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第１章 ホームページを作る前に 
ホームページを作成する前に簡単にホームページの仕組みについて説明します。 

 
  １－１ ホームページが表示される仕組み 
 

ＷＷＷ（World Wide Web）によって情報を発信するコンピュータを「ＷＷＷサーバ」と呼び、情報を

参照するコンピュータを「ＷＷＷクライアント」と呼んでいます。コンピュータをＷＷＷサーバにするた

めにはサーバソフトが必要です。サーバソフトには、ApacheやWindows用の IIS(Internet Information 

Server)などがあります。コンピュータをＷＷＷクライアントにするためにはブラウザソフトが必要です。

ブラウザソフトには、Internet Explorer や Netscape Navigator などがあります。情報を発信するには、

HTML(Hyper Text Markup Language)と呼ばれる形式で記述した情報をＷＷＷサーバに保存します。

この情報はテキスト（文字情報）だけでなく、画像や音声といったマルチメディア情報を扱うこともでき

ます。ＷＷＷサーバはＷＷＷクライアントからの要求によってこれらの情報を送信します。 

 ＷＷＷクライアントから情報を参照するには、ブラウザソフトでＷＷＷサーバのアドレスを指定します。

このアドレス表記にはＵＲＬ(Uniform Resource Locator)を使用します。例えば総合情報センターのホ

ームページのＵＲＬは、http://www.cc.u-tokai.ac.jp/です。先頭のhttp は相手のコンピュータとの通

信方法を指示するもので、ＷＷＷサーバとＨＴＴＰ(Hyper Text Transfer Protocol)によって通信をお

こなうことを指示しています。 
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  １－２ ＨＴＭＬとは 
HTMＬ（Hyper Text Markup Language）は WWWサーバのドキュメントを記述するための言語です。

またこの言語は、画像や音声、動画などをドキュメント内に埋め込むことや単語、文章、画像にリンク

を持たせ、クリックすることで関連項目を表示できるのが最大の特徴です。 

以下に簡単なＨＴＭＬ形式で記述されたドキュメントを例として紹介します。 

<>で囲まれた部分がタグです。 

 

Internet Explorer で表示すると以下のようになります。 

 

 

また HTML はテキストエディタでタグを直接記述してもか

Word 等）を利用する方法もあります。作成したドキュメントを

選択し保存します。すると自動的にＨＴＭＬ形式に変換し保

ＨＴＭＬ形式で記述されたドキュメントファイルを閲覧す

Explorer、Netscape Navigator 等があります。 

<HTML>                             

<HEAD> 

<TITLE> はじめに </TITLE> 

</HEAD> 

< BODY> 

<P><H1> Web コンテンツ講座</H1></P>

<P><H2> Web コンテンツ講座</H2></P>

<P><H3> Web コンテンツ講座</H3></P>

</BODY> 

</HTML>                            

・ <H

・ <H

記述

・ <T

トル

・ <B

示さ

・ <P

ます

・ <H

定で
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TML>で始まり</HTML>で終わる 

EAD>から</HEAD>はタイトルを

します。 

ITLE>から</TITLE>はページタイ

名を記述します。 

ODY>から</BODY>は実際に表

せたい情報を記述します。 

>から</P>は１つの段落を意味し

。 

N>から</HN>は文字の大きさを指

きます（Ｎは 1から 6 まで）。 
 

まいませんが、ワープロソフト（Microsoft 

保存するときに「ＨＴＭＬ形式で保存」を

存します。 

る代表的なソフトウェアとして Internet 



第２章 Web 作成にあたって（GoLive） 
通常ホームページを作成するときは、HTML 言語を使って作成していきます。そこで、この HTML

言語を入力せずに、ワープロ感覚で簡単にテキスト、グラフィックなどを作成できるアプリケーションが

あります。 

 今回はその中の１つである、Adobe Systems Inc 社の GoLive、Photoshop を使ってホームページを

作成していきます。 

 
２－１  完成イメージ 

この講座で下のようにホームページを作成していきます。 

 

今回作成するホームページは、メニュー画面（左側）にあるそれぞれのメニューボタンメイン画

面（右側）にあるロゴマークを作成してメニュー画面のボタンを押すとメイン画面に指定されたペ

ージが表示されるものを作成します。 
また、ホームページに動きをつけるために以下のことをおこないます。 

 

メイン画面 
ロケットを下から上に移動させて、ロゴマークを点滅させます。 

メニュー画面 
カーソルをそれぞれのボタンの上に置いたとき、項目を選択したときにボタンを変化させます。 

このホームページを作成する手順は以下のとおりです。 
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１． 画像を作成します。 

左側にあるメニューボタン、右側にあるロゴマークを Photoshop で作成します。 

２． メニュー画面（menu.html）、メイン画面（main.html）を作成します。 

３． トップページ（index.html）を作成します。 

メニュー画面、メイン画面を取り込みます。 

 

 ホームページのイメージは以下のようになっています。 

 
 

m
en
u
.h
tm
l    

（
メ
ニ
ュ
ー
画
面
） 

main.html 

（メイン画面） 

index.html 

（トップページ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－２ GoLive の基本操作 
（１）GoLive の起動 

GoLive を起動するには、スタートボタンから 「プログラム」－「マルチメディア」－「Adobe GoLive 

4.0J」 より起動します。 

 

（２）各種機能の説明 
アプリケーションを起動すると、ドキュメント、パレット、インスペクタウィンドウが表示されます。その

他にもメニューの「表示(V)」からカラーパレット、リンクインスペクタ、フローティングボックスコントロー

ラウィンドウを表示することができます。以下に各種機能の説明をします。 

 

ドキュメントウィンドウ 

ドキュメントビューから選択されたエディタを表示するためのウィンドウです。 

 

ドキュメントビュー 
１． レイアウトエディタ 

文字の入力をはじめホームページの作成はこの画面でおこないます。 
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２． フレームエディタ 

フレームを使ったホームページを作成する

ときに、この画面でおこないます。 

３． HTML ソースエディタ 

作成したページのソース内容が確認、編集

できる画面です。 

４． HTML アウトラインエディタ 

各タグが階層状に構造化されて表示されま

す。ここで新しくコードを作成したり以前に

作成したコードを変更することができます。 

５． レイアウトプレビュー 

ホームページを作成した結果を表示す      

ることができます。 

 

ドキュメントウィンドウ 

ドキュメントビュー 

 

パレット 
１．基本・・・・・・・HTML を作成する際に多く利用するツールが格納されています。 

２．フォーム・・・ 様々なボタン、ボックスの作成がおこなえます。 

３．ヘッド・・・・・・ 各種のタグがあります。 

４．フレーム・・・ ・様々なフレームをここから選択することができます。但しこの機能を有効にするに

は、ドキュメントビューをフレームにしてから利用します。 

５．サイト・・・・・・ リンク先を作成するタブです。 

 

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

６．サイトエクストラ・・・作成ページの統一性を持たせるためのタブで

す。 

７．Cyberobjects・・・Java Script を記述するタブです。 

８．Quick Time・・・・ビデオ、サウンド等に対応しているタブです。 

９．カスタム・・・・・・・頻繁に利用する機能を登録できるタブです。 

 

インスペクタ 

 ポイント＆シュートボタン 

ページタイトル、リンク先など様々な機能を使うと

きに、このウィンドウ内で設定することができます。 

また、インスペクタ内にある「 」ボタンは、ポイント

＆シュートボタンといい、ドラッグ＆ドロップでレイア

ウトエディタにファイルを挿入することができます。 
 

 

 

 

 

カラーパレット 
背景、文字の色などを決めるときに、ウィンドウ内で色の指定
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をおこないます。色の指定をおこなったら、インスペクタウィンドウの色フィールドまたはドキュメント

ウィンドウで選択したテキストにその色をドロップします。 

 

 

リンクインスペクタ 
画像、html ファイルなどのリンクされている全ての状況が確認で

きます。 

例えば、今回作成する menu.html をみるとリンクされている元か

ら、使用している画像、リンク先のページが表示されています。 

 

 

フローティングボックスコントローラ 
動画の画像を作成するときに、フローティングボックスというものを

使います。そのウィンドウ内で編集などをおこなうことができます。 
 

２－３ 新規作成 
 新規にホームページを作成する場合には複

数のHTMLファイル、画像ファイルを作成しま

す。そこで、これらのファイルを１つのフォルダ

に収めてこれからの作業をおこないます。 

 

メニューバーから、「ファイル(F)」－「新規サイト（Ｉ）」

－「新規作成(B)」 を選択します。「新規サイトの作

成」ダイアログボックスで以下のように指定します。 

新規サイト名： My HomePage 

保存先：     Z:\ 

フォルダを作成(C)にチェックマークをつけます。 

新規フォルダー作成

新規ページ作成 

削除 

プロパティの表示 

確認 

検索

更新

 

