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画像ファイルの形式と操作 
 

１．画像ファイルの形式 

 コンピュータにおける画像の表現方法として最も基本的なのは、画像を色の付いた点の集合として表現す

る方法である。これは、デジタルカメラなどでデジタル写真を撮る方法と同じであり、単位面積あたりの画

素数（点の数：ピクセル）と、各画素が表現する色の数を、ともに増加させることで画質を向上させること

ができる。この画像ファイルの形式はビットマップと呼ばれ、素朴な方法であるために画像を構成するデー

タを処理しやすいという利点がある。しかし、画質を向上させるとファイル・サイズが非常に大きくなると

いう欠点を持つ。Webページなどに掲載される画像は、インターネットで送受信されるものであるから、フ

ァイル・サイズを抑えつつ一定の画質を実現する必要がある。こうした技術を、一般に圧縮技術と呼んでお

り、主なものに JPEG と LZW（Lempel Ziv Welch）がある（表 1）。 

表 1 画像ファイルの主な圧縮技術 

種類  方法  特徴  

JPEG 
反復するイメージや目立たないイメー
ジデータを削除して、画像を表現する点
の数を減らす。  

・ 非常に圧縮効果が高いが、一旦圧縮した画像は、元
の画質に戻すことはできない（非可逆性）。  

・ 圧縮度合いを指定することができるが、これを高め
るに従って画質は低下する。  

LZW 
画像を構成する通常のビットパターン
を、短いパターンに変換する。  

・ 圧縮効果は JPEGに比べて低いが、一旦圧縮した画像
を、元の画質に戻すことができる（可逆性）。  

・ 圧縮効率を高めるために、幾つかの応用的手法（LZW 
& Differencing や LZ77など）が開発されている。  

 画像ファイルの形式には、用いる圧縮技術と表現可能な色数に応じて様々のものがある。幾つかの形式は、

特定の色を透明化したり、複数の画像をまとめてアニメーションを表現したりといった特殊機能を提供する。

また、Webページで使用する場合には、一般に使用されるブラウザが対応している必要があるが、たとえブ

ラウザで表示可能であったとしても、圧縮効率が悪く、ファイル・サイズが大きいといった理由から使用を

控えたほうが無難な形式もある。つまり、Webに掲載する画像の形式を選ぶ際には、必要な画質とファイル・

サイズのバランスを考慮しなければならない（表 2）。 

表 2 主な画像ファイル形式 

形式 ビットマップ  JPEG GIF TIFF PNG 
圧縮方式  RLEが使用可* JPEG LZW LZW 応用 LZW 応用 
拡張子  .bmp .jpg .gif .tif .png 

色数 
モノクロ  

～True Color 
True Color のみ 

モノクロ  
～256 色（8bit） 

グレースケール  
～True Color 

グレースケール  
～True Color 

ブラウザ対応 無 有 有 有（最新のみ） 有 
透明化  不可 不可 可 True Color で可** 可 

アニメーション  不可 不可 可 不可 不可 
ファイルサイズ  大 小（True Color） 小（256 色） 中（256 色） 小（256 色） 
Web での使用 不可 適（True Color） 適（256 色） 不適 適（256 色） 

* RLE は Windows ビットマップ形式の画像に適用可能な圧縮方式で、同じ色が連続する場合に、その色のビットパタ
ーンと個数で画像を表現する。ビットマップ画像を圧縮して保管したい場合などに用いる。 

** 256 色では透明化はできない。True Color の TIFF 形式の場合、ファイル・サイズが大きいので Web での使用には適
さない。 

現状、Web でよく使用されているのは、JPEG と GIF である。JPEG は、True Color 規格の画像を高い

効率で圧縮することができるために写真や微妙な色を使用した絵などに向く形式であり、GIF は色数の少な

いロゴやアイコンなどに向く形式である。また、GIF には特定の色を透明化したり、複数の画像をまとめて

アニメーションを表現したりする特殊機能があり、こうした機能は Web でよく利用されている。最近では、
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PNG 形式が用いられることも多い。PNG の圧縮率は GIF より高いがその差は小さく、アニメーションに対

