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ようこそ
Blow Up をご購入またはご使用いただき、誠にありがとうございます。 Blow Up は印刷用途の写真をトリミング、サ
イズ変更、シャープネスする処理を簡単にすることに注力し、もっともシャープな画像拡大技術をはじめとする、広範
に渡るサイズ変更処理を実行します。 Blow Up のバッチ機能 (Lightroom でのみ) を使うと、簡単な手順ですばやくす
べての写真をウェブ向けに縮小したり、デジタル写真をさまざまな印刷サイズに自動的にトリミングすることができま
す。 出力媒体用のシャープネス機能は、Web や特定のインクジェット用紙向けに自動的に適切なシャープネス レベ
ルを選択します。 さらに、JPEG 圧縮ノイズを最小限に抑える方法を用意しているので、Web の画像でもクリーンで
シャープに印刷することができます。

その他のヘルプ
このマニュアルは、Blow Up の数多くあるヘルプ ソースの 1 つに過ぎません。 Blow Up の公式サイトには、ビデオ チ
ュートリアル (http://www.panda.co.jp/alienskin/blowup/blowup_tutorials.html) など、Alien Skin ウェブ サイトの多くの役
立つリンクがあります。 ビデオ チュートリアルは、Blow Up を初めて実行する前に目を通しておくと非常に役立ちま
す。 マウス カーソルを Blow Up 画面上のコントロールに合わせると、ツール ヒントにその機能の説明が表示されま
す。

このバージョンの新しい点
Blow Up 3 で、私たちはコンピュータの人工的な劣化を生じずに、エッジをさらにシャープにする技術を見出しました。
下の画像では、Blow Up 3 と Photoshop などの画像編集アプリケーションで使われている一般的なバイキュービック
方式による拡大との差異を示しています。

Blow Up 3 は、バッチ処理をサポートするなど、Lightroom と緊密に連携し、Photoshop を必要としません。
Blow Up のインターフェイスは、極めてシンプルです。 Photoshop で使用する用紙サイズを設定して、必要に応じて
トリミング領域を指定するだけです。 バージョン 3 では、難しい部分をすべて内部に隠しています。
Blow Up 3 は、Macintosh、Windows どちらのコンピュータでも高速に動作します。
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Blow Up の場所
Photoshop の フィルタ > Alien Skin Blow Up 3 または ファイル > 自動処理 >Alien Skin Blow Up 3 から呼び出すこと
ができます。
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インストール
本製品のインストールを行うにはホスト アプリケーション (Photoshop、Photoshop Elements など) が起動していない
状態で製品 CD-ROM またはダウンロードしたインストール プログラムを実行します。
管理者 (Administrator) 権限のアカウントのユーザー名とパスワードが要求された場合は、正しいユーザー名とパスワ
ードを入力してください。管理者権限が不明な場合は、システムの管理者に問い合わせるか、オペレーティング シス
テムのマニュアルをご確認ください。
画面の指示に従って、インストール処理を進めていくと、システムにインストールされている Photoshop プラグイン
対応アプリケーション (Photoshop、Elements など) が表示されますので、いずれかを選択して [続行] をクリックし
ます。
ファイルのコピーが完了すると、登録画面が表示されます。 この画面に表示されている [登録] ボタンを押すとユー
ザー登録画面が開きます。 「オンラインユーザー登録」>「オンライン登録ページ」をクリックして登録を行ってくだ
さい。
[終了] ボタンを押すと、インストール処理が完了します。

