
 

 

 

 

 

 

GIMP2.8/Windows8.1 

 

 

フリーソフトの GIMP をダウンロードしてインストールし、

合成写真を作ったり、写真の明るさを調整したりしてみまし

ょう。 
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I. GIMPのインストール 

GIMP は、無料で使える高機能な画像編集・処理ソフトです。公式サイト（www.gimp.org/）か

ら GIMP をダウンロードし、インストールしましょう。 

1. GIMP のダウンロード 

① Internet explorer を起動します。 

② Yahoo や Google などの検索サイトを開きます。 

③ 検索ボックスに「GIMP」と入力し、 

 検索 ボタンを押します。 

④ 検索結果の一覧から「GIMP‐GNU Image Manipulation Program」をクリックします。 

GIMP 公式サイトが開きます。 

⑤          をクリックします。 

⑥          をクリックします。 

ブラウザの下部に次のように表示されます。 

⑦  保存 をクリックします。 

しばらく待つと「gimp-2.8.22-setup.exe のダウンロードが完了しました。」と表示されます。 

⑧  フォルダーを開く をクリックします。 

ダウンロードフォルダーが開かれます。 

 

2. GIMP のインストール 

① 「gimp-2.8.22-setup-.exe」をダブルクリ

ックします。 

「ユーザーアカウント制御」が表示された場

合は、 はい をクリックします。 

② 《Select Setup Language》画面が表示さ

れます。 

「English」のまま OK をクリックします。 

 

 

  

  

  

 

閉じる 
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③ 《Setup-Gimp》画面が表示されます。 

 Install をクリックします。 

④ インストールが終わったら Finish をクリックします。 

※ インストールが終わったらダウンロードフォルダーの中の「gimp-2.8.22-setup.exe」は

削除しても構いません。 

 

II. GIMPの起動 

① スタート画面の○↓（すべてのアプリ）からアプリの一覧を表示させ「GIMP2」

をクリックします。（Windows8.1） 

Windows７・10 は Windows（スタート）ボタン→《すべてのプログラム》

→「GIMP2」をクリックします。 

② GIMP が「ツールボックス」「編集画面」「ドック」の 3 つに分割されて起動した場合は、 

「編集画面」メニューの《ウィンド

ウ》をクリック⇒《シングルウィンド

ウモード》をクリックします。 

3 つのウィンドウが 1 つに結合され

ます。 

 

 

 

 

 

  

（最大化）をクリックしてウ

ィンドウをいっぱいに広げて

作業しましょう。 

ツールボックス 

ドック 

編集画面 
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III. GIMPの画面構成 

 

① タイトルバー 

作業中のファイル名が表示されます。 

② メニューバー 

コマンドを実行するときに使います。 

③ 編集画面 

GIMP の作業領域です。 

④ メニューボタン 

メニューバーと同じ項目が表示されます。 

⑤ ウィンドウ拡大モード切り替えボタン 

ウィンドウ拡大モードのオン・オフを切り

替えます。 

⑥ ものさし 

画像の大きさや位置を確認できます。 

⑦ クイックマスク切り替えボタン 

ブラシや消しゴムツールで範囲選択できる

クイックマスクのオン・オフを切り替えま

す。 

⑧ 単位ボタン 

単位の選択ができます。 

⑨ 拡大縮小ボックス 

画面の拡大・縮小率を選択できます。 

⑩ ステータスバー 

コマンドや作業状況に関するメッセージが

表示されます。 

⑪ ナビゲーションボタン 

ナビゲーションプレビューを表示します。 

⑫ スクロールバー 

ドラッグして画面の表示領域を移動しま

す。 

⑬ ツールボックス 

ドロップエリア、ツール、描画色と背景色

が表示される領域です。 

⑭ ツール 

コマンドをアイコンで表示したものです。 

⑮ ツールオプション 

ツールごとに設定できるオプションです。 

⑯ ドック 

画像の状態確認などを行う領域で、レイヤ

ー、ブラシ、パス、チャンネル、作業履歴

がまとめられています。 

⑰ ドック 

絵を描くときの線や塗りつぶしのパターン

などがまとめられています。 

○1  

○2  ○3  

○5  

○7  ○11  
○17  

○16  

○15  

○14  

○13  

○12  

○4  

○6  

○8  ○9  ○10  
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IV. ツール一覧 

ボタン ツール名 説明  ボタン ツール名 説明 

 
矩形選択 

四角形で選択範囲を作

成します 

 

