプションが含まれます。

事前定義されたアスペクト比（1:1、16:9など）の選択メニュー。初期設定では〔オリジナル〕に設定されています（オリジ
ナル画像の縦横比率が保存されています）。

クロップで失われる領域の不透明度を調整するスライダー（初期設定では 50%）。

クロップグリッド表示をアクティブ/非アクティブにする〔グリッドの表示〕チェックボックス。

クロップ後の画像の縦と横のサイズ（ピクセル）。この数値は、クロップ操作中にリアルタイムで変化します。

クロップをキャンセルする〔リセット〕ボタン。

クロップを確定してツールを離れるための〔閉じる〕ボタン。

 

手動でクリップする

手動クロップを行う場合、ドロップダウンメニューから〔クロップツール〕ボタンをクリックして、画像をクリックすると、画像内に点線
の四角形が表示されます。特定のアクペクト比を選択している場合、その比率でボックスが描かれ、サイズ変更時もその形
が保たれます。〔無制約〕モードにしている場合は、自由に形を変更することができます。

クロップが有効になったら画像上でマウスを左クリックしたままドラッグしてクロップボックスを描くこともできます。四角形の横か
角をドラッグするだけでサイズを変更できます。

マウスポインタを四角形の中でドラッグすると、画像上で四角形を移動させることができます（4 方向矢印がマウスポインタ
の代わりになります）。

ボックスの外側をクリックすると、新しいボックスを描くことができます。

ドロップダウンメニュードロップダウンメニューで〔で〔アスペクトアスペクト比〕、〔無制約〕比〕、〔無制約〕をを選択選択したした場合、場合、［Maj］［Maj］キーキーをを押押すとすと比率比率をを保持保持できます。できます。

手動クロップをする場、画像右下にサイズがピクセル数で表示されます。
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クロップツールを使っている場合は、コマンドバーが画像野下に表示されます。ここではアスペクト比を設定したり、罫線を表示／
非表示にしたり、クロップをリセットしたり、ツールを閉じることができます。
 

［Enter］［Enter］キーキーをを押押してして補正補正をを適用適用してしてツールツールをを閉閉じるかじるか、［Echap］、［Echap］キーキーをを押押してしてクロップクロップ設定設定ををリセットリセットしてしてツーツー
ルルをを閉閉じることができます。じることができます。

DxO ONE DxO ONE ののデジタルズームデジタルズームにに関連関連したしたクロップクロップ機能機能については、については、ユーザーガイドユーザーガイドの の DxO ONE DxO ONE ののサポートセクションサポートセクション
をごをご覧覧ください。ください。
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レンダリング調整
トーン補正

ヴィネット

カラー

カラーレンダリング（DxO FIlmPack プラグインが無い場合） - ELITE 版

スタイルー調色処理（DxO FIlmPack プラグインが無い場合）

DxO FilmPack

DxO FilmPack パレットについて

トーン補正

ヴィネット

DxO 光学モジュールが使用可能な場合は、2 つのスライダが表示されます。
 
ヴィネットは，画像の角が中央部と比べて暗くなってしまう光学上の欠点です。ヴィネットの補正は DxO 光学モジュールが利
用できるかどうかで方法が異なります。
 

DxO 光学モジュールが利用できる場合
この場合は、補正ドロップダウンメニューに DxO 光学モジュールで自動補正と表示され、補正は自動で実行されます。自動補
正をさらに調整することもでき、モジュールが利用できない場合は補正ドロップダウンメニューで手動補正に切り替えることもでき
ます。
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ヴィネット補正は基本的に 2 つのステップで調整が可能です：
最初に、DxO 光学モジュールが、レンズデータ、焦点距離、露出設定などから、画像内の全ピクセルでヴィネットの度合1.
いを検証します。〔強さ〕スライダ（0 〜 100%）を使って、画像内でどのくらいヴィネットを取り除けばよいのかを決定しま
す。

続いて明るい部分におけるクリッピングや、シャドウ部分におけるノイズ増加を防ぐためのフィルタが適用されます。このフィル2.
タで各ピクセルの輝度によって、かける事のできる値を制限します。このフィルタの効果は、画像の内容によって異なります。
オプション表示ボタンをクリックすると、フィルタの強さを調整できる保持スライダ（0 〜 100%）が表示されます.。

この値を 0 %に設定すると、ヴィネット補正は制限無くかかります。

80 %に設定すると、大きい範囲のハイライトとシャドウが補正されません.。

 
この 2 つの設定を調整する場合は、強さスライダを 100 %に設定してから、保持スライダを動かした方が良いでしょう。このツー
ルで補正できるのは、レンズまたはセンサーによって発生するヴィネットのみです。レンズフードなど機材の構造によって発生するヴィ
ネットは補正できません。この場合はクロップツールなどを使って問題箇所をトリミングしてしまう方法もあります。
 

マジックワンドマジックワンドををクリッククリックすることで、すべてのすることで、すべてのスライダスライダををデフォルト（デフォルト（自動）設定自動）設定ににリセットリセットできます。できます。

DxO 光学モジュールが利用できない場合
利用できる DxO 光学モジュールがない場合は、目で画像の隅を確認しながら強さスライダを使って手動調整をすることが可
能です。中央部強調スライダを使うと、画像の中心部からどこまで補正を適用するかを選ぶことができます。

カラー

カラーレンダリング（DxO FilmPack がインストールされていない場
合、ELITE版のみ）
すべてのカメラ、処理ソフトウェア、そして伝統的な写真のフィルムでは、それぞれ異なる解釈でカラーレンダリングを行います（こ
の解釈がメーカーの評価になります）。〔カラーレンダリング〕パレットでは、他のカメラやフィルムで撮影したような色を再現するこ
とができます。または、同時に複数のカメラを利用して撮影した画像の調子を揃えたい場合に利用します。特定のカメラの特徴
を出さずに、ニュートラルな仕上がりに揃えてクライアントに提出したいという場合もあります。
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〔カラーレンダリング〕パレット

JPEG または TIFF 画像
他の補正と同様に、TIFF や JPEG 画像へのカラーレンダリング補正は、RAW ファイルへの補正に比べて限界があります。す
でに処理済みの場合、撮影時の情報を取り戻すことはできません。これらのファイル形式の場合は、フィルムのみ利用できます。
 
フィルムカテゴリは、カテゴリとレンダリングの 2 つのドロップダウンメニューがあります。強さスライダは、オリジナル画像と他のカラース
ペースに変換した画像のブレンド率を調整可能です。デフォルト設定は 100 で、0 にすると元画像、100 以上にすると補正
が強調された効果になります。

RAW 画像
RAW 画像はすべての光の情報が含まれているため、様々なカラースペースにも変更することができます。カラーレンダリング補
正が効果的にかかります。カテゴリとレンダリングの 2 つのドロップダウンメニューから様々な設定が行えます。

ジェネリックレンダリング：カメラ本体はカメラのデフォルトレンダリングが適用されます。JPEG ファイルの場合は、工場出荷時
の設定でレンダリングされます。2 つ目のドロップダウンメニューから 4 種類の〔ニュートラルカラー〕から選択できます。これらは、
コントラストなど、トーンカーブが若干異なります。

ニュートラルカラー：ニュートラルな色調は、他のカラーレンダリングへ切り替える場合の基本となる設定です。

 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab では、いくつかのでは、いくつかのカメラメーカーカメラメーカーののフォトスタイルフォトスタイルはは考慮考慮しませんが、しませんが、標準標準ののオリジナルレンダリングオリジナルレンダリングにに
可能可能なな限限りり近近づけるようにします。づけるようにします。

 

カメラ本体： カメラ本体が選択されていると、2 つめのドロップダウンメニュー内に、DxO Labs が実際に計測してテストし
た様々なメーカーやモデルのカメラリストが表示されます。

カラーポジフィルム： DxO FilmPack プラグインがない場合は、DxO PhotoLab はカラーポジフィルムの〔ジェネリックポジ
フィルム〕のみ選択できます。
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DxO FilmPack DxO FilmPack ががインストールインストールされていないされていない場合場合は、よくは、よく利用利用されるいくつかのされるいくつかのカラーポジフィルムカラーポジフィルム（Kodachrome、（Kodachrome、
Fuji、Velvia Fuji、Velvia 等）等）のみがのみがフィルムレンダリングフィルムレンダリングとしてとして使用使用できますできます。DxO FilmPack 。DxO FilmPack ががインストールインストールされていると、さされていると、さ
らに 60 らに 60 種類種類をを超超えるえるフィルムレンダリングフィルムレンダリングからから選択選択できるようになります（できるようになります（詳詳しくはしくは、DxO Academy、DxO Academyをを参照参照してくしてく
ださいださい：https://www.dxo.com/ja/dxo-academy/）。：https://www.dxo.com/ja/dxo-academy/）。

 

ICC プロファイル： ICC プロファイルを選択すると、ダイアログボックスが開いて利用したいカラープロファイルを選択できるよう
ファイルシステムが開きます。ICC プロファイルは、ビジュアルデバイス（カメラ、モニタ、スキャナー等）の設定プロファイル
で。JPEG や TIFF 画像では、強さスライダを使ってオリジナル画像と他のカラープロファイルを設定した画像のブレンドをす
ることができます。0 に設定するとオリジナル画像が表示され、100 にするとカラープロファイルが適用された画像のみが表示
されます。100 以上に設定することもできます.

彩度過多補正： 特定のカラーが飽和して、ディテールが失われたり不自然な色になってしまうことをしまうのを防ぐためのツー
ルです。飽和は特定のカラーチャンネルの明るさが最低（0）や最大（255）に近い場合に発生します。この処理は自動
的に実行されます。強さスライダで調整することもできます。マジックワンドアイコンをクリックすると、オリジナルの自動設定に
戻すことができます。

 

〔強〔強さ〕さ〕スライダスライダはは特定特定ののカラーレンダリングカラーレンダリングにに適用適用したした場合場合のみのみ利用利用できますできます。RAW 。RAW 画像画像では、では、カラーレンダリングカラーレンダリングがが
適用適用されているされている場合場合はは常常にに適用適用されます（されます（デフォルトデフォルトではではカメラカメラ本体本体ののカラーレンダリングカラーレンダリングがが選択選択されていまされていま
すす）。JPEG ）。JPEG 画像画像では,では,カメラボディカメラボディでで既既にに処理済処理済みのためみのため、DxO PhotoLab 、DxO PhotoLab ははカラーレンダリングカラーレンダリングをを適用適用しません。しません。

スタイルー調色処理（DxO FilmPack プラグインが無い場合）

 
〔スタイル／調色処理〕パレットには、画像全体のコントラストや彩度を調整してクラシックスタイルを再現するプリセットが用意さ
れています。

モノクロ：カラー画像をモノクロに変換します。

風景：緑色が強調されます。

ポートレート：スキントーンをきれいに見せます。

セピア
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〔強さ〕スライダで調整することができます。デフォルトの値は 100 で、0 にするとオリジナル画像になります。
 

〔スタイル／〔スタイル／調色処理〕調色処理〕パレットパレットののコンテンツコンテンツは は DxO FilmPack DxO FilmPack ががインストールインストールされているかどうかでされているかどうかで変変わります。わります。

DxO FilmPack

DxO FilmPack パレットについて

DxO FilmPack DxO FilmPack プラグインプラグインがが利用利用できるできる場合場合は、このは、このパレットパレットがが表示表示されます。されます。

 
DxO PhotoLab 内で、シームレスにフィルム効果や DxO FilmPack で提供される機能を利用することができます。
 

〔DxO FilmPack〕パレット
 
この機能には 5 つのパレットがあります。

カラーレンダリング：このパレットは、〔カラー〕パレット内にある〔カラーレンダリング〕パレットと同じものです。カメラ本体や ICC
プロファイル、ポジ、ネガ、カラー、白黒などの様々なフィルムから選択することができます。

スタイル／調色処理：このパレットも、〔カラー〕パレット内にある同名のパレットと同じものです。調色処理を適用できます。

コントラスト：画像の〔コントラスト〕、〔マイクロコントラスト〕、〔微細コントラスト〕（DxO FilmPack の ELITE 版でのみ
利用可能）を補正できます。

フィルタ：レンズフィルタを再現するものです。

DxO FilmPack 粒状感（Windows）／粒状感（Mac）：白黒やカラーの最大 60 種類以上のフィルムが持つ粒
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状感を再現できます。サイズも設定できます。

 モノクロ用のチャンネルミキサー（Windows）／チャンネルミキサー（Mac）、（DxO FilmPack の ELITE 版でのみ
利用可能）：カラー画像からモノクロ画像に変換する際に 6 つのカラーチャンネル（RGB：赤、緑、青／CMY：シアン、
マゼンタ、黄）のバランスを自分の好みに合わせて調整できます。

クリエイティブヴィネット（DxO FilmPack の ELITE 版でのみ利用可能）：画像の周縁部分の光量調整が可能で、画
像の中央に視線を集めたい場合に利用される手法です。

ブラー（DxO FilmPack の ELITE 版でのみ利用可能）：ヴィネットを使えば、被写体の周りにブラー効果をつけること
ができます。ソフトフォーカスを使えば、画像全体に光の拡散効果を適用できます。

フレーム（DxO FilmPack の ELITE 版でのみ利用可能）：画像の周辺部分にフレームを付けます。

テクスチャ：（DxO FilmPack の ELITE 版でのみ利用可能）：傷やしわくちゃの紙などのテクスチャを付けます。

光漏れ：（DxO FilmPack の ELITE 版でのみ利用可能）：フィルム現像の際にフィルム上に光が漏れる現象を再
現します。

 

