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TechSmith License Agreement 
TechSmith Corporation provides this manual "as is", makes no 
representations or warranties with respect to its contents or use, and 
specifically disclaims any expressed or implied warranties of 
merchantability or fitness for any particular purpose. TechSmith 
Corporation reserves the right to make changes to the content of this 
manual, at any time, without obligation to notify any person or entity of 
such changes. 
 
The software described in this document is furnished under a license 
agreement. The software may be used, copied, or transferred only in accordance with the terms and 
conditions of the License Agreement. It is against the law to copy the software on any medium except as 
specifically allowed under the terms and conditions of the license agreement. 
No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying, 
recording, or information storage and retrieval systems, or any other means, now known or hereafter 
becomes known, for any purpose 
other than the purchaser’s personal use, without the express prior written 
permission of TechSmith Corporation. 
 
Copyright © 1990-2009 TechSmith Corporation. 
All Rights Reserved. Printed in the United States of America. 
 
Trademarks 
TechSmith, Snagit, Camtasia, Camtasia Studio and Morae are U.S., EU and Japanese registered 
trademarks owned by TechSmith Corporation. EnSharpen, DubIt, TSCC,  
Enterprise Wide, and Newsmonger are also registered marks owned by TechSmith Corporation Uservue, 
Screencast.com, and Rich Recoding Technology are also marks owned by TechSmith Corporation. The 
absence of a name/mark or logo in this paragraph/notice does not constitute a waiver of any and all 
intellectual property rights that TechSmith Corporation has established in any of its product, feature or 
service names/marks or logos. 
 
All other registered trademarks and trademarks are the property of their 
respective companies. All rights reserved. 
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Snagit へようこそへようこそへようこそへようこそ 
Snagit を使用して、高品質な画面キャプチャ画面キャプチャ画面キャプチャ画面キャプチャを作成し、プレゼンテーション、文書、ブログなどで共有できます。
Snagit のワークフローは、エディタのオープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイを組み合わせることによって能率化されているため、キャプチャを連続して実行し、後で保存、編集、共有を行うことができます。 

 

Snagit  の機能の機能の機能の機能 : 

 よく使用するキャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定をプロファイルプロファイルプロファイルプロファイルとして保存します。 

 キャプチャ時にエッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果、フィルタフィルタフィルタフィルタ、その他の効果効果効果効果を適用します。 

 エディタエディタエディタエディタの機能の機能の機能の機能 : 

 スタンプスタンプスタンプスタンプ、矢印矢印矢印矢印、吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し、エッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果、その他の効果その他の効果その他の効果その他の効果を追加します。 

 キャプチャや他のメディア ファイルにキーワードキーワードキーワードキーワードとフラグフラグフラグフラグを割り当てます。 

 強力な検索機能検索機能検索機能検索機能を使用して、キーワード、フラグ、およびキャプチャ時に自動で収集されるその他の情報情報情報情報に基づいてキャプチャを検索します。 

 画面キャプチャの画面キャプチャの画面キャプチャの画面キャプチャの電子メール電子メール電子メール電子メールによる送信、コピーと貼り付けコピーと貼り付けコピーと貼り付けコピーと貼り付け、および印刷印刷印刷印刷を実行したり、Web サイトへアップロードします。 
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Snagit インターフェイスの概要インターフェイスの概要インターフェイスの概要インターフェイスの概要 

 

 

プロファイルプロファイルプロファイルプロファイルには、入力、出力、および効果の組み合わせが含まれます。プロファイル アイコンにマウス カーソルをポイントすると、ツールヒントとしてキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ プロファイルのプロパティプロファイルのプロパティプロファイルのプロパティプロファイルのプロパティが表示されます。 

 

プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル ツールツールツールツール バーバーバーバーを使用して、プロファイルを作成および編集できます。 

 [新規プロファイル新規プロファイル新規プロファイル新規プロファイル] を選択すると、現在のプロファイル設定が新しいキャプチャ プロファイルとして保存されます。 

 新規プロファイル新規プロファイル新規プロファイル新規プロファイル ウィザードウィザードウィザードウィザードを使用して、すべてのプロファイル設定を参照しながら新しいプロファイルを作成できます。 

 [プロファイルの保存プロファイルの保存プロファイルの保存プロファイルの保存] を選択すると、選択したプロファイルが現在のプロファイル設定で上書きされます。 

 リスト表示リスト表示リスト表示リスト表示には、プロファイルがリスト形式で表示されます。 

 サムネール表示サムネール表示サムネール表示サムネール表示では、プロファイルがアイコンとして表示されます。 

 [プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理] を選択すると、[プロファイルの整理] ダイアログ ボックスが表示されます。 

 

アイコンやボタンなどにマウス カーソルをポイントすると、Snagit 全体と Snagit エディタの情報やヒントを参照できます。 

 

[キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックすると、キャプチャが開始されます。デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト グローバルグローバルグローバルグローバル ホットキーホットキーホットキーホットキーの PrintScreen  キーを使用することもできます。「ホットキーホットキーホットキーホットキー」も参照してください。 

 

キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードは、目的に応じたキャプチャの種類です。モードモードモードモードを変更するには、[キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンの横にある青いボタンをクリックします。キャプチャ モードには、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ、、、、テキストテキストテキストテキスト キャプキャプキャプキャプチャチャチャチャ、ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ、、、、Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ、プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャの 5 種類があります。 

 

オプションオプションオプションオプションでは、キャプチャの外観や、出力への送信前にエディタでキャプチャをプレビューするかどうかなどを指定します。たとえば、マウス カーソルのキャプチャ、タイマーや遅延キャプチャの設定、
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複数範囲のキャプチャなどがオプションに含まれます。 

 

プロファイル設定プロファイル設定プロファイル設定プロファイル設定を使用して、キャプチャ モード、入力、出力、および効果を選択できます。[プロファイル] ペインで別のプロファイルを選択すると、プロファイル設定が更新されます。 

 

[関連するタスク関連するタスク関連するタスク関連するタスク] から、[画像の変換画像の変換画像の変換画像の変換]、[ワンクリックの起動ワンクリックの起動ワンクリックの起動ワンクリックの起動]、[Snagit プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定]、[プロファイルプロファイルプロファイルプロファイルの整理の整理の整理の整理]、および[アクセサリの管理アクセサリの管理アクセサリの管理アクセサリの管理] の各オプションに容易にアクセスできます。 

 

[クイック起動クイック起動クイック起動クイック起動] から、Snagit エディタエディタエディタエディタおよびエディタのライブラリエディタのライブラリエディタのライブラリエディタのライブラリ表示にアクセスできます。 
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Snagit のホットキーのホットキーのホットキーのホットキー  ホットキーは、一般的な操作を行うためのキーボード ショートカットです。ホットキーの設定を変更するには、
Snagit  の [ツールツールツールツール] メニューから [プログラムの環境設定プログラムの環境設定プログラムの環境設定プログラムの環境設定]、[ホットキーホットキーホットキーホットキー] の順に選択するか、またはプロファイルを右クリックして [ホットキーの設定ホットキーの設定ホットキーの設定ホットキーの設定] を選択します。 操作操作操作操作 ホットキーホットキーホットキーホットキー グローバル キャプチャ 現在選択しているプロファイルによってキャプチャを開始します。 

<PrintScreen> 

Snagit の表示/非表示の切り替え <Ctrl + Shift + X>  最後のキャプチャの繰り返し <Ctrl + Shift + R>  
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画像キ画像キ画像キ画像キャプチャャプチャャプチャャプチャ 画面上の任意の画像をキャプチャします。初めてキャプチャする際には、次の基本的なキャプチャ手順に従ってください。 

1. キャプチャの対象を開きます。 

2. キャプチャの対象を最小化せずに、Snagit を開きます。 

3. [基本キャプチャ基本キャプチャ基本キャプチャ基本キャプチャ プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル] から、キャプチャ プロファイルを 1 つ選択します。 

 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] をクリックします。 

 

Snagit が非表示になり、キャプチャの完了方法を示すボックスが表示されます。手順に従ってキャプチャを完了します。 完了したキャプチャがエディタエディタエディタエディタに表示されます。エディタでは以下の操作を実行できます。 

 [描画描画描画描画] タブタブタブタブを使用して、キャプチャに注釈を付けます。 

 [画像画像画像画像] タブタブタブタブを使用して、特殊効果特殊効果特殊効果特殊効果を追加します。 

 キャプチャを共有するには、[送信送信送信送信] タブタブタブタブで出力をクリックします。 エディタでは、オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイおよび [最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ] にキャプチャが保持されます。 

Snagit では、目的に応じた柔軟で多用途のキャプチャを実行できます。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 画面全体画面全体画面全体画面全体 

 ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ 

 範囲範囲範囲範囲 

 固定範囲固定範囲固定範囲固定範囲 

 オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 

 メニューメニューメニューメニュー 

 スクロール画像キャプチャスクロール画像キャプチャスクロール画像キャプチャスクロール画像キャプチャ 

 スクロールスクロールスクロールスクロール テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ 
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画面全体のキャプチャ画面全体のキャプチャ画面全体のキャプチャ画面全体のキャプチャ 

 

 モニタを 2 つ使用している場合、両方のモニタ画面がキャプチャされます。1 つのモニタだけをキャプチャするには、「範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ」を使用してください。」を使用してください。」を使用してください。」を使用してください。 

 

 モニタを 2 つ使用している場合、両方のモニタ画面がキャプチャされます。1 つのモニタだけをキャプチャするには、「範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ」を使用してください。」を使用してください。」を使用してください。」を使用してください。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力に [画面画面画面画面] を選択します。 

3. 出力出力出力出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはグローバル キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

5. その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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ウィンドウのキャプチャウィンドウのキャプチャウィンドウのキャプチャウィンドウのキャプチャ ウィンドウ自体、またはウィンドウ上の要素 (ウィンドウ枠、スクロール バー、開いたメニュー、ウィンドウ コントロール ボタン、ツール バー、タイトルなど) をキャプチャします。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入入入入力力力力に [ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ] を選択します。 

3. 出力出力出力出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

5. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

6. その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ範囲のキャプチャ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力に [範囲範囲範囲範囲] を選択します。 

3. 出力出力出力出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

5. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲む赤い境界線を作成します。 

 拡大ウィンドウを使用すると、範囲のエッジを設定するのに便利です。 

6. マウス ボタンを放してキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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固定範囲のキャプチャ固定範囲のキャプチャ固定範囲のキャプチャ固定範囲のキャプチャ 事前に指定した四角形の範囲をキャプチャします。 

 

 

1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力に [固定範固定範固定範固定範囲囲囲囲] を選択します。 

3. [固定範囲固定範囲固定範囲固定範囲] タブで、幅と高さを入力します。[OK] をクリックします。 

4. 出力出力出力出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

6. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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オブジェクトのキャプチャオブジェクトのキャプチャオブジェクトのキャプチャオブジェクトのキャプチャ ツール バーのボタンやアイコンなど、コンピュータ画面上の小さな項目をキャプチャします。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力に [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] を選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

5. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してオブジェクトを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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メニューのキャプチャメニューのキャプチャメニューのキャプチャメニューのキャプチャ ドロップダウン メニューやカスケード メニューをキャプチャします。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力に [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] を選択します。 

3. Snagit  の [オプションオプションオプションオプション] から [タイマータイマータイマータイマー キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックします。[タイマー設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 

 

4. [遅延/スケジュール] タブで、[遅延遅延遅延遅延/スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチャを有効にするキャプチャを有効にするキャプチャを有効にするキャプチャを有効にする] オプションを選択します。 

5. [OK] をクリックします。 

6. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

7. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

8. キャプチャするメニューを開きます。キャプチャを行うまで、マウスや開いているメニューを操作しないでください。 

9. マウス ボタンをクリックしてキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

10. その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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スクロール画像キャプチャスクロール画像キャプチャスクロール画像キャプチャスクロール画像キャプチャ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール]、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] の [プロパティプロパティプロパティプロパティ] で、[スクロールスクロールスクロールスクロール] タブから、[文書の上からスクロールする] および [スクロール方向] の [垂直] を選択します。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. ブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。マウス ボタンをクリックします。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロール自動スクロール自動スクロール自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 スクロール画像キャプチャのその他の数多くの手順については、「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズスクロール画像、大きな画像、または画面サイズスクロール画像、大きな画像、または画面サイズスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャを超える画像のキャプチャを超える画像のキャプチャを超える画像のキャプチャ」を参照してください。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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スクロールスクロールスクロールスクロール テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール]、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [スクロールスクロールスクロールスクロール] タブから、[文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする] を選択します。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. キャプチャするブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。マウス ボタンをクリックします。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロール自動スクロール自動スクロール自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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図形のキャプチャ図形のキャプチャ図形のキャプチャ図形のキャプチャ さまざまな図形でキャプチャ範囲を指定してキャプチャします。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力に [図形図形図形図形] を選択し、目的の図形を選択します。 

3. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

4. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。ドラッグすると、キャプチャ範囲を示す赤い境界線が表示されます。 

5. 図形を正しく作成してキャプチャを行うには、下のヒントを参照してください。 フリーハンドフリーハンドフリーハンドフリーハンド 閉じたループを作成します。マウス ボタンを放すと、ループは自動的に閉じます。マウス ボタンを放したときにキャプチャが行われます。 楕円楕円楕円楕円 キャプチャ中に Shift  キーを押したままにすると、正円が作成されます。 マウス ボタンを放したときにキャプチャが行われます。 角丸四角形角丸四角形角丸四角形角丸四角形 キャプチャ中に Shift  キーを押したままにすると、正方形が作成されます。 マウス ボタンを放したときにキャプチャが行われます。 三角形三角形三角形三角形 高さと幅はマウスの移動によって決まります。 キャプチャ中に Shift  キーを押したままにすると、正三角形が作成されます。 マウス ボタンを放したときにキャプチャが行われます。 多角形多角形多角形多角形 範囲は直線を辺とする閉じた図形である必要があります。 

 クリックするたびに新しい直線が開始します。 

 ダブルクリックすると、閉じた図形が作成されます。 

 マウス ボタンを放したときにキャプチャが行われます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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クリップボードの内容のキャプチャクリップボードの内容のキャプチャクリップボードの内容のキャプチャクリップボードの内容のキャプチャ 
Windows クリップボードからグラフィックやテキストをキャプチャします。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像またはテキスト キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード] の順に選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キキキキャプチャャプチャャプチャャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

5. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動して範囲を選択します。クリックしてキャプチャを完了します。マウス ボタンをクリックしてキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 クリップボードにテキストが含まれている場合に画像キャプチャ モードを選択すると、キャプチャ内容がテキストである場合でも、画像出力ファイルが作成されます。テキスト キャプチャ モードを選択している場合は、テキスト入力から ASCII テキスト ファイルが作成されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード チェーンの作成チェーンの作成チェーンの作成チェーンの作成 
Windows クリップボードに何らかのデータをコピーするたびに Snagit でキャプチャされるように設定できます。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] を選択し、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード チェーンチェーンチェーンチェーン] の順に選択します。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。確認ダイアログ ボックスが表示されます。 

6. クリップボードに何らかのデータをコピーするたびに、クリップボードの内容が自動的にキャプチャされます。 

 クリップボード チェーン キャプチャを無効にするには、[入力] を選択し、[詳細設定]、[クリップボード チェーン] の順に選択します。 クリップボードにテキストが含まれている場合に画像キャプチャ モードを選択すると、キャプチャ内容がテキストである場合でも、画像出力ファイルが作成されます。 

7. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャ ホットキーを押します。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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プログラムプログラムプログラムプログラム ファイルからのキャプチャファイルからのキャプチャファイルからのキャプチャファイルからのキャプチャ 
.EXE ファイルまたは .DLL ファイルに含まれるビットマップ画像、アイコン、またはカーソルをキャプチャします。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[プログラムプログラムプログラムプログラム ファイルファイルファイルファイル] の順に選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

5. [ファイルを開く] ダイアログ ボックスが表示されます。拡張子が .EXE または .DLL のファイルを参照して選択します。[開く開く開く開く] をクリックします。 

6. [画像] 領域で画像を選択します。 

 [参照参照参照参照] ボタンをクリックして、画像を検索します。 

 画像がプレビュー ペインより大きい場合は、ペインの画像をクリックしてドラッグし、全体を表示します。 

7. [OK] をクリックします。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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全画面全画面全画面全画面 DOS 表示のキャプチャ表示のキャプチャ表示のキャプチャ表示のキャプチャ 全画面表示全画面表示全画面表示全画面表示の MS-DOS セッション ウィンドウの内容をキャプチャします。キャプチャの色は自動的に反転されます。 

 

 DOS アプリケーションをキャプチャするには、PrintScreen  キーを押す必要があります。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[全画面全画面全画面全画面 DOS 表示表示表示表示] の順に選択します。これにより、以下の 2 つの Snagit パラメータが自動的に設定されます。 

 クリップボード チェーン オプションがオンになり、キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーによるキャプチャを実行できます。 

 入力が [クリップボード] に設定されます。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. キャプチャする MS-DOS 画面を開きます。Alt + Enter  キーを押して、MS-DOS ウィンドウ モードと全画面 
MS-DOS 表示を切り替えることができます。 

5. PrintScreen  キーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

6. その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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画面の外または画面より大きなウィンドウのキャプチャ画面の外または画面より大きなウィンドウのキャプチャ画面の外または画面より大きなウィンドウのキャプチャ画面の外または画面より大きなウィンドウのキャプチャ 一部が表示されているウィンドウを選択してウィンドウ全体をキャプチャしたり、画面より大きなウィンドウをウィンドウ枠ごとキャプチャします。 

 Windows XP および Vista のみに適用されます。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[拡張ウィンドウ拡張ウィンドウ拡張ウィンドウ拡張ウィンドウ] の順に選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

5. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。  
6. [拡張ウィンドウのキャプチャ拡張ウィンドウのキャプチャ拡張ウィンドウのキャプチャ拡張ウィンドウのキャプチャ プレビュープレビュープレビュープレビュー] ダイアログ ボックスが表示されます。ここで、必要に応じてウィンドウのサイズを調整します。 

7. [OK] をクリックします。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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デスクトップの壁紙のキャプチャデスクトップの壁紙のキャプチャデスクトップの壁紙のキャプチャデスクトップの壁紙のキャプチャ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[壁紙壁紙壁紙壁紙] の順に選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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スキャナまたはカメラからのキャプチャスキャナまたはカメラからのキャプチャスキャナまたはカメラからのキャプチャスキャナまたはカメラからのキャプチャ 光学スキャナやデジタル カメラなど、接続されている TWAIN 準拠のデバイスから画像をキャプチャします。 

 この入力を選択する前に、TWAIN 準拠の光学スキャナやデジタル カメラをコンピュータに接続し、設定しておく必要があります。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[スキャナとカメラスキャナとカメラスキャナとカメラスキャナとカメラ] の順に選択します。 

3. 複数の TWAIN 準拠デバイスがコンピュータに接続されている場合は、[入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパテプロパテプロパテプロパティィィィ]、[スキャナとカメラスキャナとカメラスキャナとカメラスキャナとカメラ] タブの順に選択します。使用するデバイスを選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

6. 選択したデバイスの TWAIN ドライバが、取得する画像を選択するユーザー インターフェイスを表示します。このインターフェイスの使用方法については、デバイスのマニュアルを参照してください。 その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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画面の複数範囲のキャプチャ画面の複数範囲のキャプチャ画面の複数範囲のキャプチャ画面の複数範囲のキャプチャ 画面の複数範囲を選択してキャプチャします。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ]、[範囲範囲範囲範囲]、[固定範囲固定範囲固定範囲固定範囲]、または [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] を選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [全般全般全般全般] タブから、取得したキャプチャの背景色を選択します。デフォルトの色は白です。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. [オプションオプションオプションオプション] セクションの [複数範囲のキャプチャ複数範囲のキャプチャ複数範囲のキャプチャ複数範囲のキャプチャ] ボタンをクリックします。 

 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 範囲を選択すると色が反転し、選択範囲を示します。複数の範囲を選択します。 

 範囲の選択を解除するには、Alt  キーを押したまま左クリックします。 

8. キャプチャを終了するには、右クリックして、ポップアップ メニューから [終了終了終了終了] を選択します。キャプチャされた画像には、選択した範囲のみが元の場所に表示されます。 

選択方法選択方法選択方法選択方法 

 ウィンドウ入力 : カーソルを使用して、画面上のウィンドウを複数選択します。 

 範囲入力 : カーソルをクリック & ドラッグして、画面上の範囲を複数選択します。 

 固定範囲入力 : カーソルを使用して、画面上で固定サイズの範囲を複数選択します。固定範囲のサイズは、 [入力]、[プロパティ]、[固定範囲] の順に選択して設定します。[固定開始点を使用] チェック ボックスはオフにしてください。 

 オブジェクト入力 : カーソルを使用して、画面上のオブジェクトを複数選択します。 
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その他のキャプチャ オプションについては、「画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ」を参照してください。 
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画像キャプチャにカーソルを含める画像キャプチャにカーソルを含める画像キャプチャにカーソルを含める画像キャプチャにカーソルを含める 
[カーソルを含むカーソルを含むカーソルを含むカーソルを含む] オプションを使用して、画像キャプチャ内にマウス ポインタをキャプチャします。 

 カーソルを含めるには、[カーソルを含むカーソルを含むカーソルを含むカーソルを含む] ボタンをクリックします。上の画像は [カーソルを含む] オプションが選択された状態を示します。オフにするには、[カーソルを含むカーソルを含むカーソルを含むカーソルを含む] ボタンを再度クリックします。 

 カーソルが正しい位置にあるようにするには、キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ タイマータイマータイマータイマー オプションオプションオプションオプションを使用するか、またはカーソルを配置してからホットキーの組み合わせを使用してキャプチャします。 
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Snagit エディタでのキャプチャのプレビューエディタでのキャプチャのプレビューエディタでのキャプチャのプレビューエディタでのキャプチャのプレビュー 
[エディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビュー] オプションを使用して、目的の出力へ送信する前に Snagit エディタでキャプチャを開きます。 

Snagit エディタでは、キャプチャの編集、注釈の追加、キーワードとフラグの適用、またはキャプチャの破棄を行います。 

 

Snagit エディタでキャプチャを表示するには、[エディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビュー] ボタンをクリックします。上の画像は [エデエデエデエディタでプレビューィタでプレビューィタでプレビューィタでプレビュー] オプションが選択された状態を示します。オフにするには、[エディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビュー] ボタンを再度クリックします。 
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スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像

のキャプチャのキャプチャのキャプチャのキャプチャ (自動スクロール自動スクロール自動スクロール自動スクロール) 
Snagit の自動スクロール機能を使用して、長さや幅がウィンドウやブラウザの表示サイズを超える画像をキャプチャします。自動スクロールのさまざまなオプションは、必要なキャプチャを正確に行うために役立ちます。 

自動スクロールを活用するためのヒント自動スクロールを活用するためのヒント自動スクロールを活用するためのヒント自動スクロールを活用するためのヒント : カーソルカーソルカーソルカーソル アイコンを探すアイコンを探すアイコンを探すアイコンを探す 自動スクロール キャプチャを行う際には、[キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックしたときに表示され、画面上の位置によって変化するカーソルに注目します。 現在の自動スクロール設定ではスクロールできないと判断される範囲では、次のカーソルが表示されます。 

  (現在の設定ではスクロールできません)  カスタム スクロールなど、別の自動スクロール オプションを試してみてください。 カーソルカーソルカーソルカーソル 自動スクロール自動スクロール自動スクロール自動スクロール キャプチャの種類キャプチャの種類キャプチャの種類キャプチャの種類 手順手順手順手順 

 

ウィンドウを垂直および水平の両方向に自動スクロール 
マウスの左ボタンをクリックして、キャプチャを開始します。 

 

ウィンドウを垂直方向に自動スクロール 
マウスの左ボタンをクリックして、キャプチャを開始します。 

 

ウィンドウを水平方向に自動スクロール 
マウスの左ボタンをクリックして、キャプチャを開始します。 

 

範囲をカスタム スクロール カーソルをドラッグして範囲を選択し、マウスの左ボタンで下矢印のコントロールをクリックして、キャプチャを開始します。 スクロール キャプチャの具体例については、以下を参照してください。 

 ブラウザ ウィンドウの長さを超える Web ページ 

 ブラウザ ウィンドウの長さと幅を超える Web ページ 

 アクティブ リンクを含む Web ページの縦の範囲 

 ブラウザ ウィンドウに表示されていない Web ページの範囲 

 ブラウザ ウィンドウの長さと幅を超えるセカンダリ Web ページ 

 ブラウザ ウィンドウの長さを超える Web ページの範囲 

 ブラウザ ウィンドウの幅を超える Web ページ 

 アプリケーション ウィンドウの長さを超えるスプレッドシート 

 ファイル名などのデータ リストを含むアプリケーション ウィンドウ 

 複数ページの PDF 文書 

 アプリケーション ウィンドウ内のスクロール ペイン 

 アプリケーション ウィンドウ内の音楽またはビデオ再生リスト 
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ブラウザブラウザブラウザブラウザ ウィンドウの長さを超えるウィンドウの長さを超えるウィンドウの長さを超えるウィンドウの長さを超える Web ページページページページ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力として、[スクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力] 下矢印をクリックして、[プロパティ] の [スクロール] タブから、[文書の上からスクロールする] および [スクロール方向] の [垂直] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. ブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。 

6. [キャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャププププチャチャチャチャ」を参照してください。 
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ブラウザブラウザブラウザブラウザ ウィンドウの長さと幅を超えるウィンドウの長さと幅を超えるウィンドウの長さと幅を超えるウィンドウの長さと幅を超える Web ページページページページ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [スクロールスクロールスクロールスクロール] タブから、[文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする] および [スクロール方向] の [両方両方両方両方] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. ブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。 

9. 下端まで達すると、ウィンドウ上部に戻って動作を繰り返し、スクロールを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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アクティブアクティブアクティブアクティブ リンクを含むリンクを含むリンクを含むリンクを含む Web ページの縦の範囲ページの縦の範囲ページの縦の範囲ページの縦の範囲 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[カスタムカスタムカスタムカスタム スクロールスクロールスクロールスクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[リンクを維持するリンクを維持するリンクを維持するリンクを維持する] を選択します。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. ブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。赤い四角形が表示されます。 

8. ウィンドウの縦スクロール バーの下矢印をクリックします。 

 
9. Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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ブラウザブラウザブラウザブラウザ ウィンドウに表示されていないウィンドウに表示されていないウィンドウに表示されていないウィンドウに表示されていない Web ページの範囲ページの範囲ページの範囲ページの範囲 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [スクロール] タブから、[文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする] をオフにし、[スクロール方向] の [垂直垂直垂直垂直] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. ブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。キャプチャする範囲までスクロールします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動的にスクロールします。ブラウザ ウィンドウを左クリックして、目的の場所でキャプチャを終了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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ブラウザブラウザブラウザブラウザ ウィンドウの長さと幅を超えるセカンダリウィンドウの長さと幅を超えるセカンダリウィンドウの長さと幅を超えるセカンダリウィンドウの長さと幅を超えるセカンダリ Web ページページページページ ブラウザ ウィンドウ内で入れ子になっているスクロール ウィンドウをキャプチャします。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [スクロール] タブから、[文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする] および [スクロール方向] の [両方両方両方両方] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. キャプチャするブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。キャプチャする範囲までスクロールします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。 

9. 下端まで達すると、ウィンドウ上部に戻って動作を繰り返し、スクロールを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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ブラウザブラウザブラウザブラウザ ウィンドウの長さを超えるウィンドウの長さを超えるウィンドウの長さを超えるウィンドウの長さを超える Web ページの範囲ページの範囲ページの範囲ページの範囲 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[カスタムカスタムカスタムカスタム スクロールスクロールスクロールスクロール] の順に選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. キャプチャするブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。キャプチャする範囲までスクロールします。
[キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

5. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。赤い四角形が表示されます。 

6. ウィンドウの縦スクロール バーの下矢印をクリックします。 

 
7. Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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ブラウザブラウザブラウザブラウザ ウィンドウの幅を超えるウィンドウの幅を超えるウィンドウの幅を超えるウィンドウの幅を超える Web ページページページページ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [スクロール] タブから、[文書の上から文書の上から文書の上から文書の上からスクロールするスクロールするスクロールするスクロールする] および [スクロール方向] の [水平水平水平水平] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. ブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが右端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション ウィンドウの長さを超えるスプレッドシートウィンドウの長さを超えるスプレッドシートウィンドウの長さを超えるスプレッドシートウィンドウの長さを超えるスプレッドシート 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[スクロール範囲スクロール範囲スクロール範囲スクロール範囲] の順に選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. キャプチャするスプレッドシート ウィンドウをクリックします。キャプチャする範囲までスクロールします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

6. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。赤い四角形が表示されます。カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。 

7. マウス ボタンを放してキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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ファイル名などのデータファイル名などのデータファイル名などのデータファイル名などのデータ リストを含むアプリケーションリストを含むアプリケーションリストを含むアプリケーションリストを含むアプリケーション ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[カスタムカスタムカスタムカスタム スクロールスクロールスクロールスクロール] の順に選択します。 

3. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

4. キャプチャするアプリケーション ウィンドウをクリックします。キャプチャする範囲までスクロールします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

6. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。赤い四角形が表示されます。 

7. ウィンドウの縦スクロール バーの下矢印をクリックします。 

 

8. Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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複数ページの複数ページの複数ページの複数ページの PDF 文書文書文書文書  

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力] 下矢印をクリックして、[プロパティ] の [スクロール] タブから、[文書の上からスクロールする] および [スクロール方向] の [垂直] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. キャプチャする文書をクリックします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが右端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション ウィンドウ内のスクロールウィンドウ内のスクロールウィンドウ内のスクロールウィンドウ内のスクロール ペインペインペインペイン 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [スクロール] タブから、[文書の上から文書の上から文書の上から文書の上からスクロールするスクロールするスクロールするスクロールする] および [スクロール方向] の [垂直垂直垂直垂直] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. キャプチャするアプリケーション ウィンドウをクリックします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 
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アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション ウィンドウ内の音楽またはビデオ再生リストウィンドウ内の音楽またはビデオ再生リストウィンドウ内の音楽またはビデオ再生リストウィンドウ内の音楽またはビデオ再生リスト 

 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力入力入力入力] 下矢印をクリックして、[プロパプロパプロパプロパティティティティ] の [スクロール] タブから、[文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする] および [スクロール方向] の [垂直垂直垂直垂直] を選択します。[OK] をクリックします。 

4. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

5. キャプチャするアプリケーション ウィンドウをクリックします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。
Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

8. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては「スクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャスクロール画像、大きな画像、または画面サイズを超える画像のキャプチャプチャプチャプチャ」を参照してください。 

Snagit 9 41



タイマー、遅延、またはスケジュールによる画像キャプチャタイマー、遅延、またはスケジュールによる画像キャプチャタイマー、遅延、またはスケジュールによる画像キャプチャタイマー、遅延、またはスケジュールによる画像キャプチャ 
 Snagit のキャプチャ タイマー オプションを使用して、指定した間隔で自動操作でキャプチャを実行できます。使用例には、株価の追跡、工場設備の監視、およびリモート コンピュータ操作の監視などがあります。 

 キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ タイマータイマータイマータイマー オプションを Web 出力 (FTP) と組み合わせると、Web サイト内の画面キャプチャを自動的に更新できます。また、画面キャプチャを添付した電子メールを自動的に送信できます。 

 遅延遅延遅延遅延/スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ オプションを使用すると、遅延 (数秒後の) キャプチャまたはスケジュール (特定の時刻または日付の) キャプチャを設定できます。 

 両方のオプションを組み合わせることにより、ユーザーが指定した日時に一定間隔のキャプチャを開始することができます。 

 遅延/スケジュール キャプチャが設定されている間は、Snagit にアクセスしてその他の画面キャプチャを行うことはできません。 

[タイマータイマータイマータイマー キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] オプションは、[プロファイル設定] ペインの [オプション] セクションにあります。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 タイマー遅延キャプチャのセットアップ 

 スケジュール キャプチャのセットアップ 

 断続的キャプチャのためのキャプチャ タイマーのセットアップ 
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タイマー遅延キャプチャのセットアップタイマー遅延キャプチャのセットアップタイマー遅延キャプチャのセットアップタイマー遅延キャプチャのセットアップ 
1. Snagit で、画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

3. [プロファイル設定] ペインの [オプション] セクションから、[タイマータイマータイマータイマー キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] オプションを選択します。[タイマー設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 

4. [遅延遅延遅延遅延/スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール] タブの [遅延遅延遅延遅延/スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチャを有効にするキャプチャを有効にするキャプチャを有効にするキャプチャを有効にする] オプションを選択します。 

5. [遅延キャプチャ遅延キャプチャ遅延キャプチャ遅延キャプチャ] ラジオ ボタンを選択します。[遅延遅延遅延遅延] および [カウントダウンの表示カウントダウンの表示カウントダウンの表示カウントダウンの表示] 項目が選択可能になります。 

6. 1 ～ 60 秒の間の値を入力するか、または矢印を使用して遅延の秒数を選択します。 

7. [カウントダウンの表示カウントダウンの表示カウントダウンの表示カウントダウンの表示] チェック ボックスをオンにすると、キャプチャ前に画面右下にカウントダウンが表示されます。 

8. [OK] をクリックします。 

9. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 開始した遅延キャプチャを停止するには、Snagit ツール バーの [停止] ボタンをクリックするか、ホットキーを押します。 その他のキャプチャ オプションについては、「スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチャのセットアップキャプチャのセットアップキャプチャのセットアップキャプチャのセットアップ」および「断続的キャプチ断続的キャプチ断続的キャプチ断続的キャプチャのためのキャプチャャのためのキャプチャャのためのキャプチャャのためのキャプチャ タイマーのセットアップタイマーのセットアップタイマーのセットアップタイマーのセットアップ」を参照してください。 
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スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチャのセットアップキャプチャのセットアップキャプチャのセットアップキャプチャのセットアップ 
1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

3. [プロファイル設定] ペインの [オプション] セクションから、[タイマータイマータイマータイマー キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] オプションを選択します。 

4. [タイマー設定] ダイアログ ボックスが表示されます。[遅延遅延遅延遅延/スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール] タブの [スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] オプションを選択します。 

5. 選択ボックスの隣に表示されている形式で、現在より後の [日付日付日付日付] および [時刻時刻時刻時刻] を入力します。または、矢印を使用して日付と時刻を選択します。 

6. [OK] をクリックします。 

7. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 開始した遅延キャプチャを停止するには、Snagit ツール バーの [停止停止停止停止] ボタンをクリックするか、ホットキーを押します。 その他のキャプチャ オプションについては、「スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチキャプチキャプチキャプチャのセットアップャのセットアップャのセットアップャのセットアップ」および「断続的キャプチ断続的キャプチ断続的キャプチ断続的キャプチャのためのキャプチャャのためのキャプチャャのためのキャプチャャのためのキャプチャ タイマーのタイマーのタイマーのタイマーのセットアップセットアップセットアップセットアップ」を参照してください。 
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断続的キャプチャのためのキャプチャ断続的キャプチャのためのキャプチャ断続的キャプチャのためのキャプチャ断続的キャプチャのためのキャプチャ タイマーのセットアップタイマーのセットアップタイマーのセットアップタイマーのセットアップ 事前に設定した回数分、画面を断続的にキャプチャします。 

 タイマー キャプチャ モードモードモードモードで、非表示のホットキーが繰り返し動作します。キャプチャを自動操作で実行できるように、キャプチャ タイマー用の入出力オプションを設定する必要があります。使用できないキャプチャ オプションの組み合わせを Snagit が検出すると、"タイマー使用不能" ステータスが表示され、タイマーは開始されません。 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 出力および効果効果効果効果を選択します。 

3. [プロファイル設定] ペインの [オプション] セクションから、[タイマータイマータイマータイマー キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] オプションを選択します。[タイマー設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ タイマータイマータイマータイマー] タブの [タイマー始動キャプチャを有効にするタイマー始動キャプチャを有効にするタイマー始動キャプチャを有効にするタイマー始動キャプチャを有効にする] オプションを選択します。 

5. 重複したキャプチャ (しばらく画面が変化していない場合など) を削除するには、[同一キャプチャの破棄同一キャプチャの破棄同一キャプチャの破棄同一キャプチャの破棄] を選択します。 

6. キャプチャの頻度を時間時間時間時間、分分分分、または秒秒秒秒で指定します。 

7. [OK] をクリックします。 

8. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

9. 指定した時間間隔でキャプチャが自動的に行われます。Ctrl +Shift +P キーを押すと、タイマー キャプチャが停止します。 その他のキャプチャ オプションについては、「スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール キャプチャのセットアップキャプチャのセットアップキャプチャのセットアップキャプチャのセットアップ」および「断続的キャプチ断続的キャプチ断続的キャプチ断続的キャプチャのためのキャプチャャのためのキャプチャャのためのキャプチャャのためのキャプチャ タイマーのタイマーのタイマーのタイマーのセットアップセットアップセットアップセットアップ」を参照してください。 
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画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加 
[プロファイル設定] ペインの [効果] を使用して、キャプチャ処理中に以下を適用します。 

 ハーフトーン、モノクロ、またはグレースケール効果 

 単色の置換効果 

 複数色の置換効果 

 色の交換効果 

 色の反転効果 

 明るさ、コントラスト、色合い、または鮮やかさの効果 

 画像の解像度の効果 

 画像の拡大縮小の効果 

 キャプション効果 

 境界線の効果 

 フェード、ちぎり絵状、のこぎり歯状、サメの歯状、傾斜、および波状のエッジ効果 

 透かし効果 

 トリミング効果 
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ハーフトーン、モノクロ、またはグレースケール効果ハーフトーン、モノクロ、またはグレースケール効果ハーフトーン、モノクロ、またはグレースケール効果ハーフトーン、モノクロ、またはグレースケール効果 
[色の設定] で色変換の効果を使用して、キャプチャ処理中にキャプチャをハーフトーン、モノクロ、またはグレースケールに変更できます。下の図は、各効果の例を示しています。 

1. 元のキャプチャ 

2. モノクロ 

3. ハーフトーン 

4. グレースケール 

5. ユーザー設定 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして [色の設定色の設定色の設定色の設定] を選択します。サブメニューから目的のオプションを選択します。または、[ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色] を選択し、選択可能な設定を使用して独自の効果を作成します。[OK] をクリックします。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 [色の設定] の効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の設定色の設定色の設定色の設定]、[なしなしなしなし] の順に選択します。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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単色の置単色の置単色の置単色の置換効果換効果換効果換効果 色の置換効果を使用して、キャプチャ処理中にある色を別の色に置き換えます。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の置換色の置換色の置換色の置換]、[色の置換色の置換色の置換色の置換] の順に選択します。[色の置換] タスク ペインが表示されます。 

4. [古い色古い色古い色古い色] ツールを使用するか、または隣の色見本色見本色見本色見本を使用して、取り除く色を選択します (上の例では緑です)。 

5. [新しい色新しい色新しい色新しい色] ツールを使用するか、または隣の色見本色見本色見本色見本を使用して、キャプチャ内の古い色を置き換える色を選択します (上の例では黒です)。 

6. [色の精度色の精度色の精度色の精度] で、古い色に隣接した色で置き換えに含める範囲を指定します。デフォルト値である 100% を選択すると、指定した正確な色のみが使用されます。低い値を選択すると、色の置換が行われる色の範囲が広くなります。 

7. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

8. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 [色の置換] の効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の置換色の置換色の置換色の置換]、[なしなしなしなし] の順に選択します。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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複数色の置換効果複数色の置換効果複数色の置換効果複数色の置換効果 色の置換効果を使用して、キャプチャ処理中に複数の色を置き換えます。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の置換色の置換色の置換色の置換]、[色の置換色の置換色の置換色の置換] の順に選択します。[色の置換] タスク ペインが表示されます。 

4. [古い色古い色古い色古い色] ツールを使用するか、または隣の色見本色見本色見本色見本を使用して、キャプチャから取り除く色を選択します。 

5. [新しい色新しい色新しい色新しい色] ツールを使用するか、または隣の色見本色見本色見本色見本を使用して、キャプチャ内の古い色を置き換える色を選択します。 

6. [追加追加追加追加] をクリックして、置き換える色を追加します。置き換える色ごとに手順 4 と 5 を繰り返します。 

7. [色の精度色の精度色の精度色の精度] で、古い色に隣接した色で置き換えに含める範囲を指定します。デフォルト値である 100% を選択すると、指定した正確な色のみが使用されます。低い値を選択すると、色の置換が行われる色の範囲が広くなります。 

8. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

9. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 [色の置換] の効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の置換色の置換色の置換色の置換]、[なしなしなしなし] の順に選択します。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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色の交換効果色の交換効果色の交換効果色の交換効果 色の交換効果を使用して、キャプチャ処理中に 2 つの色を相互に入れ替えます。 

 入れ替える古い色と新しい色は、両方とも画像内から選択する必要があります。この例では、すべての緑と赤が入れ替えられます。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 目的の入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の置換色の置換色の置換色の置換]、[色の置換色の置換色の置換色の置換] の順に選択します。[色の置換] タスク ペインが表示されます。 

4. [古い色古い色古い色古い色] ツールを使用するか、または隣の色見本色見本色見本色見本を使用して、キャプチャから取り除く色を選択します。 

5. [新しい色新しい色新しい色新しい色] ツールを使用するか、または隣の色見本色見本色見本色見本を使用して、キャプチャ内の古い色を置き換える色を選択します。 

6. [色の精度色の精度色の精度色の精度] で、古い色に隣接した色で置き換えに含める範囲を指定します。デフォルト値である 100% を選択すると、指定した正確な色のみが使用されます。低い値を選択すると、色の置換が行われる色の範囲が広くなります。 

7. [色の交換色の交換色の交換色の交換] オプションを有効にします。 

8. 目的の効果が達成されたら、[閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

9. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 [色の置換] の効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の置換色の置換色の置換色の置換]、[なしなしなしなし] の順に選択します。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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色の反転効果色の反転効果色の反転効果色の反転効果 色の反転効果を使用して、キャプチャ処理中に RGB カラーの値を反転します。この効果にはユーザー設定可能なオプションはありません。下の図は、色の反転効果の例を示しています。 

1. 元のキャプチャ 

2. 色の反転 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の置換色の置換色の置換色の置換]、[色の反転色の反転色の反転色の反転] の順に選択します。 

4. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 [色の反転] の効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色の設定色の設定色の設定色の設定]、[なしなしなしなし] の順に選択します。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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明るさ、コントラスト、色合い、または鮮やかさの効果明るさ、コントラスト、色合い、または鮮やかさの効果明るさ、コントラスト、色合い、または鮮やかさの効果明るさ、コントラスト、色合い、または鮮やかさの効果 色補正効果を使用して、キャプチャ処理中にキャプチャの明るさ、コントラスト、色合い、鮮やかさ、およびガンマ値のプロパティを変更します。下の図は、効果の例を示しています。 

1. 元のキャプチャ 

2. 明るさ 

3. コントラスト : 明るい色と暗い色の間のコントラストを変更します。 

4. 色合い : この変更は、カラー ホイールを回して異なる混合色を選択するのに似ています。 

5. 鮮やかさ : ピクセル単位で示した色の量であり、最小値ではグレーに、最大値では鮮やかな色になります。 

6. ガンマ : 色の強さに対応する値として使用されるガンマ定数を変更することにより、色の強さを調整します。ガンマ補正では、対数尺度を使用して視覚上の明るさを変更します。ガンマはその級数の計算に使用される定数です。ほとんどの CRT のガンマ定数は 2.2 ～ 2.5 の範囲です。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして [色補正色補正色補正色補正] を選択します。 

4. 選択可能な設定を使用して、独自の効果を作成します。[OK] をクリックします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 [色補正] の効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[色補正色補正色補正色補正] を選択します。すべてのオプションをゼロに設定します (ただし、[ガンマ] オプションは 1.0 に設定します)。[OK] をクリックします。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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画像の解像度の効果画像の解像度の効果画像の解像度の効果画像の解像度の効果 画像の解像度の効果を使用して、画像の解像度を 1 インチあたりのドット数 (DPI 値) で設定します。または、デフォルト設定を使用して DPI 値を自動で設定することもできます。ほとんどのキャプチャでは、デフォルト設定である 96 DPI で十分です。 

 画像の解像度を使用して、Snagit の画像が他のアプリケーションでどのように表示および印刷されるかを調整できます。画像の解像度を調整しても、Snagit での画像の表示や印刷には影響しません影響しません影響しません影響しません。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[画像の解像度画像の解像度画像の解像度画像の解像度] を選択します。 

4. デフォルトで、[自動構成自動構成自動構成自動構成] オプションがオンになっています。ユーザー設定の DPI 値を入力するには、このチェック ボックスをオフにしてから、目的の DPI 値を [解像度解像度解像度解像度] フィールドに入力します。[OK] をクリックします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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画像の拡大縮小の効果画像の拡大縮小の効果画像の拡大縮小の効果画像の拡大縮小の効果 画像の拡大縮小の効果を使用して、キャプチャ処理中にプリセットやユーザー設定により画像を特定のサイズに変更できます。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[画像の拡大縮小画像の拡大縮小画像の拡大縮小画像の拡大縮小] を選択します。サブメニューが表示されます。プリセット オプションのいずれかを選択し、手順 5 に進みます。または、[画像サイズの変更画像サイズの変更画像サイズの変更画像サイズの変更] を選択してユーザー設定のサイズを設定します。[画像サイズの変更] タスク ペインが表示されます。 

4. [縦横比を維持する縦横比を維持する縦横比を維持する縦横比を維持する] を有効にすると、幅または高さを変更する際に画像の縦横比が固定されます。[OK] をクリックします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 キャプチャのエッジを滑らかにするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[画像の拡大縮小画像の拡大縮小画像の拡大縮小画像の拡大縮小]、[スムーズスムーズスムーズスムーズ スケスケスケスケーリングーリングーリングーリング] の順に選択します。 画像の拡大縮小効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[画像の拡大縮小画像の拡大縮小画像の拡大縮小画像の拡大縮小]、[なしなしなしなし] の順に選択します。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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キャプション効果キャプション効果キャプション効果キャプション効果 キャプション効果を使用して、キャプチャ処理中に指定の形式でテキストを追加します。日時のスタンプ、システム関連データ、タイトル、または自由なテキストを含めることができます。ユーザー設定を使用して、フォント、フォント サイズ、色、テキストの位置などを変更できます。下の図は、効果の例を示しています。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[キャプションキャプションキャプションキャプション] を選択します。 

4. 選択可能な設定を使用して、独自の効果を作成します。[OK] をクリックします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 キャプション効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[キャプションキャプションキャプションキャプション] を選択します。[キャプション] 作業ウィンドウで、[テキスト] フィールドからテキストを削除します。[OK] をクリックします。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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境界線の効果境界線の効果境界線の効果境界線の効果 境界線の効果を使用して、キャプチャ処理中に画像の周囲にユーザー設定の境界線を追加します。3D 表示、影、色などにより、設定を変更できます。下の図は、効果の例を示しています。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[境界線境界線境界線境界線] を選択します。 

4. [境界線を有効にする境界線を有効にする境界線を有効にする境界線を有効にする] オプションをクリックします。 

5. 選択可能な設定を使用して、独自の効果を作成します。[OK] をクリックします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 境界線の効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[境界線境界線境界線境界線] を選択します。[境界線を有効にす境界線を有効にす境界線を有効にす境界線を有効にするるるる] オプションを無効にします。[OK] をクリックします。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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フェード、ちぎり絵状、のこぎり歯状、サメの歯状、傾斜、および波状フェード、ちぎり絵状、のこぎり歯状、サメの歯状、傾斜、および波状フェード、ちぎり絵状、のこぎり歯状、サメの歯状、傾斜、および波状フェード、ちぎり絵状、のこぎり歯状、サメの歯状、傾斜、および波状

のエッジ効果のエッジ効果のエッジ効果のエッジ効果 エッジ効果を使用して、キャプチャ処理中に画像をプロ仕様の品質に仕上げることができます。影付き、ちぎり絵状、フェード、波状、のこぎり歯状、サメの歯状、および傾斜の各エッジ効果を使用できます。 以下の要素を調整して、効果の設定を変更します。 

 効果のサイズと位置 

 影のサイズ、位置、および色 

 アウトライン、およびそのサイズと色の設定 

 背景色 

 下の図は、各エッジの例を示しています。 

1. ちぎり絵状のエッジちぎり絵状のエッジちぎり絵状のエッジちぎり絵状のエッジ 

2. 波状のエッジ波状のエッジ波状のエッジ波状のエッジ 

3. のこぎり歯状のエッのこぎり歯状のエッのこぎり歯状のエッのこぎり歯状のエッジジジジ 

4. サメの歯状のエッジサメの歯状のエッジサメの歯状のエッジサメの歯状のエッジ 

5. フェードフェードフェードフェード エッジエッジエッジエッジ 

6. 傾斜エッジ傾斜エッジ傾斜エッジ傾斜エッジ 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[エッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果] を選択します。サブメニューから効果を選択します。 

4. 選択可能な設定を使用して、独自の効果を作成します。[OK] をクリックします。 
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5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 エッジ効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[エッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果]、[なしなしなしなし] の順に選択します。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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透かし効果透かし効果透かし効果透かし効果 透かし効果を使用して、キャプチャ処理中に画像にグラフィック ファイルを追加します。ロゴ、タイトル、署名、バナー広告などを追加できます。エンボスや透明などの効果により、画像ファイルの設定を変更することもできます。透かし効果を使用するクリエイティブな方法をいろいろ試してみてください。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[透かし透かし透かし透かし] を選択します。 

4. グラフィック ファイルを参照して選択します。 

5. [詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定] をクリックし、選択可能な設定を使用して効果の設定を変更します。[OK] をクリックします。 

6. 選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 透かし効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[透かし透かし透かし透かし] を選択します。[透かしを有効にする透かしを有効にする透かしを有効にする透かしを有効にする] オプションを無効にします。[OK] をクリックします。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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トリミング効果トリミング効果トリミング効果トリミング効果 トリミング効果を使用して、キャプチャ処理中に画像の境界線の外を切り取ります。キャプチャの上下左右を切り取ることができます。 ユーザー設定のトリミング効果をセットアップすることも、[自動トリミング自動トリミング自動トリミング自動トリミング] を選択して、キャプチャのエッジ周囲の単色の量に応じて Snagit が最適なトリミングを決定することもできます。 下の図は、自動自動自動自動トリミング オプションの例を示しています。 

 下の図は、ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定のトリミングの例を示しています。 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、画像キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[トリミングトリミングトリミングトリミング] を選択します。 

4. [自動] を選択するか、選択可能な設定を使用して設定を変更します。[OK] をクリックします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 
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 トリミング効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[トリミングトリミングトリミングトリミング] を選択します。[なしなしなしなし] オプションをクリックします。[OK] をクリックします。 その他の効果については、「画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加画像キャプチャ中の効果の追加」を参照してください。 
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テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ テキスト モードモードモードモードは、画面やダイアログ ボックスのテキストを書き写す必要のあるユーザーのためのソリューションです。テキスト キャプチャでは画面上のテキストのみがキャプチャされ、グラフィックスは含まれません。テキスト キャプチャには以下の機能があります。 

 Windows でコピーと貼り付けができない画面からテキストをキャプチャします。 

 出力をさまざまな出力先に送ります。 

 キャプチャしたテキストに注釈やタイムスタンプを付けます。 

 キャプチャしたテキストを 1 つのファイルに集めて、キャプチャした文章の記録を連続して保持します。Web ブラウザや電子メールのテキストをメモしたり、プログラムから出力される一連のエラー メッセージをキャプチャしてテクニカル サポートに送信します。 

 [出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ] を使用して、テキスト出力の設定を変更します。 

 その他のキャプチャ オプションについては、以下を参照してください。 

 ブラウザ ウィンドウの長さを超えるテキスト 

 ダイアログ ボックスのテキスト 

 ウィンドウの長さを超えるスクロール範囲のテキスト 

 画面上のオブジェクトのテキスト 

 DOS アプリケーションのテキスト 

 テキスト キャプチャへのキャプション効果の追加 

 テキスト キャプチャ用フォルダの設定およびファイル名の自動設定 
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ブラウザブラウザブラウザブラウザ ウィンドウの長さを超えるテキストウィンドウの長さを超えるテキストウィンドウの長さを超えるテキストウィンドウの長さを超えるテキスト 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロールウィンドウの自動スクロール] の順に選択します。 

3. [入力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [スクロールスクロールスクロールスクロール] タブから、[文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする文書の上からスクロールする] および [スクロール方向] の [垂直垂直垂直垂直] を選択します。 

4. 出力を選択します。 

5. 空白の行や列を取り除くには、[効果効果効果効果]、[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] の順に選択します。 

6. キャプチャするブラウザ ウィンドウをクリックします。 

7. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

8. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。 

9. キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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ダイアログダイアログダイアログダイアログ ボックスのテキストボックスのテキストボックスのテキストボックスのテキスト 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ] の順に選択します。 

3. 出力を選択します。 

4. 空白の行や列を取り除くには、[効果効果効果効果]、[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] の順に選択します。 

5. キャプチャするダイアログ ボックスをクリックします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してブラウザ ウィンドウを選択します。クリックしてキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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ウィンドウの長さを超えるスクロール範囲のテキストウィンドウの長さを超えるスクロール範囲のテキストウィンドウの長さを超えるスクロール範囲のテキストウィンドウの長さを超えるスクロール範囲のテキスト 

 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[スクロールスクロールスクロールスクロール] オプション、[カスタムカスタムカスタムカスタム スクロールスクロールスクロールスクロール] の順に選択します。 

3. 出力を選択します。 

4. 空白の行や列を取り除くには、[効果効果効果効果]、[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] の順に選択します。ブラウザ ウィンドウをクリックして選択します。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

6. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。赤い四角形が表示されます。 

7. ウィンドウの縦スクロール バーの下矢印をクリックします。 

 

8. Snagit が一時停止してキャプチャの設定を行います。キャプチャ範囲が自動スクロールを開始し、ウィンドウが下端に達するまでスクロールを続けます。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 

Snagit 9 65



画面上のオブジェクトのテキスト画面上のオブジェクトのテキスト画面上のオブジェクトのテキスト画面上のオブジェクトのテキスト 
[オブジェクト] を使用して、画面上のオブジェクトのデータをキャプチャします。テキスト キャプチャ モードモードモードモードの使用時にオブジェクト入力でキャプチャするオブジェクト データを選択します。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力に入力に入力に入力に [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] を選択します。 

3. [入力入力入力入力] をクリックし、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] タブを選択して、キャプチャするオブジェクト データを指定します。[OK] をクリックします。 

4. 出力を選択します。 

5. 空白の行や列を取り除くには、[効果効果効果効果]、[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] の順に選択します。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. カーソルをドラッグして、キャプチャ範囲を囲みます。赤い四角形が表示されます。 

8. マウス ボタンをクリックしてキャプチャを完了します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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DOS アプリケーションのテキストアプリケーションのテキストアプリケーションのテキストアプリケーションのテキスト 全画面表示全画面表示全画面表示全画面表示の MS-DOS セッション ウィンドウの内容をキャプチャします。キャプチャの色は自動的に反転されます。 

 

 DOS アプリケーションをキャプチャするには、PrintScreen  キーを押す必要があります。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力入力入力入力として、[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]、[全画面全画面全画面全画面 DOS 表示表示表示表示] の順に選択します。これにより、以下の 2 つの Snagit パラメータが自動的に設定されます。 

 クリップボード チェーン オプションがオンになり、キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを使用してキャプチャを実行できます。 

 入力が [クリップボード] に設定されます。 

3. 出力を選択します。 

4. 空白の行や列を取り除くには、[効果効果効果効果]、[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] の順に選択します。 

5. キャプチャする MS-DOS 画面を開きます。Alt + Enter  キーを押して、MS-DOS ウィンドウ モードと全画面 
MS-DOS 表示を切り替えることができます。 

6. PrintScreen  キーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 その他のキャプチャ オプションについては、「テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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テキストテキストテキストテキスト キャプチャへのキャプション効果の追加キャプチャへのキャプション効果の追加キャプチャへのキャプション効果の追加キャプチャへのキャプション効果の追加 テキスト キャプション効果を使用して、キャプチャ処理中にキャプションを追加します。キャプションには、日時のスタンプ、システム関連データ、タイトル、または自由なテキストを含めることができます。キャプションのフォント、色、および配置の設定を変更できます。 

セットアッセットアッセットアッセットアップの手順プの手順プの手順プの手順 

1. Snagit で、テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. 空白の行や列を取り除くには、[効果効果効果効果]、[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] の順に選択します。 

4. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[キャプションキャプションキャプションキャプション] を選択します。 

5. [キャプションを有効にするキャプションを有効にするキャプションを有効にするキャプションを有効にする] オプションをオンにします。 

6. 選択可能な設定を使用して、独自の効果を作成します。[OK] をクリックします。 

7. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 キャプション効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[キャプションキャプションキャプションキャプション] を選択します。[キャプキャプキャプキャプションを有効にするションを有効にするションを有効にするションを有効にする] オプションをオフにします。[OK] をクリックします。 その他のキャプチャ オプションについては、「テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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テキストテキストテキストテキスト キャプチャ用フォルダの設定およびファイル名の自キャプチャ用フォルダの設定およびファイル名の自キャプチャ用フォルダの設定およびファイル名の自キャプチャ用フォルダの設定およびファイル名の自動設定動設定動設定動設定 

 Snagit > テキスト キャプチャ モードモードモードモード > [出力] 下矢印 > [プロパティ] > [テキスト ファイル] タブ 

[テキストテキストテキストテキスト ファイルファイルファイルファイル] タブのオプションを使用して、テキスト キャプチャのファイル名、ファイル形式、キャプション、および保存場所に関するオプションの設定を変更します。 オプオプオプオプションションションション 説説説説明明明明 

TXT - テキスト ファイル テキスト キャプチャのデフォルト オプションです。 キャプチャに注釈を付ける 
テキスト キャプチャ出力にキャプションを追加します。 キャプションの先頭文字 各テキスト キャプションの前に表示するテキストを入力します。 ファイルに追加 各テキスト キャプチャを 1 つのファイルに追加します。 手動でファイル名を入力する 
キャプチャ出力を保存する前にファイル名を入力します。 固定ファイル名 各テキスト キャプチャに同じファイル名を割り当てます。同じ出力ファイルを連続して自動的に更新する場合に便利です。 名前 [固定ファイル名] オプションを使用する場合は、このフィールドにテキスト出力ファイルの名前を入力します。 自動ファイル名 キャプチャのファイル名と保存場所を自動で指定します。デフォルトの自動ファイル名を変更するには、[オプション] ボタンをクリックします。 出力フォルダ キャプチャの保存場所を選択します。 
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ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ビデオ キャプチャ モードモードモードモードを使用して、画面のビデオ録画を作成します。Snagit は Windows デスクトップ上の画面操作を記録します。すべてのマウス移動とアプリケーション操作をキャプチャし、ビデオを AVI ファイルとして保存します。一定時間にわたるデスクトップ操作を録画して、微速度ビデオを作成することもできます。 

 Snagit で生成される AVI ファイルの最大サイズは 2 GB です。サイズの上限を超えると、キャプチャ全体が失われます。 

AVI ファイルのサイズを制限するには、以下のヒントに従ってください。 

 キャプチャするプログラム ウィンドウのサイズを制限します。不要な内容が加わらないようにサイズや長さを調整してください。 

 Snagit の [範囲] 入力を使用して小さいキャプチャ範囲を選択し、キャプチャ中に画面上で「パン」を実行することにより、ビデオ ファイルのサイズを非常に小さくすることができます。 

 ビデオ フレームのキャプチャ速度を制限します。 

 ビデオ キャプチャ シーケンスの長さを制限します。Snagit は、ビデオ シーケンスをリアルタイムの秒数や分数でキャプチャします。シーケンスが短いほど AVI ファイルが小さくなります。 

 圧縮方法を変更します。デフォルトでは、キャプチャやシステムに最も適した圧縮方法を Snagit が選択します。設定を変えてみることも可能です。 その他のヒントについては、「ビデオ キャプチャのヒント」を参照してください。 

初めてのビデオ初めてのビデオ初めてのビデオ初めてのビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ 

1. Snagit で、ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 出力を選択します。 

3. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

4. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してキャプチャするウィンドウを選択するか、またはマウスをドラッグして範囲を選択します。[ビデオ キャプチャ] ダイアログ ボックスが表示されます。 

5. [開始開始開始開始] をクリックして、録画を開始します。 

6. 録画を終了するには、Ctrl +Shift +P キーを押します。しばらくビデオのレンダリングが行われます。レンダリングが終わると、選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 キャプション効果を使用したビデオの録画 

 微速度撮影キャプチャ モードでのビデオの録画 

 ビデオの録画と FTP 経由での Web へのアップロード 

 ビデオ キャプチャのヒント 
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キャプション効果を使用したビデオの録画キャプション効果を使用したビデオの録画キャプション効果を使用したビデオの録画キャプション効果を使用したビデオの録画 キャプション効果を使用して、キャプチャ処理中に指定の形式でテキストを追加します。日時のスタンプ、システム関連データ、タイトル、または自由なテキストを含めることができます。ユーザー設定を使用して、フォント、フォント サイズ、色、テキストの位置などを変更できます。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、ビデビデビデビデオオオオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[キャプションキャプションキャプションキャプション] を選択します。 

4. [キャプションを有効にするキャプションを有効にするキャプションを有効にするキャプションを有効にする] オプションをオンにします。 

5. 選択可能な設定を使用して、独自の効果を作成します。[キャプション] グループ ボックスの [オプションオプションオプションオプション] ボタンをクリックして、フォントとキャプションの位置の設定を変更します。[OK] をクリックします。[OK] をクリックして、[ビデオ キャプション] ダイアログ ボックスを閉じます。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してキャプチャするウィンドウを選択するか、またはマウスをドラッグして範囲を選択します。[ビデオ キャプチャ] ダイアログ ボックスが表示されます。 

8. [開始開始開始開始] をクリックして、録画を開始します。 

9. 録画を終了するには、Ctrl +Shift +P キーを押します。しばらくビデオのレンダリングが行われます。レンダリングが終わると、選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 キャプション効果を無効にするには、[効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、[キャプションキャプションキャプションキャプション] を選択します。[キャプション] 作業ウィンドウで、[キャプションを有効にするキャプションを有効にするキャプションを有効にするキャプションを有効にする] オプションをオフにします。[OK] をクリックします。 その他のキャプチャ オプションについては、「ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。その他のヒントについては、「ビデオ キャプチャのヒント」を参照してください。 
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微速度撮影キャプチャ微速度撮影キャプチャ微速度撮影キャプチャ微速度撮影キャプチャ モードでのビデオの録画モードでのビデオの録画モードでのビデオの録画モードでのビデオの録画 微速度撮影キャプチャ モードモードモードモードを使用して、キャプチャ時より遅いか、または速いフレーム レートで再生するキャプチャを作成します。アプリケーションの監視や、長い処理時間を要するプログラム操作のキャプチャを行うには、キャプチャのフレーム レートを遅くするか、非常に遅く設定します。 

 微速度撮影キャプチャ モードがオンの場合は、録音機能やカメラ録画機能は無効です。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力と出力を選択します。 

3. [出力出力出力出力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [ビデオ] タブから、[微速微速微速微速度度度度撮撮撮撮影キャプチャ影キャプチャ影キャプチャ影キャプチャ] オプションを有効にします。 

4. [微速微速微速微速度度度度撮撮撮撮影の設定影の設定影の設定影の設定] ボタンをクリックします。[微速度撮影キャプチャの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。目的のキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ レートレートレートレートを入力します。[OK] をクリックします。[OK] をクリックして、[ビデオ] タブを閉じます。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

6. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してキャプチャするウィンドウを選択するか、またはマウスをドラッグして範囲を選択します。[ビデオ キャプチャ] ダイアログ ボックスが表示されます。 

7. [開始開始開始開始] をクリックして、録画を開始します。 

8. 録画を終了するには、Ctrl +Shift +P キーを押します。しばらくビデオのレンダリングが行われます。レンダリングが終わると、選択した出力へキャプチャが送信されます。 

 微速度撮影キャプチャ効果を無効にするには、[出力出力出力出力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ] の [ビデオビデオビデオビデオ] タブから、[自動構成を有効にする自動構成を有効にする自動構成を有効にする自動構成を有効にする] オプションを選択します。[OK] をクリックします。 その他のキャプチャ オプションについては、「ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。「ビデオ キャプチャのヒント」も参照してください。 
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ビデオの録画とビデオの録画とビデオの録画とビデオの録画と FTP 経由での経由での経由での経由での Web へのアップロードへのアップロードへのアップロードへのアップロード 
FTP のオプションを使用して、ビデオを直接 Web 上の場所へ送信します。FTP 出力を使用する場合、最初に [FTP] タブのプロパティを設定する必要があります。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力を選択します。 

3. 出力出力出力出力に [FTP] を選択します。 

4. [出力出力出力出力] 下矢印をクリックして、[プロパティプロパティプロパティプロパティ]、[FTP] タブの順に選択します。 

5. FTP 情報情報情報情報を正しく入力します。[OK] をクリックします。 

6. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。 

7. 赤い四角形が表示されます。四角形を移動してキャプチャするウィンドウを選択するか、またはマウスをドラッグして範囲を選択します。[ビデオ キャプチャ] ダイアログ ボックスが表示されます。 

8. [開始開始開始開始] をクリックして、録画を開始します。 

9. 録画を終了するには、Ctrl +Shift +P キーを押します。しばらくビデオのレンダリングが行われます。レンダリングが終わると、選択した出力へキャプチャが送信されます。 

FTP のオプションのオプションのオプションのオプション オプションオプションオプションオプション 説説説説明明明明 

FTP サーバー ターゲット FTP サーバーの IP アドレスまたは DNS 名を指定します。 ポート FTP サービス用に使用するサーバー上のポートを指定します。通常はデフォルト設定のポート 21 です。 リモート パス キャプチャしたファイルの格納場所となるターゲット サーバー上のディレクトリ パスを入力します。 パッシブ FTP を使用する 
FTP サーバーにパッシブ モードで接続する場合に選択します。 進行状況の表示 進行状況バーを表示します。 固定ファイル名 定期的にファイルをサーバーへ送信し、既存のファイルを常に上書きします。 自動ファイル名 ファイルに連番を含んだ名前を自動で付けます。たとえば、シーケンスの上限値を 9 に設定すると、[ファイルファイルファイルファイル名名名名] または [先頭先頭先頭先頭文文文文字字字字] ボックスで指定した先頭文字に 1 つの数字を付加した名前でファイルが書き込まれ、保存するファイルが 10 個目になると最初のファイルが上書きされます。 一時的な名前変更/置換方法の使用 
画面キャプチャに一時ファイル名を付けてサーバーへ送信し、その後、一時ファイルの名前を [ファイル名] または [先頭文字] ボックスで指定した名前に変更します。 サーバー認証 認証が必要な場合、ユーザー名とパスワードを指定します。 ユーザー名 サーバー認証に使用するユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名を正しく入力します。 パスワード サーバー認証に使用するパスワードパスワードパスワードパスワードを正しく入力します。 プロキシ サーバーを使用する 
プロキシ サーバーとポートを入力します (プロキシ サーバーには、
proxy.companyname.com:8080 などの別の IP アドレスまたは DNS 名が使用されます)。 プロキシ サーバーとポート 
プロキシ サーバーとポートをこのフィールドに入力します。 その他のキャプチャ オプションについては、「ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。その他のヒントについては、「ビデオ キャプチャのヒント」を参照してください。 
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ビデオビデオビデオビデオ キャプチャのヒントキャプチャのヒントキャプチャのヒントキャプチャのヒント 
 組織で複数のビデオを録画する場合、Snagit のオプションの標準セットを決定します。たとえば、ビデオでカーソルをハイライトするかどうか、ビデオをすべて同じサイズにするかどうか、録画にキャプションを付けるか、またはシステム情報のスタンプを付けるか、などを決定してください。 

 上達には練習あるのみです。プロ品質のビデオを作成するためには、練習の回数と頻度がキー ポイントとなります。 

 Snagit は画面上のすべての要素を録画します。不要なアプリケーション、ブラウザのツール バー、デスクトップのアイコンなどをすべて閉じるか削除して、ブラウザとデスクトップを整頓してください。複雑な画像を壁紙にしておくより、単色の背景を使用することをお勧めします。 

 画面上でマウスをゆっくり滑らかに動かす練習をしてください。 

ビデオの台本作成とナレーションに関するヒントビデオの台本作成とナレーションに関するヒントビデオの台本作成とナレーションに関するヒントビデオの台本作成とナレーションに関するヒント 

 長時間の複雑な操作のシーケンスの場合は、録画の前に台本を書きます。 

 ナレーションで言葉のつなぎに「えー」とか「あのー」などの言葉は使わないようにします。ゆっくりと正しい発音で話してください。 

 台本の最初に 1、2 行で録画内容の概要を含めます。 

 ページをめくる音が入らないように、台本のページをつなげてモニタの近くに吊し、読みやすいようにします。録画中に読みやすいように、台本は大きな文字で印刷してください。 

音声に関するヒント音声に関するヒント音声に関するヒント音声に関するヒント 

 通常、USB マイクはコンピュータのサウンド カードの影響を受けないため、他のマイク (高性能機器を除く) より音質が良いという特長があります。USB マイクはコンピュータのリソース消費量が少なく、サウンド カードに接続されたアナログ マイクより、かなり高い音質で録音できます。 

 マイクからの距離を変えてみて、さまざまな音量レベルと配置を試し、最適な設定を選んでください。 

 静かな場所で録音してください。 
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印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ  プリンタ キャプチャを使用して、任意のアプリケーションからの印刷出力をデジタル画像としてキャプチャおよび処理できます。実際にプリンタで印刷することなく、印刷資料の画像ファイルを作成できます。アプリケーションから Snagit プリンタを選択する際、Snagit が実行中である必要はありません。Snagit は自動的に起動し、プリンタ キャプチャの設定を使用してキャプチャを開始します。 

Snagit のプリンタ キャプチャでは、以下を実行できます。 

 プリンタに接続することなく任意の場所で印刷します。プリンタが接続されているシステムへ、キャプチャを転送または電子メールで送信します。 

 印刷可能な任意のファイル形式を、標準のグラフィック ファイル形式や電子文書に変換します。これにより、紙への出力をスキャンして電子文書を作成する必要がなくなります。 

 印刷可能な任意のアプリケーションに、グラフィック ファイル形式へのエクスポートを追加します。 

 特別な表示用ソフトウェアなしで文書を共有します。 

 出力に注釈を付けたり、透かしを追加したり、境界線やフレームを含めます。 

Snagit プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャを使用して印刷するキャプチャを使用して印刷するキャプチャを使用して印刷するキャプチャを使用して印刷する 

1. アプリケーションで、[ファイルファイルファイルファイル]、[印刷印刷印刷印刷] (またはアプリケーションの相当オプション) の順に選択します。 

2. プリンタのリストから、[Snagit 9 ] を選択します。 

3. [プロパティプロパティプロパティプロパティ] ボタンをクリックし、必要に応じてレイアウトや用紙などの特別な印刷プロパティを設定します。 

4. [印刷] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックしてキャプチャを完了します。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 プリンタ キャプチャの設定変更 

 Snagit プリンタ キャプチャ プロファイルの作成 

 プリンタ キャプチャによる複数ページの文書のキャプチャと表示 

 複数ページの文書のキャプチャと個別画像ファイルとしての保存 
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プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャの設定変更キャプチャの設定変更キャプチャの設定変更キャプチャの設定変更 アプリケーションでキャプチャを行う前にプリンタ キャプチャの設定を変更して、キャプチャに出力や効果を追加したり、保存先フォルダを指定することができます。 

1. Snagit の [関連するタスク] ペインで、[Snagit プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定] をクリックします。 

 

2. [Snagit プリンタ キャプチャ設定] ダイアログ ボックスが表示されます。[プロパティプロパティプロパティプロパティ] ボタンをクリックし、レイアウトや用紙などの特別な印刷プロパティを設定します。 

3. [出力出力出力出力] 下矢印をクリックして、出力を選択します。[出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ] ボタンをクリックして、出力の設定を変更します。 

4. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、特殊効果をキャプチャに追加します。選択した効果によっては、効果の設定を変更するタスク ペインが表示される場合があります。 

5. [OK] をクリックします。次回ホスト アプリケーションからプリンタ キャプチャを使用する場合、この設定が使用されます。 

 [プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャのプロファイルキャプチャのプロファイルキャプチャのプロファイルキャプチャのプロファイル] を設定して、複数の異なる Snagit プリンタを作成および保存できます。 その他のキャプチャ オプションについては、「印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ」を参照してください。 
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Snagit プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ プロファイルの作成プロファイルの作成プロファイルの作成プロファイルの作成 複数の異なるプリンタ キャプチャ プロファイルを作成して、プリンタ キャプチャで使用できます。出力、フィルタ、レイアウトなどの設定を変更し、指定の名前で設定を保存することができます。 

1. Snagit で、[ツールツールツールツール]、[Snagit プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定] の順に選択し、[入力のプロパティ入力のプロパティ入力のプロパティ入力のプロパティ] ボタンをクリックします。[入力のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。 

2. [プリンタ] タブで、[Snagit プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加] ボタンをクリックします。 

3. [プリンタ名] ダイアログ ボックスで、このプリンタの名前を入力します。各プリンタでどの設定が有効であるかわかるようにするため、選択する設定に対応した名前を付けてください。たとえば、「境界線付きメール送信」や「影付きキャプチャ プレビュー ウィンドウ」と言う名前を付けます。[OK] をクリックします。確認ダイアログ ボックスが表示されます。[OK] をクリックします。 

4. [プロパティプロパティプロパティプロパティ] ボタンをクリックします。[文書のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。レイアウト、用紙、品質などのオプションを選択します。[OK] をクリックします。 

5. 作成した新しいプリンタが、[入力のプロパティ] ダイアログ ボックスのドロップダウン リストに表示されます。
[OK] をクリックして、[Snagit プリンタ キャプチャ設定] ダイアログ ボックスに戻ります。 

6. [出力出力出力出力] 下矢印をクリックして、出力を選択します。[出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ] ボタンをクリックして、出力の設定を変更します。 

7. [効果効果効果効果] 下矢印をクリックして、特殊効果をキャプチャに追加します。選択した効果によっては、効果の設定を変更するタスク ペインが表示される場合があります。 

8. オプションを選択したら、[Snagit プリンタ キャプチャ設定] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。 その他のキャプチャ オプションについては、「印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ」を参照してください。 

プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ プロファイルの使用方法プロファイルの使用方法プロファイルの使用方法プロファイルの使用方法 

1. アプリケーションで、[ファイルファイルファイルファイル]、[印刷印刷印刷印刷] (またはアプリケーションの相当オプション) の順に選択します。 

2. プリンタのリストから、作成したプリンタを選択します。 

3. [プロパティプロパティプロパティプロパティ] ボタンをクリックし、レイアウトや用紙などの特別な印刷プロパティを設定します。 

4. [印刷] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックしてキャプチャを完了します。 

 Snagit プリンタ プロファイルの設定を変更するには、前述の手順 (変更するプリンタを [Snagit プリンタ] タブで選択する手順を除く) を繰り返します。 
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プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャによる複数ページの文書のキャプチャと表キャプチャによる複数ページの文書のキャプチャと表キャプチャによる複数ページの文書のキャプチャと表キャプチャによる複数ページの文書のキャプチャと表

示示示示 プリンタ キャプチャをマルチページ ファイルとして保存し、キャプチャの全ページを 1 つの画像ファイルに含めます。マルチページ ファイル形式を使用してプリンタ キャプチャを保存しない場合、キャプチャの各ページは個別の画像ファイルとして保存されます。 マルチページ ファイル形式では、キャプチャの完了時に エディタ ウィンドウが表示され、マルチページ表示ツールを使用して、キャプチャしたページを参照できます。 

 マルチページ ファイル機能は、プリンタ キャプチャの出力を [ファイル] に設定し、[出力のプロパティ] ダイアログ ボックスで PDF または TIF 形式を指定した場合にのみ利用できます。 
 マルチページ ファイル出力の設定を使用してプリンタ キャプチャを取得しても、[送信] タブの [プロファイプロファイプロファイプロファイルの終了ルの終了ルの終了ルの終了] ボタンをクリックするのではなく、エディタの [名前を付けて保存] オプションを使用してキャプチャを完了した場合は、現在の画像を画像ファイルとしてしか保存できません。 

1. Snagit で、[ツールツールツールツール]、[Snagit プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定] の順に選択し、[出力出力出力出力] から [ファイルファイルファイルファイル] を選択します。 

2. [出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ] ボタンをクリックして、[画像ファイル画像ファイル画像ファイル画像ファイル] タブの [ファイル形ファイル形ファイル形ファイル形式式式式] で、[PDF] または [TIF] を選択します。[OK] をクリックして変更を保存します。 

3. [Snagit プリンタ キャプチャ設定] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。 

4. 現在のプリンタとして [Snagit 9 プリンタプリンタプリンタプリンタ] を選択します。アプリケーションから、目的のページ数を印刷します。 エディタにキャプチャが表示されます。 

5. [プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了] をクリックして、キャプチャを完了します。 

6. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが表示されます。このキャプチャを保存する場所を選択し、ファイル名を入力します。ファイル形式は PDF または TIF のままにしてください。 ファイルを編集するには、Adobe Acrobat を使用して PDF を開くか、Snagit エディタを使用して TIF ファイルを開きます。 その他のキャプチャ オプションについては、「印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ」を参照してください。 
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複数ページの文書のキャプチャと個別画像ファイルとしての保複数ページの文書のキャプチャと個別画像ファイルとしての保複数ページの文書のキャプチャと個別画像ファイルとしての保複数ページの文書のキャプチャと個別画像ファイルとしての保

存存存存 ホスト アプリケーションからプリンタ キャプチャを使用して、複数ページを一度にキャプチャし、各ページを個別の画像ファイルとして保存することができます。 

 マルチページ ファイル機能は、プリンタ キャプチャの出力を [ファイル] に設定し、[出力のプロパティ] ダイアログ ボックスで PDF、SNAG、または TIF 形式を指定していない場合にのみ利用できます。 

1. Snagit で、[ツールツールツールツール]、[Snagit プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定キャプチャ設定] の順に選択し、[出力出力出力出力] から [ファイルファイルファイルファイル] を選択します。 

2. [出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ] ボタンをクリックして、[画像ファイル画像ファイル画像ファイル画像ファイル] タブの [ファイル形ファイル形ファイル形ファイル形式式式式] で、[PDF] または [TIF] 以外の任意のファイル形式を選択します。[OK] をクリックします。 

3. [Snagit プリンタ キャプチャ設定] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。 

4. 現在のプリンタとして [Snagit 9 プリンタ] を選択します。ホスト アプリケーションから、目的のページ数を印刷します。エディタにキャプチャが表示されます。 

5. [プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了] をクリックして、キャプチャを完了します。 

6. [複数画像の保存] ダイアログ ボックスが表示されます。以下のオプションを選択します。 

 キャプチャの出力フォルダフォルダフォルダフォルダを選択します。 

 キャプチャのファイル名の先頭先頭先頭先頭文文文文字字字字を入力します。 

 一連の操作で保存される各キャプチャのファイル名に使用する番号を入力します。このオプションは、先頭文字のオプションと組み合わせて使用されます。デフォルトでは、保存される画像数が表示されます。 

 画像キャプチャのファイル形式を指定します。 

 [オプションオプションオプションオプション] を選択して、指定したファイル形式のオプション設定を変更します。 

7. [OK] をクリックして、キャプチャを完了します。 その他のキャプチャ オプションについては、「印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ印刷出力のキャプチャ」を参照してください。 
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Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ 
Web キャプチャでは、Web サイトから画像やその他の種類のファイルをキャプチャします。Web サイトのアドレスを入力し、検索に含める Web ページ リンクの深さ (最初の Web ページからのリンク回数) を選択します。 

Web キャプチャでは、以下を実行できます。 

 公開 Web サイトの URL を指定し、そのサイト上のすべての画像をキャプチャします。 

 GIF、JPG、PNG などの画像ファイルをキャプチャします。 

 MP3、WAV、WMA などのオーディオ ファイルをキャプチャします。 

 AVI、MPG、WMV などのビデオ ファイルをキャプチャします。 

 Microsoft Word、PowerPoint、Excel などのファイルをキャプチャします。 

 Web サイトの画像をプレビューしてから、最終スキャンに含めるか除外するかを選択できます。 

 Snagit エディタのライブラリから参照および表示できるように、コンピュータ上のフォルダにファイルを直接送ります。 

 このモードモードモードモードでは、Web ページはキャプチャされません。[Web ペペペページージージージ キャプチャのプロファイルキャプチャのプロファイルキャプチャのプロファイルキャプチャのプロファイル] を使用してください。 

セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順セットアップの手順 

1. Snagit で、Web キャプチャ モードモードモードモードを選択します。 

2. 入力に [アドレスの確認] を選択します。 

3. [効果効果効果効果] に [プロパティプロパティプロパティプロパティ] を選択します。 

 [全般全般全般全般] タブの [リンク検索の深さ] フィールドで、数値を選択します。無視するドメインも入力します。 

 [画像画像画像画像] タブで、キャプチャする画像ファイルの種類を選択し、サイズ制限を設定します。 

 [音声音声音声音声] タブで、オーディオ ファイル (キャプチャする場合) を選択し、サイズ制限を設定します。 

 [ビデオビデオビデオビデオ] タブで、ビデオ ファイル (キャプチャする場合) を選択し、サイズ制限を設定します。 

 [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブで、その他すべての種類のファイル (キャプチャする場合) の拡張子を入力し、サイズ制限を設定します。 

4. [OK] をクリックします。 

5. [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックするか、またはキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ホットキーホットキーホットキーホットキーを押します。メッセージが表示されたら 
Web アドレスを入力し、[OK] をクリックします。Snagit のキャプチャ処理に合わせて、[Web キャプチャの進行状況] ダイアログ ボックスが表示されます。 

6. キャプチャが完了すると、[出力フォルダの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。キャプチャを格納するフォルダを参照して選択します。[OK] をクリックします。キャプチャと、Snagit エディタのライブラリ表示が表示されます。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 Web キャプチャ用フォルダの設定およびファイル名の自動設定 

 Web キャプチャの環境設定 

 Web キャプチャのプロキシ設定 
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Web キャプチャ用フキャプチャ用フキャプチャ用フキャプチャ用フォルダの設定およびファイル名の自動設定ォルダの設定およびファイル名の自動設定ォルダの設定およびファイル名の自動設定ォルダの設定およびファイル名の自動設定  

 Snagit > Web キャプチャ モード > [出力] > [プロパティ] > [ファイル] タブ 

[ファイルファイルファイルファイル] タブを使用して、Web キャプチャ出力を格納するファイルの保存場所、フォルダ オプション、およびファイル名の自動設定オプションを設定します。 オプションオプションオプションオプション 説説説説明明明明 手動でフォルダ名を入力する 
キャプチャするたびに新しいフォルダ名を入力します。 固定フォルダ名 各新規キャプチャに同じフォルダ名を使用します。 キャプチャごとにサブフォルダを作成する 
各新規キャプチャを指定の出力フォルダ内のサブフォルダに追加します。 

1 つのフォルダにすべての画像を格納する 
すべてのキャプチャ画像を同じフォルダ内に格納します。 フォルダの階層を作成して画像を格納する 
キャプチャした Web サイトの階層に合わせてフォルダを作成します。 ファイル名を自動的に変更する 
キャプチャしたファイルの名前が同じ場合に自動で変更します。 ファイルを上書きする キャプチャ フォルダ内の既存ファイルを常に上書きします。 その他のキャプチャ オプションについては、「Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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Web キャプチャの環境設定キャプチャの環境設定キャプチャの環境設定キャプチャの環境設定 

 Snagit > Web キャプチャ モード > [入力] > [プロパティ] > [Web キャプチャの環境設定] タブ オプションオプションオプションオプション 説説説説明明明明 オフライン作業 コンピュータのインターネット キャッシュに格納されているファイルのみをスキャンします (Windows コントロール パネルの [インターネット オプション] にある [インターネット一時ファイル] を参照)。 

HTTP 要求のタイムアウト (秒) 
スキャン対象のホストが応答するまで待機する時間を秒数で設定します。デフォルト設定は 60 秒です。 プライマリ キャプチャ方法 (IE 5.5 以降必須) 
すべての Web コンテンツをキャプチャします。Internet Explorer 5.5 以降を使用している場合、このオプションがデフォルトで有効になります。 スクリプトを無効にする 

(ポップアップのブロック) 
Web ページのポップアップをブロックします。 セカンダリ キャプチャ方法 
Internet Explorer 5.5 以降を使用していない場合、このオプションがデフォルトで有効になります。このオプションを有効にすると [Web サイトの Cookie を許可する] オプションと [プロキシ設定] ボタンが有効になります。 このオプションを使用する場合、特にフレームを使用しているサイトからのキャプチャの場合などで、一部の Web コンテンツをキャプチャできない場合があります。代わりに、[プライマリ キャプチャ方法] オプションを有効にして再度キャプチャしてみてください。 