ライセンス認証
Blow Up 3 には、Photoshop のものと同じように動作するライセンス認証システムがあります。 ライセンス認証が行
われるまでは、定期的にライセンス認証を要求します。 ライセンス認証は、ライセンス コードが使用中であることを
認証サーバーに通知するだけの、すぐに完了する 1 回だけの簡単な処理です。 認証完了後は、認証サーバーに再度接
続することはありません。 また、ライセンス コード以外の情報は一切送信されません。
認証しない場合は、Blow Up 3 を 15 日間まで使用することができます。 それ以降は、認証するまで動作しません。
使用するコンピュータを変更したり、システムを入れ替えるときには、忘れずに Blow Up 3 の認証を解除してくださ
い。
認証の解除は、[ヘルプ] ボタン (「?」ボタン) をクリックして、[認証解除] から行います。 解除後は、Blow Up 3 を
新しいコンピュータで認証することができます。
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DPI を理解する
300 dpi という値がほとんどの印刷での標準的な解像度と見なされています。 Blow Up では、180 〜 360 dpi で特に優
れた結果を得ることができます。 180 dpi を下回ると画像の品質が落ち、360 dpi を超えると拡大/縮小表示しても改善
箇所を認識するのが極端に難しくなります。 プリンタによっては、60 の倍数の解像度でクリアな結果を得ることがで
きるので、解像度を 180、240、300、360 dpi から選ぶことをお勧めします。
大きなサイズのプリセットでファイル サイズを減らすには、180 dpi などの低めの解像度を選びます。 看板や車体な
ど、印刷される写真が離れた距離から見られるものであれば、180 dpi が適している場合があります。 また、非常に離
れた距離から見られるものであれば、より低い dpi で済ませられるので、ファイル サイズの大きさで苦労することも
ありません。 極端に大きい写真に最適な dpi に関しては、大判印刷のオペレータに問い合わせてください。
インクジェット プリンタの購入を検討するときに、解像度が dpi (ドット/インチ) と表現されているのを目にするこ
とがあります。 たとえば、EPSON R2400 (PX-5500) は、5760 x 1440 の解像度と記載されています。 この数字は、プ
リンタが作り出すことのできる各色の滴の密度を表していますが、これらの多くが合わさって 1 つのピクセルを形成
します。 Blow Up は 1440 dpi の画像を作成することもできますが、300 dpi 前後を超えるとファイル サイズが非常に
大きくなる上、改善箇所を確認することが困難になります。

出力のシャープネス
用紙に 1 ピクセルを印刷すると、そのピクセルが広がります。 広がる量は用紙の種類によって異なるため、印刷する
前に写真にシャープネスを適用することでよりよい結果を得ることができます。 印刷が目的の写真の場合、出力に適
切な量のシャープネスを適用するため、[出力媒体用のシャープネス] ドロップダウンから「マット紙」、
「光沢紙」、
「写
真用紙」を選びます。 独自にシャープネス処理を行う出力サービスに写真を送る場合は、
「画面 (Web)」 のプリセッ
トを使います。 「画面 (Web)」 は、最小限のシャープネスを適用します。 出力のシャープネスをカスタマイズする
場合は、[カスタム] を選択して下部の [シャープネスの半径] コントロールを使います。
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ユーザー インターフェイスの概要
下図は、Blow Up 3 Windows 版のユーザー インターフェイスのスクリーンショットです。 Macintosh 版でも同じ場所
に同じコントロールがあります。
Blow Up が新しいセッションで始まると、[サイズ]、[幅]、[高さ] の値が元のファイルの寸法に設定されます。 [解像
度]、
「拡大の調整」スライダや「出力媒体用シャープネス」などのコントロールは、画像の寸法の単位とともに前回 Blow
Up を適用したときの値が記憶されます。