バージョンバージョンまたはまたはエディション（エディション（版）版）のの違違いにより、いにより、利用利用できるできる補正補正ツールツールがが変変わります。わります。詳詳しいことは しいことは DxODxO
FilmPack FilmPack ののユーザーガイドユーザーガイドをを参照参照してください。してください。

https://help-fp5.dxo.com/ja/home
https://help-fp5.dxo.com/ja/home
https://help-fp5.dxo.com/ja/home
https://help-fp5.dxo.com/ja/home
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DCP と ICC プロファイルを使う（ELITE版）
 ICC プロファイルに続き、DxO PhotoLab では DCP エントリープロファイルを使えるようになりました。この目的は、異なるカメ
ラで撮影された画像のカラーを統一したり特別な仕上がりを実現するために、撮影シーンを明るくするために使われた光源に応
じて画像の仕上がりとカラーを最適化することです。
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DCP プロファイル適用前／適用後の画像：カメラメーカーの仕上がり（左側）よりもコントラストがより強調されたプロファイル（右側）。自分で完

全に補正をコントロールすることが可能。

DCP プロファイルと ICC プロファイルとは？
 
カメラのセンサーは、受光素子に達する光量子、つまり構成する繊細な要素と光を捉える要素を電子シグナルに変換します。
次にこの電子シグナルはデータに変換され、RAW ファイルに保存されます。利用可能な画像を作成するために、RAW ファイ
ルは DxO PhotoLab のようなソフトウェアで処理する必要があります。この全プロセスでカラーを復元するため、プログラムは、
エントリープロファイル、つまりそのファイル独自の仕上がりを適用します。
 
また、別のエントリープロファイルを使って、この仕上がりを変更することもできます。DxO PhotoLab ではこれまで ICC プロファ
イルを使うことができましたが、このテクノロジーはすでに旧式であり、一つの光源種類だけに基づいてカラーを調整することがデメ
リットになっていました。また ICC プロファイルが最も適していたのは、日中の光のような種類の光源でした。
DxO PhotoLabでは、Adobe 社が開発したテクノロジーである DCP プロファイルを使用できるようになりました。DCP プロファ
イル（DNG カラープロファイル）は DNG（Digital NeGative）に基づいています。DNG は Adobe 社が画像、写真、映
画業界に提供する RAW ファイル用の公開アーカイブ形式で、iOS とAndroid を搭載したモバイルデバイスにも広く採用され
ています。
 
DCP プロファイルには ICC プロファイルと比べて多くのメリットがあり、特に柔軟性の高さが特徴です。DCP プロファイルでは 2
種類の光源（例えば日中の光と白熱）を組み込み、あらゆる状況のカラーやホワイトバランスを再現できます。プロファイルは
画像のコントラストにも使われます。例えば、より柔らかな仕上がりのプロファイルや単調なプロファイルを使って平坦な仕上がりの
画像を作成すると、ユーザーは中性的なベースを使って、自分でコントロールしながら独自の仕上がりを作成することができます。
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ICC ICC は は International Color Consortium International Color Consortium のの略称略称です。このです。この業界団体業界団体にはには Adobe  Adobe 社、社、AppleApple
社、社、Microsoft Microsoft 社、社、Canon Canon 社、社、Nikon Nikon 社、社、Sony Sony 社社やそのやその他他のの企業企業がが参加参加しており、しており、標準的標準的ででユニバーサルユニバーサルなな
カラーカラー管理管理システムシステムをを提案提案しています。しています。詳詳しいしい情報情報はは公式公式サイト（サイト（英語）英語）をごをご覧覧ください：ください：
http://www.color.orghttp://www.color.org

DCP または I CC プロファイルを作成するには
DxO PhotoLab ではエントリープロファイルを作成することはできません。そのためには、特定のカラーチャートやソフトウェアソリュー
ションなど、他社の製品を使っていただく必要があります。これらの製品はほとんどが高価ではありません。自分でプロファイルを作
成したくない場合、 お使いのカメラのエントリープロファイルを作成する業者のサービスを使うこともできます。
 

DCP プロファイルをインポートして適用する
DCP エントリープロファイルの DxO PhotoLab へのインポートと適用は非常に簡単です。〔設定〕タブで〔カラー〕パレット（1）
を選び、〔カラーレンダリング〕サブパレットを開き、カテゴリーメニューで〔DCPプロファイル〕を選択してください。すぐ下にある〔レンダ
リング〕で〔DCP プロファイルをインポートする〕を選択すると、システムのダイアログボックス（2）が開き、Windowsでは〔開
く〕、Macでは〔DCP プロファイル〕ボタンをクリックすると、インポートするプロファイルを特定して選択できます。
 

http://www.color.org
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エントリープロファイルはすぐに画像に適用され、色の強さを調整することもできます。カーソルはデフォルトでは 100 に設定され
ています。
 

 
DCP プロファイルはいつ適用すれば良いのでしょうか？理想的なシナリオは、処理されていない画像に DCP プロファイルを適
用することです。

DxO PhotoLab で画像を開いた直後。つまり、DxO PhotoLab が初期設定のプリセットを適用した後*。DxO
PhotoLab の初期設定の動作に対応したこの方法は、大半のフォトグラファーに適しています。

DCP プロファイルを含むパーソナライズしたプリセットを適用する際。この方法は、画像処理のワークフロー全体をコントロー
ルしたいフォトグラファーに適しています。

 

* DxO PhotoLab 4 * DxO PhotoLab 4 では、では、画像画像をを開開いたいた際際ににプログラムプログラムがが実行実行するする全般動作全般動作をを定義定義するする補正補正プリセットプリセットを、を、ユーユー
ザーザーがが選択選択できるようになりました。できるようになりました。詳詳しくは、「しくは、「DxO PhotoLab DxO PhotoLab をを使使いい始始めるめる」の」のページページをごをご覧覧ください。ください。

https://help-photolab4.dxo.com/ja/presets
https://help-photolab4.dxo.com/ja/presets
https://help-photolab4.dxo.com/ja/getting-startedwithdxophotolab4
https://help-photolab4.dxo.com/ja/getting-startedwithdxophotolab4
https://help-photolab4.dxo.com/ja/getting-startedwithdxophotolab4
https://help-photolab4.dxo.com/ja/getting-startedwithdxophotolab4
https://help-photolab4.dxo.com/ja/getting-startedwithdxophotolab4
https://help-photolab4.dxo.com/ja/getting-startedwithdxophotolab4
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画像のエクスポート
画像のエクスポートについて

DxO PhotoLab には、〔フォトライブラリ〕タブと〔設定〕タブで利用できるエクスポート機能があります。エクスポートには3つのモー
ドがあります。

ハードディスクにエクスポート： 画像をハードディスクにエクスポートします。

別のアプリケーションにエクスポート：外部アプリケーションの中で画像を開きます（RAW 画像を含む）。

Lightroom にエクスポート：画像を Adobe Lightroom Classic にエクスポートします。

 
Windows 版の DxO PhotoLab では、サードパーティーの Web ギャラリーにエクスポートすることもできます。

Flickr にエクスポート（DxO PhotoLab から Flickr に画像を転送するには、Flickrのアカウントと ID が必要です）。

 
Mac 版の DxO PhotoLab では、macOS が提供するユーティリティに関連した特別なエクスポートモードも利用できます
（詳しくは、該当のヘルプを参照してください）。

メール（E メール）

メッセージ （メッセージングサービス）

AirDrop（Wi-Fi ネットワークを使った Mac から別の Mac、iPad または iPhoneへの転送）

ノート（メモ）

写真に追加（写真マネージャ）

リマインダー（通知システム）

 
 
 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab の の ELITE ELITE 版版では、では、複数複数ののフォルダフォルダにに複数複数のの形式形式でで同時同時ににエクスポートエクスポートすることができ、することができ、生産性生産性
がが大大きくきく向上向上します。します。

DxO PhotoLab 3.2 DxO PhotoLab 3.2 から、これまでは 10,000 から、これまでは 10,000 ピクセルピクセルだっただったエクスポートエクスポートのの一辺（縦一辺（縦またはまたは横）横）のの最大最大サイズサイズ
が、が、 Windows  Windows では  30,000 では  30,000 ピクセルピクセル、Mac 、Mac では 50,000 では 50,000 ピクセルピクセルになりました。になりました。
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ハードディスクへのエクスポート

インターフェイス

  
ファイルエクスポートメニュー （Windows)

ファイルエクスポートメニュー （Mac)
 

エクスポートは、〔フォトライブラリ〕タブと〔設定〕タブから使うことができます。画像ブラウザ内のコマンドバーに、エクスポートの 3 つ
のボタンが表示されます。

…にエクスポート（アイコン）：ハードディスク、別のアプリケーション、Facebook（Mac のみ）、Flickr、共有エクステン
ション（Mac のみ）のエクスポートモードの 1 つを選択できます。
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…にエクスポート（青のボタン）：選択したエクスポートモードか最後に選択されたモードを表示します。クリックするとアクセ
スできます。

エクスポート中のプログレスバー：エクスポートオプションのいずれかを選択すると処理ボタンが表示されます。このボタンをクリッ
クするとフローティングパレットが表示され、エクスポート中のプログレスバーが表示されます。

 

エクスポートエクスポートををキャンセルキャンセルするには、するには、処理処理ボタンボタンををクリッククリックして、して、フローティングフローティング処理処理パネルパネル内内でで処理処理ををキャンセルキャンセルしたいしたいププ
ログレスバーログレスバーのの横横にある〔×〕にある〔×〕印印ををクリッククリックします。します。

 
フローティング処理パレットには処理中のすべての記録が表示されます。パレットの左下にある〔空にする〕ボタンをクリックするとリ
ストを消去することができます。
 

 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab をを起動起動したした後、何後、何もも処理処理していないか、〔していないか、〔空空にする〕にする〕ボタンボタンををクリッククリックしたした後後にはにはプログレスバープログレスバーにはには
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何何もも表示表示されていません。されていません。

 エクスポートする画像を確認するルーペ：画像のエクスポートが完了したら、パレットのプログレスバーの右側に小さなルーペ
（虫眼鏡）のアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、Windows Explorer のダイアログボックス、または
Finder（Mac）がエクスポートされた画像の場所を開きます

ハードディスクへのエクスポート
画像をエクスポートすると、設定タブ内で設定した補正を適用しながら新しい画像ファイルを作成（処理）し、指定したハード
ドライブ上のフォルダに補正した画像を書き出します。〔ハードディスクにエクスポート〕ボタンをクリックすると、ハードディスクへエクス
ポートのオプションのダイアログが開きます。
 

ハードディスクへのエクスポートオプションでは、出力ファイル形式、出力保存先、ファイル名の接尾詞,画像サイズ、ICC プロファ
イル等が設定できます (Windows）。

 
出力オプションには、複数の自動エクスポート用のファイルフォーマットが用意されており、異なるフォーマットで異なる場所に同時
に書き出す（Elite 版のみ）ことができます。
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ファイルフォーマットの制限
画像フォーマットによっては、ファイルサイズが小さくなる分、画像の情報が失われる場合があります（ロッシー）。またすべての情
報を保持したまま圧縮をすることができる形式もあります（ロスレス）。
 
JPEG はロッシーフォーマットですが、TIFF やほとんどの RAW ファイルはロスレスフォーマットです。Adobe 社の DNG
（Digital NeGative）は特別なフォーマットで、様々な RAW 形式を置き換えるユニバーサル標準として提供されています。
ここでは、DNG 形式のバリエーションを区別する必要があります。専用の RAW 形式に相当するただの DNG と、ファイルを処
理する際に RAW ファイルの可能性とメリットの大半を維持できるモザイク解除されたファイルのリニア DNG です。
 
利用可能な入力ファイルフォーマットと出力ファイルフォーマットの組み合わせは以下の通りです：
 

入力ファイル
フォーマット

利用可能な出力ファイルフォーマット

JPEG JPEG／TIFF（8 ビット）

TIFF TIFF（8 または 16 ビット、入力ファイルによる）

RAW JPEG／TIFF（8 または 16 ビット）／リニア DNG

DNG JPEG／TIFF（8 または 16 ビット）／リニア DNG

リニア DNG JPEG／TIFF（8 または 16 ビット）／リニア DNG

 
 

 

* DxO PhotoLab * DxO PhotoLab がが開開いていて処理処理できるのはできるのは、DxO PhotoLab 、DxO PhotoLab でで作成作成されたされたリニアリニア DNG  DNG ファイルファイルのみです。そののみです。その
ため、ため、他社製他社製プログラムプログラムでで作成作成されたされたリニアリニア DNG  DNG ファイルファイルはは対象外対象外です（です（例例えばえば、Adobe Lightroom Classic、Adobe Lightroom Classic
の の HDR HDR パノラマパノラマやや結合結合を を DxO PhotoLab DxO PhotoLab でで開開いていて編集編集することはできません）。することはできません）。

出力形式と関連設定
JPEG ：　
JPEG フォーマットは、写真の出力ラボでのプリント、Web やメール送信などの電子媒体を対象にしています。スライダを使って
圧縮レベルを調整することができますが、圧縮があがると品質は低下します。高品質に設定すると、出力ファイルサイズは大きく
なります。JPEG 形式は圧縮すると情報が失われるため、〔品質〕スライダを高め（90 など）に設定しておき、必要に応じてサ
イズを小さくすることをおすすめします。サイズが大きく品質が低い画像では最適の方法です。
 
TIFF ：
TIFF は高品質のワークフローを保証するフォーマットです。RAW 形式の画像データが必要ないあらゆる補正やレタッチで優先
したいフォーマットです。TIFF フォーマットで書き出す場合は、2 つのオプションから選択します。

