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AKVIS DECORATOR 8.0 | 被写体の模様や色を変更

レンガでできた自動車を見たことがありますか？彫像がドレスを着ていることは？

AKVIS Decoratorを使えば、自然界にはない想像を超えるものを作り出すことができます。

このソフトウェアを使うと、被写体表面の色や模様を違和感なく変更することができます。

このソフトウェアを使用すると、女性のドレス、車体、家具など、写真の一部を選択して、新しい色や模様を適用することが可能です。たとえ
ば、シンプルなドレスの模様を水玉模様やチェック柄に変更したり、ビロードや繻子のような質感を持たせることができます。

模様ライブラリには、適用可能な模様のパターンとして、布地、石材、金属、食物、自然要素などが豊富に用意されています。

オリジナルの模様も適用できます。ライブラリに模様の画像を模様ファイルとして読み込むだけです。

多くのフォトエディタでよく見られる「塗りつぶし」ツールとは異なり、このソフトウェアはオブジェクト本来の特徴を理解、つまり既存のテクスチャを
理解し、自然に映る、新しい色やテクスチャを生成します。
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ヘビ皮を車体表面に適用してみると楽しいです。しかし、 Decoratorをデザイン目的で使用することのほうが実際的と言えます。

このソフトウェアを使用すると、お住まいの家やアパートに合う、家具・壁紙・カーテン・装飾品などの色やパターンを試してみることができ、最適
なデザインを選ぶことができるようになります。デザイナが顧客に内装を変えて部屋を紹介したり、オンラインショップにて複数の色で展開している
製品を扱うWebデザイナの方などに便利にご利用いただけます。
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他のAKVIS製品と同様に、AKVIS Decoratorのインタフェースはシンプルに設計されているため、初心者でも簡単に操作できます。[模様]
タブの模様ライブラリから被写体の色や模様を選択して、[実行]ボタンをクリックするだけで、素晴らしい結果が得られます。必要に応じて、明
るさや光源の調整も可能になっています。
色を変えるだけの場合、[色]タブで変更する色を選択するだけです。

被写体の起伏や勾配も維持できるようなっているため、まったく違和感のない自然な仕上がりと新たな世界観が得られます。
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AKVIS Decorator は2つのバージョンが用意されています。スタンドアロン版とフォトエディタでのプラグイン版です。

プラグイン版は、AliveColors、Adobe Photoshop、Photoshop Elements、Corel PaintShop Proなどと互換性があります。 
詳細は、対応表 をご覧ください。
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インストール

AKVIS DecoratorをWindowsでインストールするには, 次の指示に従います。

exeをダブルクリックします。
言語を選択して、[次へ]をクリックして続行します。
インストールを継続するには、ライセンス合意書を読み、同意する必要があります。 ライセンス合意書に同意する場合は、  [使用許諾
契約の条項に同意します]チェックボックスを選択し、[次へ]をクリックします。

リストから使用しているフォトエディタを選択し、 [次へ]をクリックします。

スタンドアロン版をインストールするには、[Standalone]を選択します。

[インストール]をクリックしてAKVIS Decoratorのインストールを開始します。
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インストールが開始されます。

インストールが完了しました。
AKVIS ニュースレターを購読することができます。購読を希望する場合は、メールアドレスを入力してください。
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[完了]をクリックしてセットアップを終了します。

スタンドアロン版のAKVIS Decorator のインストールが完了すると、[スタート]メニューに[AKVIS -Decorator]という新しいメニュー、お
よびデスクトップ上にショートカットが作成されます。

AKVIS Decorator のインストールが完了すると、フォトエディタの  [フィルタ]([効果])メニュー内に[AKVIS] > [Decorator]という
新しいメニューが表示されるようになります。
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インストール

仮想ディスクを開く:

- akvis-decorator-app.dmg (Decoratorのスタンドアロン版をインストールする場合)

- akvis-decorator-plugin.dmg (Photoshopを使用する場合)

ライセンス使用許諾契約書を読み、同意する場合は[Agree]をクリックします。

Finderが開き、 [AKVIS Decorator App]または[AKVIS Decorator PlugIn]フォルダが表示されます。

 

スタンドアロン版をインストールするには、[AKVIS Decorator App]を[Applications]フォルダにドラッグします。

プラグイン版をインストールするには、[AKVIS Decorator Plugin]を(フォルダごと)[Plug-Ins]フォルダにドラッグします。

たとえば、Photoshop CC 2020、CC 2019、CC 2018、CC 2017、CC 2015.5を使用する場合、[AKVIS
Decorator Plugin]フォルダを[Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC]に移動します。 
Photoshop CC 2015: [Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Plug-Ins]。 
Photoshop CS6: [Applications/Adobe Photoshop CS6/Plug-ins]。

AKVIS Decorator Plugin  のインストールが完了すると、フォトエディタの  [フィルタ]([効果])メニュー内に[AKVIS]  >
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[Decorator]という新しいメニューが表示されるようになります。
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AKVIS製品のアクティベーション方法

注意: この方法でアクティベーション処理を行うには、インターネット接続が必要です。

インターネット接続環境がない場合、別の方法でのアクティベーション(詳細は「オフライン アクティベーション」を参照してください)も提供
しています。

 

このウィンドウはAKVIS Decoratorを起動すると表示されます。プログラムの実行中に   をクリックして開くこともできます。

また、Adobe Photoshopでは、[ヘルプ] > [プラグインについて] > [Decorator]から(Macでは[Photoshop] > [Plug-In
について] > [Decorator])から開けます。

 

ソフトウェアを試しに使う場合は、[無料トライアル] をクリックします。新しいウィンドウが開き、試用可能なライセンスの一覧が表示されます。

ソフトウェアのすべての機能を試用するために、試用版をアクティベートする必要はありません。プログラムを試用期間の10日間、使用するだけ
です。

プログラムの機能はライセンスの種類によって異なりますので注意してください。試用期間中にすべての機能を試すことができますので、利用環
境に最適な種類を選んで購入できます。バージョン情報ウィンドウでは、Home(プラグインまたはスタンドアロン)、Deluxe、また
はBusinessのいずれかから試用するタイプを選択できます(各ライセンスを選択すると、その下にタイプの特長が簡単に説明されます)。選択
するライセンスによってAKVIS Decoratorで利用できる機能が異なります。

ライセンスの種類やDecoratorのバージョンに関する詳細は、比較表を参照してください。

 

購入ボタンをクリックすると、購入ページへ移動しますので、プログラムを選択し、アクティベーションすることができます。

購入手続きが完了すると、シリアル番号が電子メールで送信されます。

 