A: タイトルバー
タイトルバーは現在選択されているユーザー設定名を表示します。

B: ナビゲーション サムネイル
赤いボックスをドラッグして移動させると、画像の様々な部分にプレビューが移動します。

C: プレビュー ツール (一度に 1 つのみ使用可能)
手のひらのボタンをクリックして [移動] ツールを有効にすると、プレビュー画像をドラッグして移動することが
できます。
「トリミング/サイズ変更」モード時に矢印をクリックすると、[調整] ツールが有効になります。 [調整] ツール
がアクティブのときに、プレビュー画面内に表示されるトリミング領域をドラッグして希望する場所やサイズに
設定することができます。
虫眼鏡をクリックすると、[ズーム] ツールが有効になります。 プレビュー ウィンドウ内をクリックして、画像
を拡大することができます。 option キー (Macintosh)、または Alt キー (Windows) を押しながらクリックすると、
縮小します。 虫眼鏡をダブルクリックすると、プレビュー ウィンドウを 100% の倍率にリセットします。
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ズーム モードのときにスペースキーを押したままにすると、一時的に [移動] ツールに切り替わります。 Photoshop
でプレビュー ウィンドウを操作する際に使うショートカット キーの多くは、Blow Up でも同じように動作します。

D: ズーム レベル コントロール

[1:1] ボタンをクリックすると、すばやく画像を実寸表示に切り替えます。
[適合] ボタンをクリックすると、プレビュー画像を現在のウィンドウに合わせます。
現在のズーム レベルが [適合] ボタンの隣に表示されます。 ドロップダウン リストから他のズーム レベルを選択す
ることができます。

E: プレビュー オプション
画面の分割機能は、プレビューの半面に元の画像と変更適用後の画像を表示します。 ドロップダウン リストの
項目で分割の向きを指定したり、分割機能自体を無効にすることができます。
[元画像] ボタンを押したままにすると、画像の変更前の状態を表示します。 スペースキーを押したままにして
も、同じように動作します。

F: 設定とヘルプのオプション
[?] (ヘルプ) ボタンをクリックすると、いくつかの設定オプションとヘルプ オプションのあるメニューを表示
します。

このメニューから Blow Up のライセンス認証と認証解除を実行することができます。 詳細に関しては、本文書の「ラ
イセンス認証」をご覧ください。 環境設定オプションの詳細に関しては、「環境設定」 をご覧ください。

G: プレビュー エリア
画像への効果をここにプレビューします。 フィルタ画面のサイズを変更すると、プレビュー エリアのサイズも変わり
ます。

H: ツールヒント ヘルプ
ユーザー インターフェイスの各項目にマウス カーソルを合わせると、簡単な説明が表示されます。

I: [OK] とキャンセル ボタン
[OK] ボタンをクリックすると、現在の設定でフィルタを適用します。 [キャンセル] をクリックすると、効果を適用
せずにフィルタの画面を閉じます。 Enter キーは [OK] ボタン、Esc キーは [キャンセル] ボタンとそれぞれ同じよう
に働きます。

J: プレビュー オプション
プレビュー エリアを右クリックして、マウスの右ボタンをクリックすると、ズーム レベル コントロールと同じ動作
をするメニューが開きます。
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ショートカット キー
ショートカットの機能

Macintosh

Windows

次のコントロールに移動

Tab

Tab

前のコントロールに移動

Shift+Tab

Shift+Tab

OK

Return

Enter

キャンセル

esc

Esc

元に戻す

+Z

Ctrl + Z

やり直し

+Y

Ctrl + Y

切り取り

+X

Ctrl + X

コピー

+C

Ctrl + C

貼り付け

+V

Ctrl + V

拡大

++

Ctrl + +

縮小

+-

Ctrl + -

実寸表示

option +

+0

Alt + Ctrl + 0

画面に合わせる

+0

Ctrl + 0

既定の設定に戻す

+R

F5

最後に使った設定を読み込む

+L

Ctrl + L

設定の保存

+S

Ctrl + S

移動 ツール (手のひら) に切り替え

H

H

ズーム ツールに切り替え

Z

Z

プレビューの移動 ([ズーム] ツール有

スペース キー + ドラッグ

スペース キー + ドラッグ

マウス クリック

マウスの左クリック

効時)
拡大 ([ズーム] ツール有効時)
拡大 ([移動] ツール有効時)