 
遠近法 

選択範囲の四辺を動か

して遠近感を与えます 

 
楕円選択 

楕円形で選択範囲を作

成します 

 

 
鏡像変形 

選択範囲の上下または

左右を鏡像反転します 

 
自由選択 

自由な曲線で選択範囲

を作成します 

 

 
ケージ変形 

選択した範囲を自由に

変形させます 

 
ファジー選択 

クリックした部分の色

をもとに、周囲から似た

色を選択します 

 

 
テキスト 文字を入力します 

 
色域を選択 

クリックした部分の色

をもとに、画像全体から

似た色を選択します 

 

 
塗りつぶし 色を塗ります 

 
電脳はさみ 

クリック間の色の境界

を自動的に検出し選択

します 

 

 
ブレンド 

グラデーションを設定

します 

 
前景抽出選択 

前景（被写体）を選択し

ます 

 

 
鉛筆 

くっきりとした線を描

くことができます 

 
パス 

「パス」と呼ばれる線を

作成します 

 

 
ブラシ 

筆タッチの線を描くこ

とができます 

 
スポイト 

クリックした部分の色

を描画色に設定します 

 

 
消しゴム 

ドラッグした部分を消

します 

 
ズーム 

クリックした部分の画

像を拡大・縮小します 

 

 
エアブラシ 

エアブラシタッチの線

を描くことができます 

 
定規 

ドラッグした部分の長

さや角度を計測します 

 

 
インク 

ペンタッチの線を描く

ことができます 

 
移動 レイヤーを移動します 

 

 
スタンプ 

画像の一部をほかの部

分にコピーします 

 
整列 レイヤーを整列します 

 

 
修復ブラシ 

スタンプと似ています

が、より自然に仕上がり

ます 

 
切り抜き 

四角形の範囲を切り抜

きます 

 

 
遠近スタンプ 

スタンプと似ています

が、遠近感がでます 

 
回転 選択範囲を回転します 

 

 
ぼかし/シャープ 

ドラッグした部分をぼ

かしたり、はっきりさせ

たりします 

 
拡大・縮小 

選択範囲を拡大・縮小し

ます 

 

 
にじみ 

指でぼかしたような効

果がでます 

 
剪断変形 

選択範囲を平行四辺形

のように変形させます 

 

 
暗室 

一部分を明るくしたり

暗くしたりします 
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V. 合成写真作成「Have a nice day!」 

1. ファイルを開く 

① 《ファイル》をクリック⇒《開く/インポート》をクリックします。 

《画像ファイルを開く》ダイアログボックスが表示されます。 

② 《pictures》をクリック⇒「GIMP 講座 2017」フォルダーを開

く⇒「紙飛行機」「イルカ 1」「イルカ 2」「海」を選択します。 

※ 複数のファイルを選択する場合は、Ctrl キーを押しながらフ

ァイルをクリックします。 

※ 連続したファイルを選択する場合は、最初のファイルをクリ

ックし、Shift キーを押しながら最後のファイルをクリックし

ます。 

③ 《開く》をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開いているファイルは、編集

画面の左上にタブで表示され

ます。 

 タブをクリックして編集画面

に表示するファイルを切り替

えます。 

 ×をクリックするとファイル

が閉じます。 
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2. 画像をトリミングする 

「海」を編集画面に表示させましょう。 

①   （切り抜き）ツールをクリック⇒切り抜きたい部分

をドラッグ（ポインター  ）⇒四角形で囲まれます。

四隅の□をドラッグして範囲を拡大縮小できます（ポ

インター  ）。選択範囲内（四隅の□以外）をドラッ

グすると範囲を移動できます（ポインター  ）。 

② Enter キーを押して確定します。 

 