[バージョン情報]ウィンドウで[アクティベート]をクリックし、アクティベーション処理を開始します。
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お客様名を入力します(プログラムはこの名前で登録されます)。

シリアル番号を入力します。

アクティベーション方法(アクティベーション サーバへの直接接続または電子メール)を指定します。

アクティベーションサーバーへの直接接続:

直接接続を利用して登録を行う方が安全かつ迅速に処理が行えますので、弊社ではその方法を推奨しています。

この方法でアクティベーション処理を行うには、インターネット接続が必要です。

[アクティベート]ボタンをクリックします。

これでアクティベーションは完了です。

電子メールでリクエストを送信:

メールでのアクティベーションを選択した場合は、受信した電子メールに添付されているDecorator.licファイルを、このヘルプ一番下の
「注意」に書かれている場所に置いてください。

インターネット接続環境がない場合、以下の手順でアクティベーションを行ないます。

アクティベーション方法として、メールでのアクティベーションを選択します。お使いのメール  プログラムにより、必要な情報が記載され
たアクティベーション用メールを作成します。  作成したメールをUSBなどに保存し、インターネットに接続されたコンピュータにデータを移
動させます。

メール内容を変更せずにそのまま送信します。

スクリーンショットを添付しないでください！ テキストだけをコピーして、保存してください。

必要な情報は、ソフトウェアのシリアル番号、コンピュータのハードウェアID、お客様名です。

これらの情報を元に、ライセンスファイル(Decorator.lic) を作成し、返信いたします。

メールでのアクティベーションを選択した場合は、受信した電子メールに添付されているDecorator.licファイルを以下のフォルダに
置いてください。

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10の場合:

Users\Public\Documents\AKVIS;
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Macの場合:

Users/Shared/AKVIS.

これでアクティベーションは完了です。

 

既にライセンスをお持ちの場合は、価格の差額を支払いすることで、いつでもアップグレードすることが可能です。[アップグレード]ボタンをクリッ
クするとアップグレード処理が開始します(プログラムのアクティベーションが済んでいる場合に[購入]ボタンの代わりに表示されます)。
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ワークスペース

AKVIS Decorator は、独立したスタンドアロン プログラムとして、また、ご使用のフォトエディターのプラグインとしても機能します。

スタンドアロンは独立したプログラムでプログラムのアイコンをクリックして開くことができます。

スタンドアロン版を起動する方法:

Windows コンピューターの場合: [スタート] メニューまたはプログラムのショートカットを使用します。

Mac コンピューターの場合: [アプリケーション] フォルダーからアプリを起動します。

プラグインは、Photoshop 等のフォトエディターのアドオンとして動作します。

プラグイン版を呼び出すには、イメージエディターのフィルターから選択します。

AKVIS Decorator のワークスペース:

プログラムのワークスペースの大部分を占めるイメージ  ウィンドウ  は、[元のイメージ]と[処理中]の2つのタブで構成されています。すべての
処理は [処理中]タブ内で実行されます。

イメージ ウィンドウと[元のイメージ]、[処理中]タブの表示方法は、左側パネル下部の表示モードで変更できます。
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コントロールパネルには以下のコントロールが含まれています。

 : AKVIS Decorator のホームページ に移動します。

 :   イメージを開きます  (スタンドアロン版のみ)。この操作に対するホットキーは、Windows の場合Ctrl+O キー、Mac の

場合⌘ +O キーを使用します。

  :   処理したイメージをディスクに保存します  (スタンドアロン版のみ)。この操作に対するホットキーは、Windows  の場

合Ctrl+S キー、Mac の場合⌘ +S キーを使用します。

 :  [印刷]  ダイアログボックスを開き、処理結果を印刷できます  (スタンドアロン版のみ)。この操作に対するホットキーは、

Windows の場合Ctrl+P キー、Mac の場合⌘ +P キーを使用します。

 : プログラムから、等ソーシャル ネットワークに写真を公開することができます。

: .decorファイルに保存されている選択範囲を読み込みます。

: 選択範囲を別の.decor形式のファイルに保存します。

  :   最後の操作を取り消します。このボタンを複数回クリックすることで、複数の操作をキャンセルできます。このコマンドに対する

ホットキーは、Ctrl+Z キー、Mac の場合⌘ +Z キーを使用します。

 :  の実行で取り消した変更をレストアします。

このコマンドに対するホットキーは、Ctrl+Y キー、Mac の場合⌘ +Y キーを使用します。

 : 現在の設定でイメージの処理を実行します。この操作に対するホットキーは、Windows の場合Ctrl+R キー、Mac の場

合⌘ +R キーを使用します。

 : 変換結果をイメージに適用し、AKVIS Decorator のプログラム ウィンドウを閉じます (プラグイン版のみ)。

 : プログラムに関する情報を含む、バージョン情報ウィンドウを開きます。

 : ヘルプファイルを呼び出します。この操作に対するホットキーは、F1キーです。

 : プログラムのオプション設定を変更するための[環境設定]ダイアログボックスを開きます。

 : このボタンは、Decoratorに関する最新ニュースを表示するウィンドウを開きます。

 

イメージウィンドウの左側にある ツールバーには、選択ツールやその他のツールがあります。

各ツールのパラメータは 設定パネル、またはイメージウィンドウ内を右クリックした場合に表示されるポップアップメニューに表示されます。

 

イメージをナビゲートしたり、拡大/縮小するには  ナビゲーターを使用します。ナビゲーターには、イメージの縮小版が表示されます。赤枠で囲
まれた領域は、現在イメージウィンドウに表示されている領域です。赤枠の外はグレー表示になり、イメージウィンドウに表示されません。表示
されていない部分に赤枠を重ねると表示できます。赤枠を動かすには、ナビゲーターの赤枠の内側にカーソルを置き、目的の位置までドラッグ
するだけです。
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さらに、スクロールバーの使用、キーボードのスペースキーとマウスをクリックしたままイメージをドラッグすることで、イメージ  ウィンドウ内に表示さ
れるイメージを変えることができます。マウスのスクロールホイールを使うとイメージは上下に動き、Ctrl  (Mac の場合は⌘ ) キーを押しなが