「OK」ボタンを押すとサイトウィンドウが表示されて、

メインページとして利用するための index.html ファイ

ルが作成されます。また、サイトウィンドウ用のツール

バーが表示されます。 

 

 

 

 

ファイルの編集作業をおこなうには編集したいファイルを選択してツールバーの「開く(O)」ボタンを

押します（もしくは、ダブルクリック）。また、新たにページを作成したい場合はパレットウィンドウの「サ

イト」－「一般ページ」を選択すると、「untitled.html」というファイルができます。 
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ドラッグ＆ドロップ

一般ページ 

サイト ファイル名を変更するには、そのファイルを選択し

てツールバーの「プロパティの表示 」ボタンを

選択して変更します。（もしくは、変更したいファイル

を選択した状態でファイル名をクリックします。） ファ

イル名を「menu.html」に変更します。 

 また、サイトウィンドウの「ステータス」に表示されて

いる黄色い三角マークは、何もデータ挿入されてい

ない「空のページ」であることを指しています。 

 同じように、My HomePage の直下に以下のファイ

ルを作成してください。 

ファイル名 「main.html」 

 

２－４ 文字入力・編集 
 文字を入力するには、通常レイアウトエディタから文字を入力・編集します。 

また、改行する場合は行間に空白を入れない改行と、行間に空白を入れる改行（段落改行）の２

種類があります。 

行間に空白無しの改行をおこなう場合は、基本パレットウィンド内にある   ボタンを押すか、もし

くは Shift キーを押しながら Enter キーを押す方法があります。段落改行をおこなう場合は Enter キ

ーを押します。 

 

注：現在コンピュータ室のバージョンでは文字入力をおこなう際に不具合が生じるため、メモ帳を

使って文字を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字のフォント、サイズ、スタイル、配置、見出し文字などの編集をおこなう場合は以下のツールバ

ー、もしくはメニューバー 「ス
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見出し設定 文字揃え設定 字体設定 サイズ設定 番号設定 レベル設定



タイル(Y)」より設定します。 

 

 

 

見出し設定・・・・・ 文字の見出しの設定をおこないます。見出し１～見出し６まで設定ができます。 

文字揃え設定・・・文字位置の設定をおこないます。左寄せ、中央、右寄せの設定をおこないます。 

字体設定・・・・・・ 太文字、イタリック、等幅の文字設定がおこなえます。またその他の機能を利用す

る場合は、メニューバーの「スタイル(Y)」－「ストラクチャ(R)」からおこないます。 

サイズ設定・・・・・ 文字サイズの編集をおこないます。サイズは１～７まで設定することができます。 

番号設定・・・・・・ 段落番号、箇条書きの設定

がおこなえます。またその他

の機能を利用する場合は、メ

ニューバーの「書式(O)」 か

らおこないます。 

レベル設定・・・・・ 行の開始位置を右へシフトし

たり、シフトしたものを戻す設

定がおこなえます。 

 

２－５ ファイルの保存・読込み 
（１）保存方法 
  今回はサイトウィンドウを利用しているので、ファイル作成時に既にファイル名は決まっています。よ

ってここでは、ファイルを上書き保存します。 

保存方法はメニューバーの「ファイル(F)」－「上書き保存(S)」からおこないます。 

サイトウィンドウを利用しない場合の保存方法は、メニューバーの「ファイル(F)」－「名前を付けて保

存(A)」からおこないます。 

 

（２）読込み方法 
ファイルを読み込む場合は、メニューバーの「ファイル(F)－「開く(O)」を選択して、開きたいファイ

ルを選択します。 

サイトウィンドウを利用している場合には、サイトファイル（.site）を選択して、サイトウィンドウからファ

イルを読み込みます。 
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第３章 画像作成 
 ホームページで使う画像（ボタンやロゴも含む）を作成します。画像編集ソフトを使って作業します

が、この講座では画像編集ソフトとしてAdobe Systems Inc社の Photoshop5.5（以下Photoshop）を使

います。 

 

３－１ 画像作成のための基礎知識 
（１） Photoshop とは 
 Photoshop は高機能の画像編集ソフトです。出版、印刷業界でグラフィックスの作成・加工に利用し

ています。普段なにげなく目にしている雑誌の画像も Photoshop で加工されたものかもしれません。

また、Photoshop には web 用画像を作成するためのさまざまな機能を備えた ImageReady2.0（以下

ImageReady）というソフトが添付されています。この講座では Photoshop と ImageReady を使いホーム

ページで使うための画像を作成します。 

画像編集ソフト（グラフィックスソフト）には、画像をビットマップデータで扱うソフト（Photoshop など）

とベクトルデータで扱うソフト（Illustrator など）があります。画像の表示結果が同じに見えてもコンピュ

ータ内部での画像の記録方法が違い、以下のような特徴があります。Photoshop は画像をビットマッ

プデータとして扱うソフトです。 

 

ビットマップデータ 
ビットマップデータは画像を細かい点（ピクセル）の集まりで構成します。 

写真などの連続階調の画像に適した画像形式です。 

フィルタと呼ばれる画像効果（たとえば画像をぼかす）を適用するような操作が簡単にできます。 

ビットマップデータはラスター画像と呼ばれる場合もあります。 

 

ベクトルデータ 
ベクトルデータは画像（の構成要素）を数式に基づく形状であらわす方法です。 

イラストや文字など形状のハッキリした構成要素からなる画像に適した形式です。 

構成要素の移動や変形などの処理が簡単にでき、画像の拡大・縮小をおこなっても 

画像が劣化しません。３次元の物体も表現できます。 

 

（２）画像作成手順 
ホームページでは、ロゴやボタン、写真やイラストなどの画像が使われます。これらは、ビットマップ

画像として作成してホームページに貼り付けられます。それらのビットマップ画像の作成には画像編

集ソフトを利用しますが、ここでは画像編集ソフトとして Photoshop を利用して作業を進めます。作業

の流れは以下のようになります。 

 

１．素材を用意する 
以下のような方法でまず素材となる画像を用意します。ただし、利用する画像の取り扱いに関して

の注意事項をよく読んで、画像の加工やホームページでの利用が許可されていることを確認した上

で利用するようにしましょう。 
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フリー素材 
雑誌の付録やフリー素材を提供しているホームページなどを利用する。 

画像集 
ホームページの素材として CD-ROM などの形式で販売されているものを購入する。 

自分で作成 
デジタルカメラを使って自分で撮影したものを使う。 

自分で撮影した写真をスキャナで取り込んで画像ファイルにする。 

 

２．素材（画像）を編集（加工）する 
用意した素材はそのままでホームページ用の画像として利用できる場合もありますが、画像の一部

分だけを抜き出して使ったり、画像のトーンを調整したり、複数の画像を組み合わせて 1 つの画像を

作成するなどさまざまな加工処理をおこなう場合があります。 

 

３．画像を web用に保存する 
ホームページ上に置く画像は、容量をできるだけ小さくするように工夫しなければなりません。ファ

イル容量が大きいと表示にそれだけ時間がかかり、ホームページを見る人を待たせることになります。

加工した画像は必要となる画質を考慮して、最終的にその画像にあった形式（圧縮率等）で保存しま

す。 

 

 実際の作成の操作は、上記の手順に従って３－２以降の例題でおこないます。ここでは、その前に

Photoshop の基本的な操作について説明します。 

 

（３）起動と終了 
 Photoshop を起動するには、スタートボタンから 

    「スタート」-「プログラム」-「マルチメディア」-「Adobe Photoshop 5.5」 

の順にメニューを選びます。Photoshop が起動すると以下のような画面になります。 

 

パレットグループ 

（さまざまなパレットが 

タブに分かれて表示 

されます。） 

メニューバー 

オプションパレット 

（選んでいるツールに

よって表示が変わりま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ツールパレット 
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Photoshop を終了する場合は、メニューから「ファイル(F)」-「終了(X)」を選びます。 

 

 ImageReady を起動するには、スタートボタンから 

    「スタート」－「プログラム」-「マルチメディア」-「Adobe ImageReady2.0」 

の順にメニューを選びます。 

ImageReady を終了するには、ImageReady の画面でメニューから「ファイル(F)」－「終了(X)」を選び

ます。 

 