+ クリック

Ctrl + クリック

縮小

option + マウス クリック

Alt + マウス クリック

プレビューのドラッグ ([ズーム] ツー

スペース キーを押しながらド

スペース キーを押しながら

ル有効時) – 元画像表示

ラッグ

ドラッグ

実寸表示

[ズーム] ツールのダブルクリッ

[ズーム] ツールのダブルクリ

ク

ック

スライダを 1 ずつ増減

上/下 矢印キー

上/下 矢印キー

スライダを 10 ずつ増減

shift + 上/下 矢印キー

Shift + 上/下 矢印キー

[環境設定] ダイアログ ボックスを開く

+K

Ctrl + K
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プレビュー

Blow Up のプレビュー システムは Photoshop のスタイルを踏襲しているため、多くの使い慣れたツールやショートカ
ットが想定通りに動作します。 プレビュー ツールは、プレビュー ウィンドウの下部にあります。 拡大/縮小するに
は、[ズーム] ツールを選択します。 [ズーム] ツールを選択すると、既定では拡大用として動作します。 Alt キー
(Windows)、または option キー (Macintosh) を押したままにすることで、(Photoshop と同じように) 縮小用になります。
[1:1] ボタンを押すと、すばやく 100% のズーム レベルに切り替わり、[適合] ボタンを押すと、プレビュー ウィンド
ウに画像全体が収まるように縮小表示します。 拡大は 100% までしか拡大表示することができません。
プレビューしている画像がプレビュー ウィンドウよりも遥かに大きくて、ズーム レベルを 100% に設定していると、
画像の限られた部分しか表示されません。 [移動] ツール (スペース キーを押すと一時的に有効になります) を使って、
画像の他の部分にスクロールしたり、ナビゲーション サムネイル内をクリックして特定の部分にすばやく移動するこ
とができます。
Blow Up を新しい画像で実行すると、画面に合わせたズーム レベルで画像を表示します。 また、新しい設定を選択し
た場合も自動的にズーム レベルが設定されます。 ただし、トリミング領域を正確に確認するには、画像を 100% のズ
ーム レベルでプレビューして調整ください。
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コントロール
ユーザー設定
出力サイズや出力媒体のシャープネスを含めた設定を保存することができます。 設定を保存するには、予めスライダ
やその他のコントロールを調整してから、ユーザー設定下部にある [保存] ボタンをクリックします。 Command + S
(Macintosh) または Ctrl + S (Windows) を押すことでも設定を保存することができます。 [設定のプロパティ] ダイアロ
グ ボックスが表示されますので、ここで新しい設定名やカテゴリを設定することができます。 また、[設定のプロパ
ティ] ダイアログ ボックスの中には、[用紙サイズの自動回転] チェックボックスがあり、読み込んだ画像の向きに合
わせて自動的に適用します。 例えば、横 5 インチ×縦 7 インチ (縦長方向) の画像に対して設定を保存した場合、
新しく読み込む画像が、横 7 インチ×縦 5 インチ (横長方向) の場合は自動的に横長方向に設定を適用します。 縦、
横の数値を変更する場合や、自動に回転をさせない場合（例えば、Web 用に保存する場合など）はチェックボックスの
チェックを外します。用紙サイズの自動回転機能を有効にした状態で設定を読み込んだときはタイトル バーに設定名
が表示されます。

ユーザー設定を変更する
保存したユーザー設定の、名前を変更したり、カテゴリを変更するには、設定名を右クリックするか (Windows)、ctrl キ
ーを押しながらクリック (Macintosh) し、[プロパティ] を選択します。 [設定のプロパティ] 画面が開きますので、変
更内容を適用します。
保存したユーザー設定を削除するには、開いたメニュー内の [削除] を選択します。

[サイズ] ドロップ ダウン リスト
[サイズ] ドロップ ダウン リストは、汎用的な用紙や出力目的から出力サイズを指定することができます。

プリセットの保存
[サイズ] ドロップ ダウン リストに表示される設定を追加することができます。 設定を追加するには、[幅]、[高さ]、
[解像度] を指定した後、[サイズ] ドロップ ダウン リストの右側のアイコン