らの場合は左右に動きます。Alt  (Mac の場合はOption ) キーを押しながらの場合は拡大/縮小されます。スクロールバーを右クリックす

ると、クイックナビゲーション メニューが表示されます。

スライダーまたは   や   を使用し、イメージウィンドウ内のイメージを拡大/縮小できます。  をクリックするか、スライダーを右に動かすと、イ

メージは拡大されます。  をクリックするか、スライダーを左に動かすと、イメージは縮小されます。

さらに、拡大/縮小率の欄に値を入力してEnter  (Mac の場合はReturn ) キーを押しながら左クリックして行います。よく使用する倍率

の値はドロップダウン メニューにも用意されています。

画像の拡大/縮小は、ホットキーを使っても行えます。+ またはCtrl++  (Mac の場合は⌘ ++ ) で拡大、- またはCtrl+-  (Mac

の場合は⌘ +- ) で縮小します。

ナビゲーターの下にある設定パネルでは、模様、色、オーバーレイ  パラメーター、イメージ内の光源の位置、ツールのオプションなどの変更を
行います。

設定パネルの一番下にある[初期設定に戻す]ボタンは、すべてのパラメーターをデフォルト値にレストアします。

設定パネルの下には、カーソルをパラメーターやボタンに合わせた場合に ヒントが表示されます。ヒントの表示位置や表示/非表示の設定は、
プログラムの環境設定で行うことができます。
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イメージの表示モード

ツールバーの下部には、イメージ ウィンドウの表示に関する3種類のボタンがあります。

一番上のボタンは、元の画像と処理後の画像の表示方法に関するサブメニューが表示されます。

 ボタンは、標準的なイメージウィンドウで、[元のイメージ]タブと[処理中]タブを切り替えることができます。

と   は、縦もしくは横に分断されたイメージウィンドウになります。元のイメージと処理後のイメージが両方とも部分的

に表示されます。[元のイメージ]および[処理中]の2つのタブが1つのイメージウィンドウを構成します。

この配置によって、[元のイメージ]と[処理中]の縦横比を変えてスプリッターをドラッグすることができます。

と   も、縦もしくは横に分断されたイメージウィンドウになります。しかし、前述のものとは異なり、元のイメージと処理

後のイメージの同じ部分が表示されます。

注意:一度に同じ画面で元のイメージと処理結果を比較したい場合には、半分のウィンドウを選択します。処理後のイメージを全体と
してみたい場合には、最初に挙げた標準的なイメージウィンドウを選択します。
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 は分割ウィンドウで表示している場合において、元のイメージと処理後のイメージの位置を入れ替えます。

一番下のボタンは、イメージウィンドウの背景色を選択します  、  、    のいずれかをクリックすると、背景色が白、グ

レー、黒に変わります。   をクリックすると、[色の選択]ダイアログが表示され、背景色を任意の色に変更できます。
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プログラムの操作方法

AKVIS Decorator  を使うと、被写体表面の色や模様を違和感なく変更することができます。被写体の起伏や勾配も維持しつつ、色や
模様を変更できます。そのため、まったく違和感のない自然な仕上がりと新たな世界観が得られます。

AKVIS Decorator を使用して写真の被写体の色や模様を変更するには、以下の手順を実行します。

ステップ 1:イメージを開きます。

スタンドアロン版で作業する場合:

空のワークスペースをダブルクリックするか、コントロール パネルの    をクリックすると、[イメージを開く]ダイアログボックスが

表示されます。ワークスペースにイメージをドラッグすることもできます。A K V I S  D e c o r a t o r  のスタンドアロン版
は、JPEG、PNG、BMP、TIFF の各ファイル形式をサポートしています。

プラグイン版で作業する場合:

お使いのフォトエディターでイメージを開くには、 [ファイル] > [開く]コマンドを実行するか、ホットキーであるCtrl+O キー、

Mac OS の場合? +O キーを押しながらクリックします。

その後、フォトエディターの[フィルター (または効果)]メニューから AKVIS Decorator プラグインを呼び出します。

AliveColors の場合、[効果] > [AKVIS] > [Decorator]、
Adobe Photoshop の場合、[フィルター] > [AKVIS] > [Decorator]、
Corel Paint Shop Pro の場合、[効果] > [プラグイン] > [AKVIS] > [Decorator]、
Corel Photo-Paint の場合、[効果] > [AKVIS] > [Decorator]をそれぞれ選択します。

ステップ 2: テクスチャを変更するオブジェクトを選択します。選択は、正確に行ってください。

AKVIS Decorator で選択の作成や編集を行うときに使用できるツールは、 、 、 、 、 、  です。

各ツールのパラメーターは設定パネル、またはイメージウィンドウ内を右クリックした場合に表示されるポップアップメニューに表示されま
す。
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Decorator  プラグイン版を使用の場合は、フォトエディターの選択ツールもすべて利用できます。フォトエディターでの設定は、AKVIS
Decorator のプラグイン版にそのまま転送されます。

選択範囲を、.decor ファイルに保存するには、  を使用します。選択範囲を読み込む場合は、  を使用します。

ステップ 3: Decorator  では、選択された被写体への新しい模様の適用や色の変更ができます。設定パネルの[模様]  もしくは
[色] タブのパラメーターを設定してください。

ステップ 4:   ボタンをクリックして、選択された被写体への模様や色の適用を行います。結果は[処理後]タブに表示されます。

必要なら、パラメーターを引き続き調整し、選択範囲の編集や新規作成を行います。処理を再実行します。
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ステップ 5: 画像の仕上げとして、指先ツール  と履歴ブラシ  が利用できます (Home Deluxe/Business ライセンス

のみ、[処理後]タブよりアクセス可能)。

ステップ 6: 処理後のイメージを共有するには、   をクリックします。

スタンドアロン版で印刷を行う場合は、  をクリックします。

ステップ 7: 処理したイメージを保存します。

スタンドアロン版で作業する場合:
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  をクリックすると、[名前をつけて保存]ダイアログボックスが開きます。ファイル名を入力し、ファイルの種類

(TIFF、BMP、JPEG、PNG) を選択し、保存先フォルダーを選択します。

プラグイン版で作業する場合:

 をクリックして結果を適用します。

[ファイル]  >  [名前を付けて保存]コマンドを使用して[名前を付けて保存]ダイアログボックスを開き、ファイル名の入力、ファイ
ルの種類の選択、保存先フォルダーの指定を行います。
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AKVIS DECORATOR のツール

プログラム内のツールは、選択、後処理、追加ツールの3つにグループ分けされています。各ツールのパラメーターは設定パネル、またはイメージ
ウィンドウ内を右クリックした場合に表示されるポップアップメニューに表示されます。

ツールバー

ヒント:

 /  ボタンを使用して、 、 、 、 、 、 、 、  のツールを使用した操作のやり直し/取り消しが

できます。

選択ツール:

クイック選択 ツール   は、近接するピクセルの色を分析することにより、オブジェクトの選択を行います。このツールで描画した部分

の選択は、自動的にエッジや塗りつぶし領域を探して広がります。

サイズ: ブラシの太さ  (直径) を指定します。色の選択は、オブジェクトのエッジ部分や[トレランス]パラメーターの値を考慮し
て、近似色がすべて選択されます。

トレランス: 値が高いほど、選択範囲に多くの色が含まれることになります。0 に設定されている場合、選択ツールで描いた部
分のみに処理が適用されます。

クイック選択ツールの使用

 

標準選択ツールは、幾何学図形やフリーハンドの図形を使用した選択ができます。

長方形選択ツール  は、長方形や四角形の領域を選択する際に使用します。マウスの左ボタンを押しながら、ドラッグし

て選択を行います。
楕円形選択ツール  は、楕円形や円形の領域を選択する際に使用します。
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投げなわツール  は、フリーハンドで領域を選択できます。選択するオブジェクトの周りにラインを描画　(ドラッグ) します。

マウスから指を離すと輪郭が閉じ、最終地点が開始地点とつながります。
多角形選択ツール   は、フリーハンドで領域を選択することはできますが、輪郭は直線で構成されます。各頂点でクリッ

クすると、プログラムが自動的に  2つの頂点を結んで直線を描画してくれます。輪郭を閉じるには、開始点で再度クリックする
か、最終点でダブルクリックします。

羽根 (設定可能範囲は 0-250): 選択範囲の境界部分をぼかします。

アンチエイリアス:  チェックボックスを有効にすると、選択枠のエッジ部分のギザギザを滑らかにします。選択領域を  作
成する前に このオプションを有効にしてください。

[中央から]チェックボックス:  カーソルのある位置が中央になるように選択領域を作成できます。オプションが無効の場
合、カーソルのある位置が角になるよう選択領域を作成します。

スタイル: 選択領域のサイズの設定を行えます。

標準: カーソルのドラッグによって選択領域を指定します

固定サイズ: ピクセルで高さと幅を指定し、指定された大きさの選択領域が作成されます。

固定比率: 選択領域の高さと幅の比率が 固定されます。

長方形選択ツールを使用

 

選択を行う際に使用できるオプション:

選択モードにより、選択した範囲をどうするか、つまり結果が異なります。

新規 : 新しい選択範囲を生成すると、既存の選択範囲は削除されます。

追加 :  既存の選択範囲に新たに付け加えられます。モードを有効にするには、Ctrlキーを押しながら、角の

マーカーを動かします。
削除 : 指定範囲を既存の選択範囲から取り除きます。モードを有効にするには、Altキーを使用します。

共有部分 : 指定した範囲と既存の選択範囲が重なる部分のみが選択範囲として適用されます。

  をクリックして、選択領域をどうするかに応じて、選択の反転 (Ctrl+I キー)  または選択解除 (Ctrl+D

キー) を使用します。

 

 : 消しゴムツールを使って、選択範囲を修正 (編集) できます。

後処理用ツール:

指先ツール  (Home Deluxe/Business): 指先ツール は、不自然なペイントやテクスチャ (模様) 部分を手動で取り除くこ

とで、仕上がりをよくできます。
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ツールのパラメーター:

サイズ (設定可能範囲は 1-300): ツールのサイズ (直径) を指定します。

硬さ  (設定可能範囲は 0-100): ブラシエッジ  (背景との境界) 部分のぼかしの程度を指定します。値が高いほど境界線
は鮮明になります。

強度  (設定可能範囲は 1-100): ストロークで塗りつけるペンキの量を指定します。値が高いほど、色は長くこすり付けられ
て伸びた状態になります。

指先ツール適用前 指先ツールの使用

履歴ブラシ  (Home Deluxe/Business): このツールは領域の一部または全体を元の状態に戻します。

ツールのパラメーター:

サイズ (設定可能範囲は 1-1000): ブラシ幅の直径をピクセルで指定します。

硬さ  (設定可能範囲は 0-100): ツールのエッジ部分の鮮明度を調整します。値が低いほど、ツールのエッジ部分はぼかし
がかかったものになります。値が 100% の場合、ブラシのエッジと背景の境界がくっきり分かれますが、もっと低い値の場合は境
界部分の色の移行がよりスムーズになり、ぼかしが強くなります。

強度 (設定可能範囲は 1-100): オリジナルの状態へのレストア度合いを指定します。低い値の場合は適用した効果とのブ
レンドが残りますが、100% に近い値の場合はオリジナルの状態に完全にレストアされます。
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履歴ブラシ使用前 履歴ブラシ使用後

追加ツール (両方のタブで利用可能、すべてのライセンス対応):

手のひらツール    は、画像を動かしてイメージウィンドウに表示されていない部分を表示できます。実際にツールを使用するには、

画像上でクリックしたままドラッグして表示画像を動かします。この操作に対するホットキーは、H キーです。

ツールバー上にあるツールのアイコン   をダブルクリックすると、イメージはウィンドウに合わせたサイズで表示されます。

ズーム ツール   を使って画像の拡大/縮小を行います。クリックすると、ズームイン  (拡大) します。クリックしながらAltキーも押

すと、ズームアウトします。この操作に対するホットキーは、Z キーです。

ツールのアイコン   をダブルクリックすると、イメージが 100% の倍率 (実際の大きさ) で表示されます。

切り取りツール   (スタンドアロン版のみ): イメージ内の不要な部分を切り取ることができるツールです。このツールは、イメージの

構成を変更したい場合、曲がった写真を修整したり、縦長の写真を横長にしたり、その逆を行ったりするのに便利なツールです。

注意: このツールは、元のイメージに適用されます!効果の適用前に使用してください。

切り取りは、フレームの枠や角をドラッグして行うことができます。

ツールをコントロールするには、設定パネルにある以下のボタンを使用します。

結果を適用して、フレーム外の部分を切り取るには、[OK]をクリックするか、Enterキーを押します。操作をキャンセルして終了するに

は、[キャンセル]をクリックするか、Escキーを使用します。ツールを有効にしたまま、元の状態に元すには、[リセット]ボタンを押しま

す。
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イメージの切り取り

切り取りオプションを調整します。

切り取り枠の大きさは、[比率]ドロップダウン リストから選択するか、ユーザー定義で比率を指定します。

[外部領域]チェックボックスがオフの場合、外側の部分の色と不透明度を変更できます。
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模様の変更