応していないので、むしろ GIF が選択される場合が多い。 

２．MS Photo Editor による画像ファイルの編集 

 デジタルカメラやスキャナー、描画アプリケーションなどを用いて、デジタル画像を作成することは比較

的簡単である。しかし、Webに掲載することを想定した場合、そのままでは形式やファイル・サイズの点で

問題があることが多い。そこで、画像ファイルを編集する必要が生じるが、本学の PC では Microsoft 社の

Photo Editor というアプリケーションを利用できる。MS Photo Editor では、次のような編集が可能である。 

表 3 MS Photo Editor による編集 

編集  内容  目的  

トリミング 画像中の必要な部分のみを取り出す 
・ ファイル・サイズの抑制  
・ 見た目の改善  

縮小  画像のサイズを小さくする  
・ ファイル・サイズの抑制  
・ 見た目の改善  

形式選択  
画像の特徴やファイル・サイズ、特殊機能の利用に応じて、
JPEGや GIF などの適切なファイル形式を選択する。 

・ ファイル・サイズの抑制  
・ 特殊機能の利用  

減色  
色の表現に必要な bit 数を減らす。True Color（24bit）、256
色（8bit）、グレースケール（8bit）などがあるが、ファイ
ル形式によって指定可能なものに制限がある。 

・ ファイル・サイズの抑制  

特殊効果  画像の見た目を、ステンドグラス風や水彩画風にする。 ・ 表現の工夫  

 

～以降の練習の準備～ 

練習用素材として、幾つかの画像ファイルを集めたフォルダがあり、以降の練習で使用する。以下の場所

のフォルダ「photoset」の中から、気に入った画像ファイル数点を、ネットワーク・ドライブ（F ドライブ）

にコピーせよ。本授業用に、F ドライブに「os-kiso」フォルダを作成し、その中にコピーするとよい。ただ

し、後の練習で使用するので「cast.bmp」、「logo.bmp」の 2 つは必ずコピーしておくこと。  

コピー元ファイルのある場所：「G ドライブ」→「Info-Sci」→「os-kiso」→「photoset」 

２－１ トリミング  

 MS Photo Editor 起動後、編集対象の画像ファイルを開く。例えば、図

1 中の四角で囲まれた部分を取り出すことを考える。手順は以下の通り。 

1) 図 2 に示すアイコンをクリックする（範囲を選択するためのアイコン）。 

2) 取り出したい範囲をマウスで選択する。 

3) メニューから「イメージ」→「トリミング」を選択すると図 3 の画面

が表示される。 

4) 図 3 の画面で「OK」ボタンをクリックすると、図 4 のように選択され

た範囲のみが取り出される。 
図 1 

図 2 

図 3 
図 4 
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～練習１～ 

各自がコピーした「cast.bmp」を開き、上記の例のようにトリミングを行いなさい。ファイルの拡張子

「.bmp」が表示されておらず、ファイル種類が不明な場合、「補足：ファイルの拡張子を表示させる」を参

照のこと（ウィンドウ表示後、「表示」→「詳細」で表示すれば、「種類」部でもファイルタイプ確認可能）。 

 

補足：ファイルの拡張子を表示させる 

デスクトップから「マイコンピュータ」を開き、メニューから「ツ

ール」→「フォルダオプション」を選択すると右の画面が表示され

る。本画面において、「表示」タブを選択、「登録されているファイ

ルの拡張子は表示しない」のチェックをはずし、「OK」ボタンをク

リックする。なお、画像ファイルの拡張子の種類に関しては、表 2

を見なさい。拡張子はこのようにして表示できるが、慣れてくると

アイコンを注意深く見るとファイルタイプが区別できるだろう。 

 

 

２－２ 形式選択・減色 

 画像ファイルの形式や色数の指定は、トリミン

グなどの処理を施した後、ファイルの保存時に行

う。MS Photo Editor のメニューから、「ファイ

ル」→「名前を付けて保存」を選択するとファイ

ル保存のための画面が表示されるが、ここで「オ

プション」ボタンをクリックすると、右図のよう

な状態となる。本画面において、画像ファイルの

形式は「ファイルの種類」から選択し、色数は「変

換形式」から選択する。 

 