（４）基本操作 
 Photoshop では、画面上部に表示されているメニューからコマンドを選んで操作する場合と、パレッ

トに用意されているボタンをクリックして操作をおこなう場合があります。Photoshop では 12 種類

（ImageReadyでは１７種類）のパレットがあり、特に下図の「ツールパレット」（またはツールボックスと呼

ぶ）をよく使います。ツールパレットの（１）から（２７）のツールについて名称を以下に示します。 

 
（１）矩形選択ツール 

（３）なげなわツール 

（５）エアブラシツール 

（７）スタンプツール 

（９）消しゴムツール 

（11）ぼかしツール 

（13）ペンツール 

（15）ものさしツール 

（17）塗りつぶしツール 

（19）手のひらツール 

（21）描画色と背景色を入れ替え 

（22）画像描画モード 

（24）標準画面表示モード 

（25）メニュー付きフルスクリーンモード 

（26）メニューなしフルスクリーンモード 

（27）初期設定のグラフィックアプリケーションを起動 

(1)(2) 

(3)(4) 

(5)(6) 

(7)(8) 

(9)(10) 

(11)(12) 

(13)(14) 

(15)(16) 

(17)(18) 

(19)(20) 

(21) 

 

(22)(23) 

(24)-(26) 

(27) 

（２）移動ツール 

（４）自動選択ツール 

（６）ブラシツール  

（８）ヒストリーブラシツール 

（10）鉛筆ツール 

（12）覆い焼きツール 

（14）文字ツール 

（16）線形グラデーションツール 

（18）スポイトツール 

（20）ズームツール 

（23）クイックマウスモード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ツールパレット」のツール（ボタン）をクリックしてそのツールを使

います。また、ボタンの右下に小さい三角形のマークがついている

ものはサブツールが割り当てられています。この場合、ボタンを押

しつづけると右図のようにサブツールを表示できます。表示された

サブツールの中から必要なツールをクリックして使用します。 

なお、ツールパレット以外のパレットは、複数のパレットをまとめてパレットグループとして表示され

ます。使用するパレットのタブをクリックして表示を切り替えて利用します。 
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（５）基礎知識 
１．画像モード 
画像の新規作成時（例２の（１）を参照）に最終的な画像の利用目的に応じた画像モードを選びま

す。（作成途中での変更も可能です。）この講座では、ｗｅｂで使用する画像を扱うので、パソコンのモ

ニタへの表示で使われる「ＲＧＢカラー」のモードを選びます。赤、緑、青の３色の階調でカラーを表

現する方法です。 

この他に印刷用の「ＣＭＹＫカラー」モードなどがあります。印刷では一般にシアン、マゼンタ、イエ

ロー、ブラックの４色に分けて版を扱います。 

 

２．「レイヤー」と「不透明度」 
Photoshopでは画像を１つまたは複数のレイヤーで構成します。レイヤーは透明なOHPシートのよ

うなものと考えるとよいでしょう。複数のレイヤーを重ね合わせて１つの画像として見ている状態です。

１つ１つのレイヤーに画像（画像の一部）が描かれていて、レイヤーの残りの部分は透明になってい

ます。透明な部分からはその下のレイヤーの画像が透けて見えている状態です。 

たとえば、下に示す例は、景色の中に人物がたっている画像（下左図）が２つのレイヤーで構成さ

れています。景色の画像（下中図）と人物の画像（下右図）が別々のレイヤーになっていて、それが

重ねられた状態で１つの画像として見えています。 

１つの画像が複数のレイヤーで構成されていると、レイヤー毎に独立して画像の修正作業ができる

ので便利です。 

 

また、レイヤーでは不透明度をコントロールすることができます。画像が存在する部分（透明でない

部分）の不透明度を１００％から０％まで指定した値に変更できます。通常は、１００％の不透明度に

しておき、画像がある部分は、その下にあるレイヤーの画像は見えない状態にしておきます。不透明

度の値を小さくすると、画像が半透明になってその下のレイヤーの画像が薄く見える状態になります。

ＯＨＰシートにたとえれば薄いインクで画像を書き、その下のシートが透けて見えているような状態で

す。画像に特殊効果を出したいときに利用します。実際の操作方法については演習１（３）を参照し

てください。 
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３．ファイル形式 
Photoshop のオリジナルのファイル形式は拡張子.psd です。また、これ以外にも Photoshop では、

以下のようにさまざまな形式のファイルを入力、出力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力可能なファイル形式 

                                  

                            入力可能なファイル形式 

 

この講座では作成した画像を２種類の形式で保存することにします。Photoshop のオリジナルのフ

ァイル形式とｗｅｂで利用するための形式の２種類です。Photoshop のオリジナルのファイル形式で画

像を保存しておくと、画像の修正作業が必要になった場合に Photoshop でそのファイルを読み込ん

で修正作業をおこなうことができます。 

 Web で一般に使う画像ファイルの形式には次の種類があります。Photoshop で画像を作成し、

Photoshop のオリジナルのファイル形式で保存し、さらに以下の形式から作成した画像にあった形式

を選んで web 用に保存します。 

GIF（ジフ、Grafic Interchange Format） 

イラストなどの色数の少ない画像に適しています。 

２５６色表示（８ビットカラー）に対応しています。 

ファイル名の拡張子は.gif です。 

JPEG（ジェイペグ、Joint Photographic Experts Group） 

写真やグラデーションを含む画像などの色数の多い画像に適しています。 

１６７７万色表示（２４ビットカラー）に対応しています。 

ファイル名の拡張子は.jpg または.jpe です。 

PNG（ピーエヌジーまたはピング、Portable Network Graphics） 

PNG－８形式と PNG－２４形式があります。 

PNG－８形式では、２５６色表示に対応しています。 

PNG－２４形式では、２４ビットカラー（１６７７万色表示）に対応しています。 

GIF 形式に代わるものとして提唱されていますが、古いブラウザは PNG 形式の画像を表示でき

ないので使用する場合は注意が必要です。ちなみに、Internet Explorer と Netscape 

Communicator に関しては、以下のバージョン以降が PNG形式に対応しています。 

Windows 版    Internet Explorer5、Netscape Communicator4.5 

       Macintosh 版    Internet Explorer4.5、Netscape Communicator4.5 
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３－２ 画像作成例題１ 
ホームページの自己紹介のページに貼る画像を作成してみまし

ょう。景色の画像に自分の気に入っている自画像を合成した画像を

作ることにします。 

 素材として背景になる景色の画像と自分自身の画像を用意して、

背景画像の必要な部分だけを切り出し、自分自身の画像をその中

へうまく合成する操作をおこないます。 

この講座では、いっしょに操作するために共通の素材画像を使っ

て操作することにします。 

右図が完成した画像です。この画像は、景色と人物が別々のレイヤ

ーに保存されています。 

Photoshop を起動して、以下の手順で操作します。 

 

（１）背景画像を開く 
１． メニューの「ファイル(F)」－「開く(O)」を選びます。 

２． 実習用のファイルから「画像１」を選んで「開く(O)」

ボタンを押します。 

 

（２）画像の加工（切り抜き） 
ホームページで使う画像は、この画像全体ではなく、一

部分を切り抜いて使うことにします。 

１． 「ツールパレット」の「矩形選択ツール   」をしば

らく押しつづけると右図のようにサブツールが表示

されるので、「切り抜きツール  」をクリックします。 

２． この状態で画像の中の切り抜く範囲を左上から右

下へドラッグして指定します。 

右図のように選択範囲が表示されるので以下

の方法で範囲を修正します。 

選択範囲が確定できたら Enter キーを押して画

像を切り抜きます。 

 

右下のボタン部分を 
しばらく押す 

切り抜きツール

• 範囲指定の中をドラッグすると位置の修正

ができます。 

• 範囲指定の外をドラッグすると選択範囲の

角度を変えることができます。 

• 選択範囲の線上のマーカーをドラッグす

ることで選択範囲の大きさを変更できま

す。 

• 範囲指定をキャンセルする場合は、Esc キ

ーを押します。 
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（３）画像の保存 

画像の必要な部分が切り抜けたので、この状態でファ

イルに保存します。 

１． メニューの「ファイル(F)」－「別名で保存(A)」を

選びます。 

ファイル名を「画像１切り抜き後」、別名で保存の

項目を「Photoshop(*.PSD,*.PDD)」にして「保存

(S)」のボタンをクリックします。 

 

（４）自画像を開く 
次に自分自身の写っている画像を開きます。ただし、実習時間の都合上、各自の画像ファイルは

用意できないので、代わりに共通の素材画像を使って操作

することにします。 

１． メニューの「ファイル(F)」－「開く(O)」を選びます。 

実習用のファイルから「画像２」を選んで「開く(O)」

ボタンを押します。 

 

画像の中の「人物」を切り抜いて背景の画像と合成しましょう。背景の画像は矩形領域を切り抜い

て作成しましたが、ここではもっと複雑な形状を切り抜くので、「抽出コマンド」を使うことにします。抽

出によって、画像の中の指定した部分だけを残し、他の部分は透明にしてしまうことができます。 

 