選択された被写体への新しい模様の適用ができます。設定パネルの[模様] タブのパラメーターを設定してください。

模様ライブラリ

AKVIS Decorator に内蔵されている模様ライブラリには、様々な種類の模様  (テクスチャ) があらかじめ用意されています。ライブラリを
開くには、テクスチャのサンプルが表示されているボックス内をダブルクリックします。これらの模様は、石材、生地、花などのカテゴリ別に分類され
ています。 模様を選択するには、カテゴリ ツリーでカテゴリを選択して、目的の模様をダブルクリックします。

ユーザー テクスチャ
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AKVIS Decorator では、自分で作成したオリジナルの模様 (ユーザー テクスチャ) を使用することもできます。

自分で作成した模様を AKVIS Decorator に読み込むには、ライブラリを開き、  をクリックしてダイアログから模様を選択します。

ユーザー作成のテクスチャ フォルダーを指定することもできます。ライブラリからユーザー テクスチャに切り替え、イメージが保存されているフォル
ダーを選択します。

模様を選択せずに設定パネルに戻る場合は、  をクリックします。

 

[模様]設定の調整:

角度  (設定可能範囲は -180から180):  このパラメーターは模様の回転角度を設定します。負の値は反時計回りに模様を回転
し、正の値は時計回りに回転します。

角度 = 0 角度 = -45 角度 = -90

サイズ  (設定可能範囲は 10-200%):  このパラメータでは、模様パターンのサイズを指定することができます。デフォルト値は
100% です。低い値を指定すると、模様パターンのサイズが小さくなり、高い値を指定すると、模様パターンのサイズが大きくなります。
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サイズ = 50 サイズ = 100 サイズ = 155

色付け: 選択した模様の色を変更することができます。色選択パレットをクリックするとスポイト  ツールが有効になり、ダブルクリックする
と[色選択]ダイアログボックスが表示されます。

スライダーを動かすことで、色混合の度合いを調整します。値が 0 の場合は、元の色が使用されます。

元の色 青色 バラ色

必要に応じて、以下のパラメーターを調整すると、模様の適用方法に反映されます。

明るさ (設定可能範囲は 10-200): このパラメーターを使用して、選択した領域を明るくまたは暗くすることができます。デフォルト値
は 100 に設定されています。値が高いほど、画像は明るくなります。

明るさ = 70 明るさ = 120

深さ  (設定可能範囲は 0-100):  このパラメーターでは、写真の光と影の量を調整することができます。0 を指定した場合、影、起
伏、勾配は無視され、平らな印象の写真が生成されます。高い値を指定するほど、光と影の領域がより明確になり、写真の深みが増
します。ただし、極端に高い値を指定すると、写真の一部が露出過度または露出不足になってしまう可能性があります。
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深さ = 5 深さ = 35

ワーピング (設定可能範囲は 0-100): このパラメーターでは、模様のワーピング レベルを指定することができます。0 を指定した場
合、模様はまったくワーピングされず、高い値を指定するほど、模様の変形度合いが上がります。

ワーピング = 10 ワーピング = 90

光源:  ボール上のマークを使用し、撮影時に考えられる光源を設定します。光源の位置は、テクスチャで覆った  (背景にテクスチャを
使用する) 場合に影響します。

[デフォルトに戻す] ボタンをクリックすると、デフォルトの設定に戻ります
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[色]タブ

模様は変更せずに、色のみを変更する場合は、設定パネルで[色]タブに切り替えて、目的の色を選択します。

色は、カラーパレット、色の選択ダイアログ  ボックスから選択することができます。カラーパレットから色を選択するには、パレットの任意のセル
をクリックするだけです。選択した色は、右側の四角形のボックスに表示されます。

色選択パレットをクリックするとスポイト ツール画有効になり、ダブルクリックすると色選択ダイアログボックスが表示されます。

[色]タブにはカスタム パレット  (空のセル)があり、お気に入りの色を保存することもできます。カスタム  パレットに色を保存するには、大きい
四角形のボックスからカスタム  パレットの任意のセルに色をドラッグします  (使用中のセルにも可能)。カラーパレットから色を選択するには、パ
レットの任意のセルをクリックするだけです。色を削除するには、削除する色のセルを右クリックします。

 

必要に応じて、以下のパラメーターを調整します。

明るさ (設定可能範囲は 10-200): このパラメーターを使用して、選択した領域を明るくまたは暗くすることができます。デフォルト値
は 100 に設定されています。値が高いほど、画像は明るくなります。
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明るさ = 60 明るさ = 140

深さ(設定可能範囲は 0-100):  このパラメーターでは、写真の光と影の量を調整することができます。0  を指定した場合、影、起
伏、勾配は無視され、平らな印象の写真が生成されます。高い値を指定するほど、光と影の領域がより明確になり、写真の深みが増
します。ただし、極端に高い値を指定すると、写真の一部が露出過度または露出不足になってしまう可能性があります。

深さ = 5 深さ = 40

設定パネルの一番下にある[初期設定に戻す]ボタンは、すべてのパラメーターをデフォルト値にレストアします。
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環境設定

[環境設定]ダイアログボックスを開くには、 をクリックします。

言語: ドロップダウンメニューからインターフェイスに使用する言語を選択し、変更します。
インターフェイスの拡大/縮小:  インターフェイス要素のサイズを選択します。自動に設定されている場合、ワークスペースは、自動的
に画面の解像度に合わせて拡大/縮小されます。
インターフェイス テーマ: インターフェイスのテーマを選択します。明るい, グレ または 暗いの 3種類のテーマがあります。
初期の比率:  新たな画像を開いた場合に、画像を表示する比率を指定します。このパラメーターでは、以下のいずれかを設定しま
す。