Web サイトの Cookie を許可する 
コンピュータに Cookie を保存することを許可します。これは、一部の Web サイトをスキャンする場合に必要なオプションです。 プロキシ設定 [プロキシ設定] ダイアログ ボックスを開きます。「Web キャプチャのプロキシ設キャプチャのプロキシ設キャプチャのプロキシ設キャプチャのプロキシ設定定定定」に進みます。 その他のキャプチャ オプションについては、「Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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Web キャプチャのプロキシ設定キャプチャのプロキシ設定キャプチャのプロキシ設定キャプチャのプロキシ設定 

 Web キャプチャ モード > [入力のプロパティ] > [Web キャプチャの環境設定] タブ > [セカンダリ キャプチャ方法] > [プロキシ設定] ボタン オプションオプションオプションオプション 説説説説明明明明 

Web ブラウザのプロキシ設定の使用 
ほとんどの場合、このデフォルト オプションを変更する必要はありません。この設定では Web ブラウザのプロキシ設定を読み取り、それを Web キャプチャに使用します。
Snagit で手動による接続設定を行う必要がないようにするためのオプションです。 直接接続 (プロキシなし) 
直接接続 (プロキシなし) を使用する場合に選択します。 プロキシ設定を手動で構成 
Web 接続のプロキシとは別の設定を指定する必要がある場合に選択します。 ブラウザをインストールした後にネットワーク プロキシ情報を変更した場合、プロキシ設定を再構成する必要があります。 ホスト 手動構成で使用するプロキシ ホストの IP アドレスを入力します。この情報が不明の場合は、システム管理者に問い合わせてください。 ポート 手動構成で使用するポート番号を入力します。デフォルトのプロキシ ポートは 80 ですが、別のポートを使用することもできます。 プロキシ認証を有効にする 
外部接続を行うためにユーザー名とパスワードが必要な場合に、このオプションを選択します。ユーザー名とパスワードを入力します。 その他のキャプチャ オプションについては、「Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」を参照してください。 
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Snagit のプロファイルのプロファイルのプロファイルのプロファイル: より高速で能率的なキャプチャ方より高速で能率的なキャプチャ方より高速で能率的なキャプチャ方より高速で能率的なキャプチャ方

法法法法 
 コンピュータに旧バージョンの Snagit がインストールされている場合、すべてのプロファイルはインストール時に自動的にインポートされます。 

Snagit でのキャプチャ操作は簡単で、ほとんどの場合 [キャプチャ] ボタンをクリックするだけですが、Snagit に秘められた性能は、ユニークでシステマティックな方法によって、真のキャプチャを取得するときに発揮されます。 キャプチャ モード、入力、効果、および出力の組み合わせを保存したものは [プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル] と呼ばれます。プロファイルを使用することにより、より迅速で効率的にキャプチャ処理を実行できます。 

 

組み込みプロファイル組み込みプロファイル組み込みプロファイル組み込みプロファイル 

Snagit には、すばやくキャプチャを開始するために組み込まれた、事前設定プロファイルがいくつかあります。このプロファイルは Snagit 画面の中央に表示されています。 

Snagit に慣れるためにキャプチャを行う最も速い方法は、プロファイルを選択して [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックすることです。 

 

 組み込みプロファイルでは、出力設定がなく、[エディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビューエディタでプレビュー] が有効になっています。エディタで注釈を追加して、出力を選択してください。キャプチャを完了するには、エディタの [送信] タブで [終了終了終了終了] をクリックします。 

 事前設定プロファイルは編集およびエクスポートできます。 

 事前設定プロファイルを基にして、新しいプロファイルを作成できます。 

キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードモードモードモード   モードモードモードモードは、目的に応じたキャプチャの種類です。モードを変更するには、[キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンの横にある青いボタンをクリックします。 
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  画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ: 画面上の任意の画像をキャプチャします。画像は、グラフィック ファイル、プリンタ、電子メール、
Snagit エディタ、Web サーバーなどさまざまな出力に送信できます。 テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ: 画面上のテキストを編集可能な ASCII テキストとしてキャプチャします。スプレッドシートやデータベース アプリケーションにインポートするために、テキストをタブ区切り形式で保存できます。 ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ: Windows デスクトップ上の画面操作を記録します。マウス移動とアプリケーション操作をキャプチャし、ビデオを AVI ファイルとして保存します。一定時間にわたるデスクトップ操作を録画して、微速度ビデオを作成することもできます。 

Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ: Web サイトのすべての画像をグラフィック ファイルとしてキャプチャします。Web サイトのアドレスを入力し、Web ページのリンク検索の深さを選択するだけです。リンク検索の深さとは、キャプチャに含めるルート Web アドレスからのディレクトリ レベルの数です。 プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ: プリンタに送信する任意のデータをキャプチャして、画像ファイルに保存します。任意任意任意任意のののの 
Windows アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションから、Snagit 仮想プリンタへ出力します。Snagit で、[ツールツールツールツール]、[Snagit プリンタプリンタプリンタプリンタ キャキャキャキャプチャ設定プチャ設定プチャ設定プチャ設定] の順に選択して、プリンタ キャプチャの設定を行います。 

入力入力入力入力 入力入力入力入力は、画面上のキャプチャ対象を Snagit に指示します。  

 

キャプチャ モードおよび入力により、キャプチャ対象が正確に定義されます。モードはキャプチャの全般的なカテゴリであり、入力はさらに特定的なカテゴリであると考えてください。各モードには固有の入力オプションがあります。 

 たとえば、画像キャプチャをモードとして選択した場合、[画面] を [入力] として選択できます。その場合、Snagit はコンピュータ画面全体を画像としてキャプチャします。 

 また、画像キャプチャをモードとして選択し、[ウィンドウ] を [入力] として選択した場合、画面上でキャプチャするウィンドウを 1 つ選択します。各キャプチャ モードには、入力オプションと関連プロパティの独自の組み合わせがあります。 

効果効果効果効果 効果効果効果効果は、キャプチャ設定の変更方法を Snagit に指示します。   

 

Snagit の効果効果効果効果には、キャプション、境界線境界線境界線境界線、エッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果、透かしなどがあります。さらに、色の変換と置換、画像の拡大縮小と解像度の変更、トリミングなどを実行できます。[効果効果効果効果] を選択して、キャプチャに自動的に適用することができます。 

出力出力出力出力 
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出力出力出力出力は、キャプチャの送信先を Snagit に指示します。 

[ファイル] を選択して、28 種類のファイル形式のいずれかにキャプチャを保存したり、[電子メール] を選択して、電子メール メッセージの添付ファイルまたは本文に含めてキャプチャを送信送信送信送信することができます。 

Snagit の出力では、キャプチャを直接ブログに送信したり、Word や PowerPoint などの Microsoft アプリケーションに送信することができます。 キャプチャを共共共共有有有有する方法は、すべて合わせると 20 種類以上あります。  詳細については、以下を参照してください。 

 プロファイルのコンテキスト メニュー オプション 

 既存プロファイルに基づくプロファイルの新規作成 

 プロファイル ウィザードを使用したプロファイルの新規作成 

 プロファイルのホットキー 

 プロファイルの整理と並べ替え 
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プロファイルのコンテキストプロファイルのコンテキストプロファイルのコンテキストプロファイルのコンテキスト メニューメニューメニューメニュー オプションオプションオプションオプション プロファイルやプロファイル グループを右クリックすると、コンテキスト メニューが表示されます。 

 これらのオプションは、[プロファイル] ペインで現在選択されているプロファイルやプロファイル グループに適用されるのではなく、右クリックしたプロファイルやプロファイル グループに適用されます。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 Snagit のプロファイル: より高速で能率的なキャプチャ方法 

 プロファイル ウィザードを使用したプロファイルの新規作成 

 既存プロファイルに基づくプロファイルの新規作成 

 プロファイルのホットキー 
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既存プロファイルに基づくプロファイルの新規作成既存プロファイルに基づくプロファイルの新規作成既存プロファイルに基づくプロファイルの新規作成既存プロファイルに基づくプロファイルの新規作成 新しい設定をプロファイルの更新や新規プロファイルとして保存することも、1 回だけ使用してプロファイル設定を保存しないこともできます。 プロファイル設定を変更する場合、[プロファイル] ペインで選択したプロファイルは黄色い四角形で囲まれ、変更されたプロファイルには、プロファイル名の隣にアスタリスクが表示されます。 

 以下の手順では、設定を変更するための全般的方法に続いて、括弧内に具体例が示されています。プロファイルを読み替えて、必要なプロファイル設定を選択してください。 

 ニーズに近いプロファイルをニーズに近いプロファイルをニーズに近いプロファイルをニーズに近いプロファイルを選択選択選択選択しますしますしますします。 
([プロファイル] ペインで、[ウィンドウ] プロファイルを選択します。) 

 必要必要必要必要にににに応応応応じて出力を変更しますじて出力を変更しますじて出力を変更しますじて出力を変更します。 
([プロファイル設定] ペインで、[出力出力出力出力] のドロップダウン リストから [電子メール電子メール電子メール電子メール] を選択します。) 

 [効果効果効果効果] をををを選択選択選択選択して、特殊効果、サイズ、色、またはして、特殊効果、サイズ、色、またはして、特殊効果、サイズ、色、またはして、特殊効果、サイズ、色、または解像度の設定を解像度の設定を解像度の設定を解像度の設定を指指指指定します。定します。定します。定します。 
([プロファイル設定] ペインで、[効果効果効果効果]、[エッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果] の順に選択し、ドロップダウン メニューから [影付きのエッ影付きのエッ影付きのエッ影付きのエッジジジジ] を選択します。) 

 [エッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果] 作作作作業業業業ウィンドウで、エッジ効果の設定を変更しますウィンドウで、エッジ効果の設定を変更しますウィンドウで、エッジ効果の設定を変更しますウィンドウで、エッジ効果の設定を変更します。 
([影付きのエッジ] 作業ウィンドウで、[影の影の影の影の深深深深ささささ] を [40] に設定します。) 

 [キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ] ボタンをクリックして、キャプチャを開始しますボタンをクリックして、キャプチャを開始しますボタンをクリックして、キャプチャを開始しますボタンをクリックして、キャプチャを開始します。 
(画面上で四角形を移動して、ウィンドウを選択します。マウス ボタンをクリックするとキャプチャされます。キャプチャは [キャプチャ プレビュー] ウィンドウ に表示されます。) 

プロファイルの保存オプションプロファイルの保存オプションプロファイルの保存オプションプロファイルの保存オプション 

 設定を現在のプロファイルの新しいデフォルト設定として保存するには、Snagit 画面の右上にある [プロファイプロファイプロファイプロファイルのルのルのルの現在現在現在現在の設定を保存の設定を保存の設定を保存の設定を保存] ボタン  をクリックします。 

 設定を新しいプロファイルとして保存するには、Snagit 画面の右上にある [新規プロ新規プロ新規プロ新規プロファイルとして保存ファイルとして保存ファイルとして保存ファイルとして保存] ボタン 

 をクリックします。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 Snagit のプロファイル: より高速で能率的なキャプチャ方法 

 プロファイル ウィザードを使用したプロファイルの新規作成 

 プロファイルのホットキー 

 プロファイルの整理と並べ替え 

 プロファイルのコンテキスト メニュー オプション 
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プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル ウィザードを使用したプロファイルの新規作成ウィザードを使用したプロファイルの新規作成ウィザードを使用したプロファイルの新規作成ウィザードを使用したプロファイルの新規作成 
 新規プロファイルの追加ウィザード新規プロファイルの追加ウィザード新規プロファイルの追加ウィザード新規プロファイルの追加ウィザードを使用して、既存のキャプチャ プロファイルを変更して保存するのではなく、新しいプロファイルを作成します。新規プロファイルの追加ウィザードにアクセスするには、Snagit の [新規プロフ新規プロフ新規プロフ新規プロファイルの追加ウィザードァイルの追加ウィザードァイルの追加ウィザードァイルの追加ウィザード] ボタンをクリックします。 

 

プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル ウィザードの手順ウィザードの手順ウィザードの手順ウィザードの手順 各ダイアログ ボックスの指示に従います。詳細については、各オプションの上にマウス カーソルをポイントすると 
[説明] フィールドに表示される情報を参照してください。 

 

 詳細については、以下を参照してください。 

 Snagit のプロファイル: より高速で能率的なキャプチャ方法 

 既存プロファイルに基づくプロファイルの新規作成 

 プロファイルのホットキー 

 プロファイルの整理と並べ替え 
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プロファイルのホットキープロファイルのホットキープロファイルのホットキープロファイルのホットキー ホットキーを使用すると、Snagit のインターフェイス操作の必要がなく、すばやくキャプチャできます。 

 ホットキーは、Snagit 全般またはキャプチャ プロファイルごとに設定を変更できます。 

 プロファイル ホットキーは、特定のキャプチャ コマンドの組み合わせを呼び出すキーです。各プロファイルに固有のホットキーを割り当てることができます。 

 Snagit ワンクリックワンクリックワンクリックワンクリックを使用すると、Snagit がシステム トレイに最小化されている間にキャプチャ プロファイルにアクセスできます。 プロファイル ホットキーが設定されている場合、ホットキーの設定を思い出すための 3 つの手がかりとして、
Snagit インターフェイスに以下が表示されます。 

 

 ホットキーの設定を変更するには、Snagit の [ツール] メニューから [プログラムの環境設定]、[ホットキー] の順に選択するか、またはプロファイルを右クリックして [ホットキーの設定] を選択します。 詳細については、以下を参照してください。 

 Snagit のホットキーのホットキーのホットキーのホットキー 

 Snagit のプロファイルのプロファイルのプロファイルのプロファイル: よよよよりりりり高速高速高速高速で能で能で能で能率率率率的なキ的なキ的なキ的なキャプチャ方ャプチャ方ャプチャ方ャプチャ方法法法法 
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プロファイルの整理と並べ替えプロファイルの整理と並べ替えプロファイルの整理と並べ替えプロファイルの整理と並べ替え  
[プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理] オプションを使用して、[プロファイル] ペイン内のキャプチャ プロファイルの順序を変更したり、.snagprof ファイルを使用したプロファイルのインポートやエクスポートを実行できます。[プロファイルの整理] オプションにアクセスするには、以下の手順に従います。 

 Snagit で、[ファイルファイルファイルファイル]、[プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理] の順に選択します。 

 プロファイルを右クリックして、[プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理] を選択します。 

 Snagit の [関連するタスク] セクションで、[プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理プロファイルの整理] をクリックします。 

 

プロファイルのインポートとエクスポートに関するヒントプロファイルのインポートとエクスポートに関するヒントプロファイルのインポートとエクスポートに関するヒントプロファイルのインポートとエクスポートに関するヒント 

 プロファイルをインポートする際、同じ同じ同じ同じ名前のプロファイルがある場合でも、既存のプロファイルは上書きさ上書きさ上書きさ上書きされれれれませんませんませんません。インポートしたプロファイルはプロファイル グループに追加されます。 

 同じ名前のないないないないグループは、[プロファイル] ペインに直接インポートされます。 

 Windows エクスプローラでプロファイル ファイル (.snagprof) をダブルクリックして、直接 Snagit にインポートできます。 

[プロファイル] ペインに既に存在するプロファイル グループをインポートする場合は、以下のいずれかをクリックします。 

 マージマージマージマージ: グループごとにマージ、名前の変更、またはスキップを選択します。 

 すすすすべべべべてマージてマージてマージてマージ: 確認メッセージを表示せずにすべてのグループをマージします。 

 スキップスキップスキップスキップ: インポートしないグループをスキップします。 

[次の項目を含める] を選択して、プロファイルまたはプロファイル グループに含める項目を選択します。 

 ホットキーホットキーホットキーホットキーまたはパスワードパスワードパスワードパスワード: プロファイルまたはグループに含まれています。 

 コンピュータ固有の設定コンピュータ固有の設定コンピュータ固有の設定コンピュータ固有の設定: 出力ディレクトリ、Web アドレス、コーデック、フォント設定などが含まれます。 

 プログラム出力プログラム出力プログラム出力プログラム出力: 外部プログラム出力に関連する情報をインポートまたはエクスポートします。 

 プログラム出力は、セキュリティの理由からデフォルトでは無効になっており、システム上で破壊的アプリケーションやウイルスを起動する可能性のある外部プログラム出力を使用するプロファイルのインポートが禁止されています。プロファイルの質やソースが不明な場合は、このオプションを無効のままにしておいてください。 詳細については、以下を参照してください。 
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 Snagit のプロファイル: より高速で能率的なキャプチャ方法 

 プロファイル ウィザードを使用したプロファイルの新規作成 
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Snagit ワンクリックワンクリックワンクリックワンクリック – 最もすばやく最もすばやく最もすばやく最もすばやくキャプチャを行う方キャプチャを行う方キャプチャを行う方キャプチャを行う方

法法法法 
 プロファイルは自動的に Snagit ワンクリックワンクリックワンクリックワンクリックに同期されます。 

Snagit ワンクリックは、デスクトップからすばやく簡単にキャプチャを行う方法です。ワンクリックを使用すると、
Snagit がシステム トレイに最小化されている場合にキャプチャ プロファイルにアクセスできます。ワンクリックの起動と設定を行うには、Snagit の [関連するタスク] ウィンドウで、[ワンクリックの起動ワンクリックの起動ワンクリックの起動ワンクリックの起動] をクリックします。 

 ワンクリックがモニタの縁に表示されます。ワンクリックが隠れている場所がわかるように、バルーン ヒントが表示されます。 

 ワンクリックが隠れている場所には、モニタの縁にオレンジのバーが表示されます。非表示のワンクリックにアクセスするには、オレンジのバーにマウス カーソルをポイントします。 

 ワンクリックをドラッグして、モニタの縁の任意の場所に配置できます。 

 

 
ワンクリックには、[プロファイル] ウィンドウにあるキャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ プロファイルプロファイルプロファイルプロファイルが含まれています。Snagit でプロファイルまたはホットキーホットキーホットキーホットキーを作成すると、ワンクリックは自動的に更新されます。 

 
ワンクリックを使用してキャプチャを行うには、プロファイルをクリックします。キャプチャを取得すると、ワンクリックは次に使用するまで再度非表示になります。 

 
[次次次次の作の作の作の作業業業業をするをするをするをする] オプションを使用して、Snagit  と Snagit エディタエディタエディタエディタにすばやくアクセスできます。 

 
[Snagit ワンクリッワンクリッワンクリッワンクリックを設定するクを設定するクを設定するクを設定する] リンクをクリックして、ワンクリックの設定を変更できます。 
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ワンクリックの設定オプションワンクリックの設定オプションワンクリックの設定オプションワンクリックの設定オプション 

 ワンクリック > [次の作業をする] > [Snagit ワンクリックを設定する] ワンクリックの動作や外観は、好みに合わせて設定することができます。 

 オプションオプションオプションオプション 説説説説明明明明 クリックして起動する オレンジのバーにマウス カーソルをポイントしたときではなく、バーをクリックしたときにワンクリックにアクセスします。 ポイントして起動する オレンジのバーをクリックしたときではなく、バーにマウス カーソルをポイントしたときにワンクリックにアクセスします。ワンクリックが表示するまでにポイントする時間の長さは、[ポイント時間 (秒)] ボックスで指定します。 ホットキー設定 Ctrl、Shift、Alt、およびキーの組み合わせをドロップダウン リストから選択して、ワンクリックを使用するためのホットキーを設定します。選択したホットキーを組み合わせて押すと、ワンクリックが表示されます。 非表示の開始タイムアウト (秒) 
ワンクリックが非表示になるまでの待機時間を秒数で指定します。 アニメーションを隠す速度 
ワンクリックが非表示になる速度を、[標準標準標準標準]、[速速速速いいいい]、[遅い遅い遅い遅い]、または [即即即即時時時時] のいずれかから指定します。 非表示時に表示される枠の幅 
非表示時に表示されるワンクリック バーの幅をピクセル単位で指定します。 非表示時にワンクリックを透明にする 
非表示時にワンクリックを画面の縁に完全に隠します。 
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アニメーションを開く速度 
ワンクリックを表示する速度を、[標準標準標準標準]、[速速速速いいいい]、[遅い遅い遅い遅い]、または [即即即即時時時時] のいずれかから指定します。 時間遅延キャプチャの遅延時間 
このボックスに遅延時間の長さを秒数で入力して、キャプチャ前の遅延時間を設定します。 デフォルト [デフォルト] を選択すると、このダイアログ ボックスのオプションが元の設定に戻ります。 
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Snagit エディタへようこそエディタへようこそエディタへようこそエディタへようこそ 
Snagit エディタを使用することで、キャプチャをプロ仕様の品質に仕上げることができます。また、キャプチャとマルチメディア ファイルを検索、表示、および管理できます。 

 

 キャプチャは自動的にオープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイに保存されます。 

 上下反転、左右反転、傾斜、回転、切り抜き、切り取りなどの上下反転、左右反転、傾斜、回転、切り抜き、切り取りなどの上下反転、左右反転、傾斜、回転、切り抜き、切り取りなどの上下反転、左右反転、傾斜、回転、切り抜き、切り取りなどの編集オプション編集オプション編集オプション編集オプションがあります。 

 色の設定、テキストの追加色の設定、テキストの追加色の設定、テキストの追加色の設定、テキストの追加、またはビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャのフレームの表示を行うことができます。 

 影付き、ちぎり絵状、またはフェード エッジなどのエッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果や、矢印、カーソル、直線、テキストなど多くの強調処理強調処理強調処理強調処理を追加できます。 

 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウを使用して、キャプチャを検索、移動、整理できます。 

 ライブラリライブラリライブラリライブラリでは、サムネールまたはリスト形式でキャプチャを表示し、ファイル名、ファイル サイズ、種類、日付、画像サイズ、フラグ、またはキーワードに従って並べ替えることができます。 

 電子メールや電子メールや電子メールや電子メールや FTP 経経経経由での由での由での由でのキャプチャの共有キャプチャの共有キャプチャの共有キャプチャの共有、Office アプリケーションへの送信、または複数画像の印刷を実行できます。 

 

Snagit と Snagit エディタは 2 つの個別アプリケーションであるため、並べて表示して以下の操作を実行できます。 

 複数のキャプチャを同時に複数のキャプチャを同時に複数のキャプチャを同時に複数のキャプチャを同時に表示表示表示表示できます。 

 複数の画像を組み合わせる複数の画像を組み合わせる複数の画像を組み合わせる複数の画像を組み合わせることができます。 

 画像のグループをビジュアルに選択して、電子メールへの添付や一括変換一括変換一括変換一括変換などを行うことができます。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 エディタを理解する 

 エディタを理解する 

 リボンのタブ 

 クイック アクセス ツール バー 

 オープン キャプチャ トレイ 
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エディタを理解するエディタを理解するエディタを理解するエディタを理解する 
Snagit Editor を開くには、以下のいずれかの操作を行います。 

 Windows の [スタートスタートスタートスタート] メニューから、[すべてすべてすべてすべてのプログラムのプログラムのプログラムのプログラム]、[Snagit 9]、[Snagit 9 エディタエディタエディタエディタ] の順に選択します。 

 Snagit の [クイック起動] ウィンドウから [Snagit エディタエディタエディタエディタ] をクリックします。 

 Snagit メニュー バーから [ツールツールツールツール]、[Snagit エディタエディタエディタエディタ] の順に選択します。 

 

 

Snagit ボタンボタンボタンボタンをクリックして、[新規作成]、[開く]、[保存]、[名前を付けて保存]、[送信]、[印刷]、[削除]、および [閉じる] などの基本コマンドにアクセスできます。 また、以下のオプションを選択できます。 

 画像の変換画像の変換画像の変換画像の変換 : 画像を一括変換します。 

 リソースリソースリソースリソース : Snagit Web サイトへのアクセス、他の TechSmith 製品に関する情報の入手、
Snagit アクセサリのダウンロードなどを行えます。また、バージョン番号と著作権情報が含まれている [バージョン情報] ダイアログ ボックスを開きます。 

 [エディタのオプションエディタのオプションエディタのオプションエディタのオプション] ボタンボタンボタンボタン : アプリケーションの環境設定を行います。 

 

リボンリボンリボンリボンを使用すると、作業を行うために必要なツールとオプションをすばやく見つけることができます。  

 

クイッククイッククイッククイック アクセアクセアクセアクセスススス ツールツールツールツール バーバーバーバーの設定を変更して、よく使用するツールとコマンドを追加できます。リボンの任意の場所でアイコンとオプションを右クリックして、クイック アクセス ツール バーに追加します。 

 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーは、あらかじめ作成されているスタイルや効果を集めたものです。使用するには、ギャラリーからスタイルを選択して、キャンバスにドラッグするか、キャンバスをクリ
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ックします。 ギャラリーの [その他その他その他その他] ボタン  をクリックすると、選択可能なその他のスタイル オプションが表示されます。 キャンバス上で変更されたオブジェクトを右クリックして [クイッククイッククイッククイック ススススタタタタイルに追加イルに追加イルに追加イルに追加] を選択すると、ギャラリーに追加されます。 

 

検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウでは、画像、ビデオ、テキストの各キャプチャを、日付、フォルダ、キーワードなどの条件で検索して表示できます。 

 

クリックして、キャプチャやメディア ファイルに、重要、アイデア、またはパーソナルなどのフラグフラグフラグフラグを割り当てます。 割り当てられているすべてのフラグは、ウィンドウが縮小されている場合は検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの縦のフラグ列に、ウィンドウが展開されている場合は検索ウィンドウ下部に、それぞれ色で表示されます。 

 

 

ライブラリライブラリライブラリライブラリを使用して、キャプチャとマルチメディア ファイルをサムネールまたはリスト表示で検索、表示、および管理できます。複数のファイルを選択して、一括で保存、ファイル形式の変換、印刷、およびメール送信を行うことができます。 

 

ズームズームズームズーム スライダスライダスライダスライダを使用して、ライブラリ表示内の画像やサムネールの表示を拡大できます。 

 

オープンオープンオープンオープン キャプキャプキャプキャプチャチャチャチャ トレイトレイトレイトレイには、最近のキャプチャと、開くことができるすべてのメディア ファイルのサムネールが表示されます。 

 

キャプチャの編集または注釈付け編集または注釈付け編集または注釈付け編集または注釈付けはキャンバスで行います。吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し、矢印矢印矢印矢印、スタンプスタンプスタンプスタンプなどを追加できます。 
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リボンのタブリボンのタブリボンのタブリボンのタブ リボンを使用すると、作業を行うために必要なツールとオプションをすばやく見つけることができます。ツールとオプションは論理的なグループに分けて整理され、特定のタブの下にまとめられています。 各タブは、描画ツールやインタラクティブなホットスポットによる注釈の追加など、特定の操作に関連付けられています。 リボンの操作に関するヒントを下の表で示します。  

 

 

Snagit ボタンボタンボタンボタンをクリックして、[新規作成]、[開く]、[保存]、[名前を付けて保存]、[送信]、[印刷]、[削除]、および [閉じる] などの基本コマンドにアクセスできます。 また、以下のオプションを選択できます。 

 画像の変換画像の変換画像の変換画像の変換 : 画像を一括変換します。 

 リソースリソースリソースリソース : TechSmith Web サイトでその他の Snagit リソースにアクセスします。 

 [エディタのオプションエディタのオプションエディタのオプションエディタのオプション] ボタンボタンボタンボタン : アプリケーションの環境設定を行います。 

 

ツールとオプションはリボン全体に配置され、論理的なグループに分けて整理されています。下矢印のアイコンをクリックすると、特定ツールのオプションと効果を追加表示できます。 

 

リボンで、関連するツールとオプションのグループを参照します。ツールまたはオプションを右クリックして、クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバーに追加します。 

 

クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバーの設定を変更して、よく使用するツールとコマンドを追加できます。リボンの任意の場所でアイコンとオプションを右クリックして、クイック アクセス ツール バーに追加します。 

 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーは、あらかじめ作成されているスタイルや効果を集めたものです。使用するには、ギャラリーからスタイルを選択して、キャンバスにドラッグするか、キャンバスをクリックします。 ギャラリーの [その他その他その他その他] ボタン  をクリックすると、選択可能なその他のスタイル オプションが表示されます。 キャンバス上で変更されたオブジェクトを右クリックして [クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] を選択すると、ギャラリーに追加されます。 

 

エディタのインターフェイス全般では、コマンドやツールの上にマウス カーソルをポイントするとポップ ヒントが表示され、F1 キーでヘルプが表示されます (ヒントが表示されている間に F1 キーを押すと、ヘルプ ファイルのトピックが開きます)。 

 

オプション アイコンの横にある矢印は、効果とオプションを追加表示するドロップダウン メニューを示します。 

クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーのリボンを最小化または最大化するバーのリボンを最小化または最大化するバーのリボンを最小化または最大化するバーのリボンを最小化または最大化する 

1. [クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバーの設定変更設定変更設定変更設定変更] の下矢印をクリックします。  
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2. [リボンの最小化リボンの最小化リボンの最小化リボンの最小化] を選択します。 

3. リボンを最小化しているときにツールとコマンドを使用するには、使用するタブの名前をクリックします。リボンが表示されます。キャンバスをクリックすると、リボンは再び最小化されます。 

 リボンを元に戻すには、手順 1 と 2 を繰り返します。 

タブを使用してリボンを最小化または最大化するタブを使用してリボンを最小化または最大化するタブを使用してリボンを最小化または最大化するタブを使用してリボンを最小化または最大化する 

1. リボンをすばやく最小化するには、タブの名前をダブルクリックします。 

2. タブをもう一度ダブルクリックすると、リボンが元に戻ります。 

リボンを最小化または最大化するキーボードリボンを最小化または最大化するキーボードリボンを最小化または最大化するキーボードリボンを最小化または最大化するキーボード ショートカットショートカットショートカットショートカット リボンを最小化または元に戻すには、Ctrl + F1 キーを押します。 

リボンの操作に関する制限事項リボンの操作に関する制限事項リボンの操作に関する制限事項リボンの操作に関する制限事項 

 リボンのコマンドを追加したり、並べ替えることはできません。 

 リボンのコマンドまたはグループを変更したり、削除することはできません。 

 リボンにタブを追加することはできません。 

 Snagit の以前のバージョンのツール バーやメニューに切り替えることはできません。 
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[描画描画描画描画] タブタブタブタブ 

 

 

[クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード] グループには、以下のツールとコマンドが含まれています。 すべてコピーすべてコピーすべてコピーすべてコピー、切り取り切り取り切り取り切り取り、コピーコピーコピーコピー、貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け、透明画像の貼り付け透明画像の貼り付け透明画像の貼り付け透明画像の貼り付け、不透明画像の貼り付け不透明画像の貼り付け不透明画像の貼り付け不透明画像の貼り付け 

 

[描画ツー描画ツー描画ツー描画ツールルルル] グループには、以下のツールとコマンドが含まれています。 選択選択選択選択、ズームズームズームズーム、吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し、テキストテキストテキストテキスト、矢印矢印矢印矢印、直線直線直線直線、スタンプスタンプスタンプスタンプ、図形図形図形図形、ペンペンペンペン、塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし、蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン、消去消去消去消去 

 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーは、あらかじめ作成されているスタイルや効果を集めたものです。使用するには、ギャラリーからスタイルを選択して、キャンバスにドラッグするか、キャンバスをクリックします。 

 ギャラリーの [その他その他その他その他] ボタン  をクリックすると、選択可能なその他のスタイル オプションが表示されます。 キャンバス上のベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトを右クリックして [クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] を選択し、ギャラリーのクイック スタイルのカテゴリに追加します。 

 

選択したツールの [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、アウトライン、塗りつぶし、効果のオプションを選択できます。アイコンの下矢印をクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。 

 

[整列整列整列整列] グループには、オブジェクトの整列と配置のためのベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのオプションのオプションのオプションのオプションが含まれています。 オブジェクトを右クリックすると、ベクトル オブジェクトのオプションが表示されます。 

 

[送信送信送信送信] グループには出力のオプションが含まれています。アイコンの上部をクリックすると、キャンバスの内容をリストに表示された出力に送信できます。アイコンの下部をクリックすると、リストから新しい出力を選択できます。 出力が指定されているプロファイル キャプチャを使用する場合、[出力] アイコンは [プロファイルの終了] アイコンに変わります。「プロファイルまたはアドインプロファイルまたはアドインプロファイルまたはアドインプロファイルまたはアドイン キャキャキャキャプチャを行うプチャを行うプチャを行うプチャを行う」を参照してください。 エディタを終了してから再度エディタを開くと、[プロファイルの終了] アイコンではなく [出力] アイコンが表示されます。 

プロファイルまたはアドインプロファイルまたはアドインプロファイルまたはアドインプロファイルまたはアドイン キャプチャを行うキャプチャを行うキャプチャを行うキャプチャを行う 指定された出力を使用し、かつ [エディタでプレビュー] オプションを選択して Snagit でキャプチャを行う場合、[出力] アイコンではなく [プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了] アイコンが [描画描画描画描画] タブの [送信送信送信送信] グループに表示されます。 

 キャプチャを完了するには、[プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了] ボタンの緑のチェックマークをクリックします。 
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 出力を変更するには、[プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了プロファイルの終了] ボタンの矢印をクリックします。新しい出力をリストから選択します。 
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[画像画像画像画像] タブタブタブタブ 

 

 

[キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループには、以下のツールとコマンドが含まれています。 切り抜き切り抜き切り抜き切り抜き、取り除く取り除く取り除く取り除く、トリミングトリミングトリミングトリミング、回転回転回転回転、サイズの変サイズの変サイズの変サイズの変更更更更、キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色 

 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーのエッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果を使用して、選択範囲またはキャンバス全体をプロ仕様の品質に仕上げることができます。影付き、ちぎり絵状、フェード、波状、のこぎり歯状、サメの歯状、および傾斜の各エッジ効果を使用できます。ギャラリー内の効果をクリックして、選択範囲またはキャンバス全体に効果を適用します。 

 ギャラリーの [その他その他その他その他] ボタン  をクリックすると、選択可能なその他のエッジ効果が表示されます。 ユーザー設定のエッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果は、[クイック スタイル] カテゴリに表示されるギャラリーに追加されます。 

 

[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループには、選択したツール用の境界線境界線境界線境界線、効果効果効果効果、およびエッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果のオプションが含まれています。効果には、影、遠近法遠近法遠近法遠近法、傾斜傾斜傾斜傾斜、およびエッジエッジエッジエッジがあります。ツールの下矢印をクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。 

 
[エッジエッジエッジエッジ]  をクリックすると、エッジ効果エッジ効果エッジ効果エッジ効果の設定変更オプションが表示されます。[設定変更] タスク ペインで、効果を作成して [クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] をクリックすると、その効果を後で再使用できます。 

 

[変更変更変更変更] グループには、以下の効果が含まれています。 ぼかしぼかしぼかしぼかし、グレースケールグレースケールグレースケールグレースケール、透かし透かし透かし透かし、フィルタフィルタフィルタフィルタ、およびスポスポスポスポットットットットライトと拡大ライトと拡大ライトと拡大ライトと拡大 
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[ホットスポットホットスポットホットスポットホットスポット] タブタブタブタブ キャプチャ内にリンクとホットスポットを作成または変更するか、新しいホットスポットを挿入します。ホットスポットをクリックして表示し、ホットスポットのプロパティを変更するか、またはホットスポットの位置やサイズを変更します。 

 ホットスポットを表示できるのは [ホットスポットホットスポットホットスポットホットスポット] タブだけです。 

 ホットスポットの作成を完了したら、ホットスポットをサポートする形式で画像を電子メール送信するか、または保存します。「ホットスポットをサポートする画像ファイル形式ホットスポットをサポートする画像ファイル形式ホットスポットをサポートする画像ファイル形式ホットスポットをサポートする画像ファイル形式」および「[ホットスポットはサポートされホットスポットはサポートされホットスポットはサポートされホットスポットはサポートされていませんていませんていませんていません] ダイアロダイアロダイアロダイアロググググ ボックスボックスボックスボックス」も参照してください。 

 画像をクリップボードにコピーして Microsoft PowerPoint に貼り付けると、すべてのホットスポットおよび 
Flash ポップアップが保持されます。 

リンクまたはホットスポットを追加するにはリンクまたはホットスポットを追加するにはリンクまたはホットスポットを追加するにはリンクまたはホットスポットを追加するには 

1. [選択選択選択選択] ツールの図形を選択します。 

2. キャンバス上にドラッグして、ホットスポットを作成します。 

3. ヒントやリンク先アドレスなど、ホットスポットのプロパティを追加します。 

 

 

[図形図形図形図形] グループで、ホットスポットの図形を選択します。キャンバス上にドラッグして作成します。 

 

[リンクリンクリンクリンク] グループでは、以下を入力します。 

 リンクリンクリンクリンク : リンクのアドレスを入力します。 

 ヒントヒントヒントヒント : ホットスポットの上にマウス カーソルをポイントしたときに表示されるテキストを入力します。 

 

[Flash ポップアップポップアップポップアップポップアップ] グループでは、以下のオプションを選択します。 

 アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン : テキスト Flash ポップアップのオプションとしてのみ使用できます。テキスト ポップアップの境界線の色を選択します。 

 塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし : テキスト Flash ポップアップのオプションとしてのみ使用できます。テキスト ポップアップの背景色を選択します。 

 ハイライトハイライトハイライトハイライト : テキストおよびグラフィック ポップアップに使用できます。ホットスポットの上にマウス カーソルをポイントしたときに変わるホットスポットの色を選択します。 

 

[Flash ポップアップポップアップポップアップポップアップ] をクリックして、[ポップアップなしポップアップなしポップアップなしポップアップなし]、[テキストテキストテキストテキスト ポップアップポップアップポップアップポップアップ]、または [グラフィグラフィグラフィグラフィックックックック ポップアップポップアップポップアップポップアップ] を選択します。 

 テキストの場合は、テキストを追加して書式を設定し、[OK] をクリックします。 

 グラフィックの場合は、グラフィックを参照して検索し、[OK] をクリックします。 ポップアップのアウトラインアウトラインアウトラインアウトライン、塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし、およびハイライトハイライトハイライトハイライトの各オプションは、オプションの選択後に有効になります。 
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 Flash ポップアップとして設定されたホットスポットを使用するには、電子メール出力を使用するか、または Adobe Flash ファイル (SWF) として保存する必要があります。Flash は、Web サイトでの公開やブラウザ内での表示を目的とした、インタラクティブな画像に使用されます。 

 

[編集編集編集編集] グループには、以下のコマンドが含まれています。 

 すべて選択すべて選択すべて選択すべて選択 : キャンバス上のすべてのホットスポットを選択します。 

 選択を削除する選択を削除する選択を削除する選択を削除する : 現在選択されているホットスポットを削除します。 

ホットスポットをサポートする画像ファイル形式ホットスポットをサポートする画像ファイル形式ホットスポットをサポートする画像ファイル形式ホットスポットをサポートする画像ファイル形式 最終画像でホットスポットを使用するには、画像を電子メールで送信するか、または以下のいずれかの形式で保存する必要があります。 

 画像を含む Web ページ (MHTML ファイル) 

 Adobe PDF (PDF) 

 Adobe Flash ファイル (SWF) 

 Snagit キャプチャ ファイル (SNAG) : 後で Snagit エディタで開くには、Snagit キャプチャ ファイル (SNAG) として保存します。SNAG ファイルはホットスポットと Flash ポップアップの両方のプロパティをサポートします。 

 電子メールに埋め込まれたキャプチャ内のホットスポットを使用する場合 (Outlook または Outlook Express のみ)、以下のいずれかのファイル形式を使用できます。 

 ポータブル ネットワーク グラフィックス (PNG) 

 JPEG 画像 (JPG) 

 CompuServe GIF (GIF) 

 Windows ビットマップ (BMP) 

[ホットスポットはサポートされていませんホットスポットはサポートされていませんホットスポットはサポートされていませんホットスポットはサポートされていません] ダイアログダイアログダイアログダイアログ ボックスボックスボックスボックス 

[ホットスポットはサポートされていません] ダイアログ ボックスには以下の 2 種類があります。 

 ホットスポットはサポートされていません 

 Flash ホットスポットはサポートされていません 

 これらのダイアログ ボックスでは、以下のいずれかを実行できます。 

 ホットスポットまたは高度な Flash ホットスポットを破棄して、キャプチャを現在のファイル形式で保存します。 

 ホットスポットを維持して、新しいファイル形式を選択します。 

 保存を中止してキャプチャに戻ります。 
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[タグタグタグタグ] タブタブタブタブ 

 

 

[キーワードキーワードキーワードキーワード] グループを使用して、現在のキャプチャやメディア ファイル、オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイで選択されているサムネール、またはライブラリライブラリライブラリライブラリで選択されているサムネールにキーワードを割り当てます。 

2 語以上の句をキーワードにするには引用符で囲みます。 

 

[すべてのキーワードすべてのキーワードすべてのキーワードすべてのキーワード] には、使用されているすべてのキーワードがリスト表示されます。リストからキーワードを選択して、現在のキャプチャ、オープンオープンオープンオープン キャプキャプキャプキャプチャチャチャチャ トレイトレイトレイトレイで選択されているサムネール、またはライブラリで選択されているサムネールに適用します。 

 

[フラグフラグフラグフラグ] グループにはアイコンが含まれ、現在のキャプチャ、オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイで選択されているキャプチャのサムネール、またはライブラリライブラリライブラリライブラリで選択されているサムネールサムネールサムネールサムネールに割り当てることができます。 

 キャプチャに割り当てられている最初から 3 つのフラグがトレイに表示されます。 

 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの [タグタグタグタグ] タブを使用して、割り当てられているフラグを基にメディアを検索できます。 

 割り当てられているすべてのフラグは、ウィンドウが縮小されている場合は検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの縦のフラグ列に、ウィンドウが展開されている場合は検索ウィンドウ下部に、それぞれ色で表示されます。 

 

 

[詳細詳細詳細詳細] グループグループグループグループには、キャプチャ中に自動で収集された情報が含まれています。これはメタデータと呼ばれます。Web からのキャプチャでは、その Web ページへのアクティブなリンクが表示されます。リンクをクリックするとそのページにアクセスできます。 メタデータを使用して、キャプチャを検索できます。たとえば、特定のアプリケーションや日付のすべてのキャプチャを検索できます。 

 

[その他の詳細その他の詳細その他の詳細その他の詳細] アイコンをクリックすると、[詳細] ダイアログ ボックスが表示されます。これにはその他のメタデータが含まれています。 
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[表示表示表示表示] タブタブタブタブ 

 

 