をクリックして、[プリセットの保存]

を選択してください。 追加した設定が [サイズ] ドロップ ダウン リストの下部に表示されます。

[幅と高さの入れ替え] ボタン
[幅] と [高さ] フィールドに入力されている値を入れ替えます。
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[画像の幅と高さをリセット] ボタン
オリジナルの画像サイズに幅と高さの値を戻します。 設定したトリミング エリアもクリアされます。 スラ
イダの値やシャープネスの設定は変更されません。

[幅]
出力先の幅を指定します。 「サイズ変更」モードで幅を変更した場合、画像の縦横比に合わせて [高さ] の値も自動
的に変更されます。 表示単位を変更するには、右側のドロップ ダウン リストから、単位を選択してください。

[高さ]
出力先の高さを指定します。 「サイズ変更」モードで幅を変更した場合、画像の縦横比に合わせて [幅] の値も自動
的に変更されます。 表示単位を変更するには、右側のドロップ ダウン リストから、単位を選択してください。

[解像度]
出力先の解像度を指定します。 解像度は印刷画質を決める上で重要となります。 高画質印刷の一般的な解像度は 300
pixels/inch です。 離れた距離から見るような画像の場合、低い解像度を設定しても見た目上問題はないでしょう。

[エッジのシャープネス]
[エッジのシャープネス] スライダは、画像の拡大によって生じるぼやけた部分を中和します。 オリジナル画像が元々
ぼやけている場合は、このスライダで補正することはできません。 画面下部にある、[出力媒体用のシャープネス] コ
ントロールでシャープネスを適用してください。

[粒子の追加]
極端な拡大やシャープネスは、画像をプラスチックのように過度に滑らかにしてしまいかねません。 人工的なフィル
ム粒子を加えることで、細部を驚くほどリアルに見せることができることがあります。 通常、粒子を加えることを考
慮する必要があるのは、200% 以上に拡大するときのみです。 どの効果でもそうですが、手を加えたということがわか
らないくらいの非常に微細な粒子を加えるようにしてください。 はじめに、粒子の追加が確認できるまで [粒子の追
加] の値を増加して、その後粒子が加わっているかどうか辛うじて分かる状態まで値を戻してください。

[出力媒体用のシャープネス]
サイズ変更の作業の流れをより効率化するために、出力形式に応じたシャープネスを追加することができます。 前述
の [エッジのシャープネス] スライダは画像の拡大によって生じるソフトネスを補正するのに対し、[出力媒体用のシャ
ープネス] は、特定の出力デバイス (プリンタ、用紙の種類、スクリーンなど) のためのシャープネスに使用される付
加的なシャープネス機能です。
調査研究を重ねた結果、いくつかのスタンダードな出力形式に最適な設定を見出しました。 また、Blow Up は画像の
dpi 値に基づいて、自動的にシャープネスのレベルを調整する次のモードが用意されています：
なし

出力シャープネスを加えません。

画面 (Web)

Web ページに掲載する画像、スクリーン上で見る画像、印刷ドライバで自動的にシャ
ープネスをかける写真屋に送る画像などの場合に適しています。

インクジェット マット紙

通常のマット紙に適しています。

インクジェット 写真用紙

ほとんどの写真用紙に適しています。

インクジェット 光沢紙

ほとんどの光沢紙に適しています。

カスタム

シャープネス範囲を入力します。
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出力シャープネスを実現するために、アンシャープ マスクにバリエーションを持たせています。 この技術は、アンシ
ャープ マスクが、それぞれの RGB チャンネルに別々に適用されるときに生じる、色の滲みを最小化することによっ
て、通常のアンシャープ マスクよりも優れた処理を実現しています。
出力媒体を選択すると、予め定められたシャープネス範囲が適用されますが、
「カスタム」 を選択すると、[シャープ
ネスの半径] スライダが利用できるようになり、範囲を任意に選択することができます。 シャープネスの量は、ドロ
ップダウン オプションの中から 「低/ 中 / 高」 のいずれかを選択して設定することができます。