- [画面に合わせる]: イメージウィンドウに全体が表示されるように、拡大/縮小が調整されます。

- [100%] :  イメージが拡大/縮小されることはありません。ほとんどの場合、イメージ全体がイメージウィンドウに収まりきら
ないでしょう。

選択エリア: このパラメーターでは、選択エリアの表示方法を設定します。表示方法は次の2種類から選べます。

- 動く点線: 選択エリアは点線で囲まれます(点線はアリが歩いているように動いて見えます)。デフォルトでは、この設定が有
効に設定されています。

- 塗りつぶし: 選択エリアは指定の色で塗りつぶされます。

デフォルトの設定では色が赤に指定されていますが、変更できます。カラーパレットをダブルクリックし、[色の選択]ダイ
アログから色を選択してください。

[透過度]パラメーターでは、選択範囲のハイライトに使用する色の透過度を設定できます。

ヒント パネル: ヒントの表示方法に関する設定は以下の通りです。

- 設定ウィンドウの下
- イメージウィンドウの下
- 隠す

最近使ったファイル  (スタンドアロン版のみ): 最近使ったファイルの表示数を指定します。時間でソートされた使用ファイルの一覧は、

を右クリックすると表示されます。最大数: 設定可能な最大ファイル数は、30ファイルです。

[OS指定のダイアログボックスを使用]チェックボックス: システムの[開く]/[保存]ダイアログボックスを使用する場合に選択します。デ
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フォルトの設定では、AKVIS File Dialog が使用されます。
[コントロールパネルを常に表示]チェックボックス:  トップパネルの表示/非表示の切り替えができなくなります。つまり、このチェックボッ
クスが有効な場合、パネルは常に表示されます。パネルの固定を解除するには、このチェックボックスをオフにします。オフにすると、パネル
中央の三角をクリックしてパネルの表示/非表示を切り替えられます。三角にマウスオーバーすると、最小化パネルが表示されます。

[環境設定]ウィンドウでの変更内容を適用するには、[OK]をクリックします。

デフォルトの値に戻す場合は、[既定値]ボタンをクリックします。
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印刷

AKVIS Decorator のスタンドアロン版では、イメージを印刷することもできます。 

を押すと [印刷]オプションが表示されます。

AKVIS

設定パネルのパラメーターを調整します。

リストからプリンターを選択肢、希望の解像度と部数を指定します。

[印刷の向き]では、紙の方向を設定します。 縦 または横 から選択します。

[ページ設定] をクリックして表示されるダイアログボックスでは、用紙サイズ、印刷の向き、余白などの設定を行うことができます。

[余白のリセット] をクリックすると、ページのマージンをデフォルトの設定値に戻すことができます。

イメージの印刷サイズを変更するには、  [比率]、  [幅]、  [高さ]、  [ページに合わせる]等のパラメーターを調整します。これらは印
刷にのみ影響するものであり、イメージ自体には影響しません。印刷するイメージのサイズ変更を行うには、[比率]に値を直接入力す
るか、 [幅] と [高さ]に値を入力します。

イメージサイズを用紙に合わせる場合は、[ページに合わせる]チェックボックスをオンにします。

ページ上のイメージをマウスで動かしたり、矢印キーを使って揃えたりできます。

[枠] を有効にし、枠の幅や色を指定できます。

色パレットをクリックして、 [背景色] を変更できます。

[ページ] タブでは、1枚にイメージを複数印刷するための設定を行うことができます。
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ページの印刷

[割り付け]: 1ページに画像を何枚印刷するかを指定します。
[水平方向] と [垂直方向]: これらの数は、それぞれイメージの行と列の数を意味します。
[間隔]: イメージ同士の間隔を指定します。

[ポスター] タブでは、大きな画像を複数のページに分け、それぞれの結合部分とともに印刷することができます。

ポスター印刷

[ページ]:  チェックボックスがオンの場合、イメージを何枚に分けて印刷するかを指定できます。この設定に応じて、イメージの
拡大率が調整されます。チェックボックスがオフの場合、プログラムが実際のサイズに応じて、自動的に最適枚数を選択してくれ
ます。
[のりしろ]: チェックボックスがオンの場合、ページの結合部分ののりしろの幅を指定できます。のりしろはページの右側と下部に
追加されます。
[切り取り線]: チェックボックスがオンの場合、余白に切り取り線を表示させることができます。
[ページ番号の表示]: チェックボックスがオンの場合、行と列の番号が余白部分に表示されます。
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指定したパラメーターでイメージを印刷するには、[印刷]ボタンをクリックします。 
変更をキャンセルし、ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。
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茶瓶の色や模様を変更

同じ茶瓶でも、AKVIS Decorator で材質 (色と模様) を変更すると、印象ががらりと変わります。

元のイメージ 結果

ステップ 1: 茶瓶の写真を用意します。柄のない茶瓶を使用することをお勧めします。

ステップ 2: AKVIS Decorator と 互換性のあるフォト エディターで写真を開きます。
ステップ 3: 選択ツールを使用して、茶瓶の本体 (取っ手を除く) を選択します。輪郭を正確に描画できる選択ツールを使用すること
が重要です。

AKVIS Decorator で選択の作成や編集を行うことができます。

ステップ 4: AKVIS Decorator プラグインを呼び出して、模様ライブラリから目的の模様を選択します。チーズ柄の模様を選択
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してみました。

ステップ 5:   をクリックします。

数秒後、  [処理中] タブにチーズ柄の茶瓶が表示されます。アルプスの山小屋でチーズ フォンデュを食べながら、芳香な紅茶を飲ん
でいるような想像が浮かんできませんか。
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ステップ 6: 次は、上下左右に細い線の付いたダークグレイの紙の模様を選択してみましょう。  をクリックします。

ステップ 7: 茶瓶の元の色は明るいため、暗い色の模様を選択しても、明るい結果が生成されてしまいます。こちらを修正する場合、
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[明るさ] パラメーターの値を下げる必要があります。

適切な結果が得られるまでパラメーターを調整するたび、変更内容を適用するには、イメージ ウィンドウの[処理中] タブの   ボ

タンをクリックする必要があります。

ステップ 8: 新しい模様がより自然に見えるように、[深さ] パラメーターの値を上げます。このパラメーターの値を上げると、光と影の領
域がより明確になります (暗い領域はさらに暗く、明るい領域はさらに明るくなります)。

この写真はカメラのフラッシュで撮影されたものなので、被写体にまっすぐ光が当たっています。したがって、光源の位置を変更する必要
はありません。
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ステップ 9:    をクリックし、結果を適用します。簡素な柄と深みのある色から、日本の伝統的な茶道を思い浮かべる人も多いで

しょう。

写真をクリックして、茶道で使用されるような茶瓶を拡大表示

注意:  選択範囲が正確でなかった場合、または被写体の輪郭が曖昧で正確に選択できなかった場合は、AKVIS Decorator  の使用
後、小さいぼかしツールで輪郭を調整してください。たとえば[範囲] = 1.5 でぼかしツールを適用してください。
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動物の体の模様を変更

このチュートリアルの作成者はAlvaro Salazar Chacon です。このチュートリアルは、AliveColors で、AKVIS Decorator プラ
グイン版を使用しました。

自然界では控えめな (抑えた) 色合いが用いられることが多い一方、人間は大胆な実験を試みようとします。AKVIS Decorator は動物
の体の模様 (色) を変えることができ、別の動物の模様で覆ったり、遊び心からユニークな色合いを持たせたりできます。