【画像表示の拡大・縮小】 

Ctrl キーを押しながらマウスのホイールを回転させます。 

 

編集画面いっぱいに画像を拡大しましょう。 

 

3. 画像をコピーして貼り付ける 

A：紙飛行機 

「紙飛行機」を編集画面に表示しましょう 

①   （色域を選択）ツールをクリック⇒背

景の白色をクリックします。 

白色の部分が選択されます。 

② 《選択》をクリック⇒《選択範囲の反転》

をクリックします。 

白色でない部分が選択されます。 

③ 《編集》をクリック⇒《コピー》をク

リックします。 

④ 「海」の画像を編集画面に表示させる

⇒《編集》をクリック⇒《貼り付け》

をクリックします。 

 

紙飛行機が海の画像に貼り付けられ、

《ドック》の《レイヤー》に「フロー

ティング選択範囲（貼り付けられたレイヤー）」と表示されます。 

 

⑤   （新しいレイヤーを画像に追加します）をクリック⇒レイヤ

ー名が「貼り付けられたレイヤー」に変わります。 

 

 

 

 

 

切り抜き 

色域を選択 

※ 「フローティング選択範囲」のままで操作を続けると、す

ぐ下にある画像と結合されます。 

貼り付けた画像を編集できるようにするには、レイヤー

に変更する必要があります。 
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≪レイヤーとは≫ 

レイヤー（layer）とは、日本語では「層」という意味です。 

画像編集ソフトなどに搭載された機能で、セル画のように透明なフィルムに画像を描いて、何

枚も重ねて 1 つの画像にすることができるものです。 

レイヤーは１つずつ自由に編集できるので、完成画像を簡単に変更することができます。 

 

⑥ 「貼り付けられたレイヤー」（文字）の上でダブルクリック⇒文字

が選択される⇒「紙飛行機」と入力⇒Enter キーを押して確定⇒

レイヤー名が「紙飛行機」に変更されます。 

 

必要に応じてサイズ変更や回転をして任意の場所に移動しまし

ょう。 

 

【サイズ変更】 

《ドック》の《レイヤー》で対象のレイヤー（紙

飛行機）を選択⇒  （拡大縮小）ツールをクリ

ック⇒画像をクリック⇒《拡大・縮小》ダイアロ

グボックスが表示され、画像上に網目が表示され

る⇒  (チェーン)をクリックし  にする（チ

ェーンをつなげて縦横比を固定）⇒網目の四隅の

□をドラッグ（または、幅・高さのスピンボタン

をクリック）してサイズを変更⇒《拡大縮小》

をクリックします。 

 

 

 

 

 

【回転】 

（回転）ツールをクリック⇒画像をクリック⇒

《回転》ダイアログボックスが表示され、画像上に

網目が表示される⇒画像の周囲を回転させたい方向

にドラッグ（または、《角度》のスピンボタンをクリ

ックするかスライダーをドラッグ）して回転⇒《回

転》をクリックします。 

 

【移動】 

  （移動）ツールをクリック⇒画像を任意の位置にドラッグします。 

 

 

B：イルカ１ 

「イルカ 1」を編集画面に表示しましょう 

回転 

移動 

拡大縮小 
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① コピーしたいイルカを拡大表示（Ctrl キー＋ホイ

ール）⇒スクロールして中央になるように調整し

ます。 

②   （電脳はさみ）ツールをクリック⇒マウスポ

インターの形が  に変わります。 

③ イルカの輪郭を少しずつクリック⇒クリックし

たところに○が付き、次のクリック点との間に輪

郭に沿って線が引かれます。 

この時のマウスポインターの形は・・です。 

 

※ 輪郭があいまいなところや、変化が大きいと

ころは細かくクリックしましょう。 

※ 途中でキャンセルしたい場合は、Esc キーを押します。 

※ クリックした場所を変更したい場合は、○を任意の位置へドラッグします。線をドラッグ

して○を追加することもできます。 

 