（５）抽出範囲の指定 
１． メニューの「イメージ(I)」－「抽出」を選びます。 

２． 抽出作業用の画面が表示されるので以下の方法で抽出する範囲の輪郭とそ

の内部（画像として残す部分）を指定します。下図の状態になります。 

• 「境界線マーカーツール  」を選び抽出する範囲の境界部分をドラッグし

て境界線をマーキングします。 

その際に境界線は閉じた領域になるように指定します。（画面の端も含め

て閉じた領域であればかまいません。） 

• 境界線が指定できたら、「塗りつぶしツール  」を選び、境界線の内部（画像として残

す部分）をクリックします。 
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境界線マーカーツール 

塗りつぶしツール 

消しゴムツール 

OKボタン 

プレビューボタン 

画像として残したい部分に

塗りつぶしツールを使用 



（６）抽出結果の確認 
以下の操作を目的の抽出結果が得られるまで繰り返します。 

１． 抽出範囲をうまく塗りつぶせたら画面右側の「プレビュー」ボタ

ンを押します。 

２． 抽出結果が表示されるので、この結果でよければ「OK」ボタン

を押します。 

３． 修正が必要な場合には以下の方法で境界線の修正をおこな

います。 

• 抽出画面右側の「ハイライトを表示」の項目をチェックしま

す。 

すると前回の境界線の指定が表示されるので、以下の方法で修正します。 

• 境界線の一部を指定しなおす場合は、「消しゴムツール 」を選んで不要な部分をド

ラッグして消し、「境界線マーカーツール  」を選んで境界線を引きなおします。 

• 抽出結果に背景の余分な部分が含まれてしまう場合は、その部分の境界線をできるだ

け背景を含まないように余分な部分を「消しゴムツール 」で消します。 

• 抽出結果で画像として残したい部分が透明になってしまう場合は、その部分の境界線

をできるだけ残す画像を含まないように余分な部分を「消しゴムツール 」で消す。 

• 微妙な境界部分を修正する場合は、画像の表示を抽出結果と元の画像とで切り替え

ながら作業すると便利です。プレビュー画面で画面右にある「ビュー」の項目を、必要

に応じてモード（「抽出された」「元の画像」）を切り替えることができます。 

• 境界線の細かい部分を修正する場合は、「ズームツール」を選んで拡大したい部分を

クリックすることで表示を拡大できます。また、表示を縮小する場合には、Alt キーを押

しながら画面内をクリックします。 

４． 境界線が修正できたら再び「塗りつぶしツール 」で境界線の内部を塗りつぶしてから「プ

レビュー」ボタンを押します。 

 

（７）画像の保存 
抽出のプレビュー画面で「OK」ボタンを押すと抽出用の画面が閉じて、元の画像が表示されてい

た画面が抽出結果に変わります。この状態で、元の画像ファイルをそのまま残したい場合は、表示さ

れた抽出結果を別名で保存します。 

１． メニューの「ファイル(F)」－「別名で保存(A)」を選

びます。 

ファイル名を「画像２抽出後」、別名で保存の項目

を「Photoshop(*.PSD,*.PDD)」にして「保存(S)」の

ボタンをクリックします。 
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（８）人物の画像の大きさを調整 
人物の画像だけを抜き出したので、次は景色に貼り付けるのに都合のよい大きさに縮小します。

（拡大する場合も同じ操作方法です。） 

１． 画像の表示倍率がタイトルバーに表示さ

れているので、１００％になっていない場

合は次の操作で１００％に直します。 

メニューから「ビュー(V)」－「ピクセル等倍(A)」を選びます。 

２． メニューから「編集(E)」－「変形(A)」－「拡大・縮小(S)」を選びます。 

表示されたコーナーハンドルをドラッグして縮小します。 

縦横比を維持したまま縮小するには Shift キーを押しながらハンドルをドラッグします。 

Enter キーで確定します。確定する前であれば Esc キーで縮小操作をキャンセルできます。 

     

（９）縮小した画像を保存 
縮小した画像も保存しておくことにします。 

（７）と同じ操作で「画像２抽出後縮小」の名前で保存し

ます。 

 

（１０）人物と景色を合成 
１． まず、人物の画像を以下の操作でコピーします。 

「ツールパレット」の「矩形選択ツール 」を選びます。縮小した画像が対象範囲になるよう

に範囲指定をしてください。 

メニューから「編集(E)」－「コピー(C)」を選びます。 

２． 景色の画像への貼り付けをおこないます。 

景色の画像の画面をクリックします。メニューから「編集(E)」－「ペースト(P)」を選びます。 

３． 画像が貼り付けられるので位置を直す場合は、「ツールパレット」の「移動ツール   」を選

び、画像をドラッグして位置の修正をします。 

Enter キーで位置が確定します。 

 

この操作で人物の画像を景色に貼りつけることができました。

右図の「レイヤーパレット」を見ると貼りつけた画像は、景色とは

別のレイヤーになっていることがわかります。 
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別のレイヤーになっているために、位置の修正をおこなったときに人物が移動した跡には、そのま

ま（下のレイヤーの）景色の画像が見えました。１つのレイヤーになっている画像の一部を移動した場

合には、移動した跡には、背景色が表示されることになります。 

 

（１１）Web 用に保存 
画像が完成したのでホームページで使えるように保存しましょう。 

１． メニューから「ファイル(F)」－「Web 用に保存」を選びます。 

表示された画面で「最適化」のタブをクリックし、画面右側の設定項目を下左図のように設定

し、「OK」をクリックします。 

２． ファイルの保存先を聞いてくるので、下右図のようにファイル名は「person.jpg」を指定して保

存します。 

 

 

（１２）画像の保存 
完成した画像を Photoshop のオリジナルのファイル形式でも保存します。 

（７）と同じ操作で「person」の名前で保存します。 

（１３）閉じる 
作業を終了します。開いていた画像を閉じてください。メニューから「ファイル(F)」－「閉じる(C)」を

選びます。開いている画像をすべて閉じてください。 

 

演習１ 
（１）変形の操作 
変形の操作は、例題１でおこなった「拡大・縮小」の他にもいろいろあります。「画像２抽出後」のフ

ァイルを使って試してみましょう。 

1. Photoshop を起動して、メニューから「ファイル(F)」－
「開く(O)」を選び、「画像２抽出後」を開きます。 

2. メニューから「編集(E)」－「変形(A)」を選びます。 
3. 表示されるサブメニューから適当なものを選んで実行
してみましょう。 

4. 終了する場合は、メニューから「ファイル(F)」－「閉じる
(C)」を選び、変更を保存するかの確認に、「いいえ」を

選びます。 
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なお、変形の操作法方の詳細については、ヘルプの説明を参照してください。 

1. メニューから「ヘルプ(H)」－「ヘルプトピック
(E)」を選びます。 

2. 表示されたヘルプの画面の「キーワード」タ
ブをクリックします。 

3. キーワードとして「変形」の文字を入力し、検
索します。 

4. 表示された一覧の中から「変形：自由」を選
びます。 

 

（２）フォトレタッチ 
PhotoShop ではさまざまなフォトレタッチの機能が用意されています。「変形」の機能もその一部で

す。別の機能を試してみましょう。 

まず、「覆い焼きツール」使ってみます。画像の特定の部分を明るくする（明度を上げる）ことができ

ます。 

1. 「画像２」を使って試すので、メニューから「ファイル(F)」－「開く
(O)」を選んで、開きます。 

2. 「ツールパレット」の「覆い焼きツール 」を選びます。 

3. 「ブラシパレット」から適当なブラシを選びます。 
ここでは、上から２番目、左から４番目のブラシをクリックします。 

4. この状態で画像の中の明るくしたい部分をドラッグ 
します。何度もドラッグするとより明るくなります。 

 

次に「焼き込みツール」を使ってみます。画像の特定の部分を暗くすることができます。 

1. 「ツールパレット」の「覆い焼きツール 」の部分を押しつづけサブツールか

ら「焼き込みツール 」を選びます。 

2. 画像の中の暗くしたい部分をドラッグします。 
次に「スポンジツール」を使ってみます。指定した部分の色の彩度を上げる（鮮やかに

する）ことができます。 

1. 「ツールパレット」の「覆い焼きツール 」の部分を押しつづけサブツールか

ら「スポンジツール 」を選びます。 

2. 画像の一部をドラッグして効果を試してみましょう。 
3. 終了する場合は、メニューから「ファイル(F)」－「閉じる(C)」を選び、変更を保存するかの
確認に、「いいえ」を選びます。 

 

（３）レイヤーの不透明度 
レイヤーパレットには不透明度の値が表示されていて値を調整できるようになっています。以下の

操作で試してみましょう。 

1. 「完成自画像」を使って試すので、メニューから「ファイル(F)」－「開く(O)」を選んで、開き
ます。 
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2. 右図のレイヤーパレットで不透明度の値を調整します。目的の数値を直接入力するか、
右端の  ボタンをクリックして表示されるスライダを