[表示表示表示表示/非表示非表示非表示非表示] グループでは、グリッド線、検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ、およびライブラリライブラリライブラリライブラリの表示/非表示を切り替えることができます。 グリッド線グリッド線グリッド線グリッド線を使用する場合、グリッド線を表示するには 600% 以上に拡大します。 

 

[ズームズームズームズーム] グループには、パンパンパンパン、ズームの倍率、および 100% 表示に戻すオプションがあります。 

 パンパンパンパン ツールは、ズーム レベルを変更せずにウィンドウ内でキャンバスを移動します。使用するには、[パンパンパンパン] をクリックします。キャプチャをクリックしてドラッグします。他のタブでの操作中にパンするには、Ctrl + Shift キーを押したままドラッグします。 

 ズーム レベルを変更するには、[ズームズームズームズーム] アイコンアイコンアイコンアイコンの下矢印をクリックします。リストから拡大縮小率を選択します。標準表示に戻るには、[100%] アイコンをクリックします。 

 

[ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ] グループのオプションを使用して、1 つのキャプチャやメディア ファイルだけを開く表示から、複数ファイルを開く表示に切り替えることができます。 

 重ねて表示重ねて表示重ねて表示重ねて表示 : ファイルを重ねて表示します。 

 並べて表示並べて表示並べて表示並べて表示 : ウィンドウを縦の列に並べて表示します。 

 ウィンドウの切り替えウィンドウの切り替えウィンドウの切り替えウィンドウの切り替え : 特定のファイルまたはキャプチャを最前面に移動して表示します。リストからウィンドウ名を選択します。 

 

[マルチページマルチページマルチページマルチページ] グループのオプションを使用して、マルチページマルチページマルチページマルチページ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ファイルファイルファイルファイルのページ間を移動します。 

 

[ヘルプとトレーニングヘルプとトレーニングヘルプとトレーニングヘルプとトレーニング] グループから、メイン ヘルプ ファイルと TechSmith Web サイトの Snagit ラーニング センターにアクセスできます。 
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[送信送信送信送信] タブタブタブタブ 

 

 

[出力出力出力出力] グループには、Snagit で自動的にインストールされる出力が含まれます。出力をクリックして、現在のキャプチャやメディア ファイルをその出力先に送信します。 

 

[出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ] をクリックして、現在選択している出力の設定を変更します。 

 

[出力アクセサリ] グループには、TechSmith Web サイトからダウンロードしてインストールした出力が含まれます。 

 

出力の下矢印をクリックして、オプションおよび出力のヘルプ ファイルにアクセスします。 

 

クリックして [アクセサリ マネージャ] タスク ペインを開き、TechSmith Web サイトからその他のアクセサリ (スタンプ、出力、およびプロファイル) をダウンロードします。また、出力を削除したり、出力の 
[オプション] タスク ペインを開くこともできます。 

(アクセサリ マネージャは、Snagit の [関連するタスク関連するタスク関連するタスク関連するタスク] から [アクセサリの管理アクセサリの管理アクセサリの管理アクセサリの管理] を選択して開くこともできます) 
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[ビデオビデオビデオビデオ コントロールコントロールコントロールコントロール] タブタブタブタブ 

 

 

[コントロールコントロールコントロールコントロール] グループの [再生再生再生再生] オプションを使用して、ビデオの再生、一時停止、停止を行います。[最初のフレーム]、[前のフレーム]、[次のフレーム]、[最後のフレーム] の各オプションを使用して、ビデオをフレーム単位で操作できます。 

 

[出力出力出力出力] グループの [フレームの保存フレームの保存フレームの保存フレームの保存] オプションは、現在のビデオ フレームを画像ファイルとして保存します。 
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[編集編集編集編集] タブタブタブタブ (テキストのみテキストのみテキストのみテキストのみ) 

 

 

[クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード] グループには、以下のツールとコマンドが含まれています。すべてコピーすべてコピーすべてコピーすべてコピー、切り取り切り取り切り取り切り取り、コピコピコピコピーーーー、貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け 

 

[形式形式形式形式] グループを使用して、テキストの外観を変更することができます。 

 フォントフォントフォントフォント : [テキストの編集] ダイアログ ボックスが開きます。ここで、テキストのフォント、サイズ、色などの書式を設定できます。 

 テキストを折り返すテキストを折り返すテキストを折り返すテキストを折り返す : テキストを長く連続した 1 行で表示するのではなく、折り返して複数行で表示します。 
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クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバー クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバーの設定を変更して、よく使用するツールとコマンドを追加できます。 

 

 リボンの任意の場所でアイコンとオプションを右クリックして、クイック アクセス ツール バーに追加します。 

 クイック アクセス ツール バーをリボンの下に移動します。 

 [その他のコマンドその他のコマンドその他のコマンドその他のコマンド] を使用して、使用可能なエディタの各オプションのリストからツールとオプションを追加します。 

クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーの位置をバーの位置をバーの位置をバーの位置を変更する変更する変更する変更する 

1. [クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーの設定変更バーの設定変更バーの設定変更バーの設定変更]  をクリックします。 

2. リストから、[リボンの下に表示リボンの下に表示リボンの下に表示リボンの下に表示] をクリックします。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーの設定変更バーの設定変更バーの設定変更バーの設定変更]  をクリックします。 

2. リストから、[リボンの上に表示リボンの上に表示リボンの上に表示リボンの上に表示] をクリックします。 

ツールまたはコマンドを追加するツールまたはコマンドを追加するツールまたはコマンドを追加するツールまたはコマンドを追加する 

1. リボンのタブにあるツールまたはコマンドを右クリックします。 

2. [クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーに追加バーに追加バーに追加バーに追加] をクリックします。 

 

ツールまたはコマンドを削除するツールまたはコマンドを削除するツールまたはコマンドを削除するツールまたはコマンドを削除する 

1. クイック アクセス ツール バーにあるツールまたはコマンドを右クリックします。 

2. [クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーから削除バーから削除バーから削除バーから削除] をクリックします。 

 

[その他のコマンドその他のコマンドその他のコマンドその他のコマンド] オプションを使用してクイックオプションを使用してクイックオプションを使用してクイックオプションを使用してクイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーの設定を変更すバーの設定を変更すバーの設定を変更すバーの設定を変更す

るるるる 
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[その他のコマンドその他のコマンドその他のコマンドその他のコマンド] オプションを選択すると、[クイック アクセス ツール バーの設定変更] 画面が表示されます。ここで、新しいツールとコマンドの追加、ツールとコマンドの削除、およびツール バー内のツールとコマンドの配置設定を行うことができます。 

 

 このオプションは、Snagit ボタンボタンボタンボタンをクリックして、[エディタのオプションエディタのオプションエディタのオプションエディタのオプション] ボタン、[設定変更設定変更設定変更設定変更] ボタンの順に選択して開くこともできます。 新しいツールやコマンドをツール バーに追加追加追加追加するには、次の手順に従います。 

1. [コマンドの選択コマンドの選択コマンドの選択コマンドの選択] リストから、ツールとコマンドのカテゴリを選択します。すべてのツールとコマンドのリストを表示するには、[すべてのコマンドすべてのコマンドすべてのコマンドすべてのコマンド] を選択します。 

2. ツール バーに追加するツールまたはコマンドをクリックして選択します。 

3. [追加追加追加追加] をクリックします。 

4. 矢印ボタンを使用して、コマンドやツールをツール バーの新しい場所に移動します。 

 ツールやコマンドをツール バーから削除削除削除削除するには、次の手順に従います。 

1. 画面右側のリストから、削除するツールまたはコマンドを選択します。 

2. [削除削除削除削除] をクリックします。 
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オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイ オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイには、最近のキャプチャと、Snagit ボタンボタンボタンボタンから [開く開く開く開く] を選択するか、またはライブラリライブラリライブラリライブラリから開いたメディア ファイルが含まれます。 トレイの機能の概要は以下のとおりです。トレイに関する詳細情報については、「オープンオープンオープンオープン キャプキャプキャプキャプチャチャチャチャ トレイトレイトレイトレイ」を参照してください。 

 

 

オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイには、最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャと、Snagit ボタンボタンボタンボタンから [開く開く開く開く] オプションを選択するか、ライブラリライブラリライブラリライブラリから開いたメディア ファイルが含まれます。 キャプチャ時には、トレイが自動的にキャプチャを保存します。キャプチャするたびに手動で保存する必要はありません。 

 

保存された画像やテキスト ファイルを変更すると、サムネールにオレンジ色の星形が表示されます。ファイルを保存すると、星形は消えます。 

 

 

サムネールの上にマウス カーソルをポイントすると拡大表示されます。拡大表示には、ファイルの画像サイズとファイル名 (保存済みの場合) が表示されます。 

 

[クイック表示クイック表示クイック表示クイック表示] ボタンをクリックすると、トレイにあるすべてのメディア コンテンツのスナップショットが表示されます。 スクロール バーを使用して、クイック表示を上下に移動します。 メディア ファイルのうち 1 つを表示するには、サムネールをクリックします。 

 

[クイック表示クイック表示クイック表示クイック表示] ボックスの左上角をドラッグして、ボックスを小さくしたり大きくしたりできます。 

 

キャプチャの保存場所キャプチャの保存場所キャプチャの保存場所キャプチャの保存場所 : トレイ表示からキャプチャをドロップすると、[クイック表示] ボックスにこのメッセージが表示されます。トレイには一定数のメディア ファイルだけが格納され、その数を超えた分は表示されなくなりますが、キャプチャが削除されるわけではありません。未保存のキャプチャと保存済みのファイルを表示するには、[検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ]、[タグタグタグタグ] タブ、[最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ] の順にクリックし
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ます。検索結果を順に選択すると、メディア ファイルがライブラリライブラリライブラリライブラリに表示されます。 

 

 

サムネールを右クリックして、コンテキスト メニューにアクセスします。 

 コピーコピーコピーコピー : 内容をクリップボードにコピーします。 

 閉じる閉じる閉じる閉じる : ファイルを閉じてトレイから削除します。ファイルは後で再度開くことができます。 

 削除削除削除削除 : 保存したファイルや保存したキャプチャ保存したキャプチャ保存したキャプチャ保存したキャプチャを完全に削除します。削除したファイルを後で再度開くことはできません。 

 サムネールサムネールサムネールサムネール サイズサイズサイズサイズ : サムネールのサイズを小、中、大のいずれかに変更します。 

 プロパティプロパティプロパティプロパティ : キャプチャ中に自動で収集された情報が含まれている [詳細] ページを開きます。これはメタデータと呼ばれます。Web からのキャプチャでは、その Web ページへのアクティブなリンクが表示されます。 
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オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイのヒントトレイのヒントトレイのヒントトレイのヒント 

トレイに表示される便利な情報トレイに表示される便利な情報トレイに表示される便利な情報トレイに表示される便利な情報 トレイには、キャプチャや保存済みメディア ファイルに関する以下の情報が表示されます。 

 

 

トレイ下部にあるステータス バーの左隅には、キャンバス全体に対する画像の X、Y 座標が表示されます。 

 

画像のサイズと色の設定が表示されます。 

 

すべてのメディア ファイルのファイル形式がサムネールの左下に表示されます。 

 

保存された画像やテキスト ファイルを変更すると、サムネールの横にオレンジ色の星形が表示されます。ファイルを保存すると、星形は消えます。 

 

 

サムネールの上にマウス カーソルをポイントすると拡大表示されます。 

 

拡大表示には、保存済みファイルの名前と画像サイズが表示されます。(未保存のキャプチャにはファイル名は表示されません。) 

キャプチャがトレイに保持される期間キャプチャがトレイに保持される期間キャプチャがトレイに保持される期間キャプチャがトレイに保持される期間 デフォルト設定では、キャプチャの合計回数がキャプチャの合計回数がキャプチャの合計回数がキャプチャの合計回数が 25 回回回回になるまで、キャプチャとメディア ファイルがトレイに保持されます。その後、新しいキャプチャを実行し続けると、古いキャプチャが表示されなくなりますが、キャプチャが削除されるわけではありません。未保存のキャプチャと保存済みのファイルを表示するには、Snagit エディタエディタエディタエディタの [検索検索検索検索ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ]、[タグタグタグタグ] タブ、[最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ] の順にクリックします。検索結果を順に選択すると、メディア ファイルがライブラリライブラリライブラリライブラリに表示されます。 以下のキャプチャまたはメディア ファイルは常に表示されています。 

 変更を保存していない保存済みメディア ファイル 

 現在アクティブなキャプチャまたはメディア ファイル 

Snagit 9 115



オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイの設定を変更するトレイの設定を変更するトレイの設定を変更するトレイの設定を変更する  

 Snagit ボタン > [エディタのオプション] ボタン > [詳細設定] ボタン > [詳細設定] 画面 トレイに格納されるキャプチャとメディア ファイルの数と、それらがトレイに残る期間は、[詳細設定] 画面の以下の設定によって決まります。 

 

 デフォルト設定は [高くする高くする高くする高くする] です。この設定では 25 件のキャプチャまたはメディア ファイルが格納され、約 1 時間経過すると表示されなくなります。 

 [低くする低くする低くする低くする] に設定すると 100 件のキャプチャまたはメディア ファイルが格納され、約 1 週間経過すると表示されなくなります。 

[エディタの終了時にトレイからすべての項目を削除するエディタの終了時にトレイからすべての項目を削除するエディタの終了時にトレイからすべての項目を削除するエディタの終了時にトレイからすべての項目を削除する] オプションを有効にすると、エディタを閉じるたびにキャプチャやメディア ファイルがトレイから削除されます。 

 

トレイ内のキャプチャの保存トレイ内のキャプチャの保存トレイ内のキャプチャの保存トレイ内のキャプチャの保存 キャプチャ時には、トレイが自動的にキャプチャを保存しますキャプチャを保存しますキャプチャを保存しますキャプチャを保存します。注釈を付けたり編集を行ったキャプチャも、エディタの終了時に保存する必要はありません。エディタを閉じて再度開くと、キャプチャは前回エディタを終了したときの状態で保存されています。 トレイには、Snagit ボタンボタンボタンボタンから [開く開く開く開く] オプションを選択するか、またはライブラリライブラリライブラリライブラリから開いたメディア ファイルが含まれている場合もあります。これらのファイルを変更した場合は、変更を保存するか破棄しない限り、エディタを終了できません。変更したファイルのサムネールには星形が表示されます。変更を保存すると、星形は消えます。 

 

トレイ内のキャプチャを保存する必要がある場合トレイ内のキャプチャを保存する必要がある場合トレイ内のキャプチャを保存する必要がある場合トレイ内のキャプチャを保存する必要がある場合 エディタ以外からキャプチャにアクセスする必要がある場合は、ファイルを保存する必要があります。たとえば、
Microsoft Word を使用してグラフィックのリンクを挿入するには、キャプチャをファイルとして保存する必要があります。 

開いているキャプチャや画像ファイルへトレイ開いているキャプチャや画像ファイルへトレイ開いているキャプチャや画像ファイルへトレイ開いているキャプチャや画像ファイルへトレイからドラッグするからドラッグするからドラッグするからドラッグする 
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トレイのサムネールを、開いているキャプチャやファイルへドラッグすることにより、キャプチャや画像ファイルを結合することができます。 ドラッグ先のキャプチャまたはファイルを開きます。以下の手順に従います。 

1. サムネールをクリックして、キャンバス上にドラッグします。 

2. キャンバスにサムネールをドロップします。サムネールはベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトとなります。 

3. 開いているキャプチャのサムネールに変更が反映され、トレイが更新されます。 

 

トレイのサイズを変更するトレイのサイズを変更するトレイのサイズを変更するトレイのサイズを変更する トレイとキャンバスの間の区切り線をドラッグします。 

 

キャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディア ファイルをクリップボードにコピーするファイルをクリップボードにコピーするファイルをクリップボードにコピーするファイルをクリップボードにコピーする 

1. サムネールを右クリックして、コンテキスト メニューにアクセスします。 

2. [コピーコピーコピーコピー] をクリックします。キャプチャやメディア ファイル全体がクリップボードにコピーされます。 

キャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディア ファイルを閉じるファイルを閉じるファイルを閉じるファイルを閉じる 

1. サムネールを右クリックして、コンテキスト メニューにアクセスします。 

2. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

-またはまたはまたはまたは- サムネールの角にある [閉じる閉じる閉じる閉じる] アイコンをクリックします。 
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キャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディア ファイルを表示ファイルを表示ファイルを表示ファイルを表示するするするする サムネールをダブルクリックすると、フル サイズのキャプチャやメディア サイズが表示されます。 

サムネールの表示サイズを変更するサムネールの表示サイズを変更するサムネールの表示サイズを変更するサムネールの表示サイズを変更する サムネールを右クリックして [サムネールサムネールサムネールサムネール サイズサイズサイズサイズ] を選択し、[小小小小]、[中中中中]、または [大大大大] を選択します。 

 

キャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディアキャプチャやメディア ファイルを削除するファイルを削除するファイルを削除するファイルを削除する 削除削除削除削除により、保存したファイルや保存したキャプチャは完全に削除されます。削除したキャプチャやファイルを後で開くことはできません。 

1. サムネールを右クリックして [削除削除削除削除] を選択します。削除を確認するメッセージが表示されます。 

2. [はいはいはいはい] をクリックして削除します。 

トレイにあるキャプチャのスナップショットを表示するトレイにあるキャプチャのスナップショットを表示するトレイにあるキャプチャのスナップショットを表示するトレイにあるキャプチャのスナップショットを表示する 

[クイック表示クイック表示クイック表示クイック表示] ボタンをクリックすると、トレイにあるすべてのメディア コンテンツのスナップショットが表示されます。 

 

 スクロール バーを使用して、[クイック表示] ボックスを上下に移動します。 

 [クイック表示] ボックス内のサムネールをクリックして、メディア ファイルのいずれかを表示します。 
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ミニミニミニミニ ツールツールツールツール バーバーバーバー ミニ ツール バーは、[描画描画描画描画] タブの多くのツールで選択可能なオプションへすばやくアクセスするための便利な方法です。キャンバス上でベクトル オブジェクトを選択するか、またはベクトル オブジェクトを右クリックすると、ミニ ツール バーが表示されます。 ミニ ツール バーは以下のツールで使用できます。 

 吹き出し : 

 
 

 吹き出しテキスト : 

 
 

 矢印 : 

 
 

 ペン : 
 

 
 蛍光ペン : 

 
 

 テキスト : 

 
 

 直線 : 

 
 

 図形 : 
 

 
 

Snagit 9 119



クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー 

 

 

クイック スタイル ギャラリーは、あらかじめ作成されているスタイルや効果を集めたものです。使用するには、ギャラリーからスタイルを選択して、キャンバスにドラッグするか、キャンバスをクリックします。 

 

ギャラリーの項目にマウス カーソルをポイントすると、オブジェクトや効果の詳細が表示されます。たとえば、色の設定、影のサイズ、幅などが表示されます。 

 ギャラリーの [その他その他その他その他] ボタン  をクリックすると、選択可能なその他のスタイル オプションが表示されます。 キャンバス上のベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトを右クリックして [クイック スタイルに追加] を選択し、ギャラリーのクイック スタイルのカテゴリに追加します。 

 

オブジェクトを右クリックして [クイッククイッククイッククイック スタイルに追加スタイルに追加スタイルに追加スタイルに追加] を選択し、独自に設定したオブジェクトや効果をギャラリーに追加します。ギャラリーに追加されたユーザー設定オブジェクトや効果は、[クイック スタイル] カテゴリに表示されます。 

 オブジェクトや効果をギャラリーから削除するには、右クリックして [クイッククイッククイッククイック スタイルから削除スタイルから削除スタイルから削除スタイルから削除] を選択します。 
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Snagit エディタのホットキーエディタのホットキーエディタのホットキーエディタのホットキー 

 以下のキーボード ショートカットは変更できません。 操作操作操作操作 キーの組み合わせキーの組み合わせキーの組み合わせキーの組み合わせ 開く開く開く開く Ctrl + O 保存保存保存保存 Ctrl + S 元に戻す元に戻す元に戻す元に戻す Ctrl + Z やり直しやり直しやり直しやり直し Ctrl + Y 切り取り切り取り切り取り切り取り Ctrl + X コピーコピーコピーコピー Ctrl + C 貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け Ctrl + V すべて選択すべて選択すべて選択すべて選択 Ctrl + A 印刷印刷印刷印刷 Ctrl + P 新規作成新規作成新規作成新規作成 Ctrl + N ズームズームズームズーム インインインイン テンキーの + ズームズームズームズーム アウトアウトアウトアウト テンキーの - 実際のサイズ実際のサイズ実際のサイズ実際のサイズ テンキーの / グリッドの表示グリッドの表示グリッドの表示グリッドの表示 Ctrl + G (倍率 600% 以上) ヘルプを開くヘルプを開くヘルプを開くヘルプを開く F1 エディタを閉じるエディタを閉じるエディタを閉じるエディタを閉じる Esc 

キーボードキーボードキーボードキーボード ショートカットの設定を変更するショートカットの設定を変更するショートカットの設定を変更するショートカットの設定を変更する エディタ内のほとんどのツールやコマンドには、ユーザー設定のキーボード ショートカットを割り当てることができます。たとえば、[切り抜き切り抜き切り抜き切り抜き] ツールを使用する場合、これに Ctrl+Shift+L キーのショートカットを割り当てることができます。その後、選択範囲選択範囲選択範囲選択範囲を指定してこのショートカット キーを押すと、エディタで切り抜き切り抜き切り抜き切り抜きが行われます。 

 ショートカットを割り当てるには、以下の手順に従います。 

1. Snagit エディタエディタエディタエディタの Snagit ボタンボタンボタンボタンをクリックして、[エディタのオプションエディタのオプションエディタのオプションエディタのオプション]、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定]、[キーボードキーボードキーボードキーボード ショショショショートカットートカットートカットートカット] の順に選択します。 

2. [設定変更] タスク ペインでカテゴリを選択します。 

3. そのカテゴリからコマンドを選択します。 

4. ショートカット キーの組み合わせを入力します。 
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5. [割り当て割り当て割り当て割り当て] をクリックします。 
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エディタの一般的なタスクエディタの一般的なタスクエディタの一般的なタスクエディタの一般的なタスク このセクションでは、エディタの一般的なタスクの実行手順を示します。 詳細については、以下を参照してください。 

 キャンバスの範囲の選択 

 コピー、貼り付け、切り取り、切り抜き、および削除のタスク 

 表示とズームのタスク 

 サイズ変更のタスク 
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キャンバスの範囲の選択キャンバスの範囲の選択キャンバスの範囲の選択キャンバスの範囲の選択 

 [描画] タブ > [描画ツール] グループ 

[選択選択選択選択] ツールを使用して、コピー、切り取り、貼り付け、画像の効果などを適用する画像の部分を選択します。また、
[選択] ツールを使用して、画像内の選択範囲を移動することもできます。 

 選択図形には以下があります。 

 四角形の選択四角形の選択四角形の選択四角形の選択 
Shift キーを押したままドラッグすると、正方形が作成されます。画像の複数範囲を選択する場合、この方法は最初の選択範囲だけに使用できます。 

 楕円の選択楕円の選択楕円の選択楕円の選択 
Shift キーを押したままドラッグすると、正円が作成されます。画像の複数範囲を選択する場合、この方法は最初の選択範囲だけに使用できます。 

 フリーハンドの選択フリーハンドの選択フリーハンドの選択フリーハンドの選択 閉じたループを作成します。マウス ボタンを放すと、ループは自動的に閉じます。 

 多角形の選択多角形の選択多角形の選択多角形の選択 直線の辺で構成される閉じた多角形の範囲を作成します。左クリックするたびに新しい直線が開始します。クリックを続けて図形を作成します。ダブルクリックすると範囲の選択が終了します。 

 範囲を選択するには、以下の手順に従います。 

1. [選択選択選択選択] ツールをクリックします。 

2. 図形を選択します。 

3. キャンバス上でカーソルをドラッグします。 

キャンバスの複数範囲を選択するキャンバスの複数範囲を選択するキャンバスの複数範囲を選択するキャンバスの複数範囲を選択する 

1. [選択選択選択選択] ツールをクリックします。 

2. 図形を選択します。 

3. キャンバス上でカーソルをドラッグして、最初の範囲を選択します。 

4. Shift キーを押したままドラッグして、キャンバス上の複数範囲を選択します。 
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コピー、貼り付け、切り取り、切り抜きコピー、貼り付け、切り取り、切り抜きコピー、貼り付け、切り取り、切り抜きコピー、貼り付け、切り取り、切り抜き、および削除のタスク、および削除のタスク、および削除のタスク、および削除のタスク 

 [画像] タブ > [キャンバス] グループ 

キャンバス全体をクリップボードにコピーするキャンバス全体をクリップボードにコピーするキャンバス全体をクリップボードにコピーするキャンバス全体をクリップボードにコピーする (すべてコピーすべてコピーすべてコピーすべてコピー) 

[すべてコピーすべてコピーすべてコピーすべてコピー]  をクリックすると、キャンバス全体が Windows クリップボードにコピーされ、他のアプリケーションで使用できます。 

選択範囲をクリップボードにコピーする選択範囲をクリップボードにコピーする選択範囲をクリップボードにコピーする選択範囲をクリップボードにコピーする 

1. [選択選択選択選択] ツール  を使用して、キャンバスの範囲を選択します。 

2. [コピーコピーコピーコピー]  をクリックするか、または Ctrl + C キーを押します。 

クリップボードの内容を不透明または透明オブジェクトとして貼り付けクリップボードの内容を不透明または透明オブジェクトとして貼り付けクリップボードの内容を不透明または透明オブジェクトとして貼り付けクリップボードの内容を不透明または透明オブジェクトとして貼り付けるるるる 透明透明透明透明オブジェクトとして貼り付ける場合、オブジェクト内の特定の色を透明にすることができます。透明にする色は、
[画像画像画像画像] タブの [キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色] で指定します。 不透明オブジェクトとして貼り付ける場合、どの色も透明にはなりません。 

1. [貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け]  をクリックするか、または Ctrl+P キーを押します。 

2. [描画描画描画描画] タブの [クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード] グループから、[貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け] ツールの下矢印をクリックして [透明透明透明透明] または [不透明不透明不透明不透明] を選択します。 

 

画像の一部を取り除く画像の一部を取り除く画像の一部を取り除く画像の一部を取り除く 

1. [選択選択選択選択] ツール  を使用して、キャンバスの範囲を選択します。 

2. [切り取り切り取り切り取り切り取り] ツール  をクリックするか、または Delete キーを押します。 

キャンバスの不要な範囲をトリミングするキャンバスの不要な範囲をトリミングするキャンバスの不要な範囲をトリミングするキャンバスの不要な範囲をトリミングする 

[トリミングトリミングトリミングトリミング]  ツールを使用して、キャンバスの境界線の外を切り取ります。トリミングする範囲は、キャンバス周囲の単色範囲の大きさによって決まります。 

選択範囲のサイズに切り抜く選択範囲のサイズに切り抜く選択範囲のサイズに切り抜く選択範囲のサイズに切り抜く 

1. [選択選択選択選択] ツール  を使用して、キャンバス上で残す範囲を選択します。 

2. [切り抜き切り抜き切り抜き切り抜き]  をクリックします。 

キャンバスの一部を取り除いて残りの部分をつなぎ合わせるキャンバスの一部を取り除いて残りの部分をつなぎ合わせるキャンバスの一部を取り除いて残りの部分をつなぎ合わせるキャンバスの一部を取り除いて残りの部分をつなぎ合わせる キャプチャの縦または横の選択範囲を削除して、残りの 2 つの部分をつなぎ合わせる場合に使用します。 
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つなぎ合わせるには、左右または上下いっぱいの範囲を選択する必要があります。 

1. [選択選択選択選択] ツール  を使用して、キャンバスの縦または横の範囲を選択します。 

2. [取り除く取り除く取り除く取り除く]  をクリックします。 

選択範囲を削除する選択範囲を削除する選択範囲を削除する選択範囲を削除する 

1. [選択選択選択選択] ツール  を使用して、キャンバスの範囲を選択します。 

2. [切り取り切り取り切り取り切り取り] ツール  をクリックするか、または Delete キーを押します。 

オブジェクトを削除するオブジェクトを削除するオブジェクトを削除するオブジェクトを削除する 

1. オブジェクトをクリックして選択します。Shift キーを押して、複数のオブジェクトを選択できます。 

2. [切り取り切り取り切り取り切り取り] ツール  をクリックするか、または Delete キーを押します。 

すべてのオブジェクトを削除するすべてのオブジェクトを削除するすべてのオブジェクトを削除するすべてのオブジェクトを削除する 

1. キャンバスを右クリックして [すべてのオブジェクトを選択すべてのオブジェクトを選択すべてのオブジェクトを選択すべてのオブジェクトを選択] を選択します。 

2. [切り取り切り取り切り取り切り取り] ツール  をクリックするか、または Delete キーを押します。 

キャンバス全体とすべてのオブジェクトを削除するキャンバス全体とすべてのオブジェクトを削除するキャンバス全体とすべてのオブジェクトを削除するキャンバス全体とすべてのオブジェクトを削除する 

1. キャンバスを右クリックして [すべて選択すべて選択すべて選択すべて選択] を選択します。 

2. [切り取り切り取り切り取り切り取り] ツール  をクリックするか、または Delete キーを押します。 
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表示とズームのタスク表示とズームのタスク表示とズームのタスク表示とズームのタスク 

 [表示] タブ > [ズーム] グループ 

キャキャキャキャンバスでのズームンバスでのズームンバスでのズームンバスでのズーム インまたはズームインまたはズームインまたはズームインまたはズーム アウトアウトアウトアウト 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画描画描画描画] ツール グループから、[ズームズームズームズーム インインインイン/アウトアウトアウトアウト] ツール  を選択します。 

2. キャンバスをクリックするとズーム インします。 

3. キャンバスを右クリックするとズーム アウトします。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. タブを選択中に、右下のズームズームズームズーム スライダスライダスライダスライダを使用してズーム インまたはズーム アウトします。 

 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [表示表示表示表示] タブの [ズームズームズームズーム] グループから、[ズームズームズームズーム] ツール  を選択します。 

2. リストから拡大縮小率を選択します。 

3. 標準表示に戻るには、[100%] アイコン  をクリックします。 

複数のキャプチャまたはファイルを表示する複数のキャプチャまたはファイルを表示する複数のキャプチャまたはファイルを表示する複数のキャプチャまたはファイルを表示する 

[表示表示表示表示] タブから [ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ] グループを選択し、オプションを選択して、1 件のキャプチャまたはメディア ファイルの表示から複数ファイルの表示に切り替えます。 

 以下のいずれかを選択します。 

 重重重重ねて表示ねて表示ねて表示ねて表示 : ファイルを重ねて表示します。 

 並べて表示並べて表示並べて表示並べて表示 : ウィンドウを縦の列に並べて表示します。 

 ウィンドウの切り替えウィンドウの切り替えウィンドウの切り替えウィンドウの切り替え : 特定のファイルまたはキャプチャを表示します。リストからウィンドウ名を選択します。 

グリッド線を表示するグリッド線を表示するグリッド線を表示するグリッド線を表示する グリッド線を表示すると、キャンバスをピクセル単位で表示できます。 
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1. [表示表示表示表示] タブの [表示表示表示表示/非表示非表示非表示非表示] グループから [グリッド線グリッド線グリッド線グリッド線] を選択します。 

2. 600% 以上に拡大すると、グリッド線が表示されます。 

元の画像サイズに戻す元の画像サイズに戻す元の画像サイズに戻す元の画像サイズに戻す 

[表示表示表示表示] タブの [ズームズームズームズーム] ツールから [100%] アイコン  をクリックします。 

パンパンパンパン ツールを使用して表示するツールを使用して表示するツールを使用して表示するツールを使用して表示する パンパンパンパン ツールは、ズーム レベルを変更せずにウィンドウ内でキャンバスを移動します。 

1. [表示表示表示表示] タブの [ズームズームズームズーム] ツールから [パンパンパンパン] ツール  を選択します。 

2. キャンバスをクリックしてドラッグします。 

 他のタブでの操作中にパンするには、Ctrl + Shift キーを押したままドラッグします。 
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サイズ変更のタスクサイズ変更のタスクサイズ変更のタスクサイズ変更のタスク 

 [画像] タブ > [キャンバス] グループ > [サイズの変更] ボタン 

キャプチャまたは画像ファイル全体のサイズを変更するキャプチャまたは画像ファイル全体のサイズを変更するキャプチャまたは画像ファイル全体のサイズを変更するキャプチャまたは画像ファイル全体のサイズを変更する ユーザー設定のサイズ オプションを使用して、キャプチャや画像ファイルを特定サイズに拡大縮小します。 

 

1. [画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループをクリックし、[サイズ変更サイズ変更サイズ変更サイズ変更] ツールの [画像サイズの変更画像サイズの変更画像サイズの変更画像サイズの変更] オプション  

  を選択します。 

 キャンバス全体のサイズを変更するには、すべてのベクトル オブジェクトをフラット化する必要があります。キャンバス上にベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトがある場合、オブジェクトをフラット化して続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

[画像サイズの変更] 作業ウィンドウが表示されます。オプションを選択して [閉じる] をクリックします。 

2. 新しい幅と高さを入力します。 

 キャプチャや画像のエッジを滑らかにするには、[スムーズスムーズスムーズスムーズ スケーリングスケーリングスケーリングスケーリング] オプションを選択します。スムーズ スケーリング オプションを使用して、縮小したキャプチャを読み取りやすくすることもできます。 

 必要に応じて、キャンバスをキャプチャより大きくする場合のキャンバスの色を変更します。 

 [縦横比を維持する縦横比を維持する縦横比を維持する縦横比を維持する] を選択すると、幅または高さを変更する際に画像の正しい縦横比が維持されます。 

キャンバス全体のサイズを変更するキャンバス全体のサイズを変更するキャンバス全体のサイズを変更するキャンバス全体のサイズを変更する キャンバスのサイズを変更すると、キャンバス上のすべての要素は切り抜かれます。 
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 このタスクを実行するには 2 とおりの方法があります。 

1. [画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループをクリックし、[サイズの変更サイズの変更サイズの変更サイズの変更] ツールの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス サイズの変更サイズの変更サイズの変更サイズの変更] オプション  

 を選択します。 

 キャンバス全体のサイズを変更するには、すべてのベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトをフラット化する必要があります。キャンバス上にベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトがある場合、オブジェクトをフラット化して続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

2. [キャンバス サイズの変更] 作業ウィンドウが表示されます。オプションを選択して [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

 新しい幅と高さを入力します。 

 画像の配置を選択します。 

 必要に応じて、キャンバスをキャプチャより大きくする場合のキャンバスの色を変更します。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. キャンバスのハンドルをつかみ、新しいサイズになるまでドラッグします。 

 この方法でサイズを変更する場合、ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトをフラット化する必要はありません。ただし、サイズ変更の際にキャンバスの外にあるオブジェクトは失われます。 
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ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトの操作オブジェクトの操作オブジェクトの操作オブジェクトの操作  
Snagit エディタの一部のツールでは、ベクトル オブジェクトが作成されます。ベクトル オブジェクトには以下の便利な特性があります。 

 キャンバスから切り離して、移動、再配置、整列、グループ化などを行うことができます。 

 サイズを変更したり、プロパティを変更することができます。たとえば、全体の高さや幅、アウトラインの太さ、アウトラインや塗りつぶしの色を変更できます。 

 透明や影の効果を適用できます。 

Snagit のベクトル オブジェクト ツールには、吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し、矢印矢印矢印矢印、スタンプスタンプスタンプスタンプ,、フリーハンドフリーハンドフリーハンドフリーハンド ペンペンペンペン、蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン、直線直線直線直線、図形図形図形図形 があります。 

ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトを作成するための他のオブジェクトを作成するための他のオブジェクトを作成するための他のオブジェクトを作成するための他の 3 とおりの方法とおりの方法とおりの方法とおりの方法 

 クリップボードの内容をキャンバスに貼り付けます。 

 キャンバス上の範囲を選択し、クリップボードにコピーしてから、キャンバス上に再度貼り付けます。 

 トレイのサムネールをキャンバス上にドラッグすると、ベクトル オブジェクトになります。キャンバスにドラッグしたキャプチャや画像ファイル内にベクトル オブジェクトがある場合は、各オブジェクトは個別のベクトル オブジェクトとして残ります。 

ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトを含むキャプチャやファイルを保存するオブジェクトを含むキャプチャやファイルを保存するオブジェクトを含むキャプチャやファイルを保存するオブジェクトを含むキャプチャやファイルを保存する エディタを閉じる際、トレイにあるベクトル オブジェクトを含むキャプチャを保存する必要はありません。すべてのベクトル オブジェクトはその場所に残り、キャプチャを再度開いたときに、変更、移動、サイズ変更、削除を実行できます。ただし、エディタ以外の環境でキャプチャを画像ファイルとして使用するには、キャプチャを保存する必要があります。 トレイには、Snagit ボタンボタンボタンボタンから [開く開く開く開く] オプションを選択するか、またはライブラリライブラリライブラリライブラリから開いたメディア ファイルが含まれている場合もあります。ベクトル オブジェクトを含むこれらのファイルを変更した場合は、変更を保存するか破棄しない限り、エディタを終了できません。 変更したファイルのサムネールには星形が表示されます。変更を保存すると、星形は消えます。 

 

Snagit キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ ファイルファイルファイルファイル形式形式形式形式 (.snag) 

SNAG ファイル形式は、ベクトル オブジェクトが保持されるエディタ専用のファイル形式です。ベクトル オブジェクトを含むキャプチャまたは画像ファイルを SNAG ファイル以外の形式で保存すると、ベクトル オブジェクトはフラット化され、完全に画像の一部となります。フラット化すると、ベクトル オブジェクトを画像から切り離すことはできません。 

ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトに関するヒントオブジェクトに関するヒントオブジェクトに関するヒントオブジェクトに関するヒント 

 オブジェクトのサイズを変更するには、オブジェクト周囲の白い点 (ハンドル) をドラッグします。 

 オブジェクトを右クリックして [フラット化フラット化フラット化フラット化] を選択すると、オブジェクトは完全に背景画像の一部となります。オブジェクトをフラット化した後は、そのオブジェクトを選択して移動や変更を行うことはできません。オブジェクトのフラット化を解除する唯一の方法は、[元に戻す] ボタンをクリックすることです。 

 遠近法と傾斜、画像サイズの変更、回転などの効果を適用するには、すべてのベクトル オブジェクトをフラット化してキャンバス全体を選択する必要があります。 

 新しいベクトル オブジェクトを既存のベクトル オブジェクトの上に描画するには、Alt キーを押したままオブジェクトを作成します。 
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 新しいベクトル オブジェクトは常に最前面に配置されます。そのため、最新のオブジェクトを前に作成したオブジェクトの上に移動することができます。 

 既存のベクトル オブジェクトの背面で塗りつぶしや消去ツールを使用するには、Alt キーを押したまま描画ツールをクリックします。これにより、既存のオブジェクトを選択せずにオブジェクトの下で描画ツールを使用できます。 

 ベクトル オブジェクトの上で消去や塗りつぶしツールを使用するには、そのオブジェクトをフラット化します。ベクトル オブジェクトをフラット化するには、オブジェクトを右クリックして [フラット化フラット化フラット化フラット化] を選択します。 

 複数ページのプリンタ キャプチャにベクトル オブジェクトが含まれる場合、別のページに移動すると自動的にフラット化されます。つまり、キャプチャ内でページを切り替えると、ベクトル オブジェクトは背景の一部となり、オブジェクトを移動することはできなくなります。 

複数のベクトル複数のベクトル複数のベクトル複数のベクトル オブジェクトを選択または解除するオブジェクトを選択または解除するオブジェクトを選択または解除するオブジェクトを選択または解除する 

 Shift キーを押したまま各オブジェクトを選択します。 

 選択したオブジェクトのうち 1 つまたは複数の選択を解除するには、そのオブジェクトをもう一度クリックします。 

 Shift キーを押したまま、マウス カーソルをオブジェクト上で移動すると、プラス記号 (オブジェクトが未選択の場合) またはマイナス記号 (オブジェクトが選択済みの場合) が表示されます。 

 すべてのベクトル オブジェクトを選択するには、キャンバス上で右クリックして [すべてのオブジェクトを選択すべてのオブジェクトを選択すべてのオブジェクトを選択すべてのオブジェクトを選択] を選択します。 
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キャンバス上でのオブジェクトの整列キャンバス上でのオブジェクトの整列キャンバス上でのオブジェクトの整列キャンバス上でのオブジェクトの整列 

オブジェクトをグループ化およびグループ解除するオブジェクトをグループ化およびグループ解除するオブジェクトをグループ化およびグループ解除するオブジェクトをグループ化およびグループ解除する 

 [描画] タブ > [オブジェクト] グループ > [整列] ボタン > [グループ] > [グループ] または [グループ解除] 

 ググググループループループループ : 複数のベクトル オブジェクトをグループ化し、すばやく移動できるようにします。オブジェクトをグループ化すると、1 つのベクトル オブジェクトとして機能します。 

 グループ解除グループ解除グループ解除グループ解除 : グループ化されているベクトル オブジェクトのグループを解除します。オブジェクトのグループを解除すると、個別のベクトル オブジェクトとして機能します。 

オブジェクトを整列するオブジェクトを整列するオブジェクトを整列するオブジェクトを整列する 

 [描画] タブ > [オブジェクト] グループ > [整列] ボタン > リストから整列オプションを選択 以下のオプションを使用して、選択した 2 つ以上のオブジェクトの配置を変更します。 

 左左左左 選択したオブジェクトの左端を合わせて整列します。 

 中央中央中央中央 選択したオブジェクトの横の中心を合わせて整列します。 

 右右右右 選択したオブジェクトの右端を合わせて整列します。 

 上上上上 選択したオブジェクトの上端を合わせて整列します。 

 中央中央中央中央 選択したオブジェクトの縦の中心を合わせて整列します。 

 下下下下 選択したオブジェクトの下端を合わせて整列します。 

オブジェクトの順序を変更するオブジェクトの順序を変更するオブジェクトの順序を変更するオブジェクトの順序を変更する 

 [描画] タブ > [オブジェクト] グループ > [整列] ボタン > [順序] > リストから順序のオプションを選択 ベクトル オブジェクトをレイヤーの前面および背面に移動します。新しいベクトル オブジェクトを追加するたび、既存のオブジェクトの前面に新しいレイヤーが作成されます。 