出力シャープネスのプレビュー結果：
プリントのための出力シャープネスのレベルは、スクリーン上ではシャープネスをかけすぎたように見えますが、問題
ありません。 実際、シャープなプリントを作成するには、スクリーン上では若干サクサクしているように見えるよう
にします。 プリントした際にどのように見えるかを確認するには、「画面」 をプレビューのためのモードとして選択
してください。 各設定を行った後、出力先の用紙に合った出力シャープネスを選択して効果を適用してください。

[リセット] ボタン
解像度以外のコントロールの値を初期状態に戻します。 [幅] と [高さ] フィールドは元画像の幅と高さが設定されま
す。

トリミング
この機能は元画像と異なった縦横比の設定を読み込ませたり、バッチ処理 (Lightroom のみ) を容易にするために特に
重要な機能です。
トリミングは [トリミング/サイズ変更] モードの場合に利用可能となります。

トリミング範囲を作成/変更する
[トリミング/サイズ変更] モードで、[調整] ツール

を選択することでプレビュー エリア内にトリミング エリア

が表示されます。 下記の方法でエリアを調整することができます：
トリミング領域の移動

マウスがトリミング エリア上にあるときに、エリアをドラッグ アンド ドロップ
します。 トリミング エリアは画像の内側でのみ移動することができます。

トリミング領域のサイズ変更

トリミング領域のサイズを変更するには、枠のコーナー、または側面のハンドルを
ドラッグしてください。 サイズを変更しても、[幅] と [高さ] フィールドで指定さ
れた縦横比を保持します。

トリミングの取り消し

既存のトリミング エリアを取り消すには、[画像の幅と高さをリセット] ボタンを
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押すか、[リセット] ボタンを押します。 [リセット] ボタンを押したときは、
「拡大
の調整」や「出力媒体用のシャープネス」内のコントロール値がリセットされます。
[適合] ボタンを押してプレビュー画面内に収まるように画像を表示させた状態でおおよそのトリミング領域を設定し
た後、ズーム レベルを 100% にしてトリミング領域の詳細部分の調整を行ってください。

環境設定
ボタンをクリックして [環境設定] を選択することで、[環境設定] を開くことができます。 環境設定では、パフ
ォーマンスの設定や、Blow Up の動作について設定を行うことができます。

パフォーマンス
Blow Up の実行速度が遅くしてメモリ使用量を少なくするか、メモリ使用量は多くして実行処理速度を速くするかの度
合いを調整することができます。

ネットワーク接続を許可する
更新情報などの確認のため Blow Up がネットワーク接続を行う動作を設定することができます。

[インポート] ボタン
旧バージョンのユーザー設定をインポートするには、このボタンをクリックします。

サイズ変更前に複製する
このチェックボックスをオンにすると、画像のコピーがサイズ変更され、元画像は変更されません。 チェックボック
スをオフにすると、その場で画像がサイズ変更されます。

モード
自動的に設定されるトリミング領域のモードを選択します。 「スマート」モードは、画像の重要な部分にトリミング
領域を配置します。 「センター」モードは常に画像の中心にトリミング領域を配置します。

バッチ処理 (Lightroom のみ)
Lightroom 上で複数の画像を選択した状態で Blow Up を実行すると、画面の右下にある [OK] ボタンや [キャンセル]
ボタンが下の画像のように変わります。 左右の矢印ボタンで他の画像に移ることができ、中央のボタンですべての画
像または 1 つの画像を選択することが可能です。 完了したら [バッチ完了] ボタンを押すと、調整がすべての画像に
適用されます。
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