 

ステップ 1: 動物の画像をグラフィック エディターで開きます。

元のイメージ

ステップ 2: 動物の体で模様を変える部分を選択します。[形を新規作成](自由形状)ツール  を使用すると、細かな部分の選

択ができ、不要部分までも選択してしまうというミスが減らせます。

範囲の選択

ステップ 3: 範囲の選択が終わったら、右クリックメニューから [ラスタライズしたレイヤー]、[アルファを選択範囲に含む] を選択し
ます。
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選択範囲の確定

ステップ 4: AKVIS Decorator プラグインを呼び出します。AliveColors では、[効果] > [AKVIS] > [Decorator]の
順で選択して呼び出します。

模様ライブラリには、カモフラージュさせるための様々な模様が用意されています。例えば、「うろこ」で像の体が覆うことができます。

ステップ 5:  ボタンをクリックすると、模様のマッピング処理が開始されます。
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模様のマッピング

ステップ 6: 処理結果に問題がなければ、  ボタンをクリックします。以下に、Decorator で様々な模様を適用した例を紹介し

ます。
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インテリア デザイン

AKVIS Decorator は、アパートの部屋に合うインテリアを選ぶときにも役立ちます。家具のカバー、カーペットや壁の色、家具の材質など、
さまざまなデザインパターンを試してみることができます。このプログラムでは、変更は写真にのみ適用され、デジタル画像よりも多くを必要としま
せん。

写真をクリックして、キッチンのさまざまなインテリアデザインを拡大表示

ステップ 1:  フォトエディターで画像を読み込みます (AliveColors)。この例では、キッチンの写真を使用しています。カウンターの正
面の模様をいろいろと変更してみます。

ステップ 2: カウンターのドアを選択します。
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ステップ 3: AKVIS Decorator のプラグインを呼び出します。[効果] > [AKVIS] > [Decorator]を選択して呼び出します。
ステップ 4: 模様ライブラリから模様を選択します。

ステップ 5:   ボタンをクリックして、新しいデザインのカウンターのドアをご覧ください。

ステップ 6:   をクリックし、結果を適用します。

ステップ 7: 元の写真をもう一度開き、AKVIS Decorator プラグインを呼び出します。別の模様を選択して、   ボタンをクリッ

クします。今度は少し暗めの模様を選択しています。
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ステップ 8:  カウンターの元の色は明るい色です。暗い色の模様を選択した場合、[明るさ]  パラメーターの値を下げる必要がありま
す。

ステップ 9: 模様を適用することでカウンターの彫刻が見にくくなった場合、[深さ] パラメーターの値を上げる必要があります。
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ステップ 10:   をクリックし、結果を適用します。

この作業を繰り返して、キッチンのさまざまなデザインを試してみてください。
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洋服の色と模様

ブラウスの色を変更したり、単色のワンピースを水玉模様にしたり、スーツの材質  (色や模様) を変えたり… どれも AKVIS Decoratorを
使えばできます。

元の写真 結果

ステップ 1: フォトエディターで画像を読み込みます。

注意:  このチュートリアルは  Decorator  プラグイン  を  AliveColors  で使用して作成しましたが、AKVIS
Decorator のスタンドアロン版を使用しても同じ結果を得ることができます。

女の子はおしゃれが好きで、色んな服を着てみたいと思うものです。新しいワンピースを試してみましょう。

ステップ 2: AKVIS Decorator プラグインを [効果] > [AKVIS] > [Decorator]を選択して呼び出します。
ステップ 3: 選択ツールを使用して、女の子のワンピースを選択します。
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ステップ 4:  まず、模様ライブラリから希望のテクスチャを選択します。模様ライブラリを開くには、模様が表示されているボックス内を
ダブルクリックしてください。[布地]グループを開き、1つ選びます。

ステップ 5:  をクリックし、選択した模様をデフォルトのパラメーター値で適用します。

数秒後に、処理結果が[処理中]タブに表示されます。
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パラメーターを変更することで、より自然な仕上がりにできます ([ワーピング] = 25)。

 を再度クリックします。

ステップ 6:   をクリックし、結果を適用します。プラグイン ウィンドウが終了し、新しい洋服を身に着けた少女の写真が表示されま

す。
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AKVISプログラム

 

AKVIS AirBrush — エアブラシを使ったぼかし処理を手軽に適用

(Windows | Mac)

AKVIS AirBrush  は、写真をスプレー塗料またはインキをスプレーする特殊なエアブラシツールで作られたように見える芸術作品に自動的
に変換します。ソフトウェアは、選択した写真から絵画への変換設定を使用して、画像からスタイリッシュでカラフルなエアブラシデザインを作成す
る芸術的なフィルタとして動作します。 詳細情報

 

AKVIS ArtSuite — 写真をオリジナルで華やかに飾ります!

(Windows | Mac)

AKVIS ArtSuite は、写真を飾るための印象的かつ多用途な効果を集めたものです。 写真をオリジナルで華やかに飾ります! 友人へ送る
ポストカードの作成、旅の思い出アルバムの作成、デスクトップ用の壁紙、または、アート感覚で楽しむためなど、さまざまな場合で必要になる
でしょう。 本ソフトウェアには、19 以上の基本的な効果が用意されており、効果版を無制限に作成することができます。 詳細情報
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AKVIS ArtWork — 写真から絵画を作成しましょう！

(Windows | Mac)

AKVIS ArtWorkは、様々なペイントテクニックを模倣できるよう設計されています。プログラムは、8 種類のペインティングスタイルを提供して
います: 油絵、技法、グアッシュ、コミック、ペン & インク、リノカット、パステル、点描。簡単にデジタル写真から名作を作り出すことができます。
詳細情報
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AKVIS Chameleon — フォトコラージュ作成

(Windows | Mac)

AKVIS Chameleon  は、挿入した被写体の自動調整、対象のイメージカラー範囲の調整、被写体の境界の円滑化などができる効果
的なツールです。  このツールはいくつかの目的に役立ちます: 写真に新しい被写体を挿入したいけれど、従来のツールよりもフレキシブルで簡
単なものがほしい（コラージュ作成）, いらない不具合を、イメージの近くのパーツと置き換えて隠したい（クローンツールと類似）。 詳細情報

 

AKVIS Charcoal — 簡単なステップで写真が木炭画になります！

(Windows | Mac)