圧縮／非圧縮オプション：DxO のおすすめは、非圧縮オプションです。出力ファイルのサイズは大きくなりますが、圧
縮 TIFF ファイルとは異なり、あらゆる画像処理ソフトウェアで開くことができます。

8 ビット、または 16 ビット：8 ビットは色チャンネルごとに 255 階調しかありませんが、16 ビットは 65,536 階調も
実現できます。もちろん、元の画像が 12 ビットまたは 14 ビット（RAW ファイルの場合）、および 16 ビット
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（TIFF ファイルの場合）でエンコードされている場合にのみ可能です。高品質のワークフローを維持するために、16
ビットのエンコーディングの選択をおすすめします。

 
DNG ファイル：
リニア DNG フォーマットでは高品質のワークフローを実現できるだけでなく、互換性のあるソフトウェア、特にAdobe
Lightroom Classic （または Adobe Camera Raw）で事後処理を続けることもできます。これには、2 つのオプションが
あります。

DNG 形式でエクスポートする（全ての補正を適用）：エクスポートで生成されるリニア DNG ファイルには、DxO
PhotoLab で実行されたすべての補正が含まれます。これは、DxO PhotoLab で RAW ファイルの処理全体を実
行し*、カタログ化のために Adobe Lightroom Classic を使用する場合に最適です。

DNG 形式でエクスポートする（ノイズ除去と光学補正のみを適用）：エクスポートで生成されるリニア DNG ファイ
ルには、DxO のノイズ除去と DxO の光学モジュールによるレンズ結果の補正のみが含まれます。DxO の最高レベ
ルのテクノロジーを活用しながら、画像の処理とカタログ化を Adobe Lightroom Classic で実行する場合には、こ
のオプションを選択してください。

 

詳詳しくは、しくは、Adobe Lightroom Classic Adobe Lightroom Classic とのとのワークフローワークフローののページページをごをご覧覧ください。ください。

 
その他のエクスポートオプション
 

出力先（PC）：初期設定では、出力先フォルダは元画像のフォルダに設定されています。この設定は、〔出力先フォルダ〕
のドロップダウンメニューに表示されます。〔出力先フォルダ指定〕を選択すると、ダイアログボックスが開き、パスを入力するフィー
ルドが表示されます。ハードディスクからフォルダを選択するか、新規フォルダを作成します。アクセスパスは絶対パス（例えば、
C:PhorosOutput DxO PhotoLab）でも相対パス（Output DxO PhotoLab）でも可能です。絶対パスの場合、
元の画像が複数のフォルダに分かれている場合でも、すべての画像が 1 つの出力先フォルダに保存されます。相対パスの
場合、画像は元画像のフォルダのサブフォルダに保存されるため、補正した画像を元画像の近くに保存できます。この場合、
元画像のフォルダの数だけサブフォルダが作成されることになります。

出力先（Mac）：初期設定では、出力先フォルダは元画像のフォルダに設定されています。この設定は、〔出力先フォル
ダ〕のドロップダウンメニューに表示されます。〔出力先フォルダ指定〕を選択すると、ダイアログボックスが開き、ハードディスクか
らフォルダを選択するか、新規フォルダを作成します。選択したフォルダは〔フォルダ〕フィールドに表示されます。〔サブディレクト
リ〕フィールドに名前を入力すると、出力フォルダの内部にいつでもサブディレクトリ（サブフォルダ）を作成できます。

 

これこれ以降以降でで説明説明するする項目項目は、は、エクスポートエクスポートののオプションウインドウオプションウインドウで〔で〔オプションオプション表示〕表示〕ををクリッククリックするとすると表示表示されます。されます。

接尾辞 : 接尾辞の入力フィールドは、〔出力先〕セクションに表示されます。デフォルトでは、各ファイル名に「_DxO」が追
加されますが、任意の文字に変更することもできます。

解像度 : 出力ファイルの解像度を ppi (points par inch) または ppc (points par centimeter) で調整できます。
初期設定値は 300 ppi です。

接尾辞：デフォルトでは各ファイル名に「_DxO」が追加されますが、任意の文字に変更することもできます。

https://help-photolab4.dxo.com/ja/workflow-with-lightroom
https://help-photolab4.dxo.com/ja/workflow-with-lightroom
https://help-photolab4.dxo.com/ja/workflow-with-lightroom
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解像度：出力ファイルの解像度を設定します。

画像のリサンプリング／サイズ変更：画像サイズを変更すると画像のピクセルを再計算して再生成します。どのような方法
をとっても画像情報が失われるため、サイズ変更はできるだけ最終段階で実行します。もし DxO PhotoLab の後、編集
をする場合にはオリジナルのサイズを変更しない方が良いでしょう。画像のリサンプリング（Windows）、サイズ変更
（Mac）のチェックを有効にすると以下の選択が行えます：

最大サイズ：幅または高さのピクセル数、センチメートル、インチのいずれか入力します。ひとつのサイズ入力で画像の縦
横比を変えずに自動的にサイズを変更します。

補間法：補間に利用する演算方法を選択します。不足するピクセルを補間するための複数の演算方法が用意されて
います。通常は自動のままで問題ありません。ただ多くの写真家かバイキュービック法を利用していますので、バイキュー
ビックを利用する場合はプルダウンから選択します。DxO PhotoLab では〔バイキュービック法：シャープ〕も利用できま
す.

透かし：エクスポート時に透かしを組み込むことができます。画像にすでに適用されている透かし、またはプリセットを選択で
きます。

プリセットメニューでは、保存された透かしを選択できます。初期設定では〔透かしなし〕に設定されています。

〔プリセットで透かしを上書きする〕のチェックボックスにチェックマークを入れると、〔設定〕タブで画像に適用した以外の透
かしを選択できます。

ICC プロファイル（ELITE 版のみ）：ICC プロファイルはオリジナル画像が保持しているもの、sRGB、Adobe RGB また
はカスタムプロファイルから選択できます。DNG 出力には利用できません。sRGB はウェブなどで利用したり印画紙やインク
ジェット出力に利用する場合に適しています。印刷向けや出力後レタッチが必要な場合には、Adobe RGB プロファイルを
選択すると良いでしょう。この場合、出力形式に TIFF 形式を使うことをお勧めします。カスタムプロファイルは自分でプロファ
イルを選択できます。

ハードディスクへのエクスポートを実行する
処理を開始する前にハードディスクにエクスポートオプションウィンドウ内のオプションのいずれかにチェックが入っている必要があります
（新しいオプションを作成してもチェックするまでは有効になりません）。少なくとも 1 つの設定にチェックがかかっている必要があ
りますが、必要なだけいくつでもチェックをかけることができます（ELITE版のみ）。DxO PhotoLab の強力な機能の一つで、
一度の処理で複数の設定の出力を同時に実行することができます。
 

複数複数のの出力形式出力形式をを作成作成することですることで複数複数ののハードディスクハードディスクややサーバーサーバーにに一度一度にに書書きき出出せます。またせます。また同同じじ出力形式出力形式でで出出
力力ディレクトリディレクトリがが違違うう複数複数ののファイルファイルをを書書きき出出すす設定設定をを作成作成しておけば、しておけば、画像画像ののバックアップバックアップ作成作成にに利用利用することができすることができ
ます。ます。

 
画像ブラウザ内で画像を選択したら、エクスポートオプションウィンドウの〔ハードディスクにエクスポート〕ボタンをクリックすれば、処
理とエクスポートが開始されます。出力先のフォルダに同じ名前のファイルがある場合、上書きするか、画像に別の名前をつける
か尋ねられます。これは既に出力したファイルを不用意に上書きしないためです。
 
処理が開始されると、処理中の画像のサムネイルの右上に歯車のアイコンが表示されます。また〔エクスポート〕ボタン自体に小
さい進捗バーが表示されます。〔エクスポート〕ボタンをクリックすると、進捗パレット内で進捗状況を見ることができます。

https://help-photolab4.dxo.com/ja/sukashi_wo_tekiyou
https://help-photolab4.dxo.com/ja/sukashi_wo_tekiyou
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処理処理にかかるにかかる時間時間ははエクスポートエクスポートするする画像画像サイズサイズやや枚数枚数によってによって大大きくきく異異なります。なります。

 
処理が終わると：

処理が問題なく終了したことを知らせるアイコンがサムネイル画像の右下に表示されます。

エラーが生じた場合、感嘆符〔 ! 〕が表示されます。

 
次の場所にアクセスして、一度に処理する画像の数を変更することができます：編集メニュー ＞ プリファレンス ＞ パフォーマン
スタブ ＞ 表示と処理（PC）、または DxO PhotoLab メニュー ＞ プレファレンス ＞ 詳細プリファレンスタブ（Mac）。
 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab ははマルチスレッドマルチスレッド処理処理をを行行うので、1 うので、1 枚枚またはまたは複数複数のの画像画像をを処理処理するする場合場合ににコンピュータコンピュータにに搭載搭載ささ
れているれているプロセッサプロセッサをすべてをすべて利用利用します。ただしします。ただし画像点数画像点数がが多多いい場合場合には、には、マルチスレッドマルチスレッド処理処理は は RAM RAM ととディスクディスク間間
ののメモリスワッピングメモリスワッピングがが増大増大するためするため RAM  RAM がが不十分不十分だとだとスピードスピードのの恩恵恩恵はは受受けられません。けられません。

パーソナライズしたエクスポートオプションを作成する
 
エクスポートの新規オプションを作成するには（オプションは好きな数だけ作成できます）：

エクスポートのオプションウインドウで〔新規オプションを追加〕ボタンをクリックします。初期設定では、新規オプションは「1.
JPEG（品質 90）、100% で出力、出力先フォルダは元画像のフォルダ内」に設定されています。

新規オプションの設定セクションで、異なるオプションを設定します。2.

PC：パーソナライズしたエクスポートオプションに名前をつけます。ごみ箱アイコンの横にあるテキストのアイコンをクリックし、3.
開いたウインドウで明示的な名前を入力し（例えば、JPEG 形式の品質 70% で幅が 2048 ピクセルの画像には「
JPEG 70 2048」）、〔名称変更〕をクリックします。

Mac：パーソナライズしたエクスポートオプションに名前をつけます。出力オプション名を直接クリックして、テキストを明示的4.
な名前に置き換え（例えば、JPEG 形式の品質 70% で幅が 2048 ピクセルの画像には「 JPEG 70 2048」）、
〔Enter〕キーを押して確定します。

エクスポートオプションを削除するには：
ごみ箱をクリックします（事前にオプションを選択する必要はありません）。1.

ダイアログボックスが開いたら、〔はい〕（PC）または〔削除〕（Mac）をクリックします。2.
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別のアプリケーションへのエクスポート
 

別のアプリケーションへのエクスポート
 
他のアプリケーションでさらに編集を続けるために、画像をエクスポートすることができます。
 

画像ブラウザでエクスポートしたい画像を選択します。1.

〔ハードディスクへエクスポート〕ボタンの横にあるドロップダウンメニューから、〔別のアプリケーションにエクスポート〕を選択しま2.
す。

ダイアログボックスが開きます。3.

初めて使用する場合は〔参照〕をクリックして、OS のダイアログボックスで外部プログラムを選択します。選択したアプリケー4.
ションは〔エクスポート先〕に保存されます（リストは〔エクスポート先〕> 〔履歴を消去〕から消去できます）。

〔アクション選択〕メニューでファイル形式（JPEG、TIFF、DNG*）を選択します。処理を適用せずに画像をエクスポート5.
することもできます**。

ファイル形式に応じて必要なオプションを選択します（JPEG は品質、TIFF は 8 または16 ビット、ICC プロファイルを追6.
加など）。透かしを組み込むこともできます[LIEN]。

〔エクスポート〕ボタンをクリックします。ファイルは処理されてから、指定したアプリケーションで開きます。7.

