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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、デジタルカメラで写真を撮る方法と同

じで、単位面積あたりの画素数（点の数：ピクセル）と、各画素を表現する色の数に

よって画質が決まるものである。この画像ファイルの形式はビットマップと呼ばれる。

ビットマップは、構造が簡単であるために処理方法も簡単であるという利点がある。 
しかし、画質を向上させるとファイルのサイズが非常に大きくなってしまう。Web ページの写真などは、

インターネットで送受信されるので、ファイルサイズを抑えながらある程度の画質を実現する必要がある。

ファイルサイズを抑える技術を「圧縮」と呼び、画像や動画の記録や転送の際に重要な技術となっている。

主な圧縮技術に 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、用いる圧縮技術に加え、保存方式や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にしたりできる。表２は、

よく使われる画像フォーマット（画像形式）とその特徴をまとめたものである。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する必要がある。 
表 2 主な画像フォーマット 

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  .jpeg .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。 
現在、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る。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。最近では、PNG 形式が用いられることも多い。なお、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もあり、Web で

も広く利用されているが、この特殊機能については本授業では扱わない。 
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２．画像ファイルの編集（フォトレタッチ） 

2-1 フォトレタッチとは 

フォトレタッチとは「写真を修整する」ことである。最近では、デジタルカメラが普及したので誰でも簡

単に写真をコンピュータに取り込むことができるようになった。しかし、撮影したままの写真は、Web に掲

載するにはサイズが大きすぎることが多い。また、写真の一部を切り取って使いたいこともある。このよう

な場合には、フォトレタッチ（画像編集）用ソフトを使って画像を編集すればよい。 
フォトレタッチソフトには、以下のような基本機能が用意されている。 
 トリミング：画像の必要な部分のみを取り出す 
 サイズ変更：拡大と縮小 
 明るさとコントラスト 
 色合いと鮮やかさ 
 回転と反転 

本学の PC では Microsoft 社の Office 2003 に付属する Picture Manager というアプリケーションを利用

できる1。Picture Manager ではトリミングやサイズ変更程度の編集しかできない。学内でより高度な編集が

必要な場合には Adobe Photoshop Element などの画像編集用ソフトが使用できる（授業では触れない）。 
 

2-2 Microsoft Picture Manager の利用 

Picture Manager の起動 
[スタート]→[プログラム]→[Microsoft Office]→[Microsoft Office ツール]→[Microsoft Picture Managaer] 
起動直後は、下図のような画面になっている。画像のありかとして「マイピクチャ」が指定されているの

で、photoset などから画像をコピーした場所を「画像へのショートカット」として追加しておくと便利だろう。 

 

                                                        
1 以前の Office には「Photo Editor」というソフトが付属していた。Photo Editor では、画像の形式変換や簡単

な画像の加工などもできる。 

表示切替 
写真の表示方法を

変更できる。アルバ

ムのような表示も可

能。 

 

自動修正ボタン 
明るさやコントラストを

適正な値に修正してく

れる。 

画像の編集ボタン 
トリミングやサイズ変更

を行う。 

選択と編集 
クリックすると写真を選

択。ダブルクリックで選

択した写真が１画面に

表示される。 

ショートカット 
画像のある場所。 

[ファイル]→[画像へ

のショートカットの追

加]などで場所を追

加しておくと便利。 

作業ウィンドウ 
画像の編集など、選

択した作業によって

ウィンドウの内容が

かわる。 

拡大/縮小 
ここでは見た目の大きさがかわるだけ。実際の「サイ

ズ」が変更になるわけではない。サイズ変更は、画像

の編集からサイズ変更で行う 
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～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（X ドライブ）

にコピーせよ（全部コピーしてはいけない）。本授業用に、X 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」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：「Y ドライブ」→「Info-Sci」→「os-kiso」→「photoset」 

コピー先：「X ドライブ」→「os-kiso」など（その他、自分で適当な場所を作成してもよい） 

 

2-3 トリミング 

トリミングとは、写真の不要な部分を切り落として必要な部分だけを取り出す作業のことである。

Microsoft Picture Managaer を起動後、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) 編集したい画像をダブルクリックする。 
2) 画像の編集ボタンを押し、作業ウィンドウの中から「トリミング」を選択する。 

メニューから、[画像]→[トリミング]でもよい。 
3) トリミングハンドル（画像の周辺の黒い枠）を使ってトリミングしたいサイズを決める。 

このとき画像の「縦横比」を注意する。標準では「なし」になっているので自由サイズにトリミングで

きるが、Web にアップすることを想定すると「縦横比：3 対 4」にしておくと便利。 
4) OK を押すとトリミングされる。 
5) [ファイル]→[名前を付けて保存]で、トリミングした画像を保存する。 