 最前面へ移動最前面へ移動最前面へ移動最前面へ移動 選択したオブジェクトを最前面のレイヤーに移動します。オブジェクトは他の全オブジェクトの前面に配置されます。 

 最背面へ移動最背面へ移動最背面へ移動最背面へ移動 選択したオブジェクトを最背面のレイヤーに移動します。オブジェクトは他の全オブジェクトの背面に配置されます。 

 前面へ移動前面へ移動前面へ移動前面へ移動 選択したオブジェクトを 1 つ前のレイヤーに移動します。 

 背面へ移動背面へ移動背面へ移動背面へ移動 選択したオブジェクトを 1 つ後ろのレイヤーに移動します。 

オブジェクト、選択範囲、またはキャンバスを上下または左右に反転するオブジェクト、選択範囲、またはキャンバスを上下または左右に反転するオブジェクト、選択範囲、またはキャンバスを上下または左右に反転するオブジェクト、選択範囲、またはキャンバスを上下または左右に反転する 

 [描画] タブ > [オブジェクト] グループ > [整列] ボタン > [反転] > [水平] または [垂直] オブジェクトを反転するオブジェクトを反転するオブジェクトを反転するオブジェクトを反転する 
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1. オブジェクトをクリックして選択します。 

2. [描画描画描画描画] タブの [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] グループから、[整列整列整列整列] ボタン、[反転反転反転反転] の順にクリックして、[水平水平水平水平] または [垂垂垂垂直直直直] を選択します。 
-またはまたはまたはまたは- 

[画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループから、[回転回転回転回転] ボタン 、[反転反転反転反転] の順にクリックして、[水平水平水平水平] または 
[垂垂垂垂直直直直] を選択します。 

 選択範囲を反転する選択範囲を反転する選択範囲を反転する選択範囲を反転する 

1. [選択選択選択選択] ツール  を使用して、キャンバスの範囲を選択します。 

2. [描画描画描画描画] タブの [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] グループから、[整列整列整列整列] ボタン、[反転反転反転反転] の順にクリックして、[水平水平水平水平] または [垂垂垂垂直直直直] を選択します。 
-またはまたはまたはまたは- 

[画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループから、[回転回転回転回転] ボタン 、[反転反転反転反転] の順にクリックして、[水平水平水平水平] または 
[垂垂垂垂直直直直] を選択します。 

 キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス全体全体全体全体のののの内容内容内容内容を反転するを反転するを反転するを反転する 

 キャンバス全体を反転するには、すべてのベクトル オブジェクトをフラット化する必要があります。 

1. すべてのベクトル オブジェクトの選択が解除されていることを確認します。 

2. [描画描画描画描画] タブの [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] グループから、[整列整列整列整列] ボタン、[反転反転反転反転] の順にクリックして、[水平水平水平水平] または [垂垂垂垂直直直直] を選択します。 
-またはまたはまたはまたは- 

[画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループから、[回転回転回転回転] ボタン 、[反転反転反転反転] の順にクリックして、[水平水平水平水平] または 
[垂垂垂垂直直直直] を選択します。 

キャンバス全体を回転するキャンバス全体を回転するキャンバス全体を回転するキャンバス全体を回転する 

 キャンバス全体を回転するには、すべてのベクトル オブジェクトをフラット化してください。 角度を指定してキャンバス全体を回転します。[ユーザー設定の角ユーザー設定の角ユーザー設定の角ユーザー設定の角度度度度] オプションを使用すると、0 ～ 360°の範囲でユーザーが指定した角度で画像を回転できます。 

1. [画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループから、[回転回転回転回転] ボタン  をクリックして、リストから回転角度を選択するか、任意の角度を指定するには [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] を選択します。 

2. [ユーザー設定の角度] タスク ペインで、回転の設定を変更します。 

3. [OK] をクリックします。 オプションオプションオプションオプション 説説説説明明明明 角角角角度度度度 スライダを使用して、回転角度を 0 ～ 360°の範囲で指定します。 キャンバスのサイキャンバスのサイキャンバスのサイキャンバスのサイズを変更ズを変更ズを変更ズを変更 
キャプチャの回転時にキャンバスのサイズを自動で拡大します。 キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色 キャプチャの回転時にキャンバスが拡大される場合のキャンバスの色を設定します。 
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透明透明透明透明 

 [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから [色の効果色の効果色の効果色の効果] をクリックして選択する [透明色透明色透明色透明色] オプションを使用して、
GIF、ICO、または CUR 形式の透明画像ファイルを作成します。詳細については、「色の効果色の効果色の効果色の効果」を参照してください。 

[透明な背透明な背透明な背透明な背景景景景] オプションを使用すると、オブジェクトまたは選択範囲内で指定した色を透明にすることができます。透明にする色は、[画像画像画像画像] タブの [キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色] で指定します。 次の例での設定は以下のとおりです。 

1. [キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色] を白に設定します。 

2. 選択範囲または選択したオブジェクト内のすべての白の部分は、[透明な背透明な背透明な背透明な背景景景景] オプションをオンにすると透明になります。 

 

 次の例での設定は以下のとおりです。 

1. [キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色] をピンクに設定します。 

2. 選択範囲または選択したオブジェクト内のすべてのピンクの部分は、[透明な背透明な背透明な背透明な背景景景景] オプションをオンにすると透明になります。 
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キャンバス内の選択範囲の色を透明にするキャンバス内の選択範囲の色を透明にするキャンバス内の選択範囲の色を透明にするキャンバス内の選択範囲の色を透明にする 

1. キャンバス上で範囲を選択します。 

2. 選択範囲をコピーして貼り付けます。白いハンドルが表示されます。 

3. [描画描画描画描画] タブの [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[効果効果効果効果] ボタンをクリックして [透明な背透明な背透明な背透明な背景景景景] を選択します。オプションの隣にあるチェックマークは、そのオプションが選択されていることを示します。 

 

4. [画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループから、[キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色] を選択します。透明にする色をカラー パレットから選択します。 

 [ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色] をクリックすると、大きなパレットから選択できます。 

 [画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] をクリックすると、カラー ピッカーを使用して、透明にする色をキャンバスから選択できます。 

貼り付けたオブジェクト内の色を透明にする貼り付けたオブジェクト内の色を透明にする貼り付けたオブジェクト内の色を透明にする貼り付けたオブジェクト内の色を透明にする 

1. クリップボードの内容をキャンバスに貼り付けます。(この操作は、エディタで作成したベクトル オブジェクトを貼り付ける場合は行えません。) 

2. [描画描画描画描画] タブの [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[効果効果効果効果] ボタンをクリックして [透明な背透明な背透明な背透明な背景景景景] を選択します。オプションの隣にあるチェックマークは、透明効果が選択されていることを示します。 

 

3. [画像画像画像画像] タブの [キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス] グループから、[キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色キャンバスの色] を選択します。透明にする色をカラー パレットから選択します。 

 [ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色] をクリックすると、大きなパレットから選択できます。 

 [画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] をクリックすると、カラー ピッカーを使用して、透明にする色をキャンバスから選択できます。 
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描画ツールと特殊効果描画ツールと特殊効果描画ツールと特殊効果描画ツールと特殊効果 描画ツールと特殊効果を使用して、キャプチャや画像ファイルを洗練されたプロ仕様の品質に仕上げることができます。また、吹き出しや矢印などの注釈を追加することもできます。 

 詳細については、以下を参照してください。 

 吹き出し 

 矢印 

 スタンプ 

 フリーハンド ペン 

 蛍光ペン ツール 

 テキスト  

 線 

 幾何学図形 

 色による範囲の塗りつぶし 

 キャンバスの一部の消去 

 画像の効果 

 色の効果 

 フィルタ 

 エッジ 
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吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し 

[吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し] ツール  を使用して、テキストを含むさまざまな図形を作成できます。クイック スタイル ギャラリーから、さまざまな矢印、バルーン、その他の図形を選択します。吹き出しの図形、サイズ、色、方向、影、およびテキストのフォント、サイズ、スタイル、レイアウト、色を調整します。 

 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから図形を選択します。 

3. キャンバス上でマウスをドラッグして、吹き出しを適用します。 

4. テキストを入力します。 

5. ベクトル オブジェクトの選択やテキストのハイライト表示を行うか、または右クリックしてミニ ツール バーにアクセスし、フォントのオプションを選択します。 

 必要に応じて、吹き出しをダブルクリックすると [テキストの編集] ダイアログ ボックスを再度表示できます。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [吹き出し吹き出し吹き出し吹き出し] ツールを選択します。次に [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

2. クイック スタイル ギャラリーから図形とスタイルを選択します。 
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吹き出しのグラデーション吹き出しのグラデーション吹き出しのグラデーション吹き出しのグラデーション スタイルを変更するスタイルを変更するスタイルを変更するスタイルを変更する 

1. キャンバス上の吹き出しをクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[塗りつ塗りつ塗りつ塗りつぶしぶしぶしぶし]、[グラデーショングラデーショングラデーショングラデーション] の順に選択します。[グラデーションなしグラデーションなしグラデーションなしグラデーションなし]、[影影影影付き付き付き付き]、または [ガガガガラスラスラスラス] のいずれかを選択します。各スタイルの例は以下のとおりです。 

 

吹き出しを移動、変形、または回転する吹き出しを移動、変形、または回転する吹き出しを移動、変形、または回転する吹き出しを移動、変形、または回転する 

1. 吹き出しを移動するには、吹き出しの中央をクリックして新しい位置へドラッグします。 

2. 色付きのハンドルを使用して、以下の調整を行います。 

 黄黄黄黄 : このハンドルをドラッグすると、吹き出しのポインタの図形およびサイズを変更できます。 白白白白 : このハンドルをドラッグすると、吹き出しの高さと幅を変更できます。 緑緑緑緑 : このハンドルをつかんでドラッグすると、吹き出しの向きを回転できます。 
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吹き出しのアウトラインまたは色を変更する吹き出しのアウトラインまたは色を変更する吹き出しのアウトラインまたは色を変更する吹き出しのアウトラインまたは色を変更する キャンバス上の吹き出しをクリックして選択します。 

 アウトラインアウトラインアウトラインアウトラインを変更するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アアアアウトラインウトラインウトラインウトライン] を選択します。ここから、吹き出しのアウトラインの太さ、アウトラインの色、または吹き出し全体の図形を変更できます。 

 塗りつぶしの色塗りつぶしの色塗りつぶしの色塗りつぶしの色を変更するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] を選択します。ここから、塗りつぶしの色の変更と削除、またはグラデーションの変更を行うことができます。 

透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する 透明機能を使用すると、吹き出しを透かして表示することができます。下の図は、さまざまな透明レベルとグラデーションを設定した各種効果を示しています。 

 

1. キャンバス上の吹き出しをクリックします。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

吹き出しの影を追加、削除、または設定変更する吹き出しの影を追加、削除、または設定変更する吹き出しの影を追加、削除、または設定変更する吹き出しの影を追加、削除、または設定変更する キャンバス上の吹き出しをクリックして選択します。 

 影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、アイコンで影の効果を選択します。 

 影を削除するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[影影影影なしなしなしなし] アイコンをクリックします。 

 ユーザー設定の影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[その他のその他のその他のその他の影影影影] をクリックします。[影付き] タスク ペインのオプションを使用して、任意の影を指定します。[OK] をクリックします。 

ユーザー設定の吹き出しをクイックユーザー設定の吹き出しをクイックユーザー設定の吹き出しをクイックユーザー設定の吹き出しをクイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加する クイック スタイル ギャラリーを使用して、ユーザー設定の吹き出しを保存して再利用できます。 

1. キャンバス上の吹き出しをクリックして選択します。 

2. 吹き出しを右クリックします。 

3. ポップアップ メニューから、[クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] をクリックします。クイック スタイル ギャラリーで吹き出しを使用できるようになります。 
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矢印矢印矢印矢印 

[矢印矢印矢印矢印] ツール  を使用して、ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトの矢印を作成できます。クイック スタイル ギャラリーからさまざまな矢印を選択するか、または独自に作成します。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [矢印矢印矢印矢印] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループからスタイルを選択します。 

3. キャンバス上でマウスをドラッグして、矢印を適用します。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [矢印矢印矢印矢印] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

3. クイック スタイル ギャラリーから矢印を選択します。 

 

ベジエ曲線の矢印を描くベジエ曲線の矢印を描くベジエ曲線の矢印を描くベジエ曲線の矢印を描く 曲線の矢印を描くには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [矢印矢印矢印矢印] ツールを選択します。 
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2. クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーから、曲線の矢印スタイルを選択します。 

 
3. クリック & ドラッグして、キャンバス上に矢印を描きます。 

4. もう一度クリック & ドラッグして、曲線上の点を 1 つ設定します。 

5. もう一度クリック & ドラッグして、2 つめの曲線上の点を設定します。 

6. 白いオブジェクト ハンドルをドラッグして、カーブを調整します。 

キャンバス上の色から矢印の色を選択するキャンバス上の色から矢印の色を選択するキャンバス上の色から矢印の色を選択するキャンバス上の色から矢印の色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツ描画ツ描画ツ描画ツールールールール] グループから [矢印矢印矢印矢印] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン]、[画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] の順に選択します。 

3. キャンバス上をクリックしてアウトラインの色を選択します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、矢印を作成します。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [矢印矢印矢印矢印] ツールを選択します。 

2. Ctrl キーを押したままスポイトを使用して、キャンバス上の色を選択します。 

3. 色を選択したら、Ctrl キーを放します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、矢印を作成します。 

ユーザー設定の矢印の色を選択するユーザー設定の矢印の色を選択するユーザー設定の矢印の色を選択するユーザー設定の矢印の色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [矢印矢印矢印矢印] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションを選択し、[その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色]、[色] タスク ペインの順に選択します。 

3. [標準標準標準標準] または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブから色を選択します。[OK] をクリックします。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、矢印を作成します。 

矢印の先端や終点のスタイルを変更する矢印の先端や終点のスタイルを変更する矢印の先端や終点のスタイルを変更する矢印の先端や終点のスタイルを変更する 

1. キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[端点端点端点端点] を選択します。メニューからスタイルを選択するか、[ユーザー設定のユーザー設定のユーザー設定のユーザー設定の端点端点端点端点] をクリックして新しいスタイルを作成します。 

矢印の太さを変更する矢印の太さを変更する矢印の太さを変更する矢印の太さを変更する 

1. キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[太太太太ささささ] を選択します。メニューから太さを選択するか、
[ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線] をクリックして新しい太さを設定します。 

矢印の線のスタイルを変更する矢印の線のスタイルを変更する矢印の線のスタイルを変更する矢印の線のスタイルを変更する 

1. キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[点点点点線線線線] を選択します。メニューからスタイルを選択するか、[ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線] をクリックして新しいスタイルを作成します。 
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矢印を移動または変形する矢印を移動または変形する矢印を移動または変形する矢印を移動または変形する 

 矢印を移動するには、矢印の中央をクリックして新しい位置へドラッグします。 

 白いハンドルを使用して、矢印の形とサイズを変更できます。 

 Shift キーを押したままにすると、縦、横、斜め方向に直線の矢印を作成できます。 

矢印の透明レベルを設定する矢印の透明レベルを設定する矢印の透明レベルを設定する矢印の透明レベルを設定する 透明機能を使用すると、矢印を透かして表示することができます。下の図は、透明レベルの調整によって得られる効果の例を示しています。 

 

1. キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

矢印の影を追加、削除、または設定変更する矢印の影を追加、削除、または設定変更する矢印の影を追加、削除、または設定変更する矢印の影を追加、削除、または設定変更する キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

 影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、アイコンで影の効果を選択します。 

 影を削除するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[影影影影なしなしなしなし] アイコンをクリックします。 

 ユーザー設定の影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[その他のその他のその他のその他の影影影影] をクリックします。[影付き] タスク ペインのオプションを使用して、任意の影を指定します。[OK] をクリックします。 

ユーザー設定の矢印をクイックユーザー設定の矢印をクイックユーザー設定の矢印をクイックユーザー設定の矢印をクイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加する クイック スタイル ギャラリーを使用して、ユーザー設定の矢印を保存して再利用できます。 

1. キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

2. 矢印を右クリックします。 

3. ポップアップ メニューから、[クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] をクリックします。クイック スタイル ギャラリーで矢印を使用できるようになります。 

 

アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線 アンチエイリアシングは、線を滑らかにするための技術です。アンチエイリアシングを適用しない場合、オブジェクトのエッジはギザギザになります。エディタのすべてのベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト ツールでは、アンチエイリアシング オプションがオンになっています。 アンチエイリアシングのオン/オフを切り替えるには、以下の手順に従います。 

1. キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

2. [ススススタイルタイルタイルタイル] グループから [効果効果効果効果]、[アンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシング] の順に選択します。 
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スタンプスタンプスタンプスタンプ 
Snagit のスタンプを使用して、画面キャプチャ用に特別にデザインされたベクトルベクトルベクトルベクトル アートワークによる注釈をグラフィックに付けることができます。クイック スタイル ギャラリーからさまざまなスタンプを選択したり、
TechSmith Web サイトから追加ダウンロードしたり、独自に作成することもできます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [スタンプスタンプスタンプスタンプ] ツール  を選択します。 

2. カテゴリを選択して、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループからスタンプを選択します。 

3. キャンバス上でマウスをドラッグして、スタンプを適用します。 

スタンプを移動またはサイズ変更するスタンプを移動またはサイズ変更するスタンプを移動またはサイズ変更するスタンプを移動またはサイズ変更する キャンバス上のスタンプをクリックして選択します。 

 スタンプを移動するには、スタンプの中央をクリックして新しい位置へドラッグします。 

 スタンプのサイズを変更するには、白いハンドルをドラッグして高さと幅を変更します。 

透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する 透明機能を使用すると、スタンプを透かして表示することができます。下の図は、さまざまな透明レベルの例を示しています。 

 

1. キャンバス上のスタンプをクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

スタンプの影を追加、削除、または設定変更するスタンプの影を追加、削除、または設定変更するスタンプの影を追加、削除、または設定変更するスタンプの影を追加、削除、または設定変更する キャンバス上のスタンプをクリックして選択します。 

 影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、アイコンで影の効果を選択します。 

 影を削除するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[影影影影なしなしなしなし] アイコンをクリックします。 

 ユーザー設定の影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[その他のその他のその他のその他の影影影影] をクリックします。[影付き] タスク ペインのオプションを使用して、任意の影を指定します。[OK] をクリックします。 

ユーザー設定のスタユーザー設定のスタユーザー設定のスタユーザー設定のスタンプをクイックンプをクイックンプをクイックンプをクイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加する ユーザー設定のスタンプを保存して再利用できます。 

1. キャンバス上のスタンプをクリックして選択します。 

2. スタンプを右クリックします。 

3. ポップアップ メニューから、[マイ スタンプに追加] をクリックします。クイック スタイル ギャラリーの [マイ スタンプ] カテゴリでスタンプを使用できるようになります。 

Snagit 9 144



 

TechSmith Web サイトからスタンプを追加ダウンロードするサイトからスタンプを追加ダウンロードするサイトからスタンプを追加ダウンロードするサイトからスタンプを追加ダウンロードする 

1. キャンバス上のスタンプをクリックして選択します。 

2. クイック スタイル ギャラリー下部の [ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード...] リンクをクリックします。 

 

3. TechSmith Web サイトのスタンプ ダウンロード ページが開きます。 

スタンプの整理スタンプの整理スタンプの整理スタンプの整理 

[スタンプの整理] タスク ペインを使用して、スタンプ カテゴリの新規追加、スタンプの削除、既存グラフィックのスタンプとしての追加などを実行できます。 

[スタンプの整理] タスク ペインにアクセスするには、以下の手順に従います。 

1. クイック スタイル ギャラリー下部の [スタンプの整理スタンプの整理スタンプの整理スタンプの整理] リンクをクリックします。 

 

2. 確認メッセージが表示されたら、[ユーザー設定のスタンプ フォルダ] の場所を入力して [OK] をクリックします。 
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フリーハンドフリーハンドフリーハンドフリーハンド ペンペンペンペン 

[ペンペンペンペン] ツール  を使用して、ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトの線をフリーハンドで作成できます。クイック スタイル ギャラリーからさまざまなペンの線を選択するか、または独自に作成します。 

 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [ペンペンペンペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループからスタイルを選択します。 

3. キャンバス上でマウスをドラッグして、ペンの線を適用します。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [ペンペンペンペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

3. クイック スタイル ギャラリーからペンのスタイルを選択します。 

 

キャンバス上の色からペンの色を選択するキャンバス上の色からペンの色を選択するキャンバス上の色からペンの色を選択するキャンバス上の色からペンの色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [ペンペンペンペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン]、[画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] の順に選択します。 

3. キャンバス上をクリックしてアウトラインの色を選択します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、線を作成します。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [ペンペンペンペン] ツールを選択します。 

2. Ctrl キーを押したままスポイトを使用して、キャンバス上の色を選択します。 

3. 色を選択したら、Ctrl キーを放します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、ペンの線を作成します。 
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ユーザー設定の色を選択するユーザー設定の色を選択するユーザー設定の色を選択するユーザー設定の色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [ペンペンペンペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションを選択し、[その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色]、[色] タスク ペインの順に選択します。 

3. [標準標準標準標準] または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブから色を選択します。[OK] をクリックします。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、ペンの線を作成します。 

ペンの線を変形するペンの線を変形するペンの線を変形するペンの線を変形する 

1. キャンバス上のペンの線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[図形図形図形図形] を選択します。メニューからスタイルを選択します。 

ペンの太さを変更するペンの太さを変更するペンの太さを変更するペンの太さを変更する 

1. キャンバス上のペンの線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[太太太太ささささ] を選択します。メニューから太さを選択するか、
[ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線] をクリックして新しいスタイルを作成します。 

ペンの線を移動または変形するペンの線を移動または変形するペンの線を移動または変形するペンの線を移動または変形する 

 ペンの線を移動するには、線の中央をクリックして新しい位置へドラッグします。 

 ペンの線を変形するには、線を右クリックして [頂点頂点頂点頂点の編集の編集の編集の編集] を選択します。黄色いポイントをドラッグして、線の形を変更します。[頂点頂点頂点頂点の編集の編集の編集の編集] を再度クリックすると、ポイントが表示されなくなります。 

 Shift キーを押したままにすると、縦、横、斜め方向に直線を作成できます。 

透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する 透明機能を使用すると、ペンの線を透かして表示することができます。下の図は、透明レベルの調整によって得られる効果の例を示しています。 

 

1. キャンバス上のペンの線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

ペンの線の影を追加、削除、まペンの線の影を追加、削除、まペンの線の影を追加、削除、まペンの線の影を追加、削除、または設定変更するたは設定変更するたは設定変更するたは設定変更する キャンバス上のペンの線をクリックして選択します。 

 影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、アイコンで影の効果を選択します。 

 影を削除するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[影影影影なしなしなしなし] アイコンをクリックします。 

 ユーザー設定の影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[その他のその他のその他のその他の影影影影] をクリックします。[影付き] タスク ペインのオプションを使用して、任意の影を指定します。[OK] をクリックします。 

ユーザー設定のペンの線をクイックユーザー設定のペンの線をクイックユーザー設定のペンの線をクイックユーザー設定のペンの線をクイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加する クイック スタイル ギャラリーを使用して、ユーザー設定のペンの線を保存して再利用できます。 
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1. キャンバス上のペンの線をクリックして選択します。 

2. ペンの線を右クリックします。 

3. ポップアップ メニューから、[クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] をクリックします。クイック スタイル ギャラリーでペンの線を使用できるようになります。 

 

アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線 アンチエイリアシングは、線を滑らかにするための技術です。アンチエイリアシングを適用しない場合、オブジェクトのエッジはギザギザになります。エディタのすべてのベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト ツールでは、アンチエイリアシング オプションがオンになっています。 アンチエイリアシングのオン/オフを切り替えるには、以下の手順に従います。 

1. キャンバス上のペンの線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[アンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシング] の順に選択します。 
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蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン ツールツールツールツール 

[蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン] ツール  を使用して、キャンバスの四角形の範囲を色で強調できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから色を選択します。 

3. キャンバス上をクリックしてドラッグし、ハイライトの色を適用します。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーから色を選択するギャラリーから色を選択するギャラリーから色を選択するギャラリーから色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン] ツールを選択します。 

2. [スタイスタイスタイスタイルルルル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

3. ドロップダウン ギャラリー メニューから色を選択します。 

 

キャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択するキャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択するキャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択するキャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし]、[画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] の順に選択します。 

3. キャンバス上をクリックして塗りつぶしの色を選択します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、ハイライトを作成します。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン] ツールを選択します。 

2. Ctrl キーを押したままスポイトを使用して、キャンバス上の色を選択します。 

3. 色を選択したら、Ctrl キーを放します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、ハイライトを作成します。 

ユーザー設定の塗りつぶしの色を選択するユーザー設定の塗りつぶしの色を選択するユーザー設定の塗りつぶしの色を選択するユーザー設定の塗りつぶしの色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] オプションを選択し、[その他の塗りつぶしの色その他の塗りつぶしの色その他の塗りつぶしの色その他の塗りつぶしの色]、[色] タスク ペインの順に選択します。 
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3. [標準標準標準標準] または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブから色を選択します。[OK] をクリックします。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、ハイライトを作成します。 

塗りつぶしの透明レベルを設定する塗りつぶしの透明レベルを設定する塗りつぶしの透明レベルを設定する塗りつぶしの透明レベルを設定する ハイライトの色の鮮やかさを調整します。パーセントの値が高くなるにつれて、色の鮮やかさが低下します。 

 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン蛍光ペン] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、割合を選択します。 

3. キャンバス上でカーソルをドラッグして、ハイライトを作成します。 
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テキストテキストテキストテキスト  

[テキストテキストテキストテキスト] ツール  を使用して、画像上にベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのテキストを作成できます。テキストのフォント、サイズ、スタイル、レイアウト、影、アンチエイリアシング、色、フレーム、ボックスのスタイル、塗りつぶしの色を調整できます。 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [テキストテキストテキストテキスト] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループからスタイルを選択します。 

3. キャンバス上でマウスをドラッグして、テキスト ボックスを作成します。 

4. テキストを入力します。 

5. ベクトル オブジェクトの選択やテキストのハイライト表示を行うか、または右クリックしてミニ ツール バーにアクセスし、フォントのオプションを選択します。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [テキストテキストテキストテキスト] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

3. クイック スタイル ギャラリーからテキストのスタイルを選択します。 

 

キャンバス上の色からテキストの色を選択するキャンバス上の色からテキストの色を選択するキャンバス上の色からテキストの色を選択するキャンバス上の色からテキストの色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [テキテキテキテキストストストスト] ツールを選択します。 

2. キャンバス上でマウスをドラッグして、テキスト ボックスを作成します。 

3. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし]、[画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] の順に選択します。 

4. テキストを入力します。 

5. ベクトル オブジェクトの選択やテキストのハイライト表示を行うか、または右クリックしてミニ ツール バーにアクセスし、フォントのオプションを選択します。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [テキストテキストテキストテキスト] ツールを選択します。 

2. キャンバス上でマウスをドラッグして、テキスト ボックスを作成します。 
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3. Ctrl キーを押したままスポイトを使用して、キャンバス上の色を選択します。 

4. 色を選択したら、Ctrl キーを放します。 

5. テキストを入力します。 

6. ベクトル オブジェクトの選択やテキストのハイライト表示を行うか、または右クリックしてミニ ツール バーにアクセスし、フォントのオプションを選択します。 

ユーザー設定のテキストの色を選択するユーザー設定のテキストの色を選択するユーザー設定のテキストの色を選択するユーザー設定のテキストの色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [テキストテキストテキストテキスト] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] オプションを選択し、[その他の塗りその他の塗りその他の塗りその他の塗りつぶしの色つぶしの色つぶしの色つぶしの色]、[色] タスク ペインの順に選択します。 

3. [標準標準標準標準] または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブから色を選択します。[OK] をクリックします。 

4. キャンバス上でマウスをドラッグして、テキスト ボックスを作成します。 

5. テキストを入力します。 

6. ベクトル オブジェクトの選択やテキストのハイライト表示を行うか、または右クリックしてミニ ツール バーにアクセスし、フォントのオプションを選択します。 

テキストテキストテキストテキスト ボックスを移動またはサイズ変更するボックスを移動またはサイズ変更するボックスを移動またはサイズ変更するボックスを移動またはサイズ変更する 

 テキスト ボックスを移動するには、ボックスの中央をクリックして新しい位置へドラッグします。 

 白いハンドルを使用して、テキスト ボックスの高さと幅を変更できます。 

テキストの透明レベルを設定するテキストの透明レベルを設定するテキストの透明レベルを設定するテキストの透明レベルを設定する 透明機能を使用すると、テキストを透かして表示することができます。 

1. キャンバス上のテキスト ボックスをクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

テキストの影を追加、削除、または設定変更するテキストの影を追加、削除、または設定変更するテキストの影を追加、削除、または設定変更するテキストの影を追加、削除、または設定変更する キャンバス上のテキスト ボックスをクリックして選択します。 

 影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、アイコンで影の効果を選択します。 

 影を削除するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[影影影影なしなしなしなし] アイコンをクリックします。 

 ユーザー設定の影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[その他のその他のその他のその他の影影影影] をクリックします。[影付き] タスク ペインのオプションを使用して、任意の影を指定します。[OK] をクリックします。 

ユーザー設定のテキストをクイックユーザー設定のテキストをクイックユーザー設定のテキストをクイックユーザー設定のテキストをクイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーに追加すギャラリーに追加すギャラリーに追加すギャラリーに追加するるるる クイック スタイル ギャラリーを使用して、ユーザー設定のテキスト スタイルを保存して再利用できます。 

1. キャンバス上のテキスト ボックスをクリックして選択します。 

2. テキストを右クリックします。 

3. ポップアップ メニューから、[クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] をクリックします。クイック スタイル ギャラリーでテキスト スタイルを使用できるようになります。 

 

アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線 
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アンチエイリアシングは、線を滑らかにするための技術です。アンチエイリアシングを適用しない場合、オブジェクトのエッジはギザギザになります。エディタのすべてのベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト ツールでは、アンチエイリアシング オプションがオンになっています。 アンチエイリアシングのオン/オフを切り替えるには、以下の手順に従います。 

1. キャンバス上のテキスト ボックスをクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[アンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシング] の順に選択します。 
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線線線線 

[直線直線直線直線] ツール  を使用して、ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトの線を作成できます。クイック スタイル ギャラリーからさまざまな線を選択するか、または独自に作成します。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [直線直線直線直線] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループからスタイルを選択します。 

3. キャンバス上でマウスをドラッグして、線を適用します。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツ描画ツ描画ツ描画ツールールールール] グループから [直線直線直線直線] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

3. クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーから線を選択します。 

 

ベジエ曲線を描くベジエ曲線を描くベジエ曲線を描くベジエ曲線を描く 曲線を描くには、以下の手順に従います。 
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1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [直線直線直線直線] ツールを選択します。 

2. クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーから、曲線のスタイルを選択します。 

 

3. クリック & ドラッグして、キャンバス上に線を描きます。 

4. もう一度クリック & ドラッグして、曲線上の点を 1 つ設定します。 

5. もう一度クリック & ドラッグして、2 つめの曲線上の点を設定します。 

6. 白いオブジェクト ハンドルをドラッグして、カーブを調整します。 

キャンバス上の色から線の色を選択するキャンバス上の色から線の色を選択するキャンバス上の色から線の色を選択するキャンバス上の色から線の色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [直線直線直線直線] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン]、[画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] の順に選択します。 

3. キャンバス上をクリックしてアウトラインの色を選択します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、線を作成します。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [直線直線直線直線] ツールを選択します。 

2. Ctrl キーを押したままスポイトを使用して、キャンバス上の色を選択します。 

3. 色を選択したら、Ctrl キーを放します。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、線を作成します。 

ユーザー設定の線の色を選択するユーザー設定の線の色を選択するユーザー設定の線の色を選択するユーザー設定の線の色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [直線直線直線直線] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションを選択し、[その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色その他のアウトラインの色]、[色] タスク ペインの順に選択します。 

3. [標準標準標準標準] または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブから色を選択します。[OK] をクリックします。 

4. キャンバス上でカーソルをドラッグして、線を作成します。 

線の端点のスタイルを変更する線の端点のスタイルを変更する線の端点のスタイルを変更する線の端点のスタイルを変更する 

1. キャンバス上の線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[端点端点端点端点] を選択します。メニューからスタイルを選択するか、[ユーザー設定のユーザー設定のユーザー設定のユーザー設定の端点端点端点端点] をクリックして新しいスタイルを作成します。 

線の太さを変更する線の太さを変更する線の太さを変更する線の太さを変更する 

1. キャンバス上の線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[太太太太ささささ] を選択します。メニューから太さを選択するか、
[ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線] をクリックして新しいスタイルを作成します。 

線のスタイルを変更する線のスタイルを変更する線のスタイルを変更する線のスタイルを変更する 

1. キャンバス上の線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[点線] を選択します。メニューからスタイルを選択するか、[ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線] をクリックして新しいスタイルを作成します。 
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線を移動または変形する線を移動または変形する線を移動または変形する線を移動または変形する 

 線を移動するには、線の中央をクリックして新しい位置へドラッグします。 

 白いハンドルを使用して、線の形とサイズを変更できます。 

 Shift キーを押したままにすると、縦、横、斜め方向に直線を作成できます。 

透透透透明レベルを設定する明レベルを設定する明レベルを設定する明レベルを設定する 透明機能を使用すると、線を透かして表示することができます。下の図は、透明レベルの調整によって得られる効果の例を示しています。 

 

1. キャンバス上の線をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

線の影を追加、削除線の影を追加、削除線の影を追加、削除線の影を追加、削除、または設定変更する、または設定変更する、または設定変更する、または設定変更する キャンバス上の線をクリックして選択します。 

 影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、アイコンで影の効果を選択します。 

 影を削除するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[影影影影なしなしなしなし] アイコンをクリックします。 

 ユーザー設定の影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[その他のその他のその他のその他の影影影影] をクリックします。[影付き] タスク ペインのオプションを使用して、任意の影を指定します。[OK] をクリックします。 

ユーザー設定の線をクイックユーザー設定の線をクイックユーザー設定の線をクイックユーザー設定の線をクイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加する クイック スタイル ギャラリーを使用して、ユーザー設定の線を保存して再利用できます。 

1. キャンバス上の線をクリックして選択します。 

2. 線を右クリックします。 

3. ポップアップ メニューから、[クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] をクリックします。クイック スタイル ギャラリーで線を使用できるようになります。 

 

アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線 アンチエイリアシングは、線を滑らかにするための技術です。アンチエイリアシングを適用しない場合、オブジェクトのエッジはギザギザになります。エディタのすべてのベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト ツールでは、アンチエイリアシング オプションがオンになっています。 アンチエイリアシングのオン/オフを切り替えるには、以下の手順に従います。 

1. キャンバス上の矢印をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[アンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシング] の順に選択します。 
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幾何学図形幾何学図形幾何学図形幾何学図形  

[図形図形図形図形] ツール  を使用して、幾何学図形のベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトを作成できます。クイック スタイル ギャラリーからさまざまな図形とスタイルを選択します。図形のサイズ、色、影などを調整できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [図形図形図形図形] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから図形を選択します。 

3. キャンバス上でマウスをドラッグして、図形を描きます。 

4. Shift キーを押したままにすると、正円、長方形、または正方形を描くことができます。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択するギャラリーからスタイルを選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [図形図形図形図形] ツールを選択します。次に [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

2. クイック スタイル ギャラリーから図形とスタイルを選択します。 
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図形を移動または変形する図形を移動または変形する図形を移動または変形する図形を移動または変形する 

 図形を移動するには、図形の中央をクリックして新しい位置へドラッグします。 

 白いハンドルを使用して、図形の形とサイズを変更できます。 

 Shift キーを押したままにすると、正円、長方形、または正方形を描くことができます。 

多角形を描く多角形を描く多角形を描く多角形を描く 多角形を描くには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [図形図形図形図形] ツールを選択します。 

2. クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーから、多角形のスタイルを選択します。 

 

3. クリック & ドラッグして、キャンバス上に線を描きます。 

4. クリック & ドラッグを繰り返して、目的の図形を描きます。 

5. キャンバスをダブルクリックすると、閉じた図形が作成されます。 

6. 白いオブジェクト ハンドルをドラッグして、角度を調整します。 

図形のアウトラインまたは色を変更する図形のアウトラインまたは色を変更する図形のアウトラインまたは色を変更する図形のアウトラインまたは色を変更する キャンバス上の図形をクリックして選択します。 

 アウトラインアウトラインアウトラインアウトラインを変更するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] を選択します。ここから、図形のアウトラインの太さ、アウトラインの色、または全体の図形を変更できます。 

 塗りつぶしの色塗りつぶしの色塗りつぶしの色塗りつぶしの色を変更するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] を選択します。ここから、塗りつぶしの色の変更と削除、またはグラデーションの変更を行うことができます。 

透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する 
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透明機能を使用すると、図形を透かして表示することができます。下の図は、透明レベルの調整によって得られるさまざまな効果を示しています。 

 

1. キャンバス上の図形をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

図形の影を追加、削除、または設定変更する図形の影を追加、削除、または設定変更する図形の影を追加、削除、または設定変更する図形の影を追加、削除、または設定変更する キャンバス上の図形をクリックして選択します。 

 影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、アイコンで影の効果を選択します。 

 影を削除するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[影影影影なしなしなしなし] アイコンをクリックします。 

 ユーザー設定の影を追加するには、[スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[影影影影] の順に選択し、[その他のその他のその他のその他の影影影影] をクリックします。[影付き] タスク ペインのオプションを使用して、任意の影を指定します。[OK] をクリックします。 

ユーザー設定の図形をクイックユーザー設定の図形をクイックユーザー設定の図形をクイックユーザー設定の図形をクイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加するギャラリーに追加する クイック スタイル ギャラリーを使用して、ユーザー設定の図形を保存して再利用できます。 

1. キャンバス上の図形をクリックして選択します。 

2. 図形を右クリックします。 

3. ポップアップ メニューから、[クイッククイッククイッククイック ススススタイルに追加タイルに追加タイルに追加タイルに追加] をクリックします。クイック スタイル ギャラリーで図形を使用できるようになります。 

 

アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線 アンチエイリアシングは、線を滑らかにするための技術です。アンチエイリアシングを適用しない場合、オブジェクトのエッジはギザギザになります。エディタのすべてのベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト ツールでは、アンチエイリアシング オプションがオンになっています。 アンチエイリアシングのオン/オフを切り替えるには、以下の手順に従います。 

1. キャンバス上の図形をクリックして選択します。 

2. [スタイル] グループから [効果]、[アンチエイリアシング] の順に選択します。 
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色による範囲の塗りつぶし色による範囲の塗りつぶし色による範囲の塗りつぶし色による範囲の塗りつぶし 

[塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] ツール  を使用して、フラット化された閉じた範囲を色で塗りつぶすことができます。 

 ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトを塗りつぶすことはできません。ベクトル オブジェクトを塗りつぶすには、まずフラット化する必要があります。ベクトル オブジェクトをフラット化するには、オブジェクトを右クリックして 
[フラット化フラット化フラット化フラット化] を選択します。 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから色を選択します。 

3. キャンバス上をクリックして色を適用します。 

クイッククイッククイッククイック スタイルスタイルスタイルスタイル ギャラリーから色を選択するギャラリーから色を選択するギャラリーから色を選択するギャラリーから色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [その他その他その他その他] ボタン  を選択します。 

3. クイック スタイル ギャラリーから色を選択します。 

 

キャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択するキャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択するキャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択するキャンバス上の色から塗りつぶしの色を選択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [塗りつ塗りつ塗りつ塗りつぶしぶしぶしぶし] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから、[塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし]、[画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] の順に選択します。 

3. キャンバス上をクリックして塗りつぶしの色を選択します。 

4. キャンバス上をクリックして色を適用します。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] ツールを選択します。 

2. Ctrl キーを押したままスポイトを使用して、キャンバス上の色を選択します。 

3. 色を選択したら、Ctrl キーを放します。 

4. キャンバス上をクリックして色を適用します。 

ユーザー設定の塗りつぶしの色を選ユーザー設定の塗りつぶしの色を選ユーザー設定の塗りつぶしの色を選ユーザー設定の塗りつぶしの色を選択する択する択する択する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] ツールを選択します。 
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2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] オプションを選択し、[その他の塗りつぶしの色その他の塗りつぶしの色その他の塗りつぶしの色その他の塗りつぶしの色]、[色] タスク ペインの順に選択します。 

3. [標準標準標準標準] または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブから色を選択します。[OK] をクリックします。 

4. キャンバス上をクリックして色を適用します。 

塗りつぶしの許容範囲レベルを設定する塗りつぶしの許容範囲レベルを設定する塗りつぶしの許容範囲レベルを設定する塗りつぶしの許容範囲レベルを設定する 周囲の色と塗りつぶしの色との一致の度合いを調整します。塗りつぶしの許容範囲を 0 に設定すると、色は完全に一致します。許容範囲レベルを 0 より大きくすると、似通った色になります。値を大きくするにつれて、一致の度合いは低くなります。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[許容許容許容許容範囲範囲範囲範囲] の順に選択し、許容範囲をパーセントで選択して、キャンバス上をクリックして色を適用します。 

 

塗りつぶしの塗りつぶしの塗りつぶしの塗りつぶしの透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する 塗りつぶしの色の鮮やかさを調整します。パーセントの値が高くなるにつれて透明度が低下し、色の鮮やかさが上昇します。 

 

 このオプションは他の効果の上に重ねて適用されます。したがって、透明度を上げる場合は、最初に透明度の割合を高く (鮮やかさを低く) 設定してから、目的の色の効果を適用します。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし塗りつぶし] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、割合を選択します。 

3. キャンバス上をクリックして色を適用します。このオプションは他の効果の上に重ねて適用されるため、キャンバス上でクリックを続けると色のレイヤーが追加されます。 
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キャンバスの一部の消去キャンバスの一部の消去キャンバスの一部の消去キャンバスの一部の消去 

[消去消去消去消去] ツール  を使用して、フリーハンドで消去できます。色、幅、不透明度、およびアンチエイリアシングを調整します。 ツールの使用時に Ctrl キーを押したままスポイトをクリックして、このツールで使用する前景色を選択します。Ctrl キーを放すと、新しく選択した色をツールで使用することができます。 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [消去消去消去消去] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループからスタイルを選択します。 

3. キャンバス上でマウスをクリック & ドラッグして、消去ツールを適用します。 

消去する消去する消去する消去する幅を変更する幅を変更する幅を変更する幅を変更する 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [消去消去消去消去] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループの [アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン] オプションから、[太太太太ささささ] を選択します。メニューから太さを選択するか、
[ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線ユーザー設定の直線] をクリックして新しい太さを設定します。 