 

* DNG * DNG 形式形式の 2 つのの 2 つのオプション（〔オプション（〔全全てのての補正補正をを適用〕適用〕または〔または〔ノイズノイズ除去除去とと光学補正光学補正のみをのみを適用〕）適用〕）
は、は、Adobe Adobe 社社ののアプリケーションアプリケーション（Camera Raw、Lightroom）（Camera Raw、Lightroom）をを使使ったったワークフローワークフローのの場合場合にに適適しています。しています。

 

* * * * 〔選択〔選択されたされたファイルファイルをを処理処理せずにせずにエクスポートエクスポートする〕する〕をを選択選択してして RAW  RAW ファイルファイルををエクスポートエクスポートするする場合、場合、エクスエクス
ポートポート先先ののプログラムプログラムははDxO PhotoLab DxO PhotoLab でで実行実行したした仕上仕上がりやがりや補正補正をを回復回復しません。このしません。このオプションオプションをを使使ってって
RAW RAW ファイルファイルををエクスポートエクスポートするする場合、場合、エクスポートエクスポート先先ののプログラムプログラムとと互換性互換性があるかがあるか確認確認してください（してください（例例ええ
ばば、Photoshop 、Photoshop ににエクスポートエクスポートするする場合場合、Camera Raw 、Camera Raw モジュールモジュールがが開開かれます）。かれます）。
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Nik Collection by DxO とのワークフロー
 
〔エクスポート〕ボタンの左側にある専用ボタンを使って、DxO PhotoLab から Nik Collection by DxO スイートに直接アク
セスすることができます。Nik Collection by DxO は、画像調整とクリエイティブな仕上がりを実現するプラグインで構成されて
います。
 

Analog Efex Pro 2：多様な銀塩カメラタイプの仕上がりをシミュレーションします。

Color Efex Pro 4：多様なカラー写真の仕上がりとレジピを利用できます。

Dfine 2：全体調整でも部分調整でも、正確なノイズ補正が可能です。

HDR Efex Pro 2：広ダイナミックレンジの写真をマージ、処理できます。

Perspective Efex：写真のパース歪みの補正に特化したプラグインです。

Silver Efex Pro 2：モノクロ写真の豊かなツールと仕上がりパレットを利用できます。

Sharpener Pro 3：ワークフローの初期段階からメディアへの出力までのあらゆるシャープニング作業を実現します。

Viveza 2：暗室の技術を使って、階調や色を簡単に調整できます。
 
 
Nik Collection by DxO は DxO PhotoLab と連携して 2 種類のワークフローで使うことができます（詳しくは、 Nik
Collection by DxOユーザーガイドの関連ページをご覧ください）。
 

DxO PhotoLab との標準ワークフロー

DxO PhotoLab との非破壊方式ワークフロー

 

https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/a-is-not-working-2
https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/a-is-not-working-2
https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/a-is-not-working-2
https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/a-is-not-working-2
https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/article-4
https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/article-4
https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/article-4
https://help-nikcollection3.dxo.com/ja/article-4
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Adobe Lightroom Classicとのワークフロー
Lightroom Classic とのワークフローについて

Lightroom Classic の画像を DxO PhotoLab に転送する

ケース 1：DxO PhotoLab の画像を JPEG または TIFF 形式で Lightroom Classic にエクスポートする

ケース 2：DxO PhotoLab の画像を DxO での補正をすべて保持したリニア DNG 形式で Lightroom Classic にエ
クスポートする

ケース 3：DxO PhotoLab の画像を光学補正とノイズ除去だけを保持したリニア DNG 形式で Lightroom Classic
にエクスポートする

Lightroom Classic に戻す

DxO PhotoLab で処理を再開する

処理せずにエクスポートする

 
Lightroom Classic とのワークフローについて 
DxO PhotoLab では、Lightroom Classic（バージョン 3.0 以降）と統合されたワークフローを利用できます。このワーク
フローでは、Lightroom のカタログの RAW 形式の画像を DxO PhotoLab に転送して処理し、その後 bitmap（JPEG、
TIFF）ファイルまたはリニア DNG ファイルで Lightroom に戻すことができます。その際、DxO での処理をすべてファイルに含
めることも、DxO の光学補正およびノイズ除去だけを含めることもできます。後者のオプションを使うと、DxO の最高クラスのテ
クノロジーを活用しながら、Lightroom Classic で処理をすることができます。
 

RAW RAW ファイルファイルにに関関してはしては、DxO PhotoLab 、DxO PhotoLab でのでの処理処理と と Lightroom Classic Lightroom Classic でのでの処理処理のの間間にに相互相互のの影響影響もも問問
題題もも発生発生しません。なぜなら、しません。なぜなら、両両ソフトウェアソフトウェアはそれぞれがはそれぞれが独自独自ののエンジンエンジンとと補正補正のの保存方法保存方法をを使用使用しているからです。しているからです。
そのため、そのため、オリジナルオリジナルの の RAW RAW ファイルファイルは 2 つのは 2 つのソフトウェアソフトウェアでで無関係無関係にに処理処理することができますすることができます。Lightroom。Lightroom
Classic Classic でのでの補正補正を を DxO PhotoLab DxO PhotoLab でで見見ることも、そのることも、その逆逆もできません。もできません。

 
このワークフローは 2 つの要素をベースにしています。

RAW 画像の DxOPhotoLab への直接エクスポートを可能にする Lightroom Classic 向けのプラグイン1.

処理した RAW画像の異なる出力形式でのエクスポートを可能にする DxO PhotoLab の Lightroom 向けのエクス2.
ポート機能。

プラグインは、Lightroom Classic の適切なディレクトリに DxO PhotoLab が自動的にインストールします。インストールが
適切に実行されなかった場合、例えば、プラグインのインストールをユーザーが拒否したり、Lightroom Classic を DxO
PhotoLab の後にコンピューターにインストールした場合、DxO PhotoLab で〔Lightroom にエクスポート〕をクリックすると、
プラグインのインストールを始めることができます。
 
Lightroom Classic の画像を DxO PhotoLab に転送する 
Lightroom Classic の画像を DxO PhotoLab に転送するには：

Lightroom Classic で作業リストを選択したら、フィルムストリップで転送する画像をクリックします。1.
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メニューから、[ファイル] > [プラグインエクストラ ] > [DxO PhotoLab に転送]に進みます。2.

DxO PhotoLab が起動し、転送する画像を保存するプロジェクトを自動的に作成します*。3.

画像の処理を行います。4.

 

 

* 転送* 転送がが完了完了するとすると、DxO PhotoLab 、DxO PhotoLab はは自動的自動的に〔に〔設定〕設定〕タブタブをを表示表示し、し、画像画像ブラウザブラウザににプロジェクトプロジェクトののコンテンツコンテンツ
がが表示表示されます。またされます。また、〔Lightroom 、〔Lightroom ににエクスポート〕ボタンエクスポート〕ボタンもも表示表示されます。されます。

ケース1：DxO PhotoLab の画像を JPEG または TIFF 形式で Lightroom Classic にエク
スポートする 
このケースは、画像をすぐに使用できる形式でエクスポートし、Lightroom Classic に戻した際に追加のレタッチや補正を行わ
ないケースです。この場合、JPEG（電子媒体または印刷）かTIFF 形式（印刷）を使用します。

DxO PhotoLab で画像の処理が終わったら、画像ブラウザで対象の画像を選択します。1.

[Lightroom にエクスポート] ボタンをクリックします。2.

ダイアログボックスが開きます。3.

〔アクション選択〕オプションで、〔JPEG 方式でエクスポートする〕または〔TIFF 形式でエクスポートする〕のいずれかのファイ4.
ル形式を選択します。

〔品質〕オプションで、スライダを使って JPEG の圧縮率を調整します。TIFF 形式の場合、8 ビットまたは 16 ビットを選5.
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択します。

この時点で、透かしを組み込むこともできます（詳しくは、「透かしを適用する」[LIEN]のページをご覧ください）。6.

〔オプション表示〕で、添付する ICC プロファイルを必要に応じて選択します。7.

[エクスポート] をクリックします。8.

 

 
ケース 2：DxO PhotoLab の画像を DxO での補正をすべて保持したリニア DNG 形式で
Lightroom Classic にエクスポートする 
このケースでは、Lightroom Classic の現像モジュールの代わりに、完全に DxO PhotoLab で処理したリニア DNG ファイ
ルをエクスポートします。この場合、Lightroom Classic は画像のカタログ化、管理、配布のために使用します。

DxO PhotoLab で画像の処理が終わったら、画像ブラウザで対象の画像を選択します。1.

[Lightroom にエクスポート] ボタンをクリックします。2.

ダイアログボックスが開きます。3.

〔アクション選択〕オプションで、〔DNG 形式でエクスポートする（全ての補正を適用）〕を選択します。4.

この時点で、透かしを組み込むこともできます（詳しくは、「透かしを適用する」[LIEN]のページをご覧ください）。5.

[エクスポート] をクリックします。6.
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ケース 3：DxO PhotoLab の画像を光学補正とノイズ除去だけを保持したリニア DNG 形式で
Lightroom Classic にエクスポートする 
このケースでは、DxO PhotoLab がノイズ除去と DxO の光学モジュールでレンズ欠陥の補正だけを適用したリニア DNG ファ
イルをエクスポートします。DxO の最高レベルのテクノロジーのメリットを活用しながらも、RAW ファイルに類似しモザイク解除さ
れたリニア DNG 形式の特長により、Lightroom Classic の現像モジュールで画像処理を楽しむことができます。

DxO PhotoLab で画像の処理が終わったら、画像ブラウザで対象の画像を選択します。1.

[Lightroom にエクスポート] ボタンをクリックします。2.

ダイアログボックスが開きます。3.

〔アクション選択〕オプションで、〔DNG 形式でエクスポートする（ノイズ除去と光学補正のみを適用）〕を選択します。4.

この段階では、透かしを組み込みません。5.

[エクスポート] をクリックします。6.

 
Lightroom Classic に戻す 
Lightroom Classic に画像を戻すには、何も操作をする必要はありません。

最初に使用した際に自動的に作成された DxO PhotoLab のコレクション内に、エクスポートした日付と時間のコレ
クション（YYYY-MM-JJ HH-MIN-SEC）が自動的に作成されます。

DxO PhotoLab からエクスポートされた画像は、Lightroom Classic のオリジナルの画像と自動的にスタックされ
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ます（〔編集／環境設定〕 > 〔外部編集〕でオプションが有効になっている場合）。

DxO PhotoLab からエクスポートされた画像は元の名前を保持し、接尾辞として「_DxO」が追加されます。

Lightroom Classic で適用されたメタデータ、キーワード、スターレーティング、色ラベルはすべて、DxO PhotoLab
からエクスポートされたファイルに保持されます（〔カタログ設定〕 > 〔Lightroom Classicのメタデータ〕で XMP 形
式のメタデータの自動書き込みを有効にしたか確認してください）。

 

 
 
DxO PhotoLab で処理を再開する 
もちろん、DxO PhotoLab で画像の処理を再開することもできます。その場合、最初のRAW ファイルを選択して、転送と処
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理のプロセスを最初から始めます。この場合、DxO PhotoLab は DxO PhotoLab のデータベースに保存したデータおよび
付属ファイル「.dop」の両方、またはいずれかの読み込み時に、適用した補正やテーマを特定します。
Lightroom Classic に新たにエクスポートする場合、前にエクスポートしたファイルを上書きするか、固有の名前を使用するか
を尋ねられます。固有の名前の使用を選択すると、その画像の追加バージョンを作成することができます。
 
処理せずにエクスポートする
〔選択されたファイルを処理せずにエクスポートする〕オプションを選択すると、元のファイルを DxO PhotoLab での処理なしで
Lightroom Classic にエクスポートすることもできます。

Lightroom Classic のカタログにすでにその画像が存在する場合、エクスポートの日付と時間のコレクション
（YYYY-MM-JJ HH-MIN-SEC）だけが自動的に作成されます。ファイルが二重に作成されることも、ファイル名に
接尾辞の「_DxO」が追加されることもありません。

Lightroom Classic のカタログにその画像がまだ存在しない場合、エクスポートの日付と時間のコレクション
（YYYY-MM-JJ HH-MIN-SEC）が自動的に作成され、画像のあるフォルダが Lightroom Classic に参照さ
れます（デスクトップにある場合を含む）。ファイル名に接尾辞の「_DxO」は追加されません。

 



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 231

プリント

PC でプリントする

〔プリント〕モジュール
 
DxO PhotoLab でサポートしている RAW やバーチャルコピーを含む、すべてのファイル形式をプリントすることができます。プリ
ントする前に必ずしも処理する必要はありません。プリントは〔フォトライブラリ〕タブ、〔設定〕タブのどちらからでも利用できます。
 

〔プリント〕モジュール〔プリント〕モジュールは、は、コンピュータコンピュータにに接続接続されているされているプリンタプリンタをを自動的自動的にに表示表示しますします。PDF 。PDF にに書書きき出出すこともできますこともできま
す。す。

 
プリントカラーマネジメントはプリンタドライバ、または DxO PhotoLab で実行できます。後者のオプションは、ICC プロファイルの
選択とレンダリングとシャープネスの調整が可能です。
 

ツールと設定
インターフェイス
1 枚または複数の画像を選択したら、メニューのファイル ＞ 選択した画像をプリントを選択してプリントを実行できます。

メニューのファイル > 選択した画像をプリント

 
プリントモジュールを開くと、DxO PhotoLab の画面上に大きなフローティングウィンドウが開きます。これは 2 つのセクションに
分かれています。
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左側：プリントプレビューエリアにはプリントされる画像が表示されます（矢印ボタンを使って別のアイテムに移動できます）。

右側：設定エリアにはプリントコントロールの設定が用意されています。

プリントウィンドウの下に〔プリント〕と〔キャンセル〕ボタンが用意されています。
 

設定

プリント設定

一番上のパレットには、プリンタパラメータの設定があります：

プリンター：接続して利用できるプリンタのリスト

用紙サイズ：プリンタドライバによる用紙サイズ

印刷の向き：プリンタドライバによる用紙の向き

解像度：プリンタドライバによるデフォルト解像度（300 dpi）

 

プリントプリントのの最高解像度最高解像度は は 1200 dpi 1200 dpi です。です。

 

カラーとシャープネス

カラープロファイル：カラーとシャープネスセクションでは、プリントのカラー管理を、プリンタドライバを使うか、カラープロファイルド
ロップダウンメニューから ICC プロファイルとレンダリングモードを選択する 2 つの方法で行えます。またプリントシャープネスを
スライダで調整できます。

プリンターでマネージメント : プリンタプロパティを設定した後は、特に設定することはありません。プリンタドライバがカラー
プリント管理を実行します。

 

レンダリングモードレンダリングモードのの選択選択は、は、ICC ICC プロファイルプロファイルをを選択選択したした後後にに表示表示されますされます（DxO PhotoLab （DxO PhotoLab ででマネージメントマネージメント使使
用時）。用時）。

 

DxO PhotoLab でマネージメント：このモードを選択すると、以下のウインドウとメニューが順に表示されます：

ICC プロファイルをインポートウィンドウ：コンピュータにインストールされている ICC プロファイルを選択できます。

レンダリングインテント：4 種類のレンダリングモードから選択できます。
知覚的：このモードではガモットを圧縮し、すべてのカラーが印刷できるようにします。写真プリントに最も適したレ
ンダリングです。