ドラッグして不透明度を調整します。 

アクティブレイヤー 

3. 不透明度の調整は、アクティブレイヤー（  が表示
されているレイヤー）に対しておこなわれます。 

「レイヤー１」のサムネール(縮小画像)部分をクリッ

クして、「レイヤー１」をアクティブにし、このレイヤー

に関しての不透明度を調整して結果を確認しましょ

う。 

4. 終了する場合は、メニューから「ファイル(F)」－「閉
じる(C)」を選び、変更を保存するかの確認に、「い

いえ」を選びます。 

 

３－３ 画像作成例題２ 
ホームページのロゴを作成してみます。右図が完

成したロゴです。文字にいろいろな効果を適用して

ロゴを作ってみましょう。「ＴＯＫＡＩ ＵＮＩＶ」の文字

と「学生証番号」を別々に入力し、適用する効果を

変えています。 

ImageReady を使って作成します。 

 

 

（１）背景色の指定 
ImageReady を起動します。起動するには「スタート」-「プログラム」-「マルチメディア」-「Adobe 

ImageReady 2.0」からおこないます。 

まず背景色の指定をおこないます。ツー

ルパレットの背景色アイコン（下図参照）を

クリックして背景色を指定するためのカラー

ピッカーを表示します。 

RGB の部分にそれぞれ、３、０、８３の値

を入力して「OK」のボタンを押します。 

 

 

この部分をクリックし

てカラーピッカーを

表示する。  
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（２）新規ファイル作成 
メニューから「ファイル(F)」－「新規(N)」を選び以下の値を設

定して「OK」をクリックします。 

ファイル名            logo 

画像解像度  幅(W)     529pixels 

高さ(H)    378pixels 

第一レイヤーの表示内容  「背景色(B)」をチェックする 

 

（３）ロゴの元になる文字を入力 
１． 「ツールパレット」の「文字ツール   」を選び、文字を入力する

位置をクリックして文字入力用カーソル  を表示します。 

２． 右上図の「文字パレット」で以下の値を設定します。 

「フォント」を「HGS 創英角ポップ体」にします。 

「Ｔ（フォントサイズ）」を「９６px」にします。 

３． さらに「文字パレット」右端のボタン をクリッ

クして右下図のオプションメニューを表示し、

「太字」と「斜体」をチェックします。 

４． この状態で文字を入力します。 

「TOKAI」の文字と「 UNIV」の文字を Enter キーで行を

分けて入力します。 

「UNIV」の文字の先頭には半角の空白を入力します。 

 

 

文字ツール 

HGS創… 

以上の操作で文字レイヤーが作成

されました。入力した文字が１つの文

字レイヤーになっていることを「レイヤーパレット」で確認してください。 

 

HG 

 

（４）必要に応じて文字の表示位置を移動 
入力した文字の位置を直したい場合は、以下のように操作します。 

１．  「ツールパレット」の「移動ツール  」を選び、文字列をドラッグして位置を直します。 

ただし、目的の文字レイヤーがアクティブの状態でないと移動できないので、必要ならば「レ

イヤーパレット」の移動したい文字レイヤーのサムネール(縮小画像)部分をクリックしてアク

ティブな状態（   が表示される）にしてから移動してください。 

 

（５）レイヤー効果を使って文字の見栄えを変更 
文字の色を変えてみます。 

１． メニューの「レイヤー(L)」―「効果(C)」を選びます。（次ページ）左図のサブメニューが

表示されるので「カラーで塗りつぶす(F)」を選びます。 
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２． 下右図のように「カラーで塗りつぶす」パレットのカラーの部分で赤色を選びます。 

 

   

   

   

  

 

 

  

  

３． もう一度メニューの「レイヤー(L)」―「効果(C)」を選び、

サブメニューから「ベベルとエンボス(B)」を選びます。さ

らにサブメニューから「ドロップシャドウ(D)」を選びます。 

以上の操作で文字レイヤーに３つのレイヤー効果を適用しました。

右図のように「レイヤーパレット」で適用した効果が表示されるので確認

できます。 

 

 

（６）学生証番号の文字を入力 
１． 「ツールパレット」の「文字ツール   」を選び、文字を入力

する位置をクリックして文字入 力用カーソル  を表示します。 

２． 「文字パレット」で以下の値を設定します。 

「フォント」を「HGS 創英角ポップ体」に、「Ｔ（フォントサイズ）」を「６０px」にします。 

３． さらに「文字パレット」右端の三角形をクリックしてオプションメニューを表示し、「太字」を

チェックします。（「斜体」をもう一度クリックしてチェックを外します。） 

４． この状態で学生証番号を入力します。 

また、入力した文字の表示位置を変更したい場合は、（４）の操作方法で変更できます。 

 

（７）レイヤー効果を適用 
学生証番号の文字列には、レイヤー効果として「グラデーション／パターン(A)」「ドロップシャドウ

(D)」「ベベルとエンボス(B)」を適用することにします。 

１． メニューの「レイヤー(L)」―「効果(C)」を選びます。

サブメニューから「グラデーション／パターン(A)」

を選びます。 

２． 右図のパレットから右下のボタン  をクリックして

表示される選択肢の中から「オレンジ、イエロー、

オレンジ」を選びます。 

３． メニューの「レイヤー(L)」―「効果(C)」を選びます。サブメニューから「ドロップシャドウ(D)」
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「ベベルとエンボス(B)」の効果を選びます。 

（８）最適化ファイルの保存 
以上の操作でロゴが作成できました。ホームページで使

えるように保存しましょう。 

１． 作成したロゴが表示されている画面で「最適化」のタブ

をクリックし、保存する画像の画質を確認します。パレッ

トグループから「最適化」のパレットのタブを選び、ここで

は右図のように設定します。 

２． この状態で Web 用に保存するため

に、メニューから「ファイル(F)」－「最

適化ファイルを保存(Z)」を選びます。 

右図のようにファイル名は「logo.gif」

のままで保存します。 

 

 

 

（９）保存する画像を調整する場合 
（８）の保存の操作では保存する候補が１つだけでしたが、保存する最適化の候補をいくつか表示

してその中から選ぶこともできます。圧縮率等を自分で調整して画質を比較することもできます。ここ

では（８）ですでに保存をおこなっているので、この操作は必要な場合だけ、（８）の操作の代わりにお

こないます。 

ただし、この操作は「最適化ファイルを保存（Z）」を選ぶ前におこなう操作です。また、Photoshopで

もこの操作をおこなうことができます。Photoshopの場合は「Web用に保存」を選んだ後に以下の操作

をおこないます。 

１． 保存しようとしている画像が表示されている画面のタブを「元画像」（もしくは「最適化」）から

「４アップ」に切り替える。 

２． すると圧縮率等の違う４つの候補が表示された画面になります。 

それぞれの画像の下に大きさや圧縮率等の情報が表示されています。 

この状態で４つの候補の中から保存に使いたいものをクリックし、後は、（８）の保存操作をそ

のまま続けます。 

３． 画像の圧縮率等を自分で調整する場合は、「４アップ」の画面で候補を１つ選んだ（クリック

した）状態で「最適化パレット」に表示されている各種設定の値を調整します。 

調整した値が表示されている画像に反映されるので、画面を見ながら設定値を調整すること

ができます。 

調整の作業が終わったら、後は、（８）の保存操作をそのまま続けて保存をおこないます。 

 

（１０）PhotoShop 形式での保存 
現在の画像の状態を PhotoShop のファイル形式でも保存します。 

メニューから「ファイル(F)」－「別名で保存(E)」を選びます。「元画像を別名で保存」というウィンドウ

が表示されるので、logo.psd というファイル名で保存します｡ 
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演習２ 
完成したロゴのファイルを使って以下の操作を試してみまし

ょう。 

（１）レイヤー効果の非表示 
適用したレイヤー効果を確かめるために、「レイヤーパレット」

で一部のレイヤー効果を「非表示」にしてみましょう。「logo」の

ファイルを使って ImageReady で試します。 

1. ImageReady を起動して、メニューから「ファイル(F)」
－「開く(O)」を選び、「logo.psd」を開きます。 

2. 「レイヤーパレット」の中のレイヤーの効果を表示するボタン  （上図参照）をクリックして、
レイヤーに適用されている効果名を表示させます。 

3. 「レイヤーパレット」の各レイヤーの右側に表示されている目玉のマーク  は、そのレイヤ
ー（または効果）が表示状態であることを示しています。 

そのマークをクリックしてマークを消すとそのレイヤー（または効果）が非表示の状態にな

ります。 

もう一度クリックすると表示状態に戻ります。 

 