 

＜留意点＞ 

1) JPEG 形式の場合、1～100 の間で圧縮度合いを指定でき、数字が小さくなるほど圧縮効果は高まるが、

画質は低下する。どの程度の圧縮度合いが適切であるかは、画像の種類（写真であるか、絵であるかな

ど）によって異なるため、実際には色々な圧縮度合いで保存してみて、見た目とファイル・サイズのバ

ランスで決定する。一般的には、20 より小さくすると、画質の劣化が著しくなるようである。 

2) JPEG 形式では、目立たない（と思われる）イメージを削除することにより圧縮するため、一旦圧縮度

合いを高めて保存した画像からは、元の画質に戻すことができない。従って、JPEG 形式で保存する場

合には、トリミング等の処理を行った画像をオリジナル・ファイルとして TIFF 形式などで保存してお

き、そのオリジナル・ファイルを色々な圧縮度の JPEG 形式で保存するという手順を踏んだ方が良いだ

ろう。 

3) GIF 形式は 256 色までしか表現できないので、True Color 規格の画像を GIF 形式にすると、近い色に置

き換えられてしまう。よって、自分で作成する絵などを GIF 形式で保存するつもりであれば、最初から

256色で作成しておいた方が良い。 
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～練習２～  

各自がコピーした画像ファイルを幾つか選んで、トリミングを行った上で、サイズの縮小（メニューから

「イメージ」→「サイズ変更」）を行う。ここでサイズ変更を行った画像を、後に Web 参照可能にする予定

である。Web 画面で見る場合のサイズを考えた上で、40～60%程度に縮小しておくとよいだろう。縮小した

画像は、各自、適当な名前を付けて保存しておきなさい。  

また、特殊効果（メニューから「効果」→適当なものを選択）を行い、見た目の変化を確認しなさい。  

 

３．画像の背景を透明にする 

画像データは四角形の領域に作成することが多いが、自作のロ

ゴやアイコンなどは、必ずしも四角形ではない。こうした画像を

Webページに掲載する場合、背景を透明にすることができると便

利である（さもないと、画像の背景と Webページの背景色を一致

させる必要が生じて面倒である）。 

GIF 形式や PNG 形式の画像は、256 色表示において特定の色

を透過色（透過率 100％で透明になる）に指定することができる。

この場合、画像本体では使用していない色を背景色にしておかな

いと、画像本体部分にも透明領域が生じて見苦しくなるので注意

しよう。なお、True Color 表示の場合には、TIFF 形式と PNG 形

式で透過色の指定が可能であるが、ファイル・サイズが大きい上、

ブラウザ（Internet Explorer）が透過色を正しく表示できないの

で、Webに掲載する画像には不向きである。 

透過処理は次の手順で行う。 

1) MS Photo Editorで透過処理を行う画像ファイルを開く。  

2) 図 5 に示すアイコンをクリックする。  

3) 対象画像において、透過指定を行う領域のどこか 1 箇所をクリックすると、図 6 の画面が表示される。

ここで、色の類似度を甘め（80％程度）に設定すると、一定の範囲の色が透過色となる。  

4) 透過色に指定する色を確認して、「OK」ボタンをクリックする。MS Photo Editorの場合、透明になった

領域は白とグレーの市松模様で表示される。  

5) 画像形式を「GIF」、または「PNG」として、ファイルの保存を行う。PNG 形式を選択する場合は、色数

を 256色に指定することを忘れてはいけない。  

 

～練習３～  

各自がコピーした「logo.bmp」を開き、背景（黄色）を透過指定し、GIF 形式で保存しなさい。ファイル名

は「logo.gif」とする。  

各自、「フォルダオプション」の「表示」設定で、現在、拡張子が表示されているモードになっているかど

うかに注意しよう。もし表示されていないならば、拡張子「 .gif」は記述する必要はない（実ファイル名が、

「logo.gif.gif」になってしまう）。逆に表示するモードなら、拡張子「 .gif」まで指定する。  

図 5 

図 6 