彩度：このモードは元のカラーと変換されるカラー間のカラーマッチングを確実に実行します。明るい色を再現した
い場合に有効です。

相対的な色域：このモードはカラーをできるだけ忠実に再現します。下の絶対値によるモードとは異なり、白は変
換されるカラースペース内の白に変換されます.
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絶対的な色域：このモードもカラーを忠実に再現します。しかし相対的なモードとは異なり、白は変更されません。

 

DxO PhotoLab DxO PhotoLab ののカラーマネジメントカラーマネジメントをを利用利用するする場合場合は、は、プリンタドライバプリンタドライバ内内のの関連関連するするオプションオプションがが無効無効になってになって
いることをいることを確認確認してください（してください（パレットパレット内内にに注意注意メッセージメッセージがが表示表示されます）。されます）。

 

シャープネススライダ：シャープネススライダを使って写真をプリントする際に、シャープネスを向上することができます。スライダ
は 0 から 100 で調整でき、デフォルトでは 50 に設定されています。

 

シャープネスシャープネスのの強強さはさはプリントサイズプリントサイズにに自動的自動的にに対応対応します。します。スライダスライダははシャープネスシャープネスのの好好みや、みや、出力出力サイズサイズののテイストテイスト
にに合合わせるためにわせるために利用利用します。します。

 

シャープネスシャープネスののプレビュープレビューはは表示表示できません。どのできません。どの程度程度ののシャープネスシャープネスがかかるかはがかかるかは実際実際ににプリントプリントしておしてお試試しください。しください。

 

レイアウト

レイアウトパレットでは、スライダや数値を使って画像配列の行と列の数を決めることができます。さらに 2 つのチェックボックスが
用意されています：

用紙に合わせて切り取り：チェックをかけると、画像が用紙サイズに合います（はみ出す部分はカットされます）。

用紙に合わせて回転：チェックをかけると、用紙にあわせて画像の向きが回転します。

 

余白

用紙の上下左右の余白を入力できます。ドロップダウンメニューから単位(cm、インチ等)も選択できます。
 

セルのサイズ

プリントするセルの高さと幅を調整するサイズスライダでは、以下の調整が可能です：

1 枚の画像をプリント：ページ内に画像を 1 点プリントする場合は、画像の高さと幅のサイズを指定できます。

複数の画像をプリント（コンタクトシート）。画像サイズと画像間のスペースを縦横で調整できます。

 

画像キャプション

画像へのキャプション追加、キャプションの位置、フォント、フォントサイズなどが設定できます。
キャプション追加ドロップダウンメニューには 4 つのオプションが用意されています。
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なし（画像キャプションなし）

ファイル名

ファイル名と日付

ファイル名とメタデータ（シャッタースピード、露出値、焦点距離、ISO値）

 

キャプションキャプションのの位置位置ドロップダウンメニュードロップダウンメニューでは、では、画像画像のの上下左右上下左右がが選択選択できます。できます。

 
フォント設定では、コンピュータ上で使用可能なフォントとスタイル、サイズ、カラーが選択できます。
 

プリントモジュールプリントモジュールをを終了終了するする際際に、に、設定設定はは保存保存されます。されます。他他ののレイアウトレイアウトやや異異なるなる設定設定をを使使いたいいたい場合場合は、それぞれは、それぞれ
ののスライダスライダををダブルクリックダブルクリックしてして元元のの値値にに戻戻すす必要必要があります。があります。
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プリント

Mac でプリントする

 

〔プリント〕メニュー（Mac）

ツールと設定
インターフェイス
プリントメニューは OS のインターフェイスを使います。どのタブからでも、メニューのファイル＞プリントから実行できます。

メニューのファイル > プリント

 
DxO PhotoLab の画面上にプリントメニューが開きます。プリンタダイアログは、以下の 2 つのセクションに分かれています：

プリントプレビューエリア：左側にはプリントされる画像が表示されます（矢印ボタンを使って別のアイテムに移動できます）。

設定エリア：右側にはプリントコントロールの設定が用意されています。

 
プリントウィンドウの下にプリントとキャンセルボタンが用意されています。
 

設定

プリント設定

右上には基本的なプリントパラメータ関連があります：

プリンタドロップダウンメニュー：接続して利用できるプリンタのリスト
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プリセット：保存されたプリント設定

 
3 つ目のドロップダウンメニューでは、DxO PhotoLab の設定やプリンタドライバの設定が行えます（このメニューが見えていな
い場合は、プリントダイアログの下にある詳細を表示ボタンをクリックします）。
 

DxO - 画像設定

用紙に合わせて切り取り：チェックをかけると、画像が用紙サイズにあいます（はみ出す部分はカットされます）。

用紙に合わせて回転：チェックをかけると、用紙にあわせて画像の向きが回転します。

キャプション追加：画像へのキャプション追加、キャプションの位置、フォントなどが設定できます。

キャプション追加ドロップダウンメニューには 3 つのオプションが用意されています。

ファイル名

ファイル名とメタデータ（シャッタースピード、露出値、焦点距離、ISO値）

ファイル名と日付

 
キャプションの位置ドロップダウンメニューでは、画像の上下左右が選択できます。フォント設定では、コンピュータ上で使用可能
なフォントとスタイル、サイズが選択できます。
 

DxO - レイアウト

余白：用紙の周囲の余白を入力できます。

レイアウト：コンタクトシートを作成する際に、スライダを動かして縦横の画像数を決めることができます。

セルのサイズ：実際の数値を入れて画像サイズを決めることができます。また〔自動〕を選択すると、用紙サイズにあわせて
自動に調整されます。

その他：用紙処理、用紙サイズ、用紙の向きなど、その他の設定はすべて中央のプルダウンメニューからプリンタドライバのパ
ラメータを開いて設定します。

 

プリントプリントのの最高解像度最高解像度は は 1200 dpi 1200 dpi です。です。

 

DxO - シャープネス

〔シャープネス〕スライダを使って写真をプリントする際に、シャープネスを向上することができます。スライダは 0 から 100 で調整
でき、デフォルトでは 50 に設定されています。
 

シャープネスシャープネスのの強強さはさはプリントサイズプリントサイズにに自動的自動的にに対応対応します。します。スライダスライダははシャープネスシャープネスのの好好みや、みや、出力出力サイズサイズののテイストテイスト
にに合合わせるためにわせるために利用利用します。します。
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シャープネスシャープネスののプレビュープレビューはは表示表示できません。どのできません。どの程度程度ののシャープネスシャープネスがかかるかは、がかかるかは、実際実際ににプリントプリントしておしてお試試しください。しください。
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メニューとプリファレンス- Windows

 

Windows

メニュー

〔ファイル〕メニュー
新規プロジェクト：DxO PhotoLab の新規プロジェクトを作成します。

前回の画像参照場所：最近作成、または最近開いたプロジェクトを直接開けます。

DxO PhotoLab プロジェクト履歴：データベースのバックアップ作成やバックアップの修復が行えます。

画像を ICC プロファイル作成のためにエクスポートする：プロ向けキャリブレーションプログラムで ICC プロファイルを作成す
るのに利用できる画像を保存します（RAW リニアまたはリアル・カラーレンダリングでエクスポート）。

サイドカー：画像の設定ファイルをサイドカーファイル（.dop 形式）としてオリジナル画像と同じフォルダ内に書き出し、他
の画像に適用したり、他のユーザーと共有したりすることができます。サイドカーファイルは Mac と Windows 両方で共有
できます。

ハードディスクにエクスポート：ハードディスクや外部メディアに画像を書き出します。

Nik Collection にエクスポート：Nik Collection のプログラムの 1 つに画像を書き出します。

別のアプリケーションにエクスポート：オリジナル,または処理した画像を他のアプリケーションで開きます。

Lightroom にエクスポート：Lightroom に画像をエクスポートします。

プリント：プリントモジュールを開きます。

終了：DxO PhotoLab を終了します。

〔編集〕メニュー
元に戻す／やり直し：最後に行ったアクションに対して影響します。

全てを選択：画像ブラウザ内のすべての画像を選択します。

ファイル名の変更：選択した画像ファイルのファイル名を変更します（この変更は実際のファイル名が変更されます）。

プリファレンス：ソフトウェアの環境設定を行います（詳細はプリファレンスのページを参照してください）。

〔表示〕メニュー
表示メニューでは、タブ間を移動したり、各タブに画像が表示されるようにコントロールできます。メニューの最初の部分では、〔フォ
トライブラリ〕タブや〔設定〕タブに移動できます。
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以下以下ののコマンドコマンドのの一部一部は、は、使使っているっているタブタブによってによって利用利用できないものもあります（できないものもあります（括弧内括弧内にに明記）。明記）。

〔表示〕メニューの下部は 4 つのセクションに分かれていて、以下のオプションがあります：

画像情報を表示する／隠す：DxO PhotoLab からの画像の詳細情報（補正のプレビュー、オリジナルなど）をフローティ
ングウィンドウで表示/非表示にします。

罫線（〔設定〕タブ）：プレビュー画像の上に、グリッド罫線を表示します（サイズはプリファレンスで変更できます）。

リフレッシュ:画像フォルダ内の選択されたフォルダとプロジェクトの中身の表示を最新のものにします。

参照ブラウザを表示する／隠す（〔フォトライブラリ〕タブ）：アプリケーション左側の参照ブラウザパネルを表示／非表示に
してフォルダやプロジェクトのリストを表示します。

画像ブラウザを表示する／隠す：アプリケーションウィンドウの下にサムネイル画像が並んでいる画像ブラウザを表示／非表
示します。

全てのパレットを表示する/隠す（〔設定〕タブ）：すべての補正パレットを表示/非表示します。

インターフェース最大化：ツールバーと画像ブラウザを隠します。

画像の全画面表示：画像を画面いっぱいに表示します。

ライブレビュー：現在選択されているフォルダに新規追加された画像を自動的に表示できます。

画像ブラウザをアンドックする：画面の下にある画像ブラウザを切り離して、フローティングウィンドウとして移動することができ
ます。

〔画像〕メニュー
プリセット適用：ドロップダウンメニューからプリセットを選択できます。

現在の設定からプリセットを新規作成：選択された補正の設定がされた画像を元にプリセットを新規作成できます。

補正設定をコピー：他の画像に適用するために、全体調整と部分調整をコピーできます。

全ての補正設定を貼り付け：選択した画像に、コピーした全体調整と部分調整をペーストできます。

選択された補正をペーストする...：ペーストする補正の詳細をダイアログボックスで選択できます。

ローカル補正をペースト：選択した画像に、部分調整だけをペーストできます。

全体補正をペーストする：選択した画像に、全体調整だけをペーストできます。

補正設定のリセット：画像に適用された全体補正や部分調整をキャンセルできます。

DxO光学モジュールの曖昧性を解決する：手動で DxO 光学モジュールの曖昧性を解決するためのダイアログボックスが
開きます。

回転：画像を左右に 90° 回転できます。

Windows エクスプローラで入力画像を表示：現在の画像が保存されている場所をシステム上で表示します。

 Windows エクスプローラで出力画像を表示：処理が完了した画像の保存場所をシステム上で表示します。

元画像を別のソフトウェアで開く：元画像を他のソフトウェアで画像を開きます。初めて利用する場合は参照のみが表示さ
れますが、それ以降は一度選択したソフトウェア名が表示されます。
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出力画像を別のソフトウェアで開く：処理した画像を他のソフトウェアで画像を開きます。初めて利用する場合は参照のみ
が表示されますが、それ以降は一度選択したソフトウェア名が表示されます。

バーチャルコピーの作成：バーチャルコピーを自動的に作成して画像ブラウザに参照番号付きで表示します。

現在選択されている画像からプロジェクトを作成する：画像ブラウザで選択した画像から新規プロジェクトを作成します。

現在選択されている画像をプロジェクトに追加：画像ブラウザで選択している画像を現在のプロジェクトに追加します。

選択した画像の名前を変更 : 特定の画像名を変更したり、画像名を一括で編集したりできます。

削除する：このメニューはソース（フォルダ、プロジェクト）、オリジナル画像かバーチャルコピーかにより、異なる動きをします。
プロジェクトでは、オリジナル画像がそのプロジェクトから削除されます（他のプロジェクトからは削除されません）が、画
像ファイル自体はゴミ箱には移動されません。バーチャルコピーの場合も同様です。

フォルダでは、オリジナル画像はゴミ箱に移動されます。バーチャルコピーはそのフォルダとすべてのプロジェクトから削除さ
れます。

処理タグ設定：画像の処理に関してタグを設定できます（処理可能タグ／処理タグ未設定／非処理タグ）。設定によっ
て,選択されたサムネイル画像の上の○が、緑／赤／グレーになります（プレファレンスの表示タブで、これが常にオフになっ
ていると処理タグは表示されません）。

レーティング：星マークをつけて画像のランクを付けられます。プりファレンス画面でスターレーティングが有効になっていないと
表示されません。

EXIF情報:ファイル名：保存場所、EXIFデータ、関連 DxO 光学モジュールなどがフローティングウィンドウとして開きます。

〔DxO 光学 モジュール〕メニュー
このメニューには、画像の自動処理に必要な DxO 光学モジュールに関する各機能が用意されています:

DxO 光学モジュールの追加ダウンロード（インターネット接続が必要）：DxO Labs のダウンロードサーバーに接続して、
新しい DxO 光学モジュールを選択することができます。モジュールダウンロード後はすぐに利用できます。

インストールされている DxO 光学モジュール：インストール済みの DxO 光学モジュールの一覧表示と削除が行えます。

DxO 光学モジュールのリリース予定表（インターネット接続が必要）：DxO Labs のウェブサイトに接続して、今後リリー
スが予定されている DxO 光学モジュールを見ることができます。

新しい DxO 光学モジュールを DxO Labs 社まで提案する（インターネット接続が必要）：DxO Labs のウェブサイト
に接続して、今後作成してほしい DxO 光学モジュールを提案することができます。