（２）レイヤー効果の変更 
レイヤー効果の内容を変更してみましょう。（１）の操作に引き続き、以下の操作を試してみましょ

う。 

「レイヤーパレット」で１つのレイヤー効果をクリックするとそのレイヤー効果に対しての「オプション

パレット」が表示されます。その中の設定項目の値を変えて効果がどう変わるか試してみましょう。 

 

１． レイヤーパレットで「TOKAI UNIV」の文字の

レイヤー効果「ドロップシャドウ」をクリックしま

す。 

パレットグループに「ドロップシャドウ」のタブ

が表示されるのでクリックしてパレットの表示

を右図のようにします。 

２． このパレットで表示されている各値を変更し

て、効果への影響を確認しましょう。 

変更したい値の右端に表示されているボタンをクリックして値を選択するか、直接値を入

力し変更することができます。 

３． 終了する場合は、メニューから「ファイル(F)」－「閉じる(C)」を選び、変更を保存するかの

確認に、「いいえ」を選びます。 
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３－４ 画像作成例題３ 
ホームページ上に配置するボタンを作成してみます。右図のような

ボタンを作ってみましょう。 

ImageReady を使って長方形の領域をボタンに見えるように加工し

ます。１つのボタンを作ったら色を変えて別名で３回保存し、同じボタ

ンを緑、青、黄色の３色作成します。さらに、ボタンに表示する文字

列を変えて他のボタンを作ります。 

 

（１）新規ファイル作成 
ImageReady のメニューから「ファイル(F)」－「新規(N)」を選び以下

の値を設定して「OK」をクリックします。 

ファイル名            shokai1 

画像解像度  幅(W)     255pixels 

高さ(H)     85pixels 

第一レイヤーの表示内容  「透明(T)」をチェックする 

 

（２）長方形の領域の作成 
ボタンにする長方形の領域を選択します。 

「ツールパレット」の「矩形選択ツール 」を選び、選択したい領域を左上から右下へドラッグしま

す。 

（３）色の指定 
（２）の操作で選択した領域を塗りつぶすための色を指定します。 

１． ツールパレットの描画色アイコンをクリックします。（右図参照） 
この部分をクリックし

てカラーピッカーを

表示する。 

２． カラーピッカーが表示されるので RGB の部分にそれぞれ 

０、１９０、０の値を入力して「OK」のボタンを押します。 

 

（４）塗りつぶし 
（２）の操作で選択した領域を指定した色で塗りつぶします。 

１． 「ツールパレット」から「塗りつぶしツール 」を選び、選択している領域内のどこかをクリック

します。 

 

（５）変形 
長方形のサイズを変更します。 

１． メニューの「編集(E)」から「変形(N)」のサブメニュー

「数値入力(N)」を選択します。 

２． 「縦横比を固定(C)」のチェックを外します。 

３． 次の値を設定します。 

拡大縮小  幅(W)     227pixels 

  高さ(H)     56pixels 
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（６）選択を解除 
メニューの「選択範囲(S)」から「選択を解除(D)」を選びます。 

 

（７）レイヤーにスタイルを適用 
画像作成例題２では、複数のレイヤー効果を適用する操作を行いました。ここでは、スタイルを使

います。スタイルは、あらかじめ複数のレイヤー効果がひとまとめに

なって定義されているものです。 

１． メニューから「ウインドウ(W)」－「スタイル(S)を表示」を選ん

で、右図の「スタイルパレット」を表示します。 

２． 「スタイルパレット」の中の適用するスタイルをダブルクリッ

クします。レイヤーに指定したスタイルが適用され表示が

変わります。ここでは、最上段の左から２番目「フロートプラスチック」を適用することにしま

す。 

適用したスタイルがどのような内容のレイヤー効果で構成されているかは、「レイヤーパレット」に表

示されたレイヤー効果の各行をクリックし、「オプションパレット」を表示して確認できます。（レイヤー

効果の各行が表示されていない場合は、「レイヤーパレット」の効果の文字の前についている   ボ

タンをクリックして表示させます。） 

 

（８）ボタンの中に文字を表示 
ボタンの中に文字を白色で記入しましょう。 

１．  まず、描画色を白に変えるために「色見本パレット」から白色を選びます。 

２． 次に、「ツールパレット」の「文字ツール 」を選び、

文字を入力する位置をクリックして文字入力用カーソ

ル を表示します。 

３． 右図の「文字パレット」で、以下の値を設定します。 

「フォント」を「HG創英角ゴシックUB」にします。「Ｔ（フ

ォントサイズ）」を「18px」にします。 

４． この状態で文字を入力します。 

「１ 自己紹介」の文字を入力します。 

なお、入力した文字の位置を直したい場合は、ツールパレットの「移動ツール 」を使いま

す。 

 

（９）最適化ファイルの保存 
以上で右図のようにボタン（緑色）が１つ作成できました。画像作成

２３ページの例題２の（８）と同じ方法でホームページで使えるよ

うに保存しましょう。 

1. 作成したボタンが表示されている画面で「最適化」のタ

ブをクリックし、保存する画像の画質を確認します。 

パレットグループから「最適化」のパレットのタブを選び、
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右図の設定にします。 

２． メニューから「ファイル(F)」－「最適化ファイルを保存(Z)」を選びます。 

ファイル名は「shokai1」のまま（ファイル形式が gif に変わっています）保存します。 

 

（１０）Photoshop 形式での保存 
現在の画像の状態を PhotoShop のファイル形式でも保存します。 

メニューから「ファイル(F)」－「別名で保存(E)」を選びます。「元画像を保存」というウインドウが表示

されるので、「shokai1.psd」というファイル名で現在の状態を保存します｡ 

 

（１１）色の変更 
次にボタンの色を変更します。まず、色を指定します。 

１． ツールパレットの描画色アイコンをクリックします。（右

図参照） 

２． カラーピッカーが表示されるので RGB の部分にそれ

ぞれ０、１１９、１５８の値を入力して「OK」のボタンを押します。 

 

この部分をクリックし

てカラーピッカーを

表示する。 

次に、ボタンの色を塗り直します。 

１． 画面で「元画像」のタブをクリックし、画像を変更できる状態にします。 

２． 「レイヤーパレット」で塗りつぶし部分のレイヤー（「レイヤー１」）のサムネール(縮小画像)部

分をクリックしてアクティブ（ が表示される）にします。 

３． 「ツールパレット」から「塗りつぶしツール  」を選び、塗りつぶす部分をクリックします。 

 

（１２）最適化ファイルの保存 
（９）と同じ方法で青色に変更したボタンを保存します。ただし、メニューの「ファイル(F)」－「最適化

ファイルを別名で保存(T)」を使って保存します。ファイル名は「shokai2.gif」にして保存します｡ 

青色のボタンは PhotoShop のファイル形式での保存はおこなわないことにします。 

 

（１３）色の変更と最適化ファイルの保存 
（１１）（１２）と同じ方法で、ボタンの色を黄色の変えて保存します。 

ファイル名は「shokai3.gif」にして保存します｡ 

なお、カラーピッカーで RGB の部分には２４３、１５８、１１９の値を指定してください。 

 

（１４）別名で保存 
次に、２番目のボタンを作ります。表示している 1 番目のボタンを緑色のボタンの状態に戻し、

「bukatu1」の名前で保存して２番目のボタンを作る材料にします。 

１． メニューから「ファイル(F)」－「復帰(V)」を選び、確認に対して、「はい」を選びます。 

この操作で緑色のボタンの状態に戻すことができます。 

２． メニューから「ファイル(F)」－「別名で保存(A)」を選び、ファイル名に「bukatu1」を指定して、

「保存(S)」のボタンをクリックします。 
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（１５）文字列の変更 
表示する文字列を変更します。 

１． 「レイヤーパレット」で「1 自己紹介」というレイヤーが選択されているのを確認します。 

２． 「ツールパレット」の「文字ツール   」を選び、入力されている文字列の部分をクリックして

文字入力用カーソル を表示します。 

３． Delete キーや Back Space キーで表示されている文字列を削除します。 

４． 「２ 部・サークル紹介」の文字を入力します。 

５． 必要ならば「ツールパレット」の「移動ツール 」で文字の表示位置を修正します。 

 

（１６）保存 
青色のボタンが作成できたので、（９）（１０）と同じ方法で、最適化ファイルと PhotoShop のファイル

形式で保存します。ファイル名はそれぞれ「bukatu1.gif」「bukatu1.psd」にします。 

 