透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する透明レベルを設定する 透明機能を使用すると、消去ツールを透かして表示することができます。下の図は、透明レベルの調整によって得られる効果の例を示しています。 

 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [消去消去消去消去] ツールを選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループからスタイルを選択します。 

3. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[透明透明透明透明] の順に選択し、透明レベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

4. キャンバス上でマウスをクリック & ドラッグして、消去ツールを適用します。 

アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線アンチエイリアシングによる滑らかな線 このオプションはデフォルトでオンになっています。 

1. キャンバス上の消去する範囲をクリックして選択します。 

2. [スタイルスタイルスタイルスタイル] グループから [効果効果効果効果]、[アンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシングアンチエイリアシング] の順に選択します。 
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画像の効果画像の効果画像の効果画像の効果 

境界線境界線境界線境界線 選択範囲またはキャンバス全体の周囲にユーザー設定の境界線を追加します。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に境界線を追加するには、[描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [選択選択選択選択] ツールを選択して、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に境界線を追加する場合は、範囲を選択しません。 

2. キャンバス上の色から境界線の色を選択するには、[画像画像画像画像] タブの [画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル] グループから、[境界線境界線境界線境界線] ツール 、[画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択画像から色を選択] の順に選択します。 
-またはまたはまたはまたは- ユーザー設定の色を使用する場合は、[画像画像画像画像] タブの [画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル] グループから、[境界線境界線境界線境界線] ツール、[その他のその他のその他のその他の色色色色] の順にクリックして、[色] タスク ペインを開きます。[標準標準標準標準] または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] タブから色を選択します。
[OK] をクリックします。 

3. 境界線の太さを選択するには、[画像画像画像画像] タブの [画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル] グループから [境界線境界線境界線境界線] ツールを選択してメニューから太さを選択するか、[ユーユーユーユーザー設定の直線ザー設定の直線ザー設定の直線ザー設定の直線] をクリックして新しい太さを作成します。 

遠近法遠近法遠近法遠近法 キャンバス全体に遠近法の効果を追加します。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル] グループから、[効果効果効果効果] ツール 、[遠近法遠近法遠近法遠近法] の順に選択します。 

2. メニューから効果を選択するか、または [遠近法遠近法遠近法遠近法/傾斜のオプション傾斜のオプション傾斜のオプション傾斜のオプション] をクリックして独自の効果を作成します。 

傾斜傾斜傾斜傾斜 キャンバス全体に傾斜の効果を追加します。 
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 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル] グループから、[効果効果効果効果] ツール 、[傾斜傾斜傾斜傾斜] の順に選択します。 

2. メニューから効果を選択するか、または [遠近法遠近法遠近法遠近法/傾斜のオプション傾斜のオプション傾斜のオプション傾斜のオプション] をクリックして独自の効果を作成します。 

エッジエッジエッジエッジ 

[エッジ] 効果を使用して、選択範囲またはキャンバス全体をプロ仕様の品質に仕上げることができます。 

 影付き、ちぎり絵状、フェード、波状、のこぎり歯状、サメの歯状、および傾斜の各エッジ効果を使用できます。以下の要素を調整して、効果の設定を変更します。 

 効果のサイズと位置 

 影のサイズ、位置、および色 

 アウトライン、およびそのサイズと色の設定 

 背景色 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部にエッジを追加するには、[描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [選択選択選択選択] ツールを選択して、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体にエッジを追加する場合は、範囲を選択しません。 

2. クイック スタイル ギャラリーからエッジ効果を選択します。 
-またはまたはまたはまたは- ユーザー設定のエッジを使用する場合は、[画像画像画像画像] タブの [画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル] グループから、[エッジエッジエッジエッジ] ツール 

 を選択します。メニューから効果を選択します。選択可能な設定を使用して、効果の設定を変更します。[OK] をクリックします。 

ぼかしぼかしぼかしぼかし  この効果は選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 
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 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部をぼかすには、[描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [選択選択選択選択] ツールを選択して、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体をぼかす場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[ぼかしぼかしぼかしぼかし] ツール  を選択します。 

3. ぼかしのレベルを選択するか、または [ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして特定の割合を入力します。 

グレースケールグレースケールグレースケールグレースケール この効果はキャンバス全体に適用する必要があります。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[グレースケールグレースケールグレースケールグレースケール] ツール  を選択します。 

透かし透かし透かし透かし グラフィック ファイルをキャンバスに追加します。ロゴ、タイトル、署名、バナー広告などを追加できます。画像ファイルは、上に配置、下に配置、浮き彫り、透明などの処理を行うことができます。透かし効果を使用するクリエイティブな方法をいろいろ試してみてください。 この効果はキャンバス全体に適用する必要があります。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[透かし透かし透かし透かし] ツール  を選択します。 

2. [透かし] タスク ペインで、グラフィック ファイルを参照して選択します。 

3. [詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定] をクリックし、選択可能な設定を使用して効果の設定を変更します。 
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4. [OK] をクリックします。 

スポットライトと拡大スポットライトと拡大スポットライトと拡大スポットライトと拡大 キャプチャの一部を選択し、拡大効果、暗くする効果、およびぼかし効果を使用して変更できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [描画描画描画描画] タブの [描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール] グループから [選択選択選択選択] ツールを選択し、キャンバス上をドラッグして範囲を選択します。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[スポットライトと拡大スポットライトと拡大スポットライトと拡大スポットライトと拡大] ツール  を選択します。 

3. [スポットライトと拡大] タスク ペインで、選択可能な設定を使用して効果の設定を変更します。[OK] をクリックします。 
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色の効果色の効果色の効果色の効果 

 エディタ > [画像] タブ > [変更] グループ > [色の効果] ボタン 

[色の効果] のオプションを使用して、色の変換や特殊効果を画像に適用できます。 

色の設定色の設定色の設定色の設定 画像の色、色の順序、ディザ、およびパレットの設定を変更できます。この効果はキャンバス全体に適用する必要があります。このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[色の設定色の設定色の設定色の設定] の順に選択します。 

2. [色の設定] タスク ペインで、設定を変更します。 

3. [OK] をクリックします。 

透明色透明色透明色透明色 このオプションを使用して、画像内の 1 色を透明に設定できます。 

 この効果は GIF、ICO、および CUR ファイルにのみ作用します。他の種類のファイルには効果はなく、クリップボードにコピーされた画像にも影響しません。 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[透明色透明色透明色透明色] の順に選択します。 

2. 256 色への変更を確認するメッセージが表示されたら、[はいはいはいはい] を選択します。 

3. [透明色] タスク ペインで、カラー ピッカーを使用して、透明にする色をキャンバスから選択します。[閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

4. キャプチャを保存する準備ができたら、GIF、ICO、または CUR ファイル形式で保存します。 

色補正色補正色補正色補正 このオプションを使用して、選択範囲またはキャンバス全体の明るさ、コントラスト、色合い、鮮やかさ、およびガンマの設定を変更できます。 下の図は、以下の効果の例を示しています。 

1. 元の元の元の元のキャプチャ 

2. 明るさ明るさ明るさ明るさ 

3. コントラストコントラストコントラストコントラスト : 明るい色と暗い色の間のコントラストを変更します。 

4. 色合い色合い色合い色合い : この変更は、カラー ホイールを回して異なる混合色を選択するのに似ています。 

5. 鮮鮮鮮鮮やかさやかさやかさやかさ : ピクセル単位で示した色の量であり、最小値ではグレーに、最大値では鮮やかな色になります。 

6. ガガガガンマンマンマンマ : 色の強さに対応する値として使用されるガンマ定数を変更することにより、色の強さを調整します。ガンマ補正では、対数尺度を使用して視覚上の明るさを変更します。ガンマはその級数の計算に使用される定数です。ほとんどの CRT のガンマ定数は 2.2 ～ 2.5 の範囲です。 
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 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[色色色色補正補正補正補正] の順に選択します。 

2. 選択可能な設定を使用して、独自の効果を作成します。 

3. [OK] をクリックします。 

色の反転色の反転色の反転色の反転 このオプションを使用して、選択範囲またはキャンバス全体について RGB カラーの値を反転します。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[色の反転色の反転色の反転色の反転] の順に選択します。 

色の置換色の置換色の置換色の置換 このオプションを使用して、ある色を別の色に置き換えます。この効果はキャンバス全体に適用する必要があります。このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[色の色の色の色の置置置置換換換換] の順に選択します。 この効果の使用例については、以下を参照してください。 

 単色の置換効果 

 複数色の置換効果 

 色の交換効果 

ヒストコントラストヒストコントラストヒストコントラストヒストコントラスト 
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このオプションでは、明るさの中央値を確認できるヒストグラムを使用してコントラストを増減します。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[ヒストコントラストヒストコントラストヒストコントラストヒストコントラスト] の順に選択します。 

3. メニューから効果のパーセント値を選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン このオプションを使用して、キャンバス全体にディザ モノクロ効果を適用します。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン] の順に選択します。 

2. メニューから効果のパーセント値を選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

強度の検出強度の検出強度の検出強度の検出 このオプションを使用して、指定された強度範囲の強弱のしきい値を見つけます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 
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2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[強強強強度度度度の検出の検出の検出の検出] の順に選択します。 

3. スライダ コントロールを使用して目的の効果を実現します。 

4. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

強度の伸長強度の伸長強度の伸長強度の伸長 このオプションを使用して、強度の値の範囲の中央値と最大値を設定し、比例配分を行うことで、選択された画像内のコントラストを高めます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[強強強強度度度度のののの伸長伸長伸長伸長] の順に選択します。 

ヒストグラムヒストグラムヒストグラムヒストグラム イコライズイコライズイコライズイコライズ このオプションを使用して、画像のグレー レベルとピクセル数の関係を線型にします。これを使用して、暗い範囲を詳細に表示できます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[ヒストグラムヒストグラムヒストグラムヒストグラム イコライズイコライズイコライズイコライズ] の順に選択します。 

モノクモノクモノクモノクロロロロ このオプションを使用して、キャンバス全体にディザ モノクロ効果を適用します。 
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 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[色の効果色の効果色の効果色の効果] ツール 、[モノモノモノモノクロクロクロクロ] の順に選択します。 

2. スライダ コントロールを使用して目的の効果を実現します。 

3. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

Snagit 9 171



フィルタフィルタフィルタフィルタ 

 エディタ > [画像] タブ > [変更] グループ > [フィルタ] ボタン フィルタ オプションを使用して特殊効果を適用し、キャプチャをさまざまな方法で変更します。オプションを 1 つだけ、または複数組み合わせて、目的どおりの表現を実現できます。 

ノイズの削除ノイズの削除ノイズの削除ノイズの削除 ピクセルを除去して細部の表示を抑え、スムーズな質感を与えます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

  このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[ノノノノイズの削除イズの削除イズの削除イズの削除] の順に選択します。 

3. メニューから効果のパーセント値を選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

シャープ化シャープ化シャープ化シャープ化 ピクセルごとに色を中央値の色に変更して、くっきりとした画像を作成します。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

  このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[シャープ化シャープ化シャープ化シャープ化] の順に選択します。 

3. メニューから効果のパーセント値を選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

ポスタリゼーションポスタリゼーションポスタリゼーションポスタリゼーション 
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ポスターのような効果を適用するため、色チャネルあたりのビット数を減らします。これにより、画像または選択範囲の色数と明るさのレベルが減少します。その結果、スムーズなグラデーションではなく色の縞模様のある平坦な画像になります。 選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

  このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[ポスタリポスタリポスタリポスタリゼゼゼゼーションーションーションーション] の順に選択します。 

3. メニューから面のレベルを選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

ピクセル化ピクセル化ピクセル化ピクセル化 画像を指定サイズのタイルに分割することにより、モザイク効果を作成します。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

  このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[ピクセル化ピクセル化ピクセル化ピクセル化] の順に選択します。 

3. メニューからタイルのサイズを選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

ソラリゼーションソラリゼーションソラリゼーションソラリゼーション 写真フィルムを誤って感光させてしまった場合に似せた効果で、しきい値のレベルを制御できます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 
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このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[ソラリソラリソラリソラリゼゼゼゼーションーションーションーション] の順に選択します。 

3. メニューから面のレベルを選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

油絵油絵油絵油絵 選択範囲またはキャンバス全体に油絵のような効果を適用します。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[油絵油絵油絵油絵] の順に選択します。 

3. メニューからサンプルのサイズを選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] をクリックして新しい効果を作成します。 

エッジのエッジのエッジのエッジの拡張拡張拡張拡張 画像のエッジに沿ってコントラストを高めます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[エッジエッジエッジエッジの拡の拡の拡の拡張張張張] の順に選択します。 

3. 操作を繰り返すと強調効果がさらに高まります。 

ノイズの追加ノイズの追加ノイズの追加ノイズの追加 画像の細部の表示を抑え、ざらざらした質感を与えます。画像に小さな割合でノイズを加えることで、引っかき傷やその他の不完全な部分を目立たなくすることができます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 
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 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[ノノノノイズの追加イズの追加イズの追加イズの追加] の順に選択します。 

3. [レベル] スライダ コントロールを使用してチャネルを選択し、目的の効果を実現します。 

4. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

エンボスエンボスエンボスエンボス コントラストの高い範囲を白や黒のピクセルで強調したり、コントラストの低い範囲を中程度のグレーにして、浮き彫りのような効果を適用します。コントラストに大きな違いがある場合は、色の縞模様が現れます。選択範囲またはキャンバス全体に適用できます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィフィフィフィルタルタルタルタ] ツール 、[エンボスエンボスエンボスエンボス] の順に選択します。 

3. 浮き彫りの深さと方向を選択して、目的の効果を実現します。 

4. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

エッジ検出エッジ検出エッジ検出エッジ検出 選択範囲またはキャンバス全体のエッジ周囲のコントラストを高めます。 

 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 
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1. キャンバスの一部に効果を適用するには、キャンバス上の範囲をドラッグして選択します。 
-またはまたはまたはまたは- キャンバス全体に効果を適用する場合は、範囲を選択しません。 

2. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[エッジ検出エッジ検出エッジ検出エッジ検出] の順に選択します。 

3. [エッジエッジエッジエッジ フィルタフィルタフィルタフィルタ] と [フィルタフィルタフィルタフィルタ サブタイプサブタイプサブタイプサブタイプ] を選択して、目的の効果を実現します。 

4. [閉じる閉じる閉じる閉じる] をクリックします。 

画像の解像度を変更する画像の解像度を変更する画像の解像度を変更する画像の解像度を変更する 画像の解像度を DPI 値で設定します。このオプションを使用して、Snagit の画像が他のアプリケーションでどのように表示および印刷されるかを調整できます。画像の解像度を調整しても、Snagit での画像の表示や印刷には影響影響影響影響ししししませんませんませんません。 

 この効果はキャンバス全体に適用する必要があります。 このツールを使用するには、以下の手順に従います。 

1. [画像画像画像画像] タブの [変更変更変更変更] グループから、[フィルタフィルタフィルタフィルタ] ツール 、[解像解像解像解像度度度度 (DPI)] の順に選択します。 

2. 解像度を入力します。 

3. [OK] をクリックします。 

Snagit 9 176



Snagit エディタのオプションエディタのオプションエディタのオプションエディタのオプション 
 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] ボタン 

Snagit エディタのオプションエディタのオプションエディタのオプションエディタのオプションから、エディタのプログラム環境設定、オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイの設定、クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバーのオプションなどを操作できます。 

 

[全般全般全般全般] 画面画面画面画面 

 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] ボタン > [全般] ボタン 

Snagit でキャプチャした後のエディタの動作と、オープンオープンオープンオープン キャプキャプキャプキャプチャチャチャチャ トレイトレイトレイトレイの表示に関するデフォルト設定、拡張ヒント画面とバルーン ヒントの表示/非表示の切り替えなどを行います。 チェックマークは、そのオプションが選択されていることを示します。 
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[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定] 画面画面画面画面 

 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] ボタン > [詳細設定] ボタン 

[最近使ったファイル] リストに表示される項目数のデフォルト設定、オープンオープンオープンオープン キャプキャプキャプキャプチャチャチャチャ トレトレトレトレイイイイがキャプチャを保持する方法の変更などを行います。 チェックマークは、そのオプションが選択されていることを示します。 

 

 を選択して、バックアップと復元処理を開始します。 

設定変更設定変更設定変更設定変更 

 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] ボタン > [設定変更] ボタン クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバーの設定変更、キーボードキーボードキーボードキーボード シシシショートカットョートカットョートカットョートカットの割り当て、およびファイルの関連付け (デフォルトで Snagit エディタで開くファイル形式) の設定を行います。 

 

リソースリソースリソースリソース 

 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] ボタン > [リソース] ボタン 
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更新プログラムのチェック、テクニカル サポートへの問い合わせ、TechSmith Web サイトの Snagit ラーニング センターへの接続、およびバージョン番号など Snagit に関する情報の確認を行います。 

フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック 

 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] ボタン > [フィードバック] ボタン 

Snagit の製品開発に役立つ情報をお寄せください。 

TechSmith のユーザー参加デザイン プログラムに加わり、Snagit の品質、信頼性、パフォーマンスの向上にご協力ください。 プログラムに参加すると、Snagit の使用傾向とパターンを識別するため、お客様のハードウェア構成と Snagit の使用状況に関する情報が無記名で収集されます。キャプチャした画像は収集されません。 

TechSmith の開発者は、収集したデータを分析して Snagit の実際の使用傾向を判断し、ユーザーの実際の操作状況に基づく機能の設計を行います。 

TechSmith ではお客様のプライバシー保護をお約束いたします。お客様の名前、住所、その他の個人情報は収集いたしません。データの収集は、安全でセキュリティ保護され、完全に無記名の方法で行われます。 

[詳細詳細詳細詳細情報情報情報情報] ボタンを選択して、詳細情報が掲載された Web サイトにアクセスできます。 参加に同意した場合は、[データの表示データの表示データの表示データの表示] ボタンをクリックすると、TechSmith に送信される実際のデータを示すダイアログが表示されます。 
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バックアップと復元バックアップと復元バックアップと復元バックアップと復元 
Snagit は未保存のキャプチャを自動的にライブラリに格納します。バックアップ機能により、これらの格納済みファイルのアーカイブが作成されます。復元機能を使用して、現在のライブラリをアーカイブ内にバックアップされたライブラリに置き換えることができます。 

 復元を実行すると、現在のライブラリ内に自動保存されたキャプチャは破棄され、アーカイブ内のキャプチャに置き換えられます。 アーカイブのバックアップは、Snagit ライブラリを新しいコンピュータへ移動する場合に特に便利です。 

バックアップバックアップバックアップバックアップ 

 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] > [詳細設定] > [自動保存されたファイルのバックアップ/復元] 

[バックアップバックアップバックアップバックアップ] を選択して、ライブラリに自動保存された (未保存の) キャプチャのアーカイブを作成します。ファイル名とファイルの保存場所を選択します。ファイルには .snagarchive の拡張子が付けられます。 

復元復元復元復元 

 Snagit エディタ > Snagit ボタン > [エディタのオプション] > [詳細設定] > [自動保存されたファイルのバックアップ/復元] 

[復復復復元元元元] を選択して、以前に作成したアーカイブを復元します。Snagit ライブラリ アーカイブ ファイルを探して [開開開開くくくく] をクリックします。アーカイブされたライブラリを復元するかどうかを確認します。この操作により、現在のライブラリは置き換えられます。確認すると、アーカイブされたライブラリが復元され、Snagit が再起動されます。 
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エディタエディタエディタエディタ ライブラリライブラリライブラリライブラリ ライブラリを使用して、キャプチャとマルチメディア ファイルの検索、表示、および管理を行います。複数のファイルを選択して、一括で保存、ファイル形式の変換、印刷、およびメール送信を行うことができます。 

ライブラリを開くにはライブラリを開くにはライブラリを開くにはライブラリを開くには 

Snagit の [クイック起動クイック起動クイック起動クイック起動] ペインから [画像の整理画像の整理画像の整理画像の整理] を選択します。 エディタで、[オープンオープンオープンオープン キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ トレイトレイトレイトレイ] の [ライブラリライブラリライブラリライブラリ] ボタンをクリックします。 

 エディタエディタエディタエディタで、[表示表示表示表示] タブ、[表示表示表示表示/非表示非表示非表示非表示] グループ、[ライブラリライブラリライブラリライブラリ] アイコンの順にクリックします。 

 

 詳細については、以下を参照してください。 ライブラリ ライブラリに関するヒントとタスク ライブラリの検索ウィンドウでの検索 ライブラリ内でのキャプチャ、ファイル、およびフォルダの管理 複数のファイルに効果と修正を適用する (一括変換) 
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ライブラリライブラリライブラリライブラリを理解するを理解するを理解するを理解する 

 

 

ライブラリライブラリライブラリライブラリ表示には、キャプチャとメディア ファイルがサムネールまたはリスト形式で表示されます。デフォルトでは、[タグタグタグタグ] タブで [最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ] が選択されています。 表示を変更するには、[リスト表示リスト表示リスト表示リスト表示]  または [サムネール表示サムネール表示サムネール表示サムネール表示]  アイコンをクリックします。 キャプチャまたはメディア ファイルを開くには、サムネールをダブルクリックします。エディタでファイルを表示中にもう一度 [ライブラリ] ボタンをクリックすると、前の検索結果に戻ります。 

 

[キーワードキーワードキーワードキーワード] グループを使用して、ライブラリ内でハイライト表示されているサムネールにキーワードを割り当てることができます。 

2 語以上の句をキーワードにするには引用符で囲みます。 

[すべてのキーワード] は、使用されているすべてのキーワードのリストです。このリストからキーワードを選択して、ライブラリ内でハイライト表示されているサムネールに適用します。 

 

[フラグ] グループを使用して、キャプチャやメディア ファイルに見分けやすいアイコンを適用できます。 フラグは、ライブラリ内でハイライト表示されている 1 つまたは複数のサムネールに割り当てることができます。 

[フラグフラグフラグフラグ] アイコンをクリックして割り当てます。 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウでは、フラグ別に検索することができます。 

 

[詳細詳細詳細詳細] グループグループグループグループには、キャプチャ中に自動で収集された情報が含まれています。これはメタデータと呼ばれます。Web からのキャプチャでは、その Web ページへのアクティブなリンクが表示されます。リンクをクリックするとそのページにアクセスできます。 
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 メタデータを使用して、キャプチャを検索できます。たとえば、特定のアプリケーションや日付のすべてのキャプチャを検索できます。[その他の詳細その他の詳細その他の詳細その他の詳細] をクリックすると、その他のメタデータが表示されます。 

 

[キーワード検索キーワード検索キーワード検索キーワード検索] フィールドにキーワードを入力します。入力するにつれて、検索結果が [タグタグタグタグ] タブに表示されます。カテゴリをクリックすると、関連するキャプチャがライブラリに表示されます。 

 

検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウを使用して、キャプチャとメディア ファイルを検索できます。 日付、フォルダ、キーワードによって検索したり、アプリケーションや Web サイトで検索することもできます。 検索ウィンドウの展開/縮小表示を切り替えるには、トグル ボタンをクリックします。 
 

 

トレイには、キャプチャやメディア ファイルに割り当てられたフラグのうち最初の 2 つだけが表示されます。省略記号  は、それ以上のフラグが割り当てられていることを示します。 

 割り当てられているすべてのフラグは次のように表示されます。 ウィンドウが縮小されている場合は検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの縦のフラグ列に、ウィンドウが展開されている場合は検索ウィンドウ下部に、それぞれ色で表示されます。 

 
[タグタグタグタグ] タブの [フラグフラグフラグフラグ] グループにハイライト表示されます。 

 

 

ズームズームズームズーム スライダスライダスライダスライダを使用して、ライブラリ表示内のサムネールの表示を拡大できます。 

 

トレイ下部にあるステータス バーの左隅には、ライブラリ内の現在のファイル数、選択されているファイル数、および選択されたファイルの合計ファイル サイズが表示されます。 
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ライブラリに関するヒントとタスクライブラリに関するヒントとタスクライブラリに関するヒントとタスクライブラリに関するヒントとタスク 

表示を変更する表示を変更する表示を変更する表示を変更する ライブラリライブラリライブラリライブラリ表示には、キャプチャとメディア ファイルがサムネールまたはリスト形式で表示されます。 サムネール表示サムネール表示サムネール表示サムネール表示では、キャプチャとメディア ファイルが小さなグラフィック アイコンとして表示されます。サムネールを表示するには、[サムネール表示サムネール表示サムネール表示サムネール表示] アイコン  をクリックします。 

 リスト表示リスト表示リスト表示リスト表示では、ファイル名、ファイル サイズ、キャプチャ日、更新日時、ファイル形式、画像サイズ、割り当てられているフラグとキーワードなどの詳細情報を伴う行の項目として、キャプチャとメディア ファイルが表示されます。詳細を表示するには、[リスト表示リスト表示リスト表示リスト表示] アイコン  をクリックします。 

 

サムネールのサイズを変更するサムネールのサイズを変更するサムネールのサイズを変更するサムネールのサイズを変更する ズームズームズームズーム スライダスライダスライダスライダを使用して、ライブラリ表示内のサムネールの表示を変更できます。  

フラグを割り当てるフラグを割り当てるフラグを割り当てるフラグを割り当てる キャプチャやメディア ファイルに、重要、アイデア、またはパーソナルなどのフラグフラグフラグフラグを割り当てます。 各キャプチャやメディア ファイルには複数のフラグを適用できます。 割り当てられているすべてのフラグは、ウィンドウが縮小されている場合は検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの縦のフラグ列に、ウィンドウが展開されている場合は検索ウィンドウ下部に、それぞれ色で表示されます。 

 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの [タグタグタグタグ] タブから、フラグ別に検索できます。 検索ウィンドウでは、フラグ名 (重要、アイデア、パーソナルなど) によって検索できます。 

 フラグを割り当てるには、次の手順に従います。 
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1. ライブラリ内で、1 つまたは複数のキャプチャやメディア ファイルを選択します。Shift キーを押したまま選択すると、複数のキャプチャやメディア ファイルを選択できます。 

2. [タグタグタグタグ] タブの [フラグフラグフラグフラグ] グループを選択して、フラグをクリックします。 

キーワードを割り当てるキーワードを割り当てるキーワードを割り当てるキーワードを割り当てる 

1. ライブラリ内で、1 つまたは複数のキャプチャやメディア ファイルを選択します。Shift キーを押したまま選択すると、複数のキャプチャやメディア ファイルを選択できます。 

2. [タグタグタグタグ] タブの [キーワードキーワードキーワードキーワード] グループを選択して、キーワードを入力します。2 語以上の句をキーワードにするには引用符で囲みます。 

ライブラリ内の検索結果を並べ替えるライブラリ内の検索結果を並べ替えるライブラリ内の検索結果を並べ替えるライブラリ内の検索結果を並べ替える サムネール表示またはリスト表示で見出しをクリックして、ファイル名、ファイル サイズ、キャプチャ日、更新日時、ファイル形式、画像サイズ、フラグ、およびキーワードに従ってキャプチャやメディア ファイルを並べ替えることができます。 

 

キャプチャをカットキャプチャをカットキャプチャをカットキャプチャをカット & ペーストするペーストするペーストするペーストする キャプチャをカット & ペーストする場合、画像ファイルとして貼り付けられます。 

1. ライブラリ内のキャプチャを選択します。 

2. Ctrl+X キーを押すか、またはサムネールを右クリックして [切り取り切り取り切り取り切り取り] を選択します。 

3. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [フォルダフォルダフォルダフォルダ] タブを選択して、ドライブまたはフォルダを参照して選択します。 

4. ライブラリ表示を右クリックして、[貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け] を選択します。 

5. 保存場所を参照して選択し、名前を入力します。[保存保存保存保存] をクリックします。 

電子メールに添付して送信する電子メールに添付して送信する電子メールに添付して送信する電子メールに添付して送信する 

1. ライブラリ内で、1 つまたは複数のキャプチャやメディア ファイルを選択します。Shift キーを押したまま選択すると、複数のキャプチャやメディア ファイルを選択できます。 

2. [送信送信送信送信] タブで [出力出力出力出力] グループを選択して、[電子メール電子メール電子メール電子メール] をクリックします。キャプチャまたはメディア ファイルが添付された電子メール メッセージが新規作成されます。 

FTP 経由で経由で経由で経由で Web にアップロードするにアップロードするにアップロードするにアップロードする 

1. ライブラリ内で、1 つまたは複数のキャプチャやメディア ファイルを選択します。Shift キーを押したまま選択すると、複数のキャプチャやメディア ファイルを選択できます。 

2. [送信送信送信送信] タブで [出力出力出力出力] グループを選択して、[FTP] をクリックします。[FTP で送信] ダイアログ ボックスが表示されます。FTP サーバーの情報を入力します。[OK] をクリックします。 
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ライブラリの検索ウィンドウでの検ライブラリの検索ウィンドウでの検ライブラリの検索ウィンドウでの検ライブラリの検索ウィンドウでの検索索索索 キーワードとフラグが割り当てられているメディア ファイルの管理は、エディタで行う必要があります。それ以外の方法では、キーワードとフラグは失われます。 
 たとえば、キーワードやフラグ付きのファイルをフォルダ間で移動するには、検索ウィンドウの [フォルダ] タブを使用する必要があります。Windows エクスプローラや他の方法でファイルを移動すると、すべてのキーワードとフラグは完全に失われます。 

最近の最近の最近の最近のキャプチャを検索するキャプチャを検索するキャプチャを検索するキャプチャを検索する 

[最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ] カテゴリには、キャプチャとメディア ファイルの表示または保存履歴が 4 週間分保持されます。 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで、[最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ]、[タグタグタグタグ] タブの順に選択し、[最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ最近のキャプチャ] カテゴリを選択します。最近のキャプチャとメディア ファイルが、ライブラリにすべて表示されます。 

2. 検索を絞り込むには、サブ カテゴリをクリックします。ライブラリが更新され、新しい検索結果が表示されます。 

 

キーワードを使用して検索するキーワードを使用して検索するキーワードを使用して検索するキーワードを使用して検索する 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで、[タグタグタグタグ] タブ、[キーワードキーワードキーワードキーワード] カテゴリの順に選択します (このカテゴリが表示されていない場合は、ダブルクリックして開きます)。 

2. キャプチャやメディア ファイルに割り当てられているすべてのキーワードのリストが表示されます。 

3. キーワードをクリックすると、キャプチャまたはメディア ファイルがライブラリに表示されます。 

 

-またはまたはまたはまたは- 

1. 必要に応じて、使用されているすべてのキーワードを [すべてのキーワードすべてのキーワードすべてのキーワードすべてのキーワード] リストで確認します。 

2. 検索するキーワードを [キーワード検索キーワード検索キーワード検索キーワード検索] フィールドに入力します。[更新更新更新更新] ボタン  が表示されている場合はクリックします。 検索条件を消去するには、[消去消去消去消去] ボタン  をクリックします。 

3. 検索結果に一致するキャプチャまたはメディア ファイルが、検索ウィンドウのカテゴリに表示されます。 

4. カテゴリをクリックすると、キャプチャやメディア ファイルがライブラリに表示されます。 
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 検索では、以下の文字は無視されます： . ! ; , ( ) ? < > [ ] / \ + =" @ $ % & *   

ファイル名で検索するファイル名で検索するファイル名で検索するファイル名で検索する ファイル名で検索する場合、[キーワード検索] フィールドにファイル拡張子 (.jpg、.bmp、.png) を入力しないでください。 

1. [キーワード検索キーワード検索キーワード検索キーワード検索] フィールドで、[更新更新更新更新] ボタン  が表示されている場合はクリックします。 

2. ファイル名を入力しはじめます。入力に合わせて検索結果が更新され、検索ウィンドウのカテゴリ内で並べ替えられます。 

3. カテゴリをクリックすると、キャプチャやメディア ファイルがライブラリに表示されます。 検索条件を消去して新しい検索を開始するには、[消去消去消去消去] ボタン  をクリックします。 

フラグを使って検索するフラグを使って検索するフラグを使って検索するフラグを使って検索する 

1. 検索ウィンド検索ウィンド検索ウィンド検索ウィンドウウウウで、[タグタグタグタグ] タブ、[フラグフラグフラグフラグ] カテゴリの順に選択します (このカテゴリが表示されていない場合は、ダブルクリックして開きます)。 

2. 割り当てられているすべてのフラグが表示されます。 

3. フラグをクリックすると、そのフラグが割り当てられているすべてのキャプチャとメディア ファイルがライブラリに表示されます。 

-またはまたはまたはまたは- 

1. 検索ウィンドウでは、フラグ名 (重要、アイデア、パーソナルなど) によって検索できます。 割り当てられているすべてのフラグは、ウィンドウが縮小されている場合は検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの縦のフラグ列に、ウィンドウが展開されている場合は検索ウィンドウ下部に、それぞれ色で表示されます。 

 

日付日付日付日付 (年または月年または月年または月年または月) を使って検索するを使って検索するを使って検索するを使って検索する 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [日付日付日付日付] タブを選択します。 

2. [年年年年] を選択します。キャプチャとメディア ファイルがライブラリに表示されます。 

3. または、年をダブルクリックして [月月月月] のカテゴリを開きます。月を選択すると、キャプチャやメディア ファイルがライブラリに表示されます。 
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フォルダを使って検索するフォルダを使って検索するフォルダを使って検索するフォルダを使って検索する 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [フォルダフォルダフォルダフォルダ] タブを選択します。 

2. ファイルを参照します。エディタでサポートされるメディア ファイルがライブラリに表示されます。 
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ライブラリ内でのキャプチャ、ファイル、およびフォルダの管ライブラリ内でのキャプチャ、ファイル、およびフォルダの管ライブラリ内でのキャプチャ、ファイル、およびフォルダの管ライブラリ内でのキャプチャ、ファイル、およびフォルダの管

理理理理 キーワードとフラグが割り当てられているメディア ファイルの管理は、エディタで行う必要があります。それ以外の方法では、キーワードとフラグは失われます。 
 たとえば、キーワードやフラグ付きのファイルをフォルダ間で移動するには、検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの [フォルダ] タブを使用する必要があります。Windows エクスプローラや他の方法でファイルを移動すると、すべてのキーワードとフラグは完全に失われます。 

キャプチャまたはメディアキャプチャまたはメディアキャプチャまたはメディアキャプチャまたはメディア ファイルを別のアプリケーションで開くファイルを別のアプリケーションで開くファイルを別のアプリケーションで開くファイルを別のアプリケーションで開く 

1. ライブラリで、キャプチャまたはメディア ファイルを選択します。 

2. 右クリックして、[プログラムから開くプログラムから開くプログラムから開くプログラムから開く]、[プログラムの選択プログラムの選択プログラムの選択プログラムの選択] の順に選択します。 

3. リストからプログラムを選択します。[OK] をクリックします。 

未保存のキャプチャを保存する未保存のキャプチャを保存する未保存のキャプチャを保存する未保存のキャプチャを保存する 

1. ライブラリ内のキャプチャを選択します。 

2. Ctrl+S キーを押すか、またはサムネールを右クリックして [名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存] を選択します。 

3. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが表示されます。ファイル形式を選択します。 

4. 保存場所を参照して選択し、名前を入力します。 

5. [保存保存保存保存] をクリックします。 

未保存の未保存の未保存の未保存の 1 件のキャプチャをフォルダへドラッグする件のキャプチャをフォルダへドラッグする件のキャプチャをフォルダへドラッグする件のキャプチャをフォルダへドラッグする 

1 件のキャプチャだけをフォルダへドラッグすると、キャプチャをファイルとして保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

1. ライブラリ内のキャプチャを選択します。 

2. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウの [フォフォフォフォルダルダルダルダ] タブに移動します。 

3. ドライブまたはフォルダを参照します。 

4. ライブラリ表示で、キャプチャをクリックして選択し、フォルダへドラッグします。 

5. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが表示されます。 

6. ファイル形式を選択し、名前を入力します。 

7. [保存保存保存保存] をクリックします。 

未保存の複数のキャプチャをフォルダへドラッグする未保存の複数のキャプチャをフォルダへドラッグする未保存の複数のキャプチャをフォルダへドラッグする未保存の複数のキャプチャをフォルダへドラッグする 

1. Shift キーを押したまま選択すると、ライブラリ内の複数のキャプチャを選択できます。 

2. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [フォルダフォルダフォルダフォルダ] タブを選択します。 

3. ドライブまたはフォルダを参照します。 

4. ライブラリで、キャプチャをクリックして選択し、フォルダへドラッグします。 

5. キャプチャは新しい場所に .snag ファイルとして保存されます。 

保存したファイルの名前を変更する保存したファイルの名前を変更する保存したファイルの名前を変更する保存したファイルの名前を変更する 

1. ライブラリ内に保存されたファイルを選択します。 

2. 右クリックして [名前の変更名前の変更名前の変更名前の変更] を選択します。 

3. 新しい名前を入力します。 
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新しいフォルダを作成する新しいフォルダを作成する新しいフォルダを作成する新しいフォルダを作成する 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [フォルダフォルダフォルダフォルダ] タブを選択します。 

2. ドライブまたはフォルダを参照します。 

3. Ctrl+N キーを押すか、右クリックして [新規フォルダ新規フォルダ新規フォルダ新規フォルダ] を選択します。 

4. 新しいフォルダが表示されます。新しい名前を入力します。 

フォルダの名前を変更するフォルダの名前を変更するフォルダの名前を変更するフォルダの名前を変更する 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [フォルダフォルダフォルダフォルダ] タブを選択します。 

2. フォルダを参照します。 

3. 右クリックして [名前の変更名前の変更名前の変更名前の変更] を選択します。 

4. 新しい名前を入力します。 

フォルダを削除するフォルダを削除するフォルダを削除するフォルダを削除する 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [フォフォフォフォルダルダルダルダ] タブを選択します。 

2. 削除するフォルダを参照します。 

3. 右クリックして [削除削除削除削除] を選択します。 

フォルダを移動するフォルダを移動するフォルダを移動するフォルダを移動する 

1. 検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウ検索ウィンドウで [フォルダフォルダフォルダフォルダ] タブを選択します。 

2. 移動するフォルダを参照します。 

3. 右クリックして [切り取り切り取り切り取り切り取り] を選択します。 

4. ドライブまたはフォルダを参照します。 

5. 右クリックして [貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け] を選択します。 
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複数のファイルに効果と修正を適用する複数のファイルに効果と修正を適用する複数のファイルに効果と修正を適用する複数のファイルに効果と修正を適用する (一括変換一括変換一括変換一括変換) 一括処理モードで、Snagit 画像編集フィルタを複数のキャプチャに適用します。 

1 つまたは複数のグラフィック画像ファイルの形式を変換します。たとえば、6 個の BMP ファイルを選択して GIF 形式に変換し、インターネット Web ページで使用するために別のディレクトリに保存します。 

一括変換ウィザードを開く一括変換ウィザードを開く一括変換ウィザードを開く一括変換ウィザードを開く 一括変換ウィザードを開くには、次の手順に従います。 エディタエディタエディタエディタで Snagit ボタンボタンボタンボタンをクリックして、[画像の変換画像の変換画像の変換画像の変換] を選択します。 エディタエディタエディタエディタのライブラリライブラリライブラリライブラリ表示で、サムネールを右クリックして [一括変換ウィザード一括変換ウィザード一括変換ウィザード一括変換ウィザード] を選択します。 

Snagit で、[関連するタスク関連するタスク関連するタスク関連するタスク]、[画像の変換画像の変換画像の変換画像の変換] の順に選択します。 

 

[一括変換ウィザード] 画面が表示されます。各ダイアログ ボックスの手順に従います。 
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ライブラリからライブラリからライブラリからライブラリからの印刷の印刷の印刷の印刷 

1 つまたは複数のキャプチャやメディアつまたは複数のキャプチャやメディアつまたは複数のキャプチャやメディアつまたは複数のキャプチャやメディア ファイルをすばやく印刷するファイルをすばやく印刷するファイルをすばやく印刷するファイルをすばやく印刷する 

1. ライブラリで、キャプチャまたはメディア ファイルを選択します。Shift キーを押したまま選択すると複数のサムネールを、Ctrl+A キーを押すとすべてのサムネールを選択できます。 

2. Ctrl+P キーを押すか、またはサムネールを右クリックして [印刷印刷印刷印刷] を選択します。 

3. [印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。通常使うプリンタを使用しない場合は、プリンタを選択します。 

4. [ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定] ボタンをクリックして、レイアウトと用紙のオプションを選択します。 

5. [印刷印刷印刷印刷] をクリックします。 

ファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷する 

1. ライブラリで、キャプチャまたはメディア ファイルを選択します。Shift キーを押したまま選択すると複数のサムネールを、Ctrl+A キーを押すとすべてのサムネールを選択できます。 

2. Ctrl+P キーを押すか、またはサムネールを右クリックして [印刷印刷印刷印刷] を選択します。 

3. [印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。通常使うプリンタを使用しない場合は、プリンタを選択します。 

4. [ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定] ボタン、[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] タブの順にクリックし、[ファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷する] を有効にして [OK] ボタンをクリックします。 

5. [印刷印刷印刷印刷] をクリックします。 

ライブラリ内のサムネールのコンタクトライブラリ内のサムネールのコンタクトライブラリ内のサムネールのコンタクトライブラリ内のサムネールのコンタクト シートを印刷するシートを印刷するシートを印刷するシートを印刷する ライブラリ内または選択したフォルダ内のキャプチャと画像のサムネールを印刷します。1 行と 1 列の画像数を指定し、ファイル名を印刷するかどうかを選択します。 

1. ライブラリ内の複数のキャプチャまたはメディア ファイルを選択します。Shift キーを押したまま選択すると複数のサムネールを、Ctrl+A キーを押すとすべてのサムネールを選択できます。 

2. Ctrl+P キーを押すか、サムネールを右クリックして [複数画像の印刷複数画像の印刷複数画像の印刷複数画像の印刷] を選択し、[複数画像のレイアウト複数画像のレイアウト複数画像のレイアウト複数画像のレイアウト] ボタンをクリックします。 

3. [複数画像のレイアウト] ダイアログ ボックスが表示されます。以下の設定を行います。 列数列数列数列数 : ページの上下方向に印刷する画像数です。 行数行数行数行数 : ページの左右方向に印刷する画像数です。 余白余白余白余白 : ページ周囲の余白です。 間隔間隔間隔間隔 : 列と行の間の間隔 (内側余白) です。 自動的に画像を合わせる自動的に画像を合わせる自動的に画像を合わせる自動的に画像を合わせる : エディタが自動的に画像を拡大縮小します。 縦横比を維持する縦横比を維持する縦横比を維持する縦横比を維持する : オンにすると、画像がゆがまないように縦横のサイズを指定して拡大縮小します。 任意の固定倍率任意の固定倍率任意の固定倍率任意の固定倍率 : 拡大縮小率を手動で設定します。 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト : 設定をデフォルト値に変更します。上下左右の余白のデフォルト設定はプリンタによって異なります。画像は左上に配置され、画像の拡大縮小率は [ページに合わせる] に設定されます。 

4. ファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷するファイル名をページの下部に印刷する : 各画像の下にファイル名を印刷します。 

5. [OK] をクリックします。 

6. 通常使うプリンタを使用しない場合は、プリンタを選択します。 

7. [印刷印刷印刷印刷] をクリックします。 
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画像ギャラリー画像ギャラリー画像ギャラリー画像ギャラリー Web ページの作成ページの作成ページの作成ページの作成 画像ギャラリー Web ページをインターネットへ公開する場合、数多くのオプションがあります。ヘルプについては、www.HTMLGoodies.com (英語） のメイン サイトなどを参照してください。また、Where do I put my 
Website? (英語) というタイトルの記事へのリンクをここに掲載します。 

Web ページの作成ページの作成ページの作成ページの作成機能を使用して、フル サイズ画像へのリンクが含まれる HTML サムネール シートを作成できます。このシートにより、デジタル写真、画面キャプチャ、アートワーク、その他のグラフィックをすばやく表示できます。 

Web ページのテーマは 7 種類から選択できます。各テーマの設定はユーザーが変更でき、背景、フォントの色、サムネールのサイズ、画面切り替え効果などを変更できます。 ギャラリー Web ページの作成プロセスでは、Web ページの作成ウィザードページの作成ウィザードページの作成ウィザードページの作成ウィザードを使用します。 

Web ページの作成ウィザードを開くページの作成ウィザードを開くページの作成ウィザードを開くページの作成ウィザードを開く ギャラリー Web ページ ウィザードを開くには、次の手順に従います。 エディタエディタエディタエディタのライブラリライブラリライブラリライブラリ表示で、サムネールを右クリックして [Web ページの作成ページの作成ページの作成ページの作成] を選択します。 

[Web ページの作成ウィザード] 画面が表示されます。各ダイアログ ボックスの手順に従います。 

 

Web ページのテーマとオプションの概要ページのテーマとオプションの概要ページのテーマとオプションの概要ページのテーマとオプションの概要 次の表は、さまざまなテーマの概要、完成したページのサムネールのプレビュー、および各テーマに含まれている機能の説明を示したものです。これらの例では同じ画像が使用され、テーマだけが変更されています。 テーマテーマテーマテーマ Web ページのプレビューページのプレビューページのプレビューページのプレビュー デザインと設定変更デザインと設定変更デザインと設定変更デザインと設定変更 
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クール シェード 

 

デザインデザインデザインデザイン : 縦にスクロールします。 各画像のサムネールにファイル名とサイズが付きます。 リンクをクリックすると、新しいブラウザ ウィンドウにフル サイズの画像が表示されます。 画像の次のページを表示するための連番がリンク先ページに付けられます (例 : 移動先ページ 1、
2、3)。 変更できる設定変更できる設定変更できる設定変更できる設定 : 各画像の影付きカラー背景の色。 メイン ページの背景色またはテクスチャ。 サムネール サイズと 1 ページの個数。 フォントの色。 リンクの色。 ダブル ビジョン 

 

デザインデザインデザインデザイン : ページ上部の横長フレーム内に 2 つのサムネール画像を横に並べて表示します。 サムネールをクリックすると、新しいブラウザ ウィンドウにフル サイズの画像が表示されます。ギャラリー ページに戻るには、ブラウザの [戻る] ボタンを使用します。 画像のページを移動するには、前後に移動するリンクを使用します (例 : [前へ]、[次へ])。 変更できる設定変更できる設定変更できる設定変更できる設定 : ギャラリーを開いたり、画像を別のブラウザ ウィンドウで開いた後でギャラリーに戻ったときに表示される切り替え効果を追加できます。 切り替え効果を表示するには Internet Explorer が必要です。 画像表示の背景色。 メイン ページの背景色またはテクスチャ。 サムネールのサイズ。 フォントの色。 リスト 

 

デザインデザインデザインデザイン : 縦にスクロールします。 各画像のサムネールにファイル名とサイズが付きます。 サムネールをクリックすると、新しいブラウザ ウィンドウにフル サイズの画像が表示されます。ギャラリー ページに戻るには、ブラウザの [戻る] ボタンを使用します。 画像のページを移動するには、前後に移動するリンクを使用します (例 : [前へ]、[次へ])。 変更できる設定変更できる設定変更できる設定変更できる設定 : ギャラリーを開いたり、画像を別のブラウザ ウィンドウで開いた後でギャラリーに戻ったときに表示される切り替え効果を追加できます。 
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切り替え効果を表示するには Internet Explorer が必要です。 サムネール サイズと 1 ページの個数。 サムネールの表の背景色またはテクスチャ。 メイン ページの背景色またはテクスチャ。 フォントの色。 リンクの色。 ナビゲータ 

 

デザインデザインデザインデザイン : ページ上部の横長ビューア内にサムネール画像を横に並べて表示します。 サムネールをクリックすると、ビューアの下にフル サイズの画像が表示されます。 画像のページを前後に移動するには、矢印のリンクを使用します (例 : >> または <<)。 変更できる設定変更できる設定変更できる設定変更できる設定 : サムネール サイズと 1 ページの個数。 サムネール ビューアの背景色またはテクスチャ。 メイン ページの背景色またはテクスチャ。 フォントの色。 リンクの色。 スライド ショー 

 

デザインデザインデザインデザイン : ギャラリー内のすべての画像を自動スライド ショーで表示します。 変更できる設定変更できる設定変更できる設定変更できる設定 : ギャラリーを開いたり、画像を別のブラウザ ウィンドウで開いた後でギャラリーに戻ったときに表示される切り替え効果を追加できます。 切り替え効果を表示するには Internet Explorer が必要です。 フレームの幅と高さ。 各画像を停止して表示する時間。 メイン ページの背景色またはテクスチャ。 ストライプ 

 

デザインデザインデザインデザイン : 横長フレーム内にサムネール画像を横に並べて表示します。横並びの列を色分けすることもできます。 サムネールをクリックすると、新しいブラウザ ウィンドウにフル サイズの画像が表示されます。ギャラリー ページに戻るには、ブラウザの [戻る] ボタンを使用します。 画像のページを移動するには、前後に移動するリンクを使用します (例 : [前へ]、[次へ])。 変更できる設定変更できる設定変更できる設定変更できる設定 : サムネールのサイズ。 

1 列のサムネール数。 列数。 

1 列おきの列の背景色。 
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各サムネール周囲の背景色。 ギャラリーを開いたり、画像を別のブラウザ ウィンドウで開いた後でギャラリーに戻ったときに表示される切り替え効果を追加できます。 切り替え効果を表示するには Internet Explorer が必要です。 サムネール 

 

 

デザインデザインデザインデザイン : 横長フレーム内にサムネール画像を横に並べて表示します。 サムネールをクリックすると、新しいブラウザ ウィンドウにフル サイズの画像が表示されます。ギャラリー ページに戻るには、ブラウザの [戻る] ボタンを使用します。 画像のページを移動するには、前後に移動するリンクを使用します (例 : [前へ]、[次へ])。 変更できる設定変更できる設定変更できる設定変更できる設定 : サムネールのサイズ。 

1 列のサムネール数。 列と行の数。 各サムネール周囲の背景色。 サムネール フレームの背景色。 メイン ページの背景色またはテクスチャ。 フォントの色。 リンクの色。 
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Snagit テクニカルリファレンスガイドテクニカルリファレンスガイドテクニカルリファレンスガイドテクニカルリファレンスガイド このセクションには、Snagit のダイアログ ボックスとタブで選択するオプションに関する情報が含まれています。 以下の参考情報を参照してください。 

• キャプチャ モードと入力 

• キャプチャ モードと出力 

• 画像のファイル形式の種類とオプション 

• ビデオ キャプチャ出力のプロパティ 

• Snagit のコマンド ライン オプション 

• Snagit プログラムの環境設定 

• Snagit 8 ユーザーのための新バージョンのヘルプ 
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キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードと入力モードと入力モードと入力モードと入力 
 実際は 5 種類のキャプチャ モードモードモードモードがありますが、このトピックでは画像、テキスト、ビデオ、および Web の各キャプチャ モードについてのみ説明します。プリンタ キャプチャの詳細情報については、「Snagit プリンタ キャプチャ」を参照してください。 入力入力入力入力 画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ 

テキストテキストテキストテキスト キャプキャプキャプキャプチャチャチャチャ 
ビデオビデオビデオビデオ キャプチキャプチキャプチキャプチャャャャ 

Web キャキャキャキャプチャプチャプチャプチャ 画面全体 
   

 選択したウィンドウ 
   

 範囲 
   

 固定範囲 
   

 オブジェクト 
  

  メニュー 
 

   自動スクロール ウィンドウ 
  

  スクロール範囲 
  

  カスタム スクロール 
  

  図形 
 

   クリップボード 
  

  クリップボード チェーン 
  

  グラフィック ファイル 
 

   プログラム ファイル 
 

   全画面 DOS 表示 
  

  拡張ウィンドウ キャプチャ 
 

   デスクトップの壁紙 
 

   スキャナまたはカメラ 
 

   画面の複数範囲 
 

   カーソルを含む 
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キャプチャでリンクを維持する 
 

   音声の録音   

 

 固定アドレス    

 アドレスの確認    
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キャプチャ入力のプロパティキャプチャ入力のプロパティキャプチャ入力のプロパティキャプチャ入力のプロパティ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] 

[入力のプロパティ] のオプションを使用して、キャプチャの設定を変更できます。 最初にキャプチャ モードとキャプチャ入力を選択します。[入力のプロパティ] を選択して、任意のオプションを変更します。たとえば、固定範囲キャプチャのサイズを入力したり、自動スクロール キャプチャのスクロール方向を水平から垂直に変更します。 入力のプロパティ入力のプロパティ入力のプロパティ入力のプロパティ 
使用可能なキャプチ使用可能なキャプチ使用可能なキャプチ使用可能なキャプチャャャャ モードモードモードモード 

説明説明説明説明 全般 画像 キャプチャ範囲の外側で使用する背景色を変更します。不規則な図不規則な図不規則な図不規則な図形形形形をキャプチャする場合に便利です。 固定範囲 画像 テキスト ビデオ 

固定範囲のサイズを変更します。固定範囲は、画面上の特定領域をキャプチャするために使用する四角形です。[選択選択選択選択] ボタンをクリックして、画面のキャプチャに使用するサイズの四角形を描きます。 メニュー 画像 メニュー バーとカスケード メニューをキャプチャします。 スクロール 画像 テキスト 

ウィンドウ、アクティブ ウィンドウ、範囲、および固定範囲の各キャプチャでの自動スクロール オプションを指定します。 

[スクロールスクロールスクロールスクロール ウィンドウを前面に表示ウィンドウを前面に表示ウィンドウを前面に表示ウィンドウを前面に表示] オプションは、選択したスクロール ウィンドウをキャプチャ時に前面に表示します。 スクロール キャプチャに失敗する場合は、[スクロールの遅延] オプションを指定してみます。スクロールの遅延オプションは、最初は 
300 ミリ秒に設定して、少しずつ増やしてみてください。 

[ウィンドウの自動スクロール] オプションのボックスで、[スクロール方向] を以下のいずれかに設定します。 

• [垂直] を選択した場合は、[文書の上からスクロールする] も選択します。 

• [水平] を選択した場合は、[文書の左からスクロールする] も選択します。 

• [両方] を選択した場合は、スクロールは左上から開始されます。 スキャナとカメラ 画像 システムのデフォルト デバイスを使用しない場合は、スキャナまたはカメラのソース デバイスを選択します。 

TWAIN は、アプリケーションとデジタル イメージング デバイスとの通信を可能にするための標準ソフトウェア インターフェイスです。Snagit では、画像キャプチャのソースとして、スキャナやカメラなどの TWAIN デバイスを選択できます。この入力オプションでは、サイズ、形、方向、濃淡、その他の画像処理オプションを、デバイスからコンピュータへ転送されるときに自動で指定することができます。 「入力の入力の入力の入力の [スキャナとカメラのスキャナとカメラのスキャナとカメラのスキャナとカメラのプロパティプロパティプロパティプロパティ]」も参照してください。 拡張ウィンドウ 

(Windows XP および Vista のみ) 

画像 画面より大きなウィンドウをキャプチャします。自動スクロールと同様、拡張ウィンドウ キャプチャでは画面に表示される以上の内容をキャプチャできます。 拡張ウィンドウ キャプチャではウィンドウの外枠がキャプチャされますが、自動スクロールではキャプチャされません。「入力の [拡張拡張拡張拡張ウィンドウのプロパティウィンドウのプロパティウィンドウのプロパティウィンドウのプロパティ]」も参照してください。 
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リンク / ホットスポット 
画像 維持するリンクおよびホットスポットの種類を選択します。「入力入力入力入力のののの [リンクリンクリンクリンク / ホットスポットホットスポットホットスポットホットスポット]」も参照してください。 オブジェクト テキスト テキスト キャプチャに含める項目を選択します。「[オブジェオブジェオブジェオブジェクトのクトのクトのクトの入力入力入力入力] タブタブタブタブ」も参照してください。」も参照してください。」も参照してください。」も参照してください。  ビデオ キャプチャの環境設定 
ビデオ [ビデオ キャプチャの環境設定] のオプションを使用して、ビデオ キャプチャに関連する Snagit アプリケーションの環境設定を行います。 詳細については、以下を参照してください。 ビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティ 

[ビデオ出力ファイルビデオ出力ファイルビデオ出力ファイルビデオ出力ファイル] タブタブタブタブ ビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレーム レートレートレートレート (微速度撮影微速度撮影微速度撮影微速度撮影) の設定の設定の設定の設定 ビデオビデオビデオビデオ キャプチャの音声形式の設定キャプチャの音声形式の設定キャプチャの音声形式の設定キャプチャの音声形式の設定 ビデオビデオビデオビデオ キャプチャのヒントキャプチャのヒントキャプチャのヒントキャプチャのヒント  固定アドレス Web Web キャプチャで使用するデフォルト URL を入力します。 

Web キャプチャの環境設定 
Web 「Web キャプチキャプチキャプチキャプチャの環境設定ャの環境設定ャの環境設定ャの環境設定」を参照してください。 

 プリンタ キャプチャの環境設定のオプション 

プリンタ プリンタ キャプチャの一時ファイルを格納する場所を指定します。プリンタ キャプチャの後で Snagit を終了するかどうかを選択します。 
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入力の入力の入力の入力の [全般全般全般全般] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [全般] タブ オプションは、画像キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 背景色 さまざまな図形をキャプチャする際に、キャンバスを塗りつぶす背景色を選択します。 クリップボード テキストの幅 (ピクセル) 
[入力入力入力入力]、[クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード] の順に選択した場合にのみ使用できます。 クリップボードからテキストをキャプチャする場合のキャプチャ幅を指定します。 デフォルトの幅は 640 ピクセルです。幅を 0 に設定すると、画像のサイズに Windows デスクトップの幅と高さを使用します。 
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[固定範囲の入力固定範囲の入力固定範囲の入力固定範囲の入力] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [固定範囲] タブ 固定範囲は、画面上の特定領域をキャプチャするために使用する四角形です。 オプションは、画像、テキスト、およびビデオ の各キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 幅 固定範囲の幅をピクセル単位で指定します。 高さ 固定範囲の高さをピクセル単位で指定します。 固定開始点を使用 固定範囲の固定開始点の座標を指定します。 開始 X 固定範囲の開始点の X 座標を指定します。 開始 Y 固定範囲の開始点の Y 座標を指定します。 選択 [選択選択選択選択] ボタンをクリックして、画面のキャプチャに使用するサイズの四角形を描きます。 
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入力の入力の入力の入力の [メニューメニューメニューメニュー] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [メニュー] タブ オプションは、画像キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 メニュー バーを含む メニュー キャプチャにメニュー バーを含めます。 カスケード メニューをキャプチャ 
メニュー キャプチャにカスケード メニューを含めます。 

Snagit 9 204



 

入力の入力の入力の入力の [スクロールスクロールスクロールスクロール] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [スクロール] タブ ウィンドウ、アクティブ ウィンドウ、範囲、および固定範囲の各キャプチャでの自動スクロール オプションを指定します。 オプションは、画像とテキスト キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 
使用可能なキャプチャ使用可能なキャプチャ使用可能なキャプチャ使用可能なキャプチャ モードモードモードモード 

説明説明説明説明 スクロール ウィンドウを前面に表示 
画像 テキスト 

[スクロールスクロールスクロールスクロール ウィンドウを前面に表示ウィンドウを前面に表示ウィンドウを前面に表示ウィンドウを前面に表示] オプションは、選択したスクロール ウィンドウをキャプチャ時に前面に表示します。 スクロールの遅延 画像 テキスト 

スクロール キャプチャに失敗する場合は、[スクロールの遅延] オプションを指定してみます。スクロールの遅延オプションは、最初は 300 ミリ秒に設定して、少しずつ増やしてみてください。 文書の上からスクロールする 
画像 テキスト 

[垂直] を選択した場合は、[文書の上からスクロールする] も選択します。 文書の左からスクロールする 
画像 [水平] を選択した場合は、[文書の左からスクロールする] も選択します。 スクロール方向 画像 スクロール キャプチャの方向を、[垂直]、[水平]、または [両方] のうちから選択します。 
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入力の入力の入力の入力の [スキャナとカメラのプロパティスキャナとカメラのプロパティスキャナとカメラのプロパティスキャナとカメラのプロパティ] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [スキャナとカメラのプロパティ] タブ システムのデフォルト デバイスを使用しない場合は、スキャナまたはカメラのソース デバイスを選択します。 オプションは、画像キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 

TWAIN は、アプリケーションとデジタル イメージング デバイスとの通信を可能にするための標準ソフトウェア インターフェイスです。Snagit では、画像キャプチャのソースとして、スキャナやカメラなどの TWAIN デバイスを選択できます。この入力オプションでは、サイズ、形、方向、濃淡、その他の画像処理オプションを、デバイスからコンピュータへ転送されるときに自動で指定することができます。 
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入力の入力の入力の入力の [拡張ウィンドウのプロパティ拡張ウィンドウのプロパティ拡張ウィンドウのプロパティ拡張ウィンドウのプロパティ] ウィンドウまたはタブウィンドウまたはタブウィンドウまたはタブウィンドウまたはタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [拡張ウィンドウ] タブ 画面より大きなウィンドウ画面より大きなウィンドウ画面より大きなウィンドウ画面より大きなウィンドウをキャプチャします。自動スクロールと同様、拡張ウィンドウ キャプチャでは画面に表示される以上の内容をキャプチャできます。拡張ウィンドウ キャプチャではウィンドウの外枠がキャプチャされますが、自動スクロールではキャプチャされません。画面より大きなサイズをキャプチャするようにウィンドウ サイズを変更します。 キャプチャするウィンドウのサイズをマウスで変更できない場合は、変更後の新しいサイズを入力することはできません。たとえば、最大化されたウィンドウのサイズを変更することはできません。 オプションは、画像キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。Windows XP および Vista のみに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 デフォルトのキャプチャ サイズを使用 
キャプチャ前にウィンドウ サイズを変更する場合に、固定サイズに設定するには、
[デフォルトのキャプチャデフォルトのキャプチャデフォルトのキャプチャデフォルトのキャプチャ サイズを使用サイズを使用サイズを使用サイズを使用] チェック ボックスをオンにします。ウィンドウ サイズを変更しない場合は、チェック ボックスをオフにしておきます。必要な内容をキャプチャするために設定するウィンドウ サイズが正確にわかっている場合は、この機能を使用します。 幅、高さ 幅幅幅幅および高さ高さ高さ高さをピクセル単位で入力します。  ウィンドウの内容をすべてキャプチャするには、デフォルトのキャプチャ サイズから、またはプレビューで確認しながら幅幅幅幅および高さ高さ高さ高さを変更する必要があります。 拡張ウィンドウのキャプチャ プレビューを表示 
キャプチャ前に [キャプチャ プレビュー] ウィンドウを開きます。キャプチャ サイズを設定する際に便利です。 
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入力の入力の入力の入力の [リンクリンクリンクリンク / ホットスポホットスポホットスポホットスポットットットット] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [リンク/ホットスポット] タブ 維持するリンクおよびホットスポットの種類を選択します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 リンクのみ キャプチャ内のリンクのみを維持します。 すべてのクリック可能なオブジェクト 
キャプチャ内のすべてのクリック可能なオブジェクト (ボタン、チェック ボックス、ラジオ ボタン、テキスト フィールドなど) について、リンクとホットスポットを維持します。 
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入力の入力の入力の入力の [オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [オブジェクト] タブ テキスト キャプチャに含める項目を選択します。 オプションは、テキスト キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 オブジェクト名 Windows オブジェクト名をキャプチャに含めます。 オブジェクトの説明 Windows オブジェクトの説明をキャプチャに含めます。 オブジェクトの値 オブジェクトの値をキャプチャに含めます。 キャプチャにオブジェクトのプロパティ名を含める 
オブジェクトのプロパティ名をキャプチャに含めます。 キャプチャ中にトレイ アイコンを表示 
録画中に Windows システム トレイで点滅する Snagit アイコンを含めます。 階層ウィンドウのキャプチャ プログラムの動く画像を階層ウィンドウでキャプチャします (たとえば、
Microsoft Word のアニメーション アシスタントは階層ウィンドウで表示されます)。 

Snagit 9 209



 

入力の入力の入力の入力の [固定アドレス固定アドレス固定アドレス固定アドレス] タブタブタブタブ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [固定アドレス] タブ オプションは、Webキャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 

Web ページ アドレス キャプチャする Web アドレスを入力または選択します。 履歴の消去 最近使用した Web ページ アドレスのリストからエントリを消去します。 このオプションを選択すると、すべてのエントリの削除を確認するメッセージが表示されます。 
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キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ モードと出力モードと出力モードと出力モードと出力  次の表では、さまざまなモードモードモードモードの組み合わせで選択可能な出力の種類について説明します。 出力出力出力出力 画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ 
テキストテキストテキストテキスト キャキャキャキャプチャプチャプチャプチャ 

ビデオビデオビデオビデオ キャプチキャプチキャプチキャプチャャャャ 
Web キキキキャプチャャプチャャプチャャプチャ 出力なし 

   

 プリンタ 
  

  クリップボード 
  

  ファイル 
    電子メールの送信 
   

 

Snagit エディタ 
    

FTP 

   

 プログラム 
   

 

Excel 
 

   

Word 

 

   

PowerPoint 
 

   複数出力 
   

 

 「プリンタプリンタプリンタプリンタ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ」も参照してください。 
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キャプチャ出力のプロパティキャプチャ出力のプロパティキャプチャ出力のプロパティキャプチャ出力のプロパティ  

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] 

[出力のプロパティ] のオプションを使用して、キャプチャ出力をさらに詳細に制御できます。キャプチャ モードモードモードモードとキャプチャ出力を選択し、必要に応じて出力のプロパティを設定します。 出力タブ出力タブ出力タブ出力タブ 
使用可能なキャプ使用可能なキャプ使用可能なキャプ使用可能なキャプチャチャチャチャ モードモードモードモード 

説明説明説明説明 印刷 画像 テキスト プリンタ 

Windows の通常使うプリンタまたは特定のプリンタを選択します。特定プリンタのプロパティを保存して、今後 Snagit で行うキャプチャで使用することができます。 画像ファイル 画像 プリンタ 

キャプチャした画像ファイルを別のグラフィック ファイル形式で保存する方法を指定します。 メールの送信 画像 テキスト ビデオ プリンタ 

キャプチャしたファイルを電子メールで送信します。 

プログラム 画像 テキスト ビデオ プリンタ 

外部プログラムやソフトウェア アプリケーションへ直接送信する 
Snagit 出力の環境設定を指定します。 

FTP 画像 テキスト ビデオ プリンタ 

Web オプションでの出力データを指定します。 

[出力出力出力出力] から [FTP] を選択した場合は、[出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ出力のプロパティ] の [FTP] タブでプロパティを設定する必要があります。 テキスト ファイル テキスト キャプチャしたテキストを ASCII テキスト ファイルとして保存します。 ビデオ ファイル ビデオ キャプチャしたビデオを AVI ファイルとして保存します。 「 [ビデオ ファイル] 」、「ビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレーム レート (微速度撮影) の設定」、および「ビデオ キャプチャの音声形式の設定」を参照してください。 ファイル Web Web キャプチャ画像をファイルに保存します。 
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出力の出力の出力の出力の [画像ファイル画像ファイル画像ファイル画像ファイル] タブタブタブタブ 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [画像ファイル] 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] ファイル形式、ファイル名の自動設定、およびファイルの保存場所に関する環境設定を行います。 オプションは、画像およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 ファイル形式 • 画像キャプチャのファイル形式を選択します。 

• [最後に使用した形式を保存最後に使用した形式を保存最後に使用した形式を保存最後に使用した形式を保存] を選択すると、前のキャプチャと同じファイル形式を使用できます。 
• [常にこのファイル形式を使用常にこのファイル形式を使用常にこのファイル形式を使用常にこのファイル形式を使用] を選択すると、すべてのキャプチャで使用するファイル形式を選択できます。 オプション 選択したファイル形式のオプションを指定します。 全ファイル形式を表示 ファイル形式オプションのリスト全体を表示するか、または最も一般的な形式の簡略リストのみを表示します。 手動でファイル名を入力する 

キャプチャするたびにファイル名を入力します。 固定ファイル名 すべてのキャプチャに使用する固定ファイル名を入力します。連続してキャプチャ ファイルを自動的に更新する場合、固定ファイル名を使用します。 自動ファイル名 Snagit が一連のキャプチャに自動的に名前を付けます。キャプチャ処理を自動操作する場合に使用します。 「自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション」を参照してください。 出力フォルダ キャプチャの出力フォルダを選択します。 
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自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [画像ファイル] タブ > [自動ファイル名] > [オプション] 
       プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [自動ファイル名] > [オプション] > [プロファイル ウィザード] キャプチャに自動的に名前を付けます。各キャプチャの後で作業を止めて、ファイルに名前を付けたり、ファイルの保存場所を選択する必要はありません。また、固有のファイル名の自動設定方法を作成して、プロファイルと一緒に保存できます。これにより、ユーザー独自のキャプチャをさらに便利に活用できます。 オプションは、画像およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 形式 コンピュータ名や日付など、ファイル名の構成要素を表示します。フィールドに入力するか、[ファイル名の構成要素] リストからオプションを選択します。 ダッシュ (-) やスペースを使用して構成要素を区切ることもできます。 プレビュー 選択に基づくファイル名の表示方法を表示します。ファイル名に構成要素やテキストを追加すると、このフィールドは自動的に更新されます。 既存のファイル名を上書きする前に確認する 

Snagit が自動で既存のファイルを上書きしないようにします。 ファイル名の構成要素 
ファイル名に含めることができる事前定義情報の種類を示します。 値 選択した構成要素の値を表示します。 挿入 [挿入] ボタンをクリックすると、構成要素が [形式] フィールドに追加されます。 先頭文字 ファイル名の先頭に表示される文字を入力します。 桁数 自動設定番号で使用する数字の桁数を入力します。3 桁を選択した場合、保存したファイル数が 999 に達すると、再度同じ設定で番号が付けられます。[既存のファイル名を上書きする前に確認する] をオンにしていない場合、ファイルが上書きされます。 開始番号 保存したファイルに使用する最初の番号を選択します。 
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出力の出力の出力の出力の [電子メールの送信電子メールの送信電子メールの送信電子メールの送信] タブタブタブタブ 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [電子メールの送信] タブ 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [電子メールの送信] タブ 

Snagit の設定を変更して、キャプチャを電子メールで送信します。 オプションは、画像、テキスト、およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 電子メール設定を毎回確認する 
キャプチャ出力を電子メールで送信するたびに、新しい電子メール設定を入力する場合に選択します。 確認せずにデフォルトの電子メール設定を使用する 

キャプチャを特定の受信者またはアドレスに送信するための電子メール設定をあらかじめ指定します。 
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出力の出力の出力の出力の [プログラムプログラムプログラムプログラム] タブタブタブタブ 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [プログラム] タブ 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [プログラム] タブ 外部プログラムやソフトウェア アプリケーションへ直接送信する Snagit 出力の環境設定を指定します。 オプションは、画像、テキスト、ビデオ、およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 

 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 出力先のプログラムを選択 キャプチャを送信するプログラムを選択します。 このリストはシステム レジストリから読み込まれたものであり、Snagit でキャプチャの表示に使用可能なアプリケーションが含まれています。他のアプリケーションをシステムに追加すると、このリストは自動的に更新されます。 追加 アプリケーションを [プログラム] 出力リストに追加します。 編集 現在 [プログラム] 出力リストに含まれているアプリケーションのパラメータを編集します。「出出出出力の力の力の力の [プログプログプログプログラムの編集ラムの編集ラムの編集ラムの編集]」を参照してください。 削除 アプリケーションをリストから削除します。 更新 システム レジストリでアプリケーションを検索します。 手動でファイル名を入力する 
キャプチャするたびにファイル名と保存場所を手動で入力する場合に選択します。 自動ファイル名 キャプチャのファイル名と保存場所を自動で指定します。 デフォルトの自動ファイル名を変更するには、[オプション] ボタンをクリックします。 オプション 「自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション」を参照してください。 ファイルの格納先 保存したキャプチャがプログラムで開かれる前に格納するドライブ、ディレクトリ、およびフォルダを選択します。 
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出力の出力の出力の出力の [プログラムプログラムプログラムプログラム] タブのタブのタブのタブの [追加追加追加追加] オプションオプションオプションオプション 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [プログラム] タブ > [追加] ボタン 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [プログラム] タブ > [追加] ボタン 別のアプリケーションを [プログラム] 出力リストに手動で追加します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 実行可能ファイル [プログラム出力] リストに追加する別のプログラムの実行ファイルを選択します。 表示名 このフィールドにはアプリケーション名が表示されます。アプリケーションの名前は変更できます。 パラメータ 選択したプログラムを適切に実行するためのコマンド ライン オプションです。 

"<CaptureFilename>" は、選択したプログラムを実行するときに開くファイルを指定するパラメータであるため、必ず指定する必要があります。 例 : “-min -a -ex “c:\temp\test.zip” “<CaptureFilename>”  この例は、WinZip のパラメータを示しています。このコマンドは、新しいキャプチャを 
test.zip という名前の zip ファイルに追加します。その他のパラメータについては、選択したプログラムのマニュアルを参照してください。 
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出力の出力の出力の出力の [プログラムの編集プログラムの編集プログラムの編集プログラムの編集] のオプションのオプションのオプションのオプション 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [プログラム] タブ > [編集] ボタン 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [プログラム] タブ > [編集] ボタン 

[プログラム] 出力リストのアプリケーションを編集します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 実行可能ファイル [プログラム出力] リストに追加する別のプログラムの実行ファイルを選択します。 表示名 このフィールドにはアプリケーション名が表示されます。アプリケーションの名前は変更できます。 パラメータ 選択したプログラムを適切に実行するためのコマンド ライン オプションです。 

"<CaptureFilename>" は、選択したプログラムを実行するときに開くファイルを指定するパラメータであるため、必ず指定する必要があります。 例 : “-min -a -ex “c:\temp\test.zip” “<CaptureFilename>”  この例は、WinZip のパラメータを示しています。このコマンドは、新しいキャプチャを 
test.zip という名前の zip ファイルに追加します。その他のパラメータについては、選択したプログラムのマニュアルを参照してください。 
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出力の出力の出力の出力の [FTP] タブタブタブタブ 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [FTP] タブ 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [FTP] タブ 

FTP を使用して Web 上の場所へ直接送信する Snagit 出力の環境設定を指定します。 オプションは、画像、テキスト、およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 

FTP サーバー ターゲット FTP サーバーの IP アドレスまたは DNS 名を指定します。 ポート FTP サービス用に使用するサーバー上のポートを指定します。通常はデフォルト設定のポート 21 です。 リモート パス キャプチャしたファイルの格納場所となるサーバー上のディレクトリ パスを入力します。 パッシブ FTP を使用する FTP サーバーにパッシブ モードで接続します。 進行状況の表示 [進行状況の表示] ダイアログ ボックスを表示します。 固定ファイル名 定期的にファイルをサーバーへ送信し、既存のファイルを常に上書きします。 自動ファイル名 ファイルに連番を含んだ名前を自動で付けます。[シーケンスの上限値] を指定します。たとえば、シーケンスの上限値を 9 に設定すると、[ファイル名] または [先頭文字] ボックスで指定した先頭文字に 1 つの数字を付加した名前でファイルが書き込まれ、保存するファイルが 10 個目になると最初のファイルが上書きされます。デフォルト設定は 0 で、上限なしを示します。 一時的な名前変更/置換方法の使用 
画面キャプチャに一時ファイル名を付けてサーバーへ送信します。その後、一時ファイルの名前を [ファイル名] または [先頭文字] ボックスで指定した名前に変更します。 サーバー認証 FTP サーバーで認証が必要な場合 (匿名 FTP が許可されない場合) に選択します。ユーザー名とパスワードを指定します。 ユーザー名 サーバー認証に使用するユーザー名を入力します。 パスワード サーバー認証に使用するパスワードを入力します。 プロキシ サーバーを使用する 
ファイアウォールまたはプロキシ サーバーを使用します。 プロキシ サーバーとポート ファイアウォールまたはプロキシを選択している場合、このフィールドにプロキシ サーバーとポートを指定します (プロキシ サーバーには、
proxy.companyname.com:8080 などの別の IP アドレスまたは DNS 名が使用されます)。 
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出力の出力の出力の出力の [テキストテキストテキストテキスト ファイルファイルファイルファイル] タブタブタブタブ 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [テキスト ファイル] タブ テキスト キャプチャについて、ファイル名、ファイル形式、キャプション、および保存場所の各オプションの設定を変更します。 オプションは、テキスト キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 

TXT - テキスト ファイル テキスト キャプチャのデフォルト オプションです。 キャプチャに注釈を付ける テキスト キャプチャ出力にキャプションを追加します。 キャプションの先頭文字 テキスト キャプチャの各キャプションの前に表示するテキストを入力します。 ファイルに追加 各テキスト キャプチャを単一ファイルの末尾に追加します。 手動でファイル名を入力する 
キャプチャするたびにファイル名を入力します。 固定ファイル名 各テキスト キャプチャに同じファイル名を割り当てます。同じ出力ファイルを連続して自動的に更新する場合に使用します。 名前 固定ファイル名を使用する場合のファイル名を入力します。 自動ファイル名 Snagit が一連のキャプチャに自動的に名前を付けます。キャプチャ処理を自動操作する場合に使用します。 「自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション自動ファイル名のオプション」を参照してください。 出力フォルダ キャプチャを保存するフォルダを選択します。 
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出力の出力の出力の出力の [ファイルファイルファイルファイル] タブタブタブタブ (Web 出力出力出力出力) 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [ファイル] タブ 

Web キャプチャについて、ファイル名、ファイル形式、キャプション、および保存場所の各オプションの設定を変更します。 オプションは、Webキャプチャ モーモーモーモードドドドに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 手動でフォルダ名を入力する キャプチャするたびにフォルダ名を入力します。 固定フォルダ名 各新規キャプチャに同じフォルダ名を使用します。 キャプチャごとにサブフォルダを作成する 
各新規キャプチャを指定の出力フォルダ内のサブフォルダに格納します。 

1 つのフォルダにすべての画像を格納する 
すべてのキャプチャ画像を同じフォルダ内に格納します。 フォルダの階層を作成して画像を格納する 
キャプチャした Web サイトの階層に合わせてフォルダを作成します。 ファイル名を自動的に変更する 
キャプチャしたファイルの名前が同じ場合に自動で変更します。 ファイルを上書きする キャプチャ フォルダ内の既存ファイルを常に上書きします。 
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出力の出力の出力の出力の [印刷印刷印刷印刷] タブタブタブタブ 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [印刷] タブ 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [印刷] タブ キャプチャの印刷設定を指定します。 オプションは、画像、テキスト、およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 最後に使用した設定を保存 

前回のキャプチャ時にプレビュー画面またはエディタで使用した最後の印刷設定を使用して印刷します。 このオプションはエディタでは選択できません。 この設定を使用 デフォルトの印刷オプションを設定します。 このオプションはエディタでは選択できません。エディタでは、[ファイルファイルファイルファイル]、[印刷印刷印刷印刷]、[ペーペーペーページ設定ジ設定ジ設定ジ設定] の順に選択して、デフォルト設定を上書きします。 プリンタの選択 プリンタを選択します。デフォルトのオプションは [Windows の通常使うプリンタ] です。 プロパティ 用紙サイズや印刷方向などのプリンタのプロパティを変更します。 ページ設定 画像およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードでのみ選択できます。詳細については「出力の [ページ設定] オプション」を参照してください。 
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出力の出力の出力の出力の [ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定] オプションオプションオプションオプション 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [印刷] タブ > [ページ設定] ボタン 
        プリンタ キャプチャ モード : [ツール] > [Snagit プリンタ キャプチャ設定] > [プロパティ] ボタン > [印刷] タブ > [ページ設定]  ボタン 

[ページ設定] ダイアログ ボックスのタブを使用して、ページの印刷方法を設定します。[レイアウト] タブのオプションを使用して、スクロール キャプチャや大きなキャプチャの複数ページへの分割を行います。 このダイアログのオプションは、[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスのオプションによって自動的に更新されます。 オプションは、画像およびプリンタ キャプチャ モードモードモードモードに適用されます。 

[レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト] タブタブタブタブ オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 自動サイズ設定 画像のサイズを、エディタの画面に表示されるサイズに最も近い大きさに拡大縮小します。ハンドルをクリックして画像をドラッグし、ページの上に配置します。または、ハンドルをクリックして画像のサイズを変更します。 実際のキャプチャ サイズは変更されません。 ページに合わせて縮小 元の画像の正しい縦横比を維持しながら、1 ページに合わせて画像を縮小します。 ページに合わせて拡大 元の画像の正しい縦横比を維持しながら、画像がページ全体を占めるように拡大または縮小して 1 ページに合わせます。 幅に合わせて拡大 画像をページの幅に合わせて拡大します。高さは比例して拡大されるため、1 ページを超える場合があります。 手動で拡大縮小 画像の拡大縮小率を指定して、印刷ページ上のサイズを小さくするか、または大きくします。100% を指定すると、画像がページ全体を占めるサイズになります。 ハンドルをクリックして画像をドラッグし、ページの上に配置します。または、ハンドルをクリックして画像のサイズを変更します。 実際のキャプチャ サイズは変更されません。 固定サイズ (インチ) 幅と高さを指定します。指定サイズに合わせてキャプチャを印刷します。必要に応じて画像を拡大したり、ゆがめることができます。 縦横比を維持する 幅や高さを変更する際に画像の縦横比を固定します。サイズを設定する際、幅と高さの数値は縦横比を維持しながら相対的に変わります。 画像の位置 ページ上の画像の位置を指定します。 配置のボタン グループのいずれかをクリックして [画像の位置] を選択し、印刷ページ上の位置を選択します。 サンプル画像サイズ このオプションを使用してキャプチャをプレビューします。 このオプションはエディタでは選択できません。 

[用紙用紙用紙用紙] タブタブタブタブ オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 縦 ページの方向を縦に設定します。 横 ページの方向を横に設定します。 

Snagit 9 223



 

余白 必要な余白を設定します。[上]、[下]、[左]、および [右] の各オプションを使用して、必要な余白をインチ単位で設定します。 サンプル画像サイズ キャプチャをプレビュー表示します。 このオプションはエディタでは選択できません。 
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画像のファイル形式の種類とオプション画像のファイル形式の種類とオプション画像のファイル形式の種類とオプション画像のファイル形式の種類とオプション 
Snagit は、画像キャプチャおよびプリンタ キャプチャで 28 種類のファイル形式を使用することができます。 

[全ファイル形式を表示全ファイル形式を表示全ファイル形式を表示全ファイル形式を表示] チェック ボックスを選択して、28 種類のファイル形式をすべて表示するか、または最も一般的な形式の簡略リストのみを表示します。 画像キャプチャのファイル形式を選択します。 

• [最後に使用した形式を保存最後に使用した形式を保存最後に使用した形式を保存最後に使用した形式を保存] を選択すると、前のキャプチャと同じファイル形式を使用できます。 

• [常にこのファイル形式を使用常にこのファイル形式を使用常にこのファイル形式を使用常にこのファイル形式を使用] を選択すると、すべてのキャプチャで使用するファイル形式を選択できます。 

ファイル形式の選択基準ファイル形式の選択基準ファイル形式の選択基準ファイル形式の選択基準 

 [使用可能なオプション] 列のオプションをクリックすると、説明が表示されます。 ファイルの種類ファイルの種類ファイルの種類ファイルの種類 使用可能なオプション使用可能なオプション使用可能なオプション使用可能なオプション 

BMP - OS/2 ビットマップ 色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

BMP - Windows ビットマップ 色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

CAL - CALS 色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

CMP - LEAD 色色色色 品質品質品質品質 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

CUR - Windows カーソル 色色色色 ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加 透明透明透明透明 

EMF - Windows 拡張メタファイル形式 色色色色 

 

EPS - Encapsulated 
PostScript 

色色色色 

 

GIF - CompuServe GIF 

GIF 形式は 256 色に制限され、可逆圧縮ファイル形式であるため、Web で一般的に使用されます。GIF はファイル サイズが小さい線描画、テキスト、およびアイコン グラフィックの保存に適しています。 

色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 透明透明透明透明 

ICA - IBM IOCA [Wrapped] 色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

ICO - Windows アイコン 色色色色 ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加 透明透明透明透明 

IMG - GEM 画像 色色色色 

JPG - JPEG 画像 

JPG 形式は非可逆圧縮ファイル形式です。そのため、BMP よりも小さいサイズで写真を保存する場合に便利です。JPG は圧縮されるため、Web で一 色色色色 品質品質品質品質 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 
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般的に使用されます。サイズの小さい線描画、テキスト、およびアイコン グラフィックの保存には、可逆圧縮の GIF または PNG の方が適しています。 

MHT - 画像を含む Web ページ 

MHTML は HTML Web ページに似ていますが、HTML と画像が単一のファイルに組み合わされる点が異なります。MHT は単純なリンクやホットスポットと共に画像を 1 つのファイルだけですばやく共有するのに便利です。また、最も役に立つのが電子メールを使用する場合で、画像を含む Web ページを Outlook および Outlook Express の電子メール本文に直接挿入できます。 