〔補正パレット〕メニュー（〔設定〕タブ）
〔設定〕タブ内の補正パレットメニューでは、ツールパレットの管理が行えます：

各パレット名：各パレットの表示/非表示が行えます。

新規ユーザーパレットの作成：任意のツールを入れるカスタムパレットを作成します。ダイアログボックスが開いて名前を入力
できます。

パレットを表示する／隠す：全てのパレットを表示／非表示します。
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〔ワークスペース〕メニュー（〔設定〕タブ）
このメニューでは、ワークスペースの作成や選択ができます：

DxO-スタンダード：基本ツールパレットを使用できる基本的なワークスペース

DxO-アドバンス：すべてのツールパレットを使用できる高度なワークスペース

PL新機能：新機能の紹介

ユーザーワークスペース：ユーザーが作成したワークスペース名が表示されます。

ワークスペースの保存：ユーザーワークスペースを保存できます。選択すると名前を入力するダイアログボックスが開きます。

ワークスペースを削除：選択しているワークスペースを削除します。

〔ヘルプ〕メニュー
ヘルプメニューでは、DxO PhotoLab をより効果的に使えるよう様々な項目が用意されています：

DxO PhotoLab ヘルプ：ユーザーガイドを起動。

オンラインサポートとドキュメンテーション（インターネット接続が必要）：オンライン上のヘルプを起動。

DxO Academy（インターネット接続が必要）：DxO Academy のサイトを開きます。チュートリアルやウェブトレーニン
グ、DxO ユーザーガイドのダウンロードなどが行えます。

ショートカット：キーボードショートカットを表示します。

アップデートの確認をする（インターネット接続が必要）：DxO Labs のウェブサイトに接続して、最新の DxO
PhotoLab をインストールしているかどうかを確認します。もし最新でない場合は、最新版をダウンロードしてインストールす
ることができます。

DxO PhotoLab のライセンス認証をする（インターネット接続が必要）：DxO PhotoLab のライセンス認証を行います。

DxO FilmPack（インターネット接続が必要）：DxO FilmPack のライセンス認証を行います（最初の 30 日間は無
料体験版として利用できますが、それ以降利用する場合は、DxO FilmPack の購入が必要です）。

DxO ViewPoint：DxO ViewPoint のバージョンを選択したり、ライセンス認証が出来ます。

DxO をウェブ、Facebook、Twitter でフォローできるリンク。

ウェブサイトにアクセス（インターネット接続が必要）：ウェブブラウザが起動し、DxO Labs ウェブサイトにアクセスすること
ができます。

DxO PhotoLab について：この画面内にはご利用のバージョンやインストール済みの追加オプションが表示されま
す。DxO Labs のテクニカルサポートを受ける場合には、これらは重要な情報になります。

 

右クリックメニュー
画像ブラウザ内のサムネイルやメインプレビュー画像を右クリックすると、以下のコンテキストメニューが利用できます（〔フォトライ
ブラリ〕タブ、〔設定〕タブのどちらでも利用できます）。
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ハードディスクにエクスポート：ハードディスクや外部メディアに画像を書き出します。

Nik Collection にエクスポート：Nik Collection のプログラムの 1 つに画像をエクスポートます。

別のアプリケーションにエクスポート：オリジナル、または処理した画像を他のアプリケーションで開きます。

Flickr にエクスポートする：Flickr ギャラリーに画像を書き出します。

Lightroom にエクスポート：Lightroom に画像をエクスポートする。

プリント：プリントモジュールを開きます。

プリセット適用：ドロップダウンメニューからプリセットを選択して適用できます。

現在の設定からプリセットを新規作成：選択された補正の設定がされた画像を元にプリセットを新規作成できます。

補正設定をコピー：他の画像やスタックに適用するために現在の画像の補正設定をコピー できます。

補正設定をペースト：選択した画像に、コピーした補正設定をペーストできます。

部分調整をペースト：選択した画像に、部分調整だけをペーストできます。 

全体調整をペースト：選択した画像に、全体調整だけをペーストできます。 

補正設定のリセット：画像に適用した部分調整と全体調整をキャンセルできます。 

現在選択されている画像からプロジェクトを作成する：画像ブラウザで選択した画像から新規プロジェクトを作成します。

現在選択されている画像をプロジェクトに追加：画像ブラウザ内で選択した画像を現在のプロジェクトに追加します。

ファイル名の変更：画像ブラウザ内のファイル名を編集できます。ファイル名の変更はバッチ処理できません.画像は 1 枚ず
つ選択して実行してください。

削除する：このメニューはソース（フォルダ、プロジェクト）、オリジナル画像かバーチャルコピーかにより、異なる動きをします。
プロジェクトでは、オリジナル画像がそのプロジェクトから削除されます（他のプロジェクトからは削除されません）が、画
像ファイル自体はゴミ箱には移動されません。バーチャルコピーの場合はそのプロジェクトから削除されます他のプロジェク
トからは削除されません）。

フォルダでは、オリジナル画像はゴミ箱に移動されます。バーチャルコピーはそのフォルダとすべてのプロジェクトから削除さ
れます。

回転：画像を左右 90°に回転したり、回転をリセットできます。

元画像のフォルダを読み込む：プロジェクトでは、このコマンドでオリジナル画像のあるフォルダを開くことができます。

Windows エクスプローラで入力画像を表示：現在の画像が保存されている場所をシステムで表示します。

Windows エクスプローラで出力画像を表示：処理が完了した画像の保存場所をシステムで表示します。

出力画像を別のソフトウェアで開く：例えばチェック用にプリントしたい場合など、書き出した画像を他のソフトウェアで画像
を開きます。初めて利用する場合は参照のみが表示されますが、それ以降は一度選択したソフトウェア名が表示されます。

バーチャルコピーの作成：同じ元画像からバーチャルコピーを作成することで異なる補正設定やプリセットを適用することが
できます。

処理タグの定義：選択した画像の処理ステータスを設定できます（しない／多分／する）。赤／黄／青の記号を選択
するとプロジェクトのサムネイルに表示されます。プリファレンス画面で有効になっていないと表示されません。

レーティング：星マークをつけて画像のランクを付けられます。プレファレンス画面でスターランキングが有効になっていないと表
示されません。
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EXIF 情報：ファイル名、保存場所、EXIFデータ、関連 DxO 光学モジュールなどがフローティングウィンドウとして開きます。

 

プリファレンス
プリファレンスプリファレンスは、〔は、〔編集〕編集〕メニューメニューからから開開くことができます。くことができます。プリファレンスウィンドウプリファレンスウィンドウには、には、全般,表示、全般,表示、パフォーマンスパフォーマンスの 3の 3
つのつのタブタブがあります。があります。

〔全般〕タブ 
プリファレンス画面の全般タブには以下の項目があります：

アプリケーション用プリファレンス

インターフェイスの表示言語（再起動必要）：利用する言語を選択して DxO PhotoLab を再起動してください。

アップデートを自動的にチェックする：利用可能なアップデートを自動的に検索します（インターネットへの接続必要）。設
定変更後は DxO PhotoLab の再起動が必要です。

ソフトウェア改善プログラムへ参加する：この項目にチェックを入れる、お使いのコンピュータの最低限の仕様と DxO のプロ
ジェクト情報が DxO Labs に送信されます。この情報は今後のプログラム改善のために参考にされます（詳細はタブ内の
リンクをクリックしてください）。

処理

RAW 画像のサイドカー XMP ファイルのメタデータを保持する（Photoshop や Lightroom 等をお使いの場合のみ）：
書き出したファイルの xmp サイドカーファイル内に,画像のメタデータを保存します。例えば Adobe Bridge などのプログラ
ムで作成されたメタデータを保存できます。

補正用諸設定

サイドカーファイル（接尾辞 .dop）の自動保存：サイドカーファイルは、拡張子に .dop が付いた小さなテキストファイル
で、画像ファイルに関連づけされています。このファイルには画像補正の設定情報が含まれています。画像を他のコンピュー
タにコピーする場合など、画像だけではなく関連したサイドカーファイルのコピーも必要です。この下の自動読み込みの設定に
チェックがかかっていれば、後で画像を開いた際にサイドカーファイルが自動的に読み込まれます。

サイドカーファイル（ .dop）からの設定自動読み込み：選択した画像に関連づけされているサイドカーファイルから自動
的に設定を読み込みます。ファイルメニューからサイドカーを手動で読み込むこともできます。

RAW画像用：RAW に適用するプリセットをドロップダウンメニューから選択できます。このプリセットにより、選択した画像に
即座に補正が実行されます。初期設定は DxO 標準になっています。

RGB画像用：RAW 以外の TIFF や JPEGに 適用するプリセットです。初期設定は〔DxO  標準〕になっています。

DxO PhotoLab プロジェクト履歴
場所（再起動必要）：DxO PhotoLab のデーターベースが保存されているディレクトリパスを表示しています。〔参照〕ボタ
ンをクリックするとシステム内のディレクトリが開きます。
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〔表示〕タブ
〔表示〕タブは、アプリケーション全体に関わる設定、設定タブの設定、画像ブラウザの設定の 3 つのパートに分かれています。

表示全般

ディスプレイに使われている ICC プロファイル：3 つのオプションから選択できます：
当ディスプレイのプロファイル：ディスプレイが計測器によりキャリブレートされている場合に利用します。

ジェネリックプロファイル（sRGB）：表示モニタ用（特定のカリブレーションなし）デフォルト。

Adobeプロファイル（Adobe RGB）：このプロファイルに対して調整された表示モニタ用、Adobe RGB ガモットを表
示できる高品質モニタを利用している場合はこちらを利用します。

ウィンドウ内の背景色：スライダで黒から白までの背景色の明るさを設定できます。元の設定に戻すにはスライダをダブルク
リックします。

DxO 光学モジュールがダウンロードされていないか見つからない場合、DxO 光学モジュールのダウンロードウィンドウを表示
する：画像を選択しプロジェクトに読み込む際に DxO 光学モジュールがない場合、DxO 光学モジュールダウンロードウィ
ンドウを表示します。表示されますが、まだインストールはされません。

〔設定〕タブ 
グリッドのサイズ：ディストーションやパース補正設定時に表示すると、便利な罫線グリッド表示のサイズを設定します。

画像ブラウザセクション
サムネイルに 6 種類のアイコンを表示できます。これらのアイコンの表示は、常にオン／常にオフ／マウスオーバー表示から選択
できます：

処理の許可：分類マーカーにより緑か赤のランプが表示され、処理前か処理済みかがわかります。

画像名：RAWかRGB（jPEG／TIFF）ファイルかがわかります。

処理タグの定義：緑／赤／グレーの 〇 で、処理をするかどうかを設定できます。

レーティング：写真のレーティングを付けられます。

DxO光学モジュールのステータス：DxO 光学モジュールが利用可能かどうかを表示します。

削除ボタン：プロジェクトやハードディスクから画像を削除できるボタンを表示します。

各サムネイルアイコンには、次の表示モードを選択できます。

なし :  表示しません。

いつも : サムネイルに常に表示されます。

 マウスを重ねたときだけ：マウスがサムネイルの上に重ねられたときだけ表示されます。

 

〔パフォーマンス〕タブ
キャッシュ

キャッシュのファイルサイズと場所を設定できます。DxO PhotoLab のプレビューやサムネイル画像を一時的に保存するのに利
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用されます。画像枚数の多い処理を行う場合などは、キャッシュサイズを上げて DxO PhotoLab のパフォーマンスを向上する
ことができます。〔参照〕ボタンをクリックしてキャッシュファイルの保存場所を指定できます。また〔クリア〕ボタンでキャッシュをクリアす
ることができます。
 

スライダスライダ上上ににマウスポイントマウスポイントをを置置くと、くと、現在現在ののキャッシュサイズキャッシュサイズがが表示表示されます。されます。

表示と処理

OpenCL 有効化（再起動必要）：サムネイル表示や画像処理のスピードをアップできます。DxO PhotoLab を最初
に起動したときに、CPU プロセッサの処理よりもグラフィックカード（GPU）の処理が速いかどうかがソフトウェア内でテストさ
れます。もし CPU の方が速い場合は、OpenCL オプションはグレーアウトして利用できません.