（１７）ボタンの作成作業の繰り返し 
残りのボタンも（１１）から（１６）の操作を繰り返すことで作成できます。各ボタンを以下のファイル名、

文字列で作成してください。（2 番目のボタンについてもファイル名等を示しておきます。） 

2 番のボタン 

入力文字列 「２ 部・サークル紹介」 

緑色ボタン  ファイル名「bukatu1」 

青色ボタン  ファイル名「bukatu2」 

黄色ボタン  ファイル名「bukatu3」 

３番のボタン 

入力文字列 「３ 研究テーマ」 

緑色ボタン  ファイル名「kenkyu1」 

青色ボタン  ファイル名「kenkyu2」 

黄色ボタン  ファイル名「kenkyu3」 

４番のボタン 

入力文字列 「４ 総合情報センターのホームページ」 

この場合、入力文字列を「Enter」キーで２行に分けて入力します。 

緑色ボタン  ファイル名「center1」 

青色ボタン  ファイル名「center2」 

黄色ボタン  ファイル名「center3」 

５番のボタン 

入力文字列 「５ メイン」 

緑色ボタン  ファイル名「main1」 

青色ボタン  ファイル名「main2」 

黄色ボタン  ファイル名「main2」 
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演習３ 
完成したボタンのファイル（１つ）を使って以下の操作を試してみましょう。 

 

（１）スタイル 
「スタイルパレット」にはいろいろなスタイルが用意されています。作成したボタンのスタイルを変更

してみましょう。 

１． ImageReady を起動して、メニューから「ファイル(F)」－「開く(O)」を選び、使用するボタンのフ

ァイルを選んで「開く(O)」をクリックします。 

２． 「レイヤーパレット」で塗りつぶし部分のレイヤー（「レイヤー１」）のサムネール(縮小画像)部

分をクリックしてアクティブ（ が表示される）にします。 

３． 「スタイルパレット」内の適用するスタイルをダブルクリックします。 

４． 適用したスタイルがどのような内容のレイヤー効果で構成

されているかを確認しましょう。「レイヤーパレット」に表示さ

れたレイヤー効果の各行をクリックし、「オプションパレット」

を表示して確認します。 

レイヤー効果の各行が表示されていない場合は、右図の

「効果」の文字の前についているボタンをクリックすると適

用されている効果名を表示することができます。 

 

（２）レイヤーのリンク 
レイヤーのリンクを利用してみましょう。複数のレイヤーがある場合に、通常、移動や変形の操作の

対象となるのはアクティブレイヤーだけです。しかし、レイヤーをリンクしておくとリンクされた複数のレ

イヤーを操作の対象にすることができます。 

 

まず、アクティブレイヤーだけが操作対象になっている状態で試しましょう。前の演習に引き続いて

試しましょう。次に、レイヤーをリンクした状態で試してみましょう。 

1. ＩmageReady の「レイヤーパレット」で１つのレイヤーがアクティブ（ が表示される）になっ

ていることを確認します。 

2. この状態で、移動ツールを使ってアクティブレイヤー内の画像を移動させてみます。 
「ツールパレット」の「移動ツール 」をクリックし、レイヤーの適当な部分をマウスでドラッ

グしてレイヤー内の画像を移動させます。 

 次に、レイヤーをリンクした状態で試してみましょう。 

３． 「レイヤーパレット」でアクティブでないレイヤーの左から２番目のボックス（  と同じ列）

をクリックして  マークを表示させます。 

このマークは、それが表示されたレイヤーはアクティブレイヤーとリンクされたことを示す

マークです。 

（もう一度クリックすると のマークは消えて、リンクを解除することができます。） 

４． 「ツールパレット」の「移動ツール 」をクリックし、レイヤーの適当な部分をマウスでドラ

ッグしてレイヤーの画像を移動させます。 

複数のレイヤー内の画像が同時に移動できることを確認してください。 
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（３）ヒストリーパレット 
「ヒストリーパレット」を利用してみましょう。ファイルを開いてか

ら今までに行った操作の履歴が右図のように「ヒストリーパレッ

ト」に保存されています。上側が古い操作、一番下が最新の操

作です。現在の画像を、「ヒストリーパレット」の履歴の中の好き

な時点に戻す（それまでの操作を取り消す）ことができます。戻

した画像の状態から画像の加工をやり直すことができます。 

なお、「ヒストリーパレット」の履歴は、ファイルを開いている間だけ記憶されています。ファイルを閉

じた時に履歴の内容は失われます。 

前の演習に引き続いて試しましょう。 

1. 「ヒストリーパレット」の マークをドラッグすることで適用した操作のどの段階へも戻れます。

試してみましょう。 

2. 履歴を戻った後に、もう一度操作段階を進ませることも可能です。 
のマークをドラッグして操作を進めてみましょう。 

なお、 のマークをドラッグするのではなく、目的の段階を直接クリックすることでも操作の

段階を前進（後退）させることができます。試してみてください。 

3. 終了する場合は、メニューから「ファイル(F)」－「閉じる(C)」を選びます。 
変更を保存すかどうか確認してくるので、「いいえ」を答えます。 
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第４章 Web編集 
画像の作成ができたら、いよいよ本格的なホームページの作成へ移ります。今回はフレームを使っ

てメニュー、メイン画面を分割したホームページを作成します。作成するにはメニュー、メインのペー

ジをそれぞれ作成する必要があります。 
 

  ４－１ メニュー画面の作成 
GoLive のサイトウィンドウから menu.html を開いて作成します。このページでは、自己紹介、部活・

サークル紹介、研究テーマ、総合情報センター、メイン画面のメニューを作成します。 

 

（１）ロールオーバーボタンの作成 
メニュー画面に５つのメニューアイコンを作成して、それぞれのアイコンにマウスポインタを当てた

時、クリックをした時に違う画像ファイルが表示するように作成します。 

作成するには、ロールオーバーボタンという機能を使って作成します。 

ロールオーバーボタンには以下のような３つの指定ができます。 

メイン・・・はじめに表示されている状態の画像ファイルです。 

オーバー・・・マウスを該当の画像に重ねたときの画像ファイルです。 

クリック・・・該当の画像をクリックしたときの画像ファイルです。 

今回は以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

１． ドキュメントビューをレイアウトエディタに   

してパレットの「Cyber Objects」タブから

「ボタン画像アイコン    」をレイアウト

エディタへドラッグ＆ドロップします。 

ボタンを縦に配置するために、レイアウト

エディタに貼り付けた「ボタン画像アイコ

ン    」の右側にカーソルを持ってい

き、Enter キーを押して改行を行います。 

 

２． レイアウトボタンエディタ上にあるボタン

画像アイコンを選択し、ボタンインスペク

タの「基本」タブを選択して、その中の「画像」のメインに黒い枠がついているのを確認します。 

 
 
 
 
 
 

通常時のボタン 

 

マウスカーソルが重なった時 ボタン選択された時 

 

ここで Enter キーを押し
て改行を行う。 
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選択した枠のすぐ下にあるチェック

ボックスにチェックマークが入っている

ことを確認して、ポイント＆シュートボ

タンを使ってサイトウィンドウ内から、

適用したい画像ファイルを選択しま

す。 

画像ファイルの選択がされると「メイ

ン」の下にその画像が表示されます。 

同じように「オーバー」、「クリック」も作

成します。 

 
 

 以下に、４つのタブそれぞれのファイル割り当てをまとめたものです。 

 

ドラッグ&ドロップ 

チェックする 

名前を付ける 

選択する

タブ名 メイン オーバー クリック 

自己紹介 shokai1 shokai2 shokai3 

部活・サークル紹介 bukatu1 bukatu２ bukatu３ 

研究テーマ kenkyu1 kenkyu２ kenkyu３ 

総合情報センターのホームページ center1 center2 center3 

メイン main1 main2 main3 

 
 以上の作成が終わったら、menu.html ファイルを保存してください。 
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  ４－２ メイン画面の作成 
main.htmlを開いてメイン画面を作成します。 
ページの背景に色を加えます。背景色を変えるにはカ

ラーパレットを開いて、一番左にある RGB タブを選択して、

次のように設定します。 

赤 ３ 、 緑 ０ 、 青 ８３ 

入力をおこなうと、カラーパレットの上部に指定された色

が表示されているので、ドキュメントウィンドウの上部の「ペ

ージアイコン  」をクリックすると右図のように「ページイン

スペクタ」が表示されます。ページインスペクタウィンドウ

内にある、「背景」－「色」の枠をチェックして、カラーパレ

ットからページインスペクタへドラッグ&ドロップします。 

 

（１）画像の挿入 
まず、main.html に画像を貼り付けます。方法は以下の

通りです。 

ドラッグ＆ドロップ 

RGBの設定

１． パレットの「基本」タブにある「フローティングボックスアイコン   」をドキュメントウィンドウへ

ドラッグ＆ドロップします。 

２． パレットの「基本」タブにある「画像   」を先ほどドキュメントウィンドウへコピーしたフローテ

ィングボックスアイコン内へドラッグ＆ドロップします。 

３． 画像インスペクタのソースの部分でポイント&シュートボタンから rocket.gif を選択します。 

 