④ １周回ったら始点をポイント⇒マウスポインターの形が  に変わったらクリックします。 

⑤ 選択範囲内をポイント⇒マウスポインターの形が

… になったらクリック⇒選択範囲が破線に変わ

り確定されます。 

⑥ 《編集》をクリック⇒《コピー》をクリックしま

す。 

⑦ 「海」の画像を編集画面に表示させる⇒《編集》

をクリック⇒《貼り付け》をクリック⇒《レイヤ

ー》に「フローティング選択範囲（貼り付けられ

たレイヤー）」と表示されます。 

⑧   （新しいレイヤーを画像に追加します）をクリック⇒レイヤー名

を「イルカ 1」に変更します。 

⑨   （消しゴム）ツールをクリック⇒《ツールオプション》でブラシ

の種類、サイズを設定⇒Ctrl キー＋ホイールで画像を拡大⇒イルカ

の輪郭をドラッグしてきれいに整えます。 

＜ツールオプションの設定＞ 

ブラシ：２．Hardness 050 

サイズ：10～15 くらい（細かいところは小さくしましょう） 

 

※ 消しゴムなどで修正する場合は、

なるべく大きく画像を表示し、細

かいところまで丁寧に操作をし

ましょう。 

※ やり直したい場合は、《編集》⇒

《消しゴムを元に戻す》をクリ

ック。または Ctrl キー＋Z キー
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を押します。 

※ レイヤーの   をクリックすると画像の表示/非表示ができます。背景の画像が邪魔にな

るときは非表示にして操作しましょう。 

 

⑩ 必要に応じて画像の大きさを調整し、回転や反転をして任意の位置に

移動します。 

【鏡像反転】 

  （鏡像反転）ツールをクリック⇒《ツールオプション》で《反転

の向き》の《水平》の○をクリック⇒画像の上をクリック⇒左右反転

します。 

  

  

  

 

C：イルカ 2 

「イルカ 2」を編集画面に表示しましょう 

① 「電脳はさみ」ツールを使って、イルカ１と同じようにして「海」の画像にイルカを貼り付け

ます。（イルカ２の選択範囲は、下図を参照） 

②   （新しいレイヤーを画像に追加します）をクリック⇒レイヤー名を「イルカ 2」に変更し

ます。 

③ 「消しゴム」ツールで輪郭を整え、「拡大縮小」「回転」「鏡像反転」ツールを使って大きさや向

きを調整し、「移動」ツールで任意の位置に配置します。 

 

④ 《ドック》の《レイヤー》で「海」を選択します。 

⑤   （矩形選択）ツールをクリック⇒左下のイルカ 2 が海に入って

いると思われる位置をドラッグで選択します。 

⑥ 《編集》をクリック⇒《コピー》をクリック⇒《編集》をクリック

⇒《貼り付け》をクリック⇒ （新しいレイヤーを画像に追加しま

す）をクリック⇒レイヤー名を「波」に変更します。 

⑦ 「波」が選択されているのを確認⇒《不透明度》を「70」くらいに

する⇒波が半透明になりイルカが透けて見えます。 

⑧ 「消しゴム」ツールでイルカの体の曲線に合わせて波の一部を消し

ます。 

参考配置図 
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＜ツールオプションの設定＞ 

ブラシ：２．Hardness 050  サイズ：50 くらい 

4. 文字を描く 

GIMP には、文字を描くツールとして「鉛筆で描画」「ブラシで描画」「エアブラシで描画」「イン

クで描画」「テキスト」などがあります。 

今回は、最も簡単できれいに描ける「テキスト」ツールを使って文字を描きます。 

①  （テキスト）ツールをクリッ

ク⇒《ツールオプション》で《サ

イズ》を「200」くらいに設定

⇒編集画面をクリック⇒文字を

入力「Have a nice day!」⇒《ツ

ールオプション》で《フォント》

《サイズ》《色》を設定します。 

＜ツールオプションの設定＞ 

フォント：Hobo Std Medium 

サイズ：200px 

色：白色（ffffff） 

 

②   （遠近法）をクリック⇒文字の上をク

リック⇒《遠近法》ダイアログボックスが

表示され、テキスト上に網目が表示され

る⇒左の角の□をドラッグし遠近感をだ

す⇒《変形》をクリックします。 

 