使用可能なオプションはありません。 

MSP - Microsoft Paint 色色色色 

PCT - Macintosh Picture 色色色色 

PCX - PC Paintbrush 色色色色 

PDF - Adobe PDF PDF ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定 

PNG- ポータブル ネットワーク グラフィックス 

PNG 形式は可逆圧縮ファイル形式であるため、Web で一般的に使用されます。PNG はファイル サイズが小さい線描画、テキスト、およびアイコン グラフィックの保存に適しています。 

色色色色 

PSD - Adobe PhotoShop 3.0 色色色色 

RAS - SUN Raster 色色色色 

RAW - IBM IOCA[Raw] 色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

SNAG - Snagit キャプチャ ファイル 

SNAG ファイル形式は、ベクトルベクトルベクトルベクトル オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトが保持されるエディタ専用のファイル形式です。ベクトル オブジェクトを含むキャプチャまたは画像ファイルを .SNAG ファイル以外の形式で保存すると、ベクトル オブジェクトはフラット化され、完全に画像の一部となります。フラット化すると、ベクトル オブジェクトを画像から切り離すことはできません。 

使用可能なオプションはありません。 

SWF - Adobe Flash 

Flash ポップアップとして設定されたホットスポットを使用するには、電子メール出力を使用するか、または Adobe Flash ファイル (SWF) として保存する必要があります。Flash は、Web サイトでの公開やブラウザ内での表示を目的とした、インタラクティブな画像に使用されます。 

使用可能なオプションはありません。 

TGA - Truevision Targa 色色色色 

TIF - Tagged Image File 色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

WFX - WinFax 色色色色 サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 

WMF - Windows メタファイル形式 色色色色 

WPG - WordPerfect 色色色色 
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ファイル形式のオプションの説明ファイル形式のオプションの説明ファイル形式のオプションの説明ファイル形式のオプションの説明 選択したファイル形式に応じて、さまざまなオプションを使用できます。各ファイル形式で使用可能なオプションについては、「画像のファイル形式の種類とオプション画像のファイル形式の種類とオプション画像のファイル形式の種類とオプション画像のファイル形式の種類とオプション」を参照してください。 

色色色色 画像に保存する色数 (色の設定) を選択します。使用可能な色の数は、選択したファイル形式によって異なります。 

品質品質品質品質 

JPG 圧縮では、常に画質がいくらか低下します。[品質] は圧縮画像の品質を指定します (最高は 100、最低は 1)。画像の品質を高くするほど、ファイルの変換と保存に時間がかかります。 

サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式サブファイル形式 使用可能なサブファイル形式から選択します。現在選択している [色] の設定に応じて、使用可能なサブファイル形式は異なります。 プログレッシブ JPG ファイルは通常の JPG ファイルと同じですが、画像が最短時間でフルサイズ表示された後、読み込みが進むに従って明瞭になります。 

TIFF は、汎用デジタル画像データ交換の促進を目的として設計されたタグ付きファイル形式です。TIFF には多くのバージョンがあります。Snagit は標準の TIFF 形式をサポートしています。 

ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加ファイルが存在する場合に追加 新しいアイコン画像を既存の Windows アイコンに追加します。 

透明透明透明透明 このオプションを使用して、画像内の 1 色を透明に設定できます。詳細については、「透明透明透明透明」を参照してください。 

タイトル、作成者、およびキーワードタイトル、作成者、およびキーワードタイトル、作成者、およびキーワードタイトル、作成者、およびキーワード 

PDF リーダーの文書プロパティの [概要] タブに表示されるタイトルと作成者を入力します。 

Adobe PDF 文書のキーワードを追加します。キーワードは文書の概要および文書のメタデータの中で使用されます。キーワードの使用方法の詳細については、Adobe ヘルプ ドキュメントを参照してください。 

PDF ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定 

[PDF ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定] ダイアログ ボックスを開いて、ページ サイズ、余白、ページの方向、画像のレイアウトなどのページ設定オプションをプレビューおよび調整します。 
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ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色ユーザー設定の色 

 エディタ > [画像] タブ > [変更] グループ > [色の効果] > [色の設定] キャプチャ後に、画像の色解像度、ディザ、およびパレットの設定を変更します。 独自の最適化された最適化された最適化された最適化されたパレットを使用することにより、最高の画質が得られます。 独自のパレットをビットマップに適用するには、8 ビット/ピクセル (256 色) 以下のファイルから画像を開きます。デフォルトでは、Snagit はファイルに格納されているパレットを読み込み、メモリ内のビットマップに関連付けます。または、24 ビット画像 (1600 万色) を 8 ビット/ピクセル (256 色) に減色することにより、画像に対して最適化されたパレットを Snagit が作成することもできます。最適化されたパレットを適用した画像には、パレット シフトが生じることがあります。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 色 モノクロ (1 ビット) から True Color (32 ビット) までのオプションを使用できます。 色の順序 色の順序色の順序色の順序色の順序を、赤-緑-青または青-緑-赤のどちらかに指定します。 オプションを使用できるのは 16 ビット以上の色の場合のみで、選択は必ずエディタから行います。 ディザの方法 

(このオプションを使用できるのは、[色] を 256 色以下に設定している場合のみです。) 

[ディザの方法ディザの方法ディザの方法ディザの方法] リスト ボックスのオプションを使用すると、画像の色解像度を低く設定したときに画像が滑らかになります。 

[なしなしなしなし]、[Floyd Steinberg]、[Stucki]、[Burkes]、[Sierra]、[Stevenson 
Arch]、[Jarvis]、[配列配列配列配列]、および [クラスタクラスタクラスタクラスタ] のオプションから選択します。 パレット 

(このオプションを使用できるのは、[色] を 256 色以下に設定している場合のみです。) 

固定固定固定固定 固定パレットを使用して画像を保存します。固定パレットを使用すると、複数の画像を開いたときに画質が低下することを防止できます。 最適化最適化最適化最適化 (推奨推奨推奨推奨)  対象画像に対して最適化されたパレットを使用して画像を保存します。 

ID 
Windows のシステム パレットを使用して画像を保存します。画像に 
Windows 画面色が含まれる場合に選択します。 
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[PDF ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定] のオプションのオプションのオプションのオプション 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [画像ファイル] タブ > [PDF ファイル出力] > [オプション] ボタン > [ファイル形式のオプション]  
       ダイアログ ボックス > [PDF ページ設定] ボタン 

PDF ページの表示方法を指定します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 ページ サイズ PDF のページ サイズを選択します。ドロップダウン メニューを使用して事前設定されたサイズを選択するか、[ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定] を選択してページの高さと幅をインチ単位で手動入力します。 余白 PDF の余白サイズをインチ単位で選択します。 方向 ページの方向を縦または横に設定します。 画像のレイアウト キャプチャを 1 ページに合わせて縮小するか、または元のサイズを維持して複数ページにわたるようにするかを指定します。 プレビュー PDF ページ設定をプレビューします。 
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ビデオビデオビデオビデオ キャプチャ出力のプロパティキャプチャ出力のプロパティキャプチャ出力のプロパティキャプチャ出力のプロパティ 
[ビデオ キャプチャの環境設定] のオプションを使用して、ビデオ キャプチャに関連する Snagit アプリケーションの環境設定を行います。 詳細については、以下を参照してください。 

• ビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティ 

• 出力の [ビデオ ファイル]  タブ 

• ビデオキャプチャのフレーム レート (微速度撮影) の設定 

• ビデオ キャプチャの音声形式の設定 
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ビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティビデオ入力キャプチャの環境設定のプロパティ 

 [入力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [ビデオ キャプチャの環境設定] タブ 

Snagit ビデオ キャプチャのオプションを指定します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 一時キャプチャ ファイル ディレクトリ 
一時ビデオ ファイルを格納するディレクトリを選択します。 

AVI ビデオ キャプチャ ファイルはサイズが大きくなる場合があります。データ転送速度が速く、容量が大きなドライブの TEMP ディレクトリを選択してください。 キャプチャ開始前に一時停止 ビデオ キャプチャの開始前にステータス画面を開きます。一時停止するため、録画の開始前にビデオ設定を確認できます。 キャプチャ中に優先度を上げる このオプションを選択すると、コンピュータの CPU における Snagit ビデオ録画の優先度が高くなります。プログラムのパフォーマンスに影響しない限りは、このオプションを選択することをお勧めします。 キャプチャ四角形を表示しない キャプチャ中はビデオ キャプチャ範囲の四角形がオフになります。 キャプチャ中に高速内部圧縮を使用 
ビデオ キャプチャ中に自動的に高速リアルタイム圧縮を使用します。 コーデックの圧縮速度により、キャプチャ後の AVI 描画時間が長くなる場合があります。 キャプチャ中にトレイ アイコンを表示 
録画中に Windows システム トレイで点滅する Snagit アイコンを表示します。 階層ウィンドウのキャプチャ プログラムの動く画像を階層ウィンドウでキャプチャします (たとえば、
Microsoft Word のアニメーション アシスタントは階層ウィンドウで表示されます)。 階層ウィンドウ キャプチャは、Microsoft Windows 2000、XP、またはそれ以降のバージョンに適用されます。 デフォルト ビデオ キャプチャの環境設定をデフォルトに戻します。 
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出力の出力の出力の出力の [ビデオビデオビデオビデオ ファイルファイルファイルファイル]  タブタブタブタブ 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [ビデオ ファイル] タブ ビデオ キャプチャ出力の設定を変更します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 自動構成 Snagit が自動的にビデオ オプション (フレーム レートや圧縮品質など) を設定します。無効の場合は [ビデオ オプション] を手動で設定します。 

1 秒あたりのフレーム数 
ビデオ キャプチャのフレーム レートを入力します。 ビデオ設定 [ビデオ設定] ダイアログ ボックスから、ビデオ圧縮コーデックの選択、圧縮品質の調整、およびキー フレームやデータ速度の指定を実行できます。 微速度撮影キャプチャ 微速度ビデオ キャプチャを実行します。 微速度撮影の設定 [フレーム レートの設定] ダイアログ ボックスから、AVI のキャプチャ レートや再生レートを設定できます。 音声設定 [音声形式] ダイアログ ボックスから、音声出力ファイル名、ファイル形式、および属性を設定できます。 音声キャプチャ デバイス 
ビデオ キャプチャに使用する音声キャプチャ デバイスを選択します。 手動でファイル名を入力する 
キャプチャ出力を保存する前にファイル名を入力します。 固定ファイル名 各キャプチャに同じファイル名を割り当てます。同じ出力ファイルを連続して自動的に更新する場合に便利です。 名前 [固定ファイル名] オプションのファイル名を入力します。 自動ファイル名 キャプチャのファイル名と保存場所を自動で割り当てます。 

[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで手動による名前付けを行わなくても、キャプチャを直接その他のアプリケーションで処理することができます。 デフォルトの自動ファイル名を変更する場合は、[オプション] ボタンをクリックします。 出力フォルダ キャプチャの出力フォルダを選択します。 
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ビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレームビデオキャプチャのフレーム レートレートレートレート (微速度撮影微速度撮影微速度撮影微速度撮影) の設定の設定の設定の設定 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [ビデオ ファイル] タブ > [微速度撮影の設定] ボタン オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 

AVI キャプチャ レート 
キャプチャするフレーム数と時間単位を指定します。 

AVI 再生レート ビデオの再生レートを指定します。 デフォルト フレーム レートをデフォルト設定に戻します。 
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ビデオビデオビデオビデオ キャプチャの音声形式の設定キャプチャの音声形式の設定キャプチャの音声形式の設定キャプチャの音声形式の設定 

 [出力] ドロップダウン メニュー > [プロパティ] > [ビデオ ファイル] タブ > [音声設定] ボタン オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 名前 音声形式にわかりやすい名前を割り当てます。 たとえば、11.025kHz、8 ビット、モノラルの属性を持つ設定に [電話品質] という名前を付けます。 名前を付けて保存 録音プロファイルを保存します。 削除 ドロップダウン リストから録音プロファイルを削除します。 形式 新しい録音プロファイルの音声形式を選択します。現時点での唯一のオプションは、非圧縮音声データ形式である PCM (パルス符号変調) です。 属性 ほとんどの属性では、数値が大きいほど音質が高くなると共にムービー ファイルのサイズが大きくなります。 

 以下の属性があります (左から右へ)。 サンプルサンプルサンプルサンプル レートレートレートレート (kHz) 
1 秒あたりの音声サンプル数、または録音の精度です。 サンプルサンプルサンプルサンプル サイズサイズサイズサイズ (ビットビットビットビット) 音声サンプルごとに記録されるデータ量です。 ほとんどの場合、音声録音には 8 ビットのサンプル サイズで十分です。16 ビットのサンプル サイズを使用すると記録される音声データのサイズが倍になるため、最高品質で録音する必要がある場合に限り使用してください。 モノラルまたはステレオモノラルまたはステレオモノラルまたはステレオモノラルまたはステレオ 録音する音声チャネルの数。モノラルは 1 つの音声チャネルを録音することであり、ステレオは 2 つの音声チャネル (右と左) を録音することです。 ステレオの音声形式を使用すると記録される音声データのサイズが倍になるため、ステレオ マイクで録音する場合にのみ、[ステレオ] を使用してください。 データデータデータデータ レートレートレートレート 音声ストリームのデータ スループットを 1 秒あたりのキロビット数 (kbps) で表したものです。 
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Snagit のコマンドのコマンドのコマンドのコマンド ラインラインラインライン オプションオプションオプションオプション 

Snagit プログラムのコマンドプログラムのコマンドプログラムのコマンドプログラムのコマンド ラインラインラインライン オプションオプションオプションオプション オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 

/h 起動時に Snagit ウィンドウを非表示にします。 

/n Snagit へのキーボード入力を無効にします (DDE プログラムで使用する場合)。 

/i Snagit を最小化したアイコンの状態で起動します。 

/S 現在の設定によるキャプチャを行い、終了またはキャンセル時に Snagit を終了します。このオプションでは Snagit が非表示で実行され、ホットキーは無効です。 

/SC 現在の設定によるキャプチャを行い、キャプチャ後も操作を続行します (Snagit を終了しません)。このオプションでは Snagit が非表示で実行され、ホットキーは無効です。 

/OC  カタログ ブラウザを直接開きます。 

/OE  エディタを直接開きます。 

<ファイル名>  指定した画像ファイルをエディタで直接開きます。 

/t Snagit を起動し、システム トレイ アイコンを無効にします。 

プログラムプログラムプログラムプログラム インストール時のコマンドインストール時のコマンドインストール時のコマンドインストール時のコマンド ラインラインラインライン オプションオプションオプションオプション オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 

/S 自動インストールを実行します。ユーザー プロンプトは表示されません。 インストール ディレクトリに含まれる readme.txt ファイルを参照してください。 
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Snagit プログラムの環境設定プログラムの環境設定プログラムの環境設定プログラムの環境設定 

 Snagit > [ツール] メニュー > [プログラムの環境設定] 

Snagit の全般的なホットキー、プログラム オプション、通知、および更新オプションに関する環境設定と、設定の変更を行います。 詳細については、以下を参照してください。 

• Snagit の [ホットキー] タブ 

• Snagit の [プログラムのオプション] タブ 

• Snagit の [通知] タブ 

• Snagit の [更新のオプション] タブ 
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Snagit のののの [ホットキーホットキーホットキーホットキー] タブタブタブタブ 

 Snagit > [ツール] メニュー > [プログラムの環境設定] > [ホットキー] タブ 

[ホットキーホットキーホットキーホットキー] タブのオプションを使用して、Snagit の全般的なホットキーの設定と変更を行います。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 グローバル キャプチャ ホットキー 

キャプチャを開始するために押すキーを選択します。 

Ctrl、Shift、Alt の各ボックスと、キーボード文字の組み合わせを選択します。グローバル キャプチャ ホットキーを押すと、Snagit メイン インターフェイスで選択されているプロファイルを使用してキャプチャが実行されます。 表示/非表示切り替えホットキー 
デスクトップ上の Snagit の表示/非表示を切り替えるために押すキーを選択します。 

Ctrl、Shift、Alt の各ボックスと、キーボード文字の組み合わせを選択します。 最後のキャプチャの繰り返しホットキー 

Snagit が最後にキャプチャした範囲を再度キャプチャするために押すキーを選択します。 

Ctrl、Shift、Alt の各ボックスと、キーボード文字の組み合わせを選択します。 デフォルト [デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト] をクリックすると、オプションが初期設定に戻ります。 
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Snagit のののの [プログラムのオプションプログラムのオプションプログラムのオプションプログラムのオプション] タブタブタブタブ 

 Snagit > [ツール] メニュー > [プログラムの環境設定] > [プログラムの環境設定] タブ プログラムの全般的なオプションを選択します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 

Windows 起動時に Snagit を起動する 
Windows が起動するたびに Snagit が読み込まれます。デフォルト設定です。 キャプチャ前に Snagit を非表示にする 
キャプチャ前に Snagit を一時的に閉じ、キャプチャ終了後に再度開きます。デフォルト設定です。 拡大ウィンドウの表示 範囲の選択が必要なキャプチャを実行する際に、拡大ウィンドウを表示します。デフォルト設定です。 ヘルプ テキスト ウィンドウの表示 
キャプチャ中に、キャプチャの実行に関する補足的指示を含むヘルプ ウィンドウを表示します。デフォルト設定です。 トレイ アイコンの使用 システム トレイに小さな Snagit アイコンを表示します。このアイコンをダブルクリックすると Snagit が開きます。デフォルト設定です。 トレイに格納 Snagit を閉じたとき、アプリケーションが最小化されてトレイにアイコンが表示されます。このオプションは、[トレイ アイコンの使用] も選択している場合にのみ使用できます。デフォルト設定です。 トレイに最小化 Snagit を閉じたとき、アプリケーションが最小化されてトレイにアイコンが表示されます。このオプションは、[トレイ アイコンの使用] も選択している場合にのみ使用できます。 エディタを最前面に移動 キャプチャ後に Snagit エディタが自動的に最前面に移動し、アクティブになります。デフォルト設定です。 

DirectX プログラムから画像をキャプチャする場合は、このオプションの選択を解除してください。 

Outlook Express 用に画像を 
HTML で貼り付け 

HTML を使用して画像を Outlook Express に貼り付けます。これにより、画像が正しく表示されます。 このオプションでは、コピーまたは貼り付けを行うたびに、コンピュータ上にファイルが残ります。 電子メール送信時に画像を埋め込む (Outlook/Outlook Express のみ) 

画像を電子メール メッセージに直接挿入します。画像を電子メールにファイルとして添付する場合は、このオプションをオフにします。デフォルトではオンになっています。 画像を埋め込むには、HTML 電子メール形式を使用するように電子メール クライアントを構成し、[メッセージに画像を添付する] オプションを有効にしておく必要があります。 ファイルの関連付け [ファイルの関連付け] ダイアログ ボックスを開き、Snagit エディタで開くファイル形式を設定します。以下のオプションを使用できます。 

Snagit エディタと関連付けるファイル形式エディタと関連付けるファイル形式エディタと関連付けるファイル形式エディタと関連付けるファイル形式 : 個別のファイル形式を 1 つずつ選択する場合に使用します。 すべて選択すべて選択すべて選択すべて選択 : すべてのファイル形式を一度に選択する場合に使用します。 すべて消去すべて消去すべて消去すべて消去 : すべてのファイル形式を一度に選択解除する場合に使用します。 構成のリセット 現在のプロファイルのすべての設定をプログラムのデフォルト値に戻します。他のすべてのプロファイルはこの変更の影響を受けません。 履歴の消去 Snagit 内の最近使ったファイルのリストやドロップダウン メニューからすべて
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のエントリを消去します。 
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Snagit のののの [通知通知通知通知] タブタブタブタブ 

 Snagit > [ツール] メニュー > [プログラムの環境設定] > [通知] タブ 

Snagit は問題およびエラーを通知します。 

 タイマー始動キャプチャを使用する場合は、すべてのポップアップ メッセージを無効にし、[イベントをログイベントをログイベントをログイベントをログ ファイルに記録ファイルに記録ファイルに記録ファイルに記録] オプションを選択します。これにより、Snagit を自動操作で実行することができます (さまざまな理由で通信エラーが発生する場合があるため)。Snagit はエラーをログに記録した後、動作を続行します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 ポップアップ メッセージ エラーが発生すると、Snagit はエラーの通知および警告の表示を行います。 

[すべてのヒントを表示するすべてのヒントを表示するすべてのヒントを表示するすべてのヒントを表示する] を選択すると、Snagit プログラムの全般的なヒントが有効になります。選択を解除するとヒントが無効になります。 

[すべてのバルーンすべてのバルーンすべてのバルーンすべてのバルーン ヒントを表示するヒントを表示するヒントを表示するヒントを表示する] を選択すると、Snagit のバルーン ヒントが有効になります。選択を解除するとヒントが無効になります。 これらはデフォルト設定です。 イベントをログ ファイルに記録 
指定したファイルにイベントを記録します。また、ラジオ ボタンを使用して、書き込むイベントの種類として [エラーのみエラーのみエラーのみエラーのみ] または [情報とエラー情報とエラー情報とエラー情報とエラー] のいずれかを選択します。 ログ ファイル ログ ファイルの名前を入力するか、または [参照] ボタンをクリックして目的のログ ファイルを探します。 最大行数 保存する最大行数を指定します。 警告音 [ホットキーの押下ホットキーの押下ホットキーの押下ホットキーの押下] オプションを選択すると、ホットキーを押したときに音が鳴ります。 

[キャプチャの終了キャプチャの終了キャプチャの終了キャプチャの終了] オプションを選択すると、キャプチャが終了したときに音が鳴ります。 
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Snagit のののの [更新のオプション更新のオプション更新のオプション更新のオプション] タブタブタブタブ 

 Snagit > [ツール] メニュー > [プログラムの環境設定] > [更新のオプション] タブ 更新プログラムを自動的にチェックするように設定します。 

 タイマー始動キャプチャを使用する場合は、すべてのポップアップ メッセージを無効にし、[イベントをログイベントをログイベントをログイベントをログ ファイルに記録ファイルに記録ファイルに記録ファイルに記録] オプションを選択します。これにより、Snagit を自動操作で実行することができます (さまざまな理由で通信エラーが発生する場合があるため)。Snagit はエラーをログに記録した後、動作を続行します。 オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 更新プログラムの自動チェックを有効にする 
Snagit Web サイト上の更新プログラムを自動的にチェックします。 デフォルト設定です。 チェック間隔 (日) 更新プログラムをチェックする間隔を日数で選択します。デフォルト値は 14 日です。 更新プログラムをチェックする前に確認する 
更新プログラムをチェックする前に、インターネット アクセス情報を確認します。通常、ダイヤルアップ接続の場合に Web にアクセスするには、インターネット プロバイダにログオンする必要があります。 
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Snagit 8 ユーザーのための新バージョンのヘルプユーザーのための新バージョンのヘルプユーザーのための新バージョンのヘルプユーザーのための新バージョンのヘルプ このセクションでは、Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタにあったツールとオプションのリストを示し、
Snagit 9 エディタで同じツールやオプションを選択する方法について説明します。 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [ファイル] メニュー (画像キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [ファイル] メニュー (ビデオ キャプチャ)Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [ファイル] メニュー (テキスト キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [ファイル] メニュー (Web キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [編集] メニュー (画像キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [表示] メニュー (ビデオ キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [表示] メニュー (テキスト キャプチャ)Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [表示] メニュー (Web キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [画像] メニュー (画像キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [色] メニュー (画像キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [効果] メニュー (画像キャプチャ) 

• Snagit 8 のプレビュー ウィンドウとエディタの [ペイント ツール] ペイン 
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [ファイルファイルファイルファイル] メニメニメニメニ
ューューューュー (画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン 

メニューメニューメニューメニュー オプショオプショオプショオプションンンン 
Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイアイアイアイコンコンコンコン 

 

新規画像 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 新規作成新規作成新規作成新規作成 

 

 

開く Snagit ボタンボタンボタンボタン > 開く開く開く開く 

 

 

 クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバー > 開く開く開く開く 

 
 

 

 

保存 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存 

 クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバー > 保存保存保存保存 

 

 

 

名前を付けて保存 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存 

 名前を付けて選択範囲を保存 
選択範囲を右クリック > 名前を付けて選択範囲名前を付けて選択範囲名前を付けて選択範囲名前を付けて選択範囲を保存を保存を保存を保存 

 
 画像を挿入 該当なし 画像をトレイから開いている画像へドラッグします。 

 

ファイルを削除 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 削除削除削除削除 

 
 ページ設定 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 印刷印刷印刷印刷 > ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定 

 

印刷 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 印刷印刷印刷印刷 

 

 印刷プレビュー Snagit ボタンボタンボタンボタン > 印刷印刷印刷印刷 > 印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー 

 

クリップボードにコピー 
描画描画描画描画タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ > コピーコピーコピーコピー 

 

 

 描画描画描画描画タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ > すべてコすべてコすべてコすべてコピーピーピーピー 

 

 

 

Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード 
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 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード 

 

 

 

電子メールの送信 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > 電子メール電子メール電子メール電子メール 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > 電子メール電子メール電子メール電子メール 

 

 

 

カタログに保存する 
該当なし  

 

FTP で送信 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > FTP 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > FTP 

 

 

 

インスタント メッセージで送信 
該当なし  

 

プログラムへ送信 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > プログラムプログラムプログラムプログラム 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > プログラムプログラムプログラムプログラム 

 

 

 
 

終了して出力 送信送信送信送信タブ > 終了終了終了終了グループ > 終了終了終了終了 

 

 
 

キャプチャのキャンセル 
該当なし  

 

終了 該当なし  
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [ファイルファイルファイルファイル] メニメニメニメニ
ューューューュー (ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ) 次の表には、プレビュー ウィンドウ / Snagit エディタの [ファイル] メニューの各オプションと、その説明および使用方法が一覧表示されています。 アイコンアイコンアイコンアイコン 

メニューメニューメニューメニュー オプショオプショオプショオプションンンン 
Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 

名前を付けて保存 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存 >  

 

 

名前を付けてフレームを保存 
コントロールコントロールコントロールコントロール タブ > 出力出力出力出力グループ > フレフレフレフレームの保存ームの保存ームの保存ームの保存 

 

 

電子メールの送信 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > 電子メール電子メール電子メール電子メール 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > 電子メール電子メール電子メール電子メール 

 
 

 

 

カタログに保存する 
該当なし  

 

FTP で送信 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > FTP 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > FTP 

 
 

 

 

プログラムへ送信 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > プログラムプログラムプログラムプログラム 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > プログラムプログラムプログラムプログラム 

 
 

 

 
 

終了して出力 送信送信送信送信タブ > 終了終了終了終了グループ > 終了終了終了終了 
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キャプチャのキャンセル 
該当なし  

 

終了 該当なし  
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [ファイルファイルファイルファイル] メニメニメニメニ
ューューューュー (テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン 

メニューメニューメニューメニュー オプオプオプオプションションションション 
Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 

名前を付けて保存 
Snagit ボタンボタンボタンボタン > 名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存 

 

 

印刷 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 印刷印刷印刷印刷 

 

 印刷プレビュー 
Snagit ボタンボタンボタンボタン > 印刷印刷印刷印刷 > 印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー 

 

 

クリップボードにコピー 
編集編集編集編集タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ > ココココピーピーピーピー 

 編集編集編集編集タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ > すすすすべてコピーべてコピーべてコピーべてコピー 

 

 

 

電子メールの送信 
Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > 電子メール電子メール電子メール電子メール 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > 電子メール電子メール電子メール電子メール 

 
 

 

 

カタログに保存する 
該当なし  

 

FTP で送信 Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > FTP 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > FTP 

 
 

 

 

プログラムへ送信 
Snagit ボタンボタンボタンボタン > 送信送信送信送信 > プログラムプログラムプログラムプログラム 

 

 

 

 送信送信送信送信タブ > 出力出力出力出力グループ > プログラムプログラムプログラムプログラム 
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終了して出力 送信送信送信送信タブ > 終了終了終了終了グループ > 終了終了終了終了 

 

 
 

キャプチャのキャンセル 
該当なし  

 

終了 該当なし  
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [ファイルファイルファイルファイル] メニメニメニメニ
ューューューュー (Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン メニューメニューメニューメニュー オプションオプションオプションオプション Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイアイアイアイコンコンコンコン 

 
 

終了して出力 送信送信送信送信タブ > 終了終了終了終了グループ > 終了終了終了終了 

 

 
 

キャプチャのキャンセル 
該当なし  

 

終了 該当なし  
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [編集編集編集編集] メニューメニューメニューメニュー 
(画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン メニューメニューメニューメニュー オプションオプションオプションオプション Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコアイコアイコアイコンンンン 

 

元に戻す クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバー > 元に戻す元に戻す元に戻す元に戻す 

 キーボード ショートカット <Ctrl +Z> 

 

 

やり直し クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール ババババーーーー > やり直しやり直しやり直しやり直し 
 

 

切り取り 描画描画描画描画タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ > 切り切り切り切り取り取り取り取り 
 

 

コピー 描画描画描画描画タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ > コピコピコピコピーーーー 

 

 描画描画描画描画タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ > すべすべすべすべてコピーてコピーてコピーてコピー 

 
 

 

 

貼り付け 描画描画描画描画タブ > クリップボードクリップボードクリップボードクリップボード グループ貼り付貼り付貼り付貼り付けけけけ 
 

 消去 キーボード ショートカット <Ctrl +D> 

 右クリック > 削除削除削除削除 

 

 

ページの削除 表示表示表示表示タブ > マルチページマルチページマルチページマルチページ グループ > ページの削除削除削除削除 
 

 すべて選択 キャプチャを右クリック > すべて選択すべて選択すべて選択すべて選択 

 

 

選択範囲にトリミング 
画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > 切り抜き切り抜き切り抜き切り抜き 

 画像の範囲を選択選択選択選択 > 右クリック右クリック右クリック右クリック > 切り抜き切り抜き切り抜き切り抜き 

 

 結合 画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > 取り除く取り除く取り除く取り除く 
 

 復元 該当なし 

 代替オプション : クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバー > 元に戻す元に戻す元に戻す元に戻す 

 キーボード ショートカット <Ctrl +Z> 

 

 

 

 

 オブジェクト 描画描画描画描画タブ > オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト グループ > 整列整列整列整列 

 オブジェクトを右クリック > 順序 > ポップアップ メニューからオプションを選択 
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オブジェクトを右クリック > 整列 > ポップアップ メニューからオプションを選択 
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [表示表示表示表示] メニューメニューメニューメニュー 
(画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン 

メニューメニューメニューメニュー オプショオプショオプショオプションンンン 
Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 

前へ 該当なし  

 

次へ 該当なし  

 最初のページ 該当なし  

 

前のページ 表示表示表示表示タブ > マルチページマルチページマルチページマルチページ グループ > 前の前の前の前のページページページページ 
 

 

次のページ 表示表示表示表示タブ > マルチページマルチページマルチページマルチページ グループ > 次の次の次の次のページページページページ 
 

 最後のページ 該当なし  

 指定のページへ移動 
該当なし  

 大きなアイコン 該当なし  

 ペイント ツールの表示 
該当なし  

 タスク ペインの表示 
該当なし  

 ウィンドウを画像に自動サイズ調整 
該当なし  

 

ズーム イン 表示表示表示表示タブ > ズームズームズームズーム グループ > ズームズームズームズーム > パーセント値を選選選選択択択択 

 

 

 

 

 

 

 

 右下隅のズームズームズームズーム スライダを使用スライダを使用スライダを使用スライダを使用 

 
 

 

 

 

ズーム アウト 表示表示表示表示タブ > ズームズームズームズーム グループ > 100% 

 

 

 

 右下隅のズーム スライダを使用 

 
 

 

 実際のサイズ   
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 グリッドの表示 表示表示表示表示タブ > 表示表示表示表示/非表示非表示非表示非表示グループ > グリッグリッグリッグリッド線ド線ド線ド線  

 リンク/ホットスポットの表示 
ホットスポットホットスポットホットスポットホットスポット タブ  

 出力ツールバーのカスタマイズ 
該当なし  

 

Snagit 9 253



 

Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [表示表示表示表示] メニューメニューメニューメニュー 
(ビデオビデオビデオビデオ キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン 

メニューメニューメニューメニュー オプショオプショオプショオプションンンン 
Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 大きなアイコン 該当なし  

 ウィンドウを画像に自動サイズ調整 
該当なし  

 

ズーム イン  

 該当なし 

 

 

 

 

ズーム アウト  

 該当なし 

 

 

 

 
再生 コントロールコントロールコントロールコントロール タブ > コントロールコントロールコントロールコントロール グループ > 再再再再生生生生 

 
 開く クイッククイッククイッククイック アクセスアクセスアクセスアクセス ツールツールツールツール バーバーバーバー > 開く開く開く開く 

 

Snagit ボタン > 開く開く開く開く 

 

 

  

 
最初のフレーム コントロールコントロールコントロールコントロール タブ > コントロールコントロールコントロールコントロール グループ > 最最最最初のフレーム初のフレーム初のフレーム初のフレーム 

 

 
前のフレーム コントロールコントロールコントロールコントロール タブ > コントロールコントロールコントロールコントロール グループ > 前前前前のフレームのフレームのフレームのフレーム 

 

 
次のフレーム コントロールコントロールコントロールコントロール タブ > コントロールコントロールコントロールコントロール グループ > 次次次次のフレームのフレームのフレームのフレーム 

 

 
最後のフレーム コントロールコントロールコントロールコントロール タブ > コントロールコントロールコントロールコントロール グループ > 最最最最後のフレーム後のフレーム後のフレーム後のフレーム 
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [表示表示表示表示] メニューメニューメニューメニュー 
(テキストテキストテキストテキスト キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン 

メニューメニューメニューメニュー オプショオプショオプショオプションンンン 
Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 大きなアイコン 該当なし  

 フォントの設定 編集編集編集編集タブ > 書式書式書式書式グループ > フォントフォントフォントフォント 

 
 テキストを折り返す 

編集編集編集編集タブ > 書式書式書式書式グループ > テキストを折り返すテキストを折り返すテキストを折り返すテキストを折り返す 
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [表示表示表示表示] メニューメニューメニューメニュー 
(Web キャプチャキャプチャキャプチャキャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン メニューメニューメニューメニュー オプションオプションオプションオプション Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 大きなアイコン 該当なし  

 
Web フィルタの変更 該当なし  

 
Web サイトの再スキャン 

該当なし  
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [画像画像画像画像] メニューメニューメニューメニュー 
(画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ) アイアイアイアイコンコンコンコン 

メニュー項目メニュー項目メニュー項目メニュー項目名名名名 
Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 
反転 画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > 回転回転回転回転 > 反転反転反転反転 > 垂直垂直垂直垂直 

 

 

 

 描画描画描画描画タブ > オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト グループ > 整列整列整列整列 > 反転反転反転反転 
> 垂直垂直垂直垂直 

 
 

 

 
ミラー 画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > 回転回転回転回転 > 反転反転反転反転 > 水平水平水平水平 

 

 

 

 描画描画描画描画タブ > オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト グループ > 整列整列整列整列 > 反転反転反転反転 
> 水平水平水平水平 

 
 

 
 解像度 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > 解像度解像度解像度解像度 

(DPI) 
 

 
キャンバス サイズの変更 

画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > サイズの変更サイズの変更サイズの変更サイズの変更 
> キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス サイズの変更サイズの変更サイズの変更サイズの変更 

 

 

 

回転 画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > 回転回転回転回転 
 

 
スケール 画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > サイズの変更サイズの変更サイズの変更サイズの変更 

> 画像サイズの変更画像サイズの変更画像サイズの変更画像サイズの変更 
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [色色色色] メニューメニューメニューメニュー 
(画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン メニュー項目名メニュー項目名メニュー項目名メニュー項目名 Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイコンアイコンアイコンアイコン 

 
ハーフトーン 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン  

 
グレースケール 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > グレースケールグレースケールグレースケールグレースケール 

 

 
色の設定 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > 色の設定色の設定色の設定色の設定  

 
色の反転 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > 色の反転色の反転色の反転色の反転  

 
透明色 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > 透明色透明色透明色透明色  

 
色の置換 画像画像画像画像タブ > 変変変変更更更更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > 色の置換色の置換色の置換色の置換  

 
色補正 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > 色補正色補正色補正色補正  

 
ヒストグラム イコライズ 

画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > ヒストグラムヒストグラムヒストグラムヒストグラム イコイコイコイコライズライズライズライズ 

 

 
ヒストコントラスト 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > ヒストコントラスヒストコントラスヒストコントラスヒストコントラストトトト 

 

 
引き伸ばしの強さ 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > 強度の伸長強度の伸長強度の伸長強度の伸長  

 
強度の検出 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 色の効果色の効果色の効果色の効果 > 強度の検出強度の検出強度の検出強度の検出  

 

Snagit 9 258



 

Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [効果効果効果効果] メニューメニューメニューメニュー 
(画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ画像キャプチャ) アイコンアイコンアイコンアイコン メニュー項目名メニュー項目名メニュー項目名メニュー項目名 Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイアイアイアイコンコンコンコン 

 
キャプション 該当なし  

 
境界線 ユーザー設定の境界線効果に該当するオプションはありません。 標準の境界線については、次の順に選択します。 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > 境界線境界線境界線境界線 

 

 
パースとシアー 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > 効果効果効果効果 > 遠近遠近遠近遠近法法法法 

 画像タブ > 画像のスタイル グループ > 効果 > 傾斜 

 

  
スポットライトと拡大 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > スポットライトと拡大スポットライトと拡大スポットライトと拡大スポットライトと拡大 

 

  
エッジ効果 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > エッジエッジエッジエッジ 

 

 
ドロップシャドウ エッジ 

画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > 効果効果効果効果 > 影影影影  

 
フェード エッジ 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > エッジエッジエッジエッジ > フフフフェードェードェードェード エッジのオプションエッジのオプションエッジのオプションエッジのオプション 

 

 
ちぎり絵状のエッジ 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > エッジエッジエッジエッジ > ちちちちぎり絵状エッジのオプションぎり絵状エッジのオプションぎり絵状エッジのオプションぎり絵状エッジのオプション 

 

 
波状のエッジ 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > エッジエッジエッジエッジ > 波波波波状エッジのオプション状エッジのオプション状エッジのオプション状エッジのオプション 

 

 
のこぎり歯状のエッジ 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > エッジエッジエッジエッジ > ののののこぎり歯状エッジのオプションこぎり歯状エッジのオプションこぎり歯状エッジのオプションこぎり歯状エッジのオプション 

 

 
サメの歯状のエッジ 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > エッジエッジエッジエッジ > ササササメの歯状エッジのオプションメの歯状エッジのオプションメの歯状エッジのオプションメの歯状エッジのオプション 

 

 
ベベル エッジ 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > エッジエッジエッジエッジ > 傾傾傾傾斜エッジのオプション斜エッジのオプション斜エッジのオプション斜エッジのオプション 

 

  
ウォーターマーク 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > 透かし透かし透かし透かし 

 

  
トリム 画像画像画像画像タブ > キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス グループ > トリミングトリミングトリミングトリミング 

 

 
ポスタリゼーション 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > ポスタリゼポスタリゼポスタリゼポスタリゼーションーションーションーション 

 

 
ピクセル化 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > ピクセル化ピクセル化ピクセル化ピクセル化  

 
平均値によるぼかし 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > ぼかしぼかしぼかしぼかし 

 

 
中央値によるぼかし 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > ぼかしぼかしぼかしぼかし 

 

 
鮮明 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > シャープ化シャープ化シャープ化シャープ化  
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ノイズの追加 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > ノイズの追ノイズの追ノイズの追ノイズの追加加加加 

 

 
エンボス 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > エンボスエンボスエンボスエンボス  

 
油絵 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > 油絵油絵油絵油絵  

 
下敷き 該当なし  

 
ソラリゼーション 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > ソラリゼーソラリゼーソラリゼーソラリゼーションションションション 

 

 
エッジ検出 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > エッジ検出エッジ検出エッジ検出エッジ検出  

 
エッジの拡張 画像画像画像画像タブ > 変更変更変更変更グループ > フィルタフィルタフィルタフィルタ > エッジのエッジのエッジのエッジの拡拡拡拡張張張張 
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Snagit 8 のプレビューのプレビューのプレビューのプレビュー ウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタのウィンドウとエディタの [ペイントペイントペイントペイント ツーツーツーツー
ルルルル] ペインペインペインペイン アイコンアイコンアイコンアイコン ツール名ツール名ツール名ツール名 Snagit エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所エディタでの場所 

新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ新しいエディタ アイアイアイアイコンコンコンコン 

 

パン 表示表示表示表示タブ > ズームズームズームズーム グループ > パンパンパンパン 

 

 

ズーム 描画描画描画描画タブ > 描画描画描画描画ツール グループ > ズームズームズームズーム インインインイン/アウアウアウアウトトトト 

 

 表示表示表示表示タブ > ズームズームズームズーム グループ > ズームズームズームズーム > パーセント値パーセント値パーセント値パーセント値を選択を選択を選択を選択 

 

 

 

 
 

 

選択 描画描画描画描画タブ > 描画描画描画描画ツール グループ > 選択選択選択選択 
 

 

スポイト 描画描画描画描画タブ > スタイルスタイルスタイルスタイル グループ > アウトラインアウトラインアウトラインアウトライン > 画像画像画像画像から色を選択から色を選択から色を選択から色を選択 

 描画描画描画描画タブ > スタイルスタイルスタイルスタイル グループ > 塗塗塗塗りりりりつぶつぶつぶつぶしししし > 画像か画像か画像か画像から色を選択ら色を選択ら色を選択ら色を選択 

 画像画像画像画像タブ > 画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル画像のスタイル グループ > 境界線境界線境界線境界線 > 画像画像画像画像から色を選択から色を選択から色を選択から色を選択 

 

 

直線 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループ > 直線直線直線直線 
 

 

矢印 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループ > 矢矢矢矢印印印印 
 

 

図形 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループグループグループグループ > 図形図形図形図形 
 

 

蛍光ペン 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループグループグループグループ > ハイライト範囲ハイライト範囲ハイライト範囲ハイライト範囲 
 

 

ブラシ 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループグループグループグループ > ペンペンペンペン 
 

 

スタンプ 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループグループグループグループ > スタンプスタンプスタンプスタンプ 
 

 

吹き出し 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループグループグループグループ > 吹吹吹吹き出しき出しき出しき出し 
 

 

テキスト 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループグループグループグループ > テキストテキストテキストテキスト 
 

 

塗りつぶし 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループグループグループグループ > 塗塗塗塗りりりりつぶつぶつぶつぶしししし 
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エアブラシ 該当なし  

 

消しゴム 描画描画描画描画タブ > 描画ツール描画ツール描画ツール描画ツール グループ > 消し消し消し消しゴゴゴゴムムムム 
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