同時に処理する画像の最大数（2 枚を奨励）：初期設定では、同時に 2 枚の画像を処理します。パワフルなコンピュー
タを使っている場合には、より多くの画像を同時に処理させることができます。

 

DeepPRIME 高速処理

自動選択：グラフィックカードがサポートされている場合、このオプションが自動的に選択されます。

CPU のみを使用：グラフィックカードに問題がある場合、DeepPRIME がグラフィックカードよりも CPU を使用するように
強制します。

グラフィックカードのモデル名：コンピューターのグラフィックカードが表示されます。
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メニューとプレファレンス - Mac

Mac
メニュー

DxO PhotoLab 3（アプリケーションメニュー）
DxO PhotoLab について：このメニューには現在使っているバージョンについての情報が用意されています。DxO Labs
のテクニカルサポートを利用される場合にはこれらの情報が重要になります。

DxO FilmPack：DxO FilmPack のバージョンを選択したり、ライセンス認証ができます。

DxO ViewPoint：DxO ViewPoint のバージョンを選択したり、ライセンス認証ができます。

アップデートの確認

プレファレンス：プレファレンスウィンドウを開きます。

DxO PhotoLabを隠す

他を隠す

全てを表示

DxO PhotoLabを閉じる

〔ファイル〕メニュー
新規プロジェクト：DxO PhotoLab の新規プロジェクトを作成します

最近のプロジェクト：最近作成したフォルダ/プロジェクト、最近実行した検索結果にアクセスできます（リストは消去可
能）。

ウィンドウを閉じる

プロジェクト履歴：データベースのバックアップ作成やバックアップの修復が行えます。

サイドカーファイル（ .dop）：画像の設定ファイルをサイドカーファイル（.dop形式）としてオリジナル画像と同じフォルダ
内に書き出し、他の画像に適用したり，他のユーザーと共有したりすることができます。サイドカーファイルは Mac と
Windows 両方で共有できます。

ページ設定：ダイアログボックスが表示され,プリントの書式,サイズ,向きを設定できます。

プリント：プリントモジュールを開きます。

〔編集〕メニュー
取り消す／やり直す：最後に行ったアクションに適用されます。

切り取り：選択したテキストやオブジェクトをシステムのクリップボードに移動します。

コピー：選択したテキストやオブジェクトをシステムのクリップボードにコピーします。元のテキストやオブジェクトは元の場所に
残ります。
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貼り付け：EXIF フィールドなどにコピーしたテキストを貼付けられます。

全てを選択：画像ブラウザ内の画像をすべて選択します。

〔表示〕メニュー
〔表示〕メニューではタブ間の移動が行えます。また画像表示のコントロールを行えます。
 

以下以下のの項目項目は、は、選択選択しているしているタブタブによってによって使使えないえない項目項目があります（があります（括弧内括弧内にに明記）。明記）。

 

メニューの最初のサクションでは、〔フォトライブラリ〕タブと〔設定〕タブの間を移動できます。

参照パネルを表示/非表示〔〔フォトライブラリ〕タブ）：フォルダやプロジェクトが表示されている参照パネルを表示/非表示
します。

共有ビュー/補正画像だけを表示（〔フォトライブラリ〕タブと〔設定〕タブ）：〔共有ビュー〕では、画像を 2 つに分け（左：
補正なし、右：補正のプレビュー）、実行した調整や補正を比較できます。〔補正画像だけを表示〕では、すべての補正を
適用した画像の表示に戻ることができます。

参照画像：撮影時設定（デフォルト）、出力画像、バーチャルコピーから選択できます。

画像情報の表示／非表示：どの画像（補正前、補正のプレビュー、参照画像）が表示されているかを画像プレビュー
上に表記する／しないを切り替えられます。

罫線の表示／非表示（〔設定〕タブ）：プレビュー画面上に罫線を表示／非表示（罫線グリッドのサイズと色はプリファ
レンスで変更可能）。

拡大ズーム／縮小ズーム：画像の表示を拡大,縮小。

ズームフィット：プレビュー画面内に全画面を表示。

フルサイズ：100%ズームレベルで表示。

画像の全画面表示：画像を画面いっぱいに表示します。

ハイライトのクリッピングの表示／隠す：画像内のハイライトクリッピングエリアを表示／非表示

シャドウのクリッピングの表示／隠す：画像内のシャドウクリッピングエリアを表示／非表示

補正パレット（〔設定〕タブ）：ヒストグラム、ライトとカラー、基本補正機能、新規ユーザーパレット。

ワークスペース（〔設定〕タブ）：ワークスペースを切り替えられます。またカスタムワークスペースの保存や削除も行えます。

ドック（〔設定〕タブ）：各パレットを画面左右にドック／アンドックします。

〔プロジェクト〕ウィンドウをドックに入れる／アンドックする：画面下の画像ブラウザをドック／アンドックします。

〔画像〕メニュー
画像メニューのコマンドは、画像ブラウザ内のサムネイル上で右クリックしてコンテキストメニュー内からも利用できます。
 

プリセット適用：ドロップダウンメニューからプリセットを選択できます。



DxO PhotoLab 4 - ユーザーガイド - Copyright © DxO Labs 1999-2020 - All rights reserved 248

現在の設定からプリセットを新規作成：選択された補正の設定がされた画像を元にプリセットを新規作成できます。

プリセットのインポート：カスタムプリセットの読み込みできます。

補正設定をコピー：他の画像に適用するために、全体調整と部分調整をコピーできます。

補正設定をペースト：選択した画像に、コピーした全体調整と部分調整をペーストできます。

選択された補正をペーストする...：ペーストする補正の詳細をダイアログボックスで選択できます。

部分調整をペースト：選択した画像に、部分調整だけをペーストできます。

全体調整をペースト：選択した画像に、全体調整だけをペーストできます。

補正設定のリセット：画像に適用された全体補正や部分調整をキャンセルできます。

エクスポートする：様々なエクスポートモード（ハードディスク、アプリケーション、Lightroom、OSに関連したサービスにエク
スポート）にアクセスできます。

回転：画像を左右に90°回転したり、回転をリセットできます。

レーティング：星マークをつけて画像のランク付けを行えます.プレファレンス画面で(スターランキング)が有効になっていないと
表示されません.

削除する：このメニューはソース（フォルダ、プロジェクト）、オリジナル画像かバーチャルコピーかにより、異なる動きをします。
プロジェクトでは、オリジナル画像がそのプロジェクトから削除されます（他のプロジェクトからは削除されません）が、画
像ファイル自体はゴミ箱には移動されません。バーチャルコピーはそのプロジェクトから削除されます（他のプロジェクトから
は削除されません）。

フォルダでは、オリジナル画像はゴミ箱に移動されます。バーチャルコピーはそのフォルダとすべてのプロジェクトから削除されま
す。

 

操作操作をを実行実行すると、すると、アクションアクションについてのについてのメッセージメッセージがが表示表示されます。されます。

Finder で元画像表示：選択した画像元のディレクトリの場所を特定できます。

Finder で補正済み画像表示：選択した出力画像のディレクトリの場所を特定できます。

選択した画像の名前を変更 : 特定の画像名を変更したり、画像名を一括で編集したりできます。

画像パスの修復：プロジェクト内の画像パスが切れている場合に修復します。

バーチャルコピー作成：バーチャルコピーを自動的に作成して、画像ブラウザに参照番号付きで表示します。

現在選択されている画像からプロジェクトを作成する：画像ブラウザで選択した画像から新規プロジェクトを作成します。

現在選択されている画像をプロジェクトに追加：画像ブラウザで選択している画像を現在のプロジェクトに追加します。

〔DxO 光学モジュール〕メニュー
このメニューには、画像の自動処理に必要な DxO 光学モジュールに関する各機能が用意されています:：

インストールされていない DxO 光学モジュールのダウンロード（インターネット接続が必要）：新しい DxO 光学モジュー
ルを選択してダウンロードできます。モジュールダウンロード後はすぐに利用できます。

DxO 光学モジュール管理：利用可能なすべての DxO 光学モジュールの一覧を表示します。必要なモジュールをダウンロー
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ドしたり、不要なモジュールを削除することもできます（光学モジュールが使われているときは利用不可）。

DxO 光学モジュールのリリース予定表（インターネット接続が必要）：DxO Labs のウェブサイトに接続して、今後リリー
スが予定されている DxO 光学モジュールを含む全 DxO 光学モジュールの一覧を見ることができます。

新しい DxO 光学モジュールを DxO Labs に提案する（インターネット接続が必要）：DxO Labs のウェブサイトに接
続して、今後作成してほしい DxO 光学モジュールを提案することができます。

補正パレット（〔設定〕タブ）
このメニューは、設定タブの補正ツールパレットを管理できます：

パレットを表示する／隠す：リストの中から表示したり隠したりするパレットを選択できます。

新規ユーザパレットの作成：何も入っていないパレットを新規作成できます。ダイアログボックス内で新規パレットの名前を
設定できます。

ワークスペース（〔設定〕タブ）
このメニューは、ワークスペースを作成したり、選択できます。

DxO-スタンダード：基本ツールパレットを使用できる基本的なワークスペース

DxO-アドバンス：すべてのツールパレットを使用できる高度なワークスペース

PL新機能：新機能の紹介

ユーザワークスペース：ユーザが作成したワークスペースを選択できます（メニュー内にワークスペースの名称が表示されます。
下記参照）。

ワークスペースの保存：新しいユーザワークスペースを保存できます（ダイアログボックス内で新規パレットの名前を設定でき
ます）。

ワークスペースを削除：現在使用中のユーザワークスペースを削除できます。

〔ウィンドウ〕メニュー
このメニューでは、プログラムウィンドウの表示を操作できます：

ドックに配置：ウィンドウを小さくしてドックに最小化します。

ズームアウト/ズーム：ユーザーがサイズを小さくしたウィンドウと、全画面表示ウィンドウを切り替えます。

全てを最前面へ：現在開いているすべてのプログラムウィンドウを最前面で表示します。

「DxO PhotoLab」の名前の後に、選択したソース名（フォルダまたはプロジェクト）と選択したファイル名が続きます。

〔ヘルプ〕メニュー
ヘルプメニューでは、DxO PhotoLab をより効果的に使えるよう様々な項目が用意されています：

DxO PhotoLab オンラインヘルプ：デフォルトの Web ブラウザで、オンラインユーザーガイドを起動します。

DxO PhotoLab 新着情報：フローティングウィンドウに新着情報を表示します。
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オンラインサポートとリソース：デフォルトの Web ブラウザで、DxO サポートのサイトを開きます。

DxO Academy：DxO Academy のサイトを開きます。チュートリアルやウェブトレーニングを利用できます。

DxO を Web、Facebook、Twitter でフォローするためのリンク。

 

〔右クリック（コンテキスト）〕メニュー
画像ブラウザのサムネイル上で右クリックすると、利用できるメニューは画像メニューの内容と同じです。
 

Windows Windows 版版とはとは異異なり、なり、右右クリッククリックはは画像画像ブラウザブラウザ内内ののサムネイルサムネイル上上でのみでのみ利用利用できます。できます。プレビュープレビュー画面内画面内ではでは
利用利用できません。できません。

 

プレファレンス
プレファレンスは DxO PhotoLab メニューから開くことができます。プレファレンスウィンドウには、全般、表示、サムネイル、処理、
詳細プレファレンスの5つのタブがあります。

〔全般〕タブ 
アップデート：利用可能なアップデートを自動的に検索、ダウンロードできます。

ダイアログ：利用できる DxO 光学モジュールがあるもののコンピュータ上にインストールされていない場合に、自動的に
DxO 光学モジュールダウンロードウィンドウを表示/非表示にできます。

プリセット：
新しいRAW画像にデフォルトで適用するプリセット：RAW 画像に適用するプリセットをドロップダウンメニューから選択
できます。初期設定は DxO 標準になっています。

新しい RGB 画像にデフォルトで適用するプリセット：RAW 以外の TIFF や JPEG に適用するプリセットです。初期
設定は〔DxO 標準〕になっています。

比較 : 共有ビューを使用する際に、左側に補正前の画像（ジオメトリ補正あり/なし）を表示できます。

統計：お使いのコンピュータの最低限の仕様と DxO のプロジェクト情報が DxO Labs に送信されます。この情報は今後
のプログラム改善のために参考にされます（詳細はタブ内のリンクをクリックしてください）。

〔表示〕タブ
画像の背景の色：スライダで黒から白までの背景色の明るさを設定できます。

罫線の色：罫線の色が変更できるツールが表示されます。

罫線のサイズ：ディストーションやパース補正設定時に表示すると便利な罫線グリッド表示のサイズを設定します。
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〔サムネイル〕タブ
〔サムネイル〕タブに表示されるアイコンには次のようなオプションがあります

処理の許可：分類マーカーにより緑か赤のランプが表示されます。

レーティング：写真のレーティングの星の数が表示されます。

DxOモジュールステータス：DxO 光学モジュールのステータスをアイコンで表示します（インストール済みで利用可能、ダウ
ンロードが必要、モジュールが不明など）

処理ステータス：処理前か処理済みかがわかります。

削除ボタン：画像やバーチャルコピーをプロジェクトまたはフォルダから直接削除できる小さなゴミ箱アイコンを表示します。

各サムネイルアイコンには、次の表示モードを選択できます。

なし :  表示しません。

いつも : サムネイルに常に表示されます。

 マウスを重ねたときだけ：マウスがサムネイルの上に重ねられたときだけ表示されます。

 

〔処理〕タブ
処理画像の拡張子：JPEG、TIFF、DNG  の拡張子を変更できます。システムやアプリケーションによって、3 文字の拡
張子（ .jpeg ではなく .jpg）が求められる場合があるためです。

RAW 画像のサイドカー XMP ファイルのメタデータを保持する：チェックをかけるとRAW 画像を処理する際にファイル
に、Adobe Bridge などで作成された XMP フォーマットでファイル内に保存されているメタデータを使って処理することがで
きます。

詳細プレファレンス
パフォーマンス

同時に処理する画像の最大数：画像処理にどの程度のプロセッサを割り当てるのかを設定することができます。DxO
PhotoLab と同時に他のアプリケーションを使う場合にはスライダを左に動かします。スライダを右に動かすと、処理は速くな
りますが他のプログラムを使用する余地が減ります。

サイドカー

サイドカーファイルを自動的にエクスポートする：サイドカーファイルは、拡張子に .dop が付いた小さなテキストファイルで画
像ファイルに関連づけされています。このファイルには画像補正の設定情報が含まれています。画像を他のコンピュータにコピー
する場合など、画像だけではなく関連したサイドカーファイルのコピーも必要です。この下の自動読み込みの設定にチェックが
かかっていれば、後で画像を開いた際にサイドカーファイルが自動的に読み込まれます。ファイルメニューからサイドカーを手動
で読み込むこともできます。

サイドカーファイルを自動的にインポートする：選択した画像に関連づけされているサイドカーファイルから自動的に設定を読
み込みます。
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キャッシュ

キャッシュの最大サイズ：キャッシュのサイズを調整して、プログラムのパフォーマンスを改善できます（多くの画像を処理する
場合、キャッシュサイズを大きくしてください）。

［空にする］ボタン：キャッシュのコンテンツをダンプします（実行中の画像処理のパフォーマンスに影響を与える可能性が
あります）。

キャッシュの現在のサイズ：キャッシュに占めるボリュームを表示します。

 
履歴の上限

10, 100 (初期設定t)、250, 500、無制限 :DxO Advanced Historyパレットにおける画像の補正ステップの最大
数を設定できます。

 
DeepPRIME 高速処理

自動選択：グラフィックカードがサポートされている場合、このオプションが自動的に選択されます。

CPU のみを使用：グラフィックカードに問題がある場合、DeepPRIME がグラフィックカードよりも CPU を使用するように
強制します。

グラフィックカードのモデル名：コンピューターのグラフィックカードが表示されます。
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キーボードショートカット

一般
コマンド Windows Mac

新規プロジェクト Ctrl + N Cmd + N

カット Ctrl + X Cmd + X

コピー Ctrl + C Cmd + C

貼付け Ctrl + V Cmd + V

すべて選択 Ctrl + A Cmd + A

元に戻す Ctrl + Z Cmd + Z

やり直し Ctrl + Y Cmd + Shift + Z

ペースト（テクスト入力欄） Ctrl + V Cmd + V

画像ブラウザをドック／切り離し Ctrl + U Cmd + U

オンラインヘルプ F1 Cmd + ?