 

 

 

 

③ 《フィルター》をクリック⇒《変形》をポイント⇒《カーブに沿って曲げる》をクリック⇒《カ

ーブに沿って曲げる》ダイアログボックスが表示される⇒《プレビュー自動更新》の□をクリ

ックしチェックを入れる⇒《カーブ設定》の直線をドラッグして《プレビュー》で確認しなが

ら曲線にする⇒《OK》をクリックします。 
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④ 《レイヤー》で「テキスト」

を選択⇒《フィルター》をク

リック⇒《ほかし》をポイン

ト⇒《ガウスぼかし》をクリ

ック⇒《ガウスぼかし》ダイ

アログボックスが表示され

る⇒《プレビュー》の□にチェックを入れる⇒《ぼかし半径》の

「水平」「垂直」を「２０」くらいにする⇒プレビューを確認⇒

《OK》をクリック⇒テキストにぼかしが設定されます。 

⑤ 《ドック》の《不透明度》を「70」くらいに設定⇒ぼかしたテ

キストに透明感がでます。 

 

各パーツのサイズや向き、位置を調整して完成させましょう。 

サンプルでは、「紙飛行機」や「イルカ 1」にも《不透明度》を「70～８０」くらい設定して

います。 

 

5. 名前を付けて保存 

① 《ファイル》をクリック⇒《名前を付けて保存》をクリック⇒《画

像の保存》ダイアログボックスが表示されます。 

② 《名前》にファイル名

を入力⇒《フォルダの

中に保存》が「GIMP 講

座 2017」になってい

るのを確認⇒《保存》

をクリック⇒タイトル

バーにファイル名が表

示されます。 
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6. JPEG 形式で保存する 

GIMP で作成したファイルには、GIMP 独自のファイル形式「xcf」という拡張子が付きます。 

このままでは、Word に貼り付けたり、Web ページに公開したり、GIMP がインストールされて

いないパソコンで見ることができません。 

一般的な画像の保存形式「JPEG」で保存し、GIMP がインストールされていないパソコンでも表

示できるようにしましょう。 

① 《ファイル》をクリック⇒《名前を付けてエクスポー

ト》をクリック⇒《画像をエクスポート》ダイアログ

ボックスが表示されます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

② 《ファイル形式の選択》をクリック⇒「JPEG 画像」を選択⇒《名前》のファイル名の後ろの

拡張子が「.jpg」になります。 

③ 《フォルダの中に保存》が「GIMP 講座 2017」になってい

ることを確認⇒《エクスポート》をクリック⇒《画像をエク

スポート：JPEG 形式》ダイアログボックスが表示されます。 

④ 《品質》を「100」に設定⇒《エクスポート》をクリックし

ます。 

 

※ 《品質》を下げるとファイルの容量が小さくなりますが、

画質が悪くなります。 

 

 

「GIMP 講座 2017」フォルダーを開いて、保存した画像を確認しましょう。 
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VI. 画像補正 

GIMP には、画像の明度、色調、コントラストなどを補正できる機能があります。暗く写ってしま

った写真や少しボケているかな？と思うような写真を補正してみましょう。 

 

サンプル写真「東京タワー」や自分のパソコンの中にある補正してみたい写真を表示します。 

1. 自動補正 

《色》⇒《自動補正》⇒《平滑化》、《ホワイトバランス》、《HSV

伸長》、《コントラスト伸長》、《色強調》、《正規化》で画像を自動的

に補正できます。 

 

※ 1 つの補正を確認したら、Ctrl キー＋Z キー（または《編

集》⇒《○○を元に戻す》）で一旦元に戻して次の補正を試

しましょう。 

 

 

 

 

 