同じよう上記１，２，３の操作で、PhotoShop で作成した logo.gif を 

フローティングインスペクタからメイン画面に挿入してください。 

 

 

（２）動きのあるWebページ 
さきほど、貼り付けた画像を動きのあるものにします。そのためには、「DHTML ランタイムエデ

ィタウィンドウ    」を利用して作成します。このウィンドウを開くには、ドキュメントウィンドウの右

上にあるボタンを押すと開きます。 

 DHTML ランタイムエディタには以下のような機能があります。 

 

 

キーフレーム 

ループ 逆再生 シーンモード選択 再生スピード 

自動再生 オプション

フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
ボ
ッ
ク
ス
番
号 

タイムランバー
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動作中の画像におけるフレームの一点を「キーフレーム」といいます。ランタイムエディタでは、この

キーフレームを追加、編集するによって動きのある画像を作成することができます。 

今回の実習は以下の２つの動く画像を作成します。 

１． ロケットをメイン画面左下から左上に移動する。 

２． ロゴマークを点滅させる。 

では、ロケット（rocket.gif）を以下の手順で編集します。 

１． ロケットを左下へ移動させます。 

移動させるには、rocket.gifの枠の端にマウスカーソルを置くと、手のマークになります。この状

態で、左下へドラッグ&ドロップします。 

２． DHTMLランタイムエディタウィンドウを開いて、４５フレーム目にキーフレームを追加します。キ

ーフレームを作成するには、Ctrl キーを押しながらクリックをすると、新しいキーフレームが作

成されます。 

３． タイムランバーをスタートの状態に戻します。 

４． フローティングインスペクタの画像 

  「タイプ」を「直線」に設定して、記録ボタンを押 

します。 

  タイプとは、移動設定する際のスタイルを設定し、

直線、曲線、ランダムの設定がおこなえます。 

  また記録ボタンを押すことにより、フローティングボ

ックスを移動させた状態を記録することができま

す。 

５． 画像（ロケット）を左上へ移動させます。 

６． ランタイムエディタを開き、始点と終点の間にあるキーフレームがあった場合は削除します。 

 

次にロゴ（logo.gif）を以下の手順で編集しま

す。 

１． ロゴを画面中央へ移動させます。 

２． キーフレームを作成します。 

３． 最初のキーフレームを２０フレーム目

に移動します。 

４． ループ、自動再生をONにします。 

５． 再生スピードを２０FPS に設定します。 

以上の設定が終わったらプレビューエディタで確認をおこない、main.html を保存します。 

 

  ４－３ フレームの作成とファイルの挿入 
作成したメニュー画面（menu.html）、メイン画面(main.html)を１つにまとめたページを作成します。

ホームページを公開する場合はこのページから開かれるようにします。 

サイトウィンドウから、index.html を開いてください。 
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今回はフレームのあるホームページを作成します。フレームは、パレットウィンドウのフレームタブか

ら選択をします。フレームを適用した

あとに横幅、縦幅なども変更すること

ができ、それぞれのフレームに作成し

た HTML ファイルを追加することがで

きます。 

また、フレームを指定できるのは、ドキ

ュメントウィンドウ内のフレームのみで

す。 

以下に作業の流れを書きます。 

  

１． index.html を開いて、ドキュメント

ウィンドウのフレームエディタを選

択します。 

 

２． パレットからフレームタブを選択

して、使いたいフレームをクリック

します。 

 

３． 選択したフレームをドラッグして 

ドキュメントウィンドウ内にドロップ

します。 

 

４． フレームに名前を作成します。

作成するには、各フレームを選

択して、フレームインスペクタの

「名前」を選択します。各フレー

ムの名前は以下のようにします。 

左側のフレーム 

メニュー（menu） 

右側のフレーム 

メイン（main） 

 

５． 各フレームにファイルを挿入します。 

左側のフレームにはmenu.html 

右側のフレームには main.html を挿

入します。 

まず、左側のフレームを選択してく

ださい。 
 
 

 フレームタブ 

フレームエディタ 

ドラッグ&ドロップ 

ドラックして目的の 
ファイルを選択 
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６． フレームインスペクタのポイント＆ショートボタンでサイトウィンドウから読込みたいファイルを選択

します。 
 
７． 同じように、メインフレームにも４．～６．の作業をおこないます。 
 

８．  メニューフレームの横幅を大きくし   

ます。調整するにはフレームの境界線

をドラッグすると自由に大きさを変更す

ることができます。メニュー画面が全て

表示できるように編集します。 

正しく表示がされているのか、確認す

る場合は「プレビュータブ」からおこな

います。 

 

９． スクロールバーの表示の有無を設定し

ます。各フレームを選択し、インスペク

タの「スクロール」ポップアップメニュー

から「なし」「あり」「自動」のいずれかを

選択します。 

「自動」にすると、見る人の表示画面の大きさにより、必要な場合のみスクロールバーが表示さ

れます。 

ここでは「menu.html」部分は「あり」にして、「main.html」は「自動」にします。 

 

（１）リンクの作成１ 
メニュー画面の各ボタンをクリックした場合に、指定されたページを表示する（以下、リンクと呼

ぶ）設定をおこないます。 

リンクを設定する場合は、ドキュメントウィンドウ、サイトウィンドウ、インスペクタウィンドウを開き次

のように設定します。 

 

 

境界線をドラッグ

１． フレームエディタから、menu.html をダブルクリックします。 

２． リンクを作成するボタン「４ 総合情報センターのホームページ」をクリックします。 

３． ボタンインスペクタウィンドウの「説明とリンク」タブを選択します。 

４． リンク先をサイトウインドウから選択できる場合は、ポイント

＆シュートボタンで選択します。他のホームページへのリン

クの場合は、直接URL アドレスを入力します。 

ここでは総合情報センターのホームページを表示させるた

め、URL(U) にチェックを入れ、以下のリンクしたいページ

を設定します。 

   http://www.cc.u-tokai.ac.jp/  

５． ターゲットの部分には、リンク先をページのどの部分に表示するかを指定します。ここでは

「main」を指定します。 

- 36 - 



（２）リンクの作成２ 
残りのボタン「１ 自己紹介」「５ メイン」に関してのリンクを作成します。「２ 部活・サークル紹

介」「３ 研究テーマ」については、まだ表示すべき内容を作成していないのでリンクを作る作業は

省略します。 

 

１． 「１ 自己紹介」のボタンにポイント＆シュートボタンを使って画像「person.jpg」をリンクします。

ターゲットの部分には「main」を指定します。 

２． 「５ メイン」のボタンにポイント＆シュートボタンを使って「main.html」をリンクします。ターゲット

の部分には「main」を指定します。 

 

（３）ページタイトル 
ホームページを表示させる際には、必ずタイトルバー（ホームページの一番上に表示されている

もの）にそのページのタイトルを付けます。GoLive での新規作成時のタイトルバーは 「Welcome to 

Adobe GoLive4」となっているので、これをそのページにあったタイトルに変更します。 

 

実際の操作では、index.html のページタイトルを変更

します。ここではフレームエディタで index.html を編集し

ている状態なので、ページタイトルを表示するには「レイ

アウト」タブをクリックします。表示されたドキュメントウィン

ドウの上部の「ページアイコン  」をクリックすると「ペー

ジインスペクタ」が表示されます。 

 

ページタイトルを「Web 講座ホームページ」と編集して、

Enter キーを押します。ホームページのタイトルバーが変

更されていることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

以上の設定が終わったらプレビューエディタを開いて、今までの設定が有効になっているかを確

認して、index.html を保存します。 

 

 

ページアイコン 
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第５章 ホームページを公開するにあたっての注意点 
 

 ホームページを公開することは良いことばかりではなく、思わぬ問題を起こす可能性を秘めていま

す。 他のページからリンクをしていなくても、URL を人に教えていなくても「外部から見られる状態」

にしただけで、だれかが偶然発見したり、自動検索されたりして、知らぬ間に色々な人が見ている可

能性もあります。また、今までは自分の考えを多くの人に伝えることは、本を出版したり雑誌や新聞の

記事にでもならない限り不可能でした。しかし、ＷＷＷでは誰でも簡単に実現できてしまう可能性が

あります。 

 その結果、個人が簡単に不特定多数の人に対して情報を提供できるようになり、その内容によって

は以下のような社会的問題に発展する可能性があります。 

 

・ 著作権および肖像権の問題 

・ 個人情報の漏洩 

・ 誹謗中傷 

・ 詐欺事件 

 

など最近では頻繁に事件の報道がなされています。 

 情報を受け取る側も注意が必要です。出版物や各種の報道は組織的に情報を提供しているため、

ある程度の信憑性が確保されています。しかし、個人のホームページはあくまで個人が発信している

情報であり、信憑性は全く保証されていません。 
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