フォトライブラリタブに移動 Ctrl + F1 Alt + Cmd + 1

設定タブに移動 Ctrl + F2 Alt + Cmd + 2

変更タブ Ctrl + Tab Ctrl + Tab

プレファレンスウィンドウを開く Ctrl + Shift + P Cmd + ,

元画像を表示（キーを押している間） Ctrl + D D

インターフェース最大化 F12  

フルスクリーンモード F11 Cmd + Shift + F

画像ブラウザの表示／非表示 Ctrl + F9 Shift+ Tab

画像ブラウザのリフレッシュ F5  

フォルダ／ファイル／プロジェクト／プリセットの名称変更 F2  

画面にフィット F3 Cmd + 0

100%ズーム F4 Cmd + 1

ズームイン Ctrl + + Cmd + +

ズームアウト Ctrl +- Cmd + -

一時的にハンドツールに切り替え スペースバー（押してい
る間）

スペースバー（押している
間）

前の画像を表示 左の矢印 左の矢印

次の画像を表示 右の矢印 右の矢印

画像を右に90°回転 Ctrl + L Cmd + L

画像を左に90°回転 Ctrl + R Cmd + R

バーチャルコピー作成 Ctrl + J Cmd + D
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ランク付け Ctrl + 0 - 5 0 - 5

処理開始 Ctrl + Alt + P Cmd + K

画像プロパティ Ctrl + I  

プロジェクトから画像を削除 Delete Cmd + Del

ディスクから画像を削除 Delete Cmd + Del

バーチャルコピーを削除 Delete Cmd + Del

選択画像をプリント Ctrl + P Cmd + P

 

フォトテックタブ
コマンド  Windows Mac

参照ブラウザの表示/非表示 Ctrl + F10 Tab

フォルダ検索 Ctrl + F  

 

設定タブ
コマンド Windows Mac

参照画像を表示（キーを押したまま） Ctrl + D D

ハンドツール（キーを押したまま） スペースバー スペースバー

元画像と補正画像を、比較表示または前後表示 Ctrl + T C

すべてのパレットを表示／非表示 F9 Tab

ズームフィット F3 Cmd + 0

100%表示 F4 Cmd + 1

ズームアウト Ctrl + + Cmd + -

ズームイン Ctrl + - Ctrl + =

罫線グリッドを表示 Ctrl + G G

情報を表示 Ctrl + H I

ハイライトクリッピングを表示 Ctrl + W A

シャドウクリッピングを表示 Ctrl + B B

補正内容のコピー／ペースト Ctrl+ Shift + C / V Cmd + Shift + C /
V

バーチャルコピーの作成 Ctrl + J Cmd + D

 

画像の全画面表示モード
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コマンド Windows Mac

EXIF &ナビゲータ i i

ヘルプ & ショートカット F1 Cmd + ?

レーティング 上下の矢印キー 上下の矢印キー

直接ランク付け Ctrl + 0-5
0-5 0-5

処理可能タグ設定 7, Ctrl + 7 , P
Shift + Ctrl + 7 , Shift + P

7 , Ctrl + 7 , P
Shift + Ctrl + 7 , Shift + P

処理タグ未設定 9 , Ctrl + 9 , X
Shift + Ctrl + 9 , Shift + X

9 or Ctrl + 9 , X
Shift + Ctrl + 9 , Shift + X

非処理タグ設定 8 or Ctrl + 8 or U
Shift + Ctrl + 8 or Shift + U

8 or Ctrl + 8 or U
Shift + Ctrl + 8 or Shift + U

左に回転 Ctrl + L Cmd + L

右に回転 Ctrl + R Cmd + R

次の画像 Right arrow Right arrow

前の画像 Left arrow Left arrow

削除 Del Cmd + Del

ズームフィット F3 Cmd + 0

ズーム率 100% F4 Cmd + 1

ズーム率切り替え Double click Double click

全画面表示解除 ESC  ESC
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登録、ダウンロード、インストール、ライセンス認証

以下以下にに説明説明するする内容内容はは必必ずずインターネットインターネット接続接続がが必要必要です。です。

登録
ソフトウェアの認証を行うには、ライセンスを登録する必要があります。DxO Labs のウェブサイト
（https://www.dxo.com/cd）に接続して登録手続きを済ませてください。DxO Labs お客様アカウントを持っていない
場合は、入力フォームに必要事項を入力して DxO Labs お客様アカウントを作成します。すでにお持ちの場合にはアカウント
にログインしてください。

ダウンロード
ライセンスを登録すると、DxO Labs のお客様アカウント内に重要な情報が表示されます。DxO PhotoLab のダウンロードリ
ンクもここに用意されています。ここからダウンロードすることで、最新バージョンのソフトウェアをインストールすることができます。
〔WIN〕または〔MAC〕ボタンをクリックしてインストーラをダウンロードします。

インストール
Windows

インストールプログラムで使用したい言語を選択します。1.

ようこそ画面が開き、DxO PhotoLab のインストールを開始します。次へをクリックします。2.

ライセンス使用許諾に同意したら次へをクリックします。3.

DxO PhotoLab をインストールするディレクトリを選択します。4.

インストールをクリックします。インストールの実行には数分かかります。5.

 

Adobe Lightroom Adobe Lightroom がおがお使使いのいのコンピュータコンピュータににインストールインストールされているされている場合、場合、インストールインストールのの始始めにめに Lightroom  Lightroom 用用
ののプラグインプラグインををインストールインストールするかどうかをするかどうかを確認確認するするダイアログボックスダイアログボックスがが開開きます。これにきます。これに承認承認するとすると Lightroom  Lightroom 用用のの
プラグインプラグインがが自動的自動的ににインストールインストールされます。されます。

Mac
ダウンロードが完了したら、DxO_PhotoLab_2_0.dmg をダブルクリックして解凍し、インストーラを起動します。1.

開いたウィンドウ内にある DxO PhotoLab アイコンを、アプリケーションフォルダにドラッグ & ドロップします。アプリケーショ2.
ンフォルダ内からDxO PhotoLab を起動します。

DxO PhotoLab をはじめに起動する際に、ライセンス使用許諾が表示されます。DxO PhotoLab を利用するには、3.
使用許諾を読んで〔同意する〕をクリックします。

 

Adobe Lightroom Adobe Lightroom がおがお使使いのいのコンピュータコンピュータににインストールインストールされているされている場合場合、DxO PhotoLab 、DxO PhotoLab をを最初最初にに起動起動するする

https://www.dxo.com/cd
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際、際、Lightroom Lightroom 用用ののプラグインプラグインををインストールインストールするかどうかをするかどうかを確認確認するするダイアログボックスダイアログボックスがが開開きます。きます。

 

アプリケーションアプリケーションががインストールインストールできたら、できたら、ライセンスライセンス認証認証コードコードをを入力入力しなくても31しなくても31日間体験日間体験デモデモ版版としてとして利用利用できまできま
す。このす。この期間期間はは機能制限機能制限はありません。31はありません。31日間日間をを過過ぎると、ぎると、書書きき出出したした画像画像に「に「DxO PhotoLab DEMO」DxO PhotoLab DEMO」というという
透透かしがかしが入入ります。ります。予期予期せずせず透透かしかしマークマークがが入入ってしまわないよう、できるだけってしまわないよう、できるだけ早早くく購入購入してしてライセンスライセンス認証認証をを受受けてくけてく
ださい。ださい。

 

体験体験デモデモ版版のの期限（31日間）期限（31日間）をを過過ぎるとぎると、DxO PhotoLab、DxO PhotoLabののプリントプリント機能機能はは利用利用できなくなります。できなくなります。プリントプリント機能機能
をを利用利用するには、するには、ライセンスライセンス認証認証をを実行実行してください。してください。

ライセンス認証
DxO PhotoLab を起動します。1.

ダイアログボックスが表示されます。フィールドにライセンス認証コードを入力（またはコピー&ペースト）し、認証ボタンをクリッ2.
クします。

お客様アカウントが作成されていない場合は、www.dxo.com でアカウントを作成するようメッセージが表示されます。ア3.
カウント作成に必要な情報をすべて入力します。作成されると、ライセンス認証コードをお客様アカウントページで見ること
ができます。アプリケーションに戻って,ライセンス認証コードを入力します。

DxO PhotoLab が正しく認証されたことが表示されます。〔OK〕をクリックしてソフトウェアを起動します。4.

 

1 つの1 つのライセンスライセンス認証認証コードコードで、で、ソフトウェアソフトウェアを  2 を  2 台（台（ESSENTIALESSENTIAL版）版）または 3 または 3 台（台（EliteElite版）版）ののコンピュータコンピュータ上上
ででライセンスライセンス認証認証することができます。することができます。

アンインストール
Windows

スタート > プログラム ＞ DxO PhotoLab ＞ Uninstallをクリックします。1.

アンインストールの手順に従って進めます。2.

Mac
アプリケーションフォルダをクリックします。1.

DxO PhotoLab のアイコンをゴミ箱をドラッグ & ドロップします。2.
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システム動作環境
 

Microsoft® Windows®
Intel® Core™ 2 、AMD Athlon™ 64 X2 またはそれ以上（Intel® Core™ i7 第4世代またはそれ以上、
あるいは AMD Ryzen™ を推奨）

8 GB の RAM（16 GB 以上を奨励）

4 GB 以上のハードディスクの空き容量

Microsoft® Windows® 8.1 (64-bit)、または Microsoft® Windows® 10 バージョン 1809 あるいはそ
れ以上（64-bit で Microsoft®にサポートされているもの）、Windows® 10 バージョン 2004 あるいはそれ
以降を推奨

DirectX 10 と互換性のあるシステム

OpenCL™ 1.2-と互換性のあるグラフィックカード。 OpenCL™  高速処理をサポートするために 1GB のビデオメモ
リーが必要

DeepPRIME には NVIDIA GTX™ 1060、AMD Radeon™ RX 580 またはそれ以降を推奨

 

Apple® macOS®
Intel® Core™ i7 第4世代またはそれ以上を推奨

8 GB の RAM（16 GB 以上を奨励）

4 GB 以上のハードディスクの空き容量

macOS 10.14 (Mojave)、10.15 (Catalina) または 11.0 (Big Sur)

512 MB のビデオメモリーがあるグラフィックカード

DeepPRIME には AMD Radeon™ R9 M290X 以上を推奨
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サポートしている画像形式

DxO PhotoLab で開けるファイル
DxO PhotoLab は以下の画像形式をサポートしています。

ソフトウェアがサポートするカメラから直接出力された RAW 形式の画像

サポートされたカメラから出力されたネイティブの DNG 形式の画像

DxO PhotoLab が作成した DNG ファイル

Adobe Lightroom、Camera Raw、DNG Converterを使って作成された DNG 画像、ただしロスのある圧縮形式
で保存され DNG 画像および Lightroom の HDR、パノラマ、パノラマ HDR 統合で出力された DNG ファイルを除く

8 / 16 ビットの TIFF 画像

JPEG 画像

グラフィカル透かしを作成するためにパレットがインポートした JPEG および PNG ファイル

 
DxO ONE でサポートされている画像形式

JPEG ファイル

DNG ファイル

SuperRAW ファイル (.DXO)

 
 

Adobe Lightroom、Camera Raw、DNG ConverterAdobe Lightroom、Camera Raw、DNG Converterをを使使ってって作成作成されたされた DNG  DNG 画像画像をを
読読みみ込込むには、むには、元元の の RAW RAW 画像画像のの撮影撮影にに使使われたわれたカメラカメラが が DxO PhotoLab DxO PhotoLab ででサポートサポートされてされて
いるいる必要必要がありますがあります。DxO PhotoLab 。DxO PhotoLab は は Adobe Adobe 製製ソフトウェアソフトウェアでで作成作成されたされた DNG  DNG 画像画像をを
RAW RAW 画像画像とみなします。このためとみなします。このため RAW  RAW 画像画像にに適用適用できるできる全全てのての補正項目補正項目も も DNG DNG 画像画像にに
適用適用することがすることが可能可能です。です。

DxO PhotoLab でエクスポートできる画像形式
DxO PhotoLab は以下の画像形式でエクスポートできます。

8 / 16 ビットの TIFF 形式

JPEG 形式

DNG リニア形式 (すべての補正を含めたファイル、または光学補正とノイズ除去だけを含めたファイル）
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