 

～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。トリミングしたもの

を「cast-trim.bmp」として保存しなさい。 
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。また、ファイルを選択後、右クリックでプロパティを参照する方法もある。 

縦横比 
３：４にしておくと、

縦横同時にトリミン

グサイズがかわる 

トリムハンドル 
この黒い枠の部分を

ドラッグして、トリミン

グする場所を決める。 
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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 を参照すること。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。 
 

2-4 サイズ変更 

サイズ変更というのは、画像の拡大/縮小を行う作業のことである。Web で画像を公開する場合、あまり大

きな画像（ファイルサイズ）だと見栄えもよくないし、転送にも時間がかかる場合がある。Web の場合、サ

イズが 200KB を超えるようだと少々大きい。次の手順でサイズを変更できる。 
1) 編集したい画像をダブルクリックする。 
2) 画像の編集ボタンを押し、作業ウィンドウの中から「サイズ変更」を選択する。 
3) 大きさの指定は、作業ウィンドウ中の「拡大または縮小率」を使うと便利。図では、元 640×480 ピクセ

ルの図を縮小率 60%（384×288 ピクセル）に縮小している。 
4) OK を押すと実行される。[ファイル]→[名前を付けて保存]で、サイズ変更した画像を保存する。 

 

～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。 
 
参考： 
ブラウザから見えるサイズを確認したい場

合には、新規ブラウザ画面を開き、見たい画

像をドラッグ＆ドロップすればよい。 
 

 

ブラウザ（IE） 画像のある場所 

画像をドラッグ＆ドロップ 
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３．ファイルの形式変換 

先に述べたとおり、Web で使用される画像形式は、主として JPEG や GIF である。ビットマップ（bmp）
形式は表示できない場合がある。画像を扱う（編集できる）ソフトは、Windows XP には「ペイント」が入

っているのみである。ペイントで作成される画像は、標準ではビットマップ形式になる。このため、Web で

公開したい画像は、保存する際に形式変換を行う必要がある。 
形式変換は次の手順。ペイントを使って新規に絵を作成した場合には、2)の手順から実行すればよい。 

1) ペイントで形式変換したいファイルを開く（[スタート]→[プログラム]→[アクセサリー]→[ペイント]）。 

2) [ファイル]→[名前を付けて保存] 

3) ファイルの種類でファイル形式を選択する。写真は JPEG 形式。ロゴなどは GIF 形式にする。 

4) ファイル名を入力する。拡張子を含めたファイル名を全て小文字にしたい場合には拡張子まで書く。JPEG

形式なら「ファイル名.jpg」。GIF 形式なら「ファイル名.gif」。当然半角文字でないといけない。 

5) 保存を押してファイルを保存する。 

 
～練習３～ 

練習１でトリミングしたビットマップ形式の画像「cast-trim.bmp」をペイントで開き、JPEG 形式で保存

しなさい。ファイル名は「cast-s.jpg」とする。 
 

4．補足（画像編集が行えるフリーソフト） 

Windows に標準に組み込まれている画像編集用ソフトウェアについて紹介した。残念ながらこれらはあま

り機能が高くない。最近では画像編集用のフリーソフトも多い。各自探してみよう。ただし教室 PC にはソ

フトウェアをインストール（導入）してはならないので、setup を実行して導入するようなものは使えない。 
しかし、中にはインストール作業を必要とせずプログラムのみコピーすれば実行可能なものもある。次の

ソフトはいずれもインストールの必要ない画像の編集用ソフトである。紹介のみしておく。 
Y:¥Info-Sci¥os-kiso¥ 以下に置いてあるので、フォルダごとコピーすればよい。↓ フォルダ名 
JTrim v1.53c  フォトレタッチ用ソフト    jt153c 
AzPainter Version 1.31 ペイント用ソフト     AzPainter131 
Vix 2.21  統合画像ビュアー（サムネイルの作成など）  vix221 

ファイル形式とファイル名の指定 
「ファイルの種類」で適切な形式を選択する。写真なら JPEG、ロゴなどは GIF。 

「ファイル名」は、拡張子（.jpg、.gif）まで入れたほうがよい。 

拡張子を入れなかった場合、拡張子が大文字（.JPG、.GIF）になる。大文字でも問

題はないが、UNIX ではファイル名の大文字・小文字が区別される。後に UNIX 側

へ転送したり、html に挿入したりする際に混乱するので。 

bmp ファイルをペイントで開く 
ドラッグ＆ドロップでも開ける。「ファイル」

→「名前を付けて保存」で右図が出る。 

 