平滑化 明度をできるだけ平坦にし、コントラストを強める 

ホワイトバランス 真っ白と真っ黒を強める。白や黒が乏しい写真を補正するときなどに使う 

HSV 伸長 画像のコントラストを、HSV 色空間で自動伸長する 

コントラスト伸長 コントラストを、RGB 色空間で自動伸長する。明るい部分はより明るく、

暗い部分はより暗くなりコントラスが強まる 

色強調 彩度を自動伸長し、色を強める 

正規化 最も明るい部分を最大限明るく、最も暗い部分を黒にしてコントラストを

強める。色褪せた画像や薄暗い画像に「手ぶれ/ピント自動補正」のような

効果が表れる 

RGB 色空間：赤、緑、青の 3 原色を混ぜて幅広い色を表現する 

HSV 色空間：色相（色の種類）、彩度（色の鮮やかさ）、明度（色の明るさ）の 3 つからなる 

 

2. 手動補正 

《色》⇒《カラーバランス》、《色相・彩度》、《着色》、《明るさ・コ

ントラスト》、《しきい値》、《レベル》、《トーンカーブ》、《ポスタリ

ゼーション》、《脱色》などで画像を手動補正できます。 
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カラーバランス 色のバランスを変更できる。 

色相・彩度 色相（色合い）、輝度（明るさ）、彩度（鮮やかさ）を変更できる。 

着色 グレースケールとみなし、色相、輝度、彩度を調整し着色する。写真を、

セピア調に加工したいときなどに便利。 

明るさ・コントラスト 明るさとコントラストを調整する。 

しきい値 白と黒の２階調の画像に変換する。しきい値の範囲内の値を持つ部分

を白に、 しきい値の範囲外の値を持つ部分を黒にする。自動調整あり 

レベル 明度、赤、緑、青、アルファの各チャンネルの強度の範囲を変更できる。

写真の露出や色を調整したいときなどに使う。自動調整あり 

トーンカーブ 明度、赤、緑、青、アルファの各チャンネルをトーンカーブで調整でき

る。写真のコントラストや明るさを調整したいときなどに便利。 

ポスタリゼーション 色数を減らすことができる。テクスチャを作るときなどにも使う。 

脱色 グレーグラデーション（モノクロの階調）に変換できる。モードは、RGB

モードのままでグレースケールモードへ変換するのではない。 

 

 

【トーンカーブの使い方】 

《色》をクリック⇒《トーンカーブ》をクリック⇒《ト

ーンカーブ》のダイアログボックスが表示されます。 

 

トーンカーブの縦軸は、上から下へ向かって暗くなり、

横軸は左から右に明るくなります。 

横軸が元画像の階調、縦軸が補正後の階調を表します。 

 

斜めに走る直線をドラッグして明るさを調整します。 

 

全体を明るくするには 

中間色あたりを上にドラッグします。下にドラッグする

と暗くなります。 

 

 

 

 

 

プレビューにチェックを入れっておくとリアルタイムで補正結

果を確認できます。 

 

確定するときは《OK》をクリックします。 

元の画像に戻すときは《リセット》をクリックします。 

補正をせずにダイアログを閉じるときは《キャンセル》をクリ

ックします。 

 

明るい 

中間色 

暗い 

元画像の階調 

補
正
後
の
階
調 
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コントラストを強くするには 

中間色あたりを一旦クリックして固定し、暗い部分を下にド

ラッグしてより暗く、明るい部分を上にドラッグしてより明

るくします。S 字のラインになります。 

 

ここで中間色の点を左にドラッグすると明るい部分が多くな

り、右にドラッグすると暗い部分が多くなります。 

 

いろいろな方向にドラッグし、画像の変化を確かめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正した写真を保存する場合は、12 ページの「JPEG 形式で保存する」の操作を行い、上書き保

存されないように元の写真と違う名前で保存しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.7 

ホームページのご紹介 
早稲田公民館で楽しんでま～す （講座日程を掲載しています） 

http://ww41.tiki.ne.jp/~nagao/ 

公民館主催のパソコン講座『暮らしのパソコンいろは』をクリック。 

Happy Time のリンクもあります。 

Happy Time –暮らしのパソコンいろは- （テキストを掲載しています） 

http://happytime88.web.fc2.com/ 

Facebook『早稲田公民館暮らしのパソコンいろは』もご覧ください。 