AKVIS Charcoal  は、写真を木炭やチョークを使用して描いた絵のように変換することのできる芸術的なツールです。黒と白の著しい違い
を使用した材料の統合もできます。 色やオプションを使用することによって、素晴らしい芸術的な効果を作り上げることができます。 詳細情報

 

AKVIS Coloriage — 白黒写真を色付けする

(Windows | Mac)

AKVIS Coloriage で白黒写真に息吹を！

Coloriageを使用すると、白黒写真をカラー写真として蘇らせることができるだけでなく、カラー写真の色を変更して印象を刷新したりすることが
できます。 詳細情報
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AKVIS Decorator — 被写体の模様や色を変更

(Windows | Mac)

AKVIS Decorator は、被写体表面の色や模様を違和感なく変更することができるソフトウェアです。 このソフトウェアを使用すると、女性
のドレス、車体、家具など、写真の一部を選択して、新しい色や模様を適用することが可能です。 詳細情報

 

AKVIS Draw — 手書きの鉛筆画への変換

(Windows | Mac)

AKVIS Draw  は、デジタル画像から、手書きの鉛筆画やラインアートを作成します!  ソフトウェアは非常に使いやすく、ワンクリックで自然な
鉛筆画を作成します。 詳細情報

 

AKVIS Enhancer — 詳細を引き立てるツール
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(Windows | Mac)

AKVIS Enhancer  は、不鮮明になってしまった原因に関わらず、ディテールを高めることができるイメージ補正ソフトウェアです。 本プログラ
ムは、露出が均一ではない写真から露出不足、露出過度、中間調の各領域のディテールを検出します。 詳細情報

 

AKVIS Explosion — 素晴らしい粒子の爆発効果

(Windows | Mac)

AKVIS Explosion  は、写真に爆発効果を追加し、砂などの粒子を適用します。このソフトウェアを使用することで、人目をひくグラフィック
を数分で作成できます! 詳細情報

 

AKVIS Frames — フレームパック

(Windows | Mac)

AKVIS Frames は、AKVISフレームパックと共に機能する無料写真校正ソフトウェアです。

このプログラムを使えば、専用の写真フレームであなたの写真を簡単にデコレートすることができます！ 詳細情報
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AKVIS HDRFactory — 実際よりも明るい画像に!

(Windows | Mac)

AKVIS HDRFactory  では、単一イメージまたは同様のイメージを複数枚を使用して、HDRイメージを作成できます。このプログラムは画
像修正を行うために使用することもできます。 AKVIS HDRFactoryで写真に息吹、そしてより鮮やかな色合いを！ 詳細情報

 

AKVIS LightShop — 光と星の効果

(Windows | Mac)

AKVIS LightShop  を使って、無限の光のイメージ効果を作成してみましょう。荒れ模様の空にある光、町を横切るカラフルな虹、雫に映
る反射、暖炉の燻っている木の炎、夜空の中で輝く未知のサイン、太陽の揺らめく炎、遠方の惑星の光、花火  -  貴方の想像の限りに!  詳
細情報
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AKVIS Magnifier — きれいに画像解像度を上げることができます！

(Windows | Mac)

AKVIS Magnifier を使えば、効率的に画像解像度を上げることができます。 Magnifierは、先進の拡大アルゴリズムを用い、ポスターサ
イズ印刷にまで対応できるよう、デジタル画像を驚くほど美しく超高解像度に拡大します。 詳細情報

 

AKVIS MakeUp — 理想の肖像画を作成しましょう！

(Windows | Mac)

AKVIS MakeUp を使うと、写真に魅力が加わり、プロのような仕上がりが期待できます。

肌に見られるシミなどのレタッチを行い、輝きがあり、美しく、滑らかで、澄んだ肌を作り出します。 詳細情報
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AKVIS NatureArt — リアルな自然現象がデジタルアートで再現できる！

(Windows | Mac)

AKVIS NatureArt  は、壮大な自然現象をデジタル写真に再現するための素晴らしいツールです。自然の効果は、私たちが受ける印象
に与える影響が大きく、写真からくる印象を強調するために使用することもできます。 自然現象の効果を劇的に追加したり、天気を変えたりで
きます! 詳細情報

 

AKVIS Neon — グローエフェクト

(Windows | Mac)
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AKVIS Neon  は、ネオンのような発光インクを使用して描いたように見える写真に変換します。このツールを使用すると、驚くような輝くライン
エフェクトを作成できます。 まるで光を使って描く画家になったような気分が味わえます！ 詳細情報

 

AKVIS Noise Buster — デジタルノイズリダクション

(Windows | Mac)

AKVIS Noise Buster を使用すると、写真の印象を損なうことなく、デジタル写真上の輝度ノイズとカラー ノイズの両方を低減することが
でき、プロの写真家が撮影したような仕上がりが得られます。  デジタル  ノイズが生じる要因はいくつか考えられます。カメラ  マトリクスの加熱、
長時間露出撮影、スモール ピクセル サイズ (これが原因で、デジタル コンパクト カメラを使用した場合、デジタル SLR よりもノイズの多い写
真が生成されてしまう）、高 ISO 設定などがその要因です。 詳細情報

 

AKVIS OilPaint — 油絵効果

(Windows | Mac)

AKVIS OilPaint  は、写真を油絵に変換するソフトウェアです。プログラムの特長は、ブラシ  ストロークの芸術的な適用を行うユニークなア
ルゴリズムにより、可能な限り本物のブラシで描いたように見えるよう変換されるという点です。 詳細情報
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AKVIS Pastel — 写真をパステル画に変換

(Windows | Mac)

AKVIS Pastel  は写真をパステル画調に変換します。  このプログラムは、芸術的テクニックの一つでもあるパステルアートをデジタル画像で
作りだそうというものです。 詳細情報

 

AKVIS Points — 点描

(Windows | Mac)

プログラムを使用することで、イメージを点描画法を使用した芸術作品に変換できます。写真であっても、点描画法を使用した素晴らしい絵画
になります! 詳細情報
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AKVIS Refocus — ピンボケの修正とぼかし効果

(Windows | Mac)

AKVIS Refocus  は、ピンぼけしたイメージを鮮明にします。イメージ全体の処理を行うことはもちろん、背景に対して手前の被写体などが
目立つように指定部分のみピントの調整を行うこともできます。 本ソフトウェアには、[リフォーカス]、[逆ティルト効果]、[アイリスぼかし]、[移動
ぼかし]、[放射状ぼかし]の5つのモードがあります。 詳細情報

 

AKVIS Retoucher — 画像修復ソフトウェア

(Windows | Mac)

AKVIS Retoucher  は、傷やチリを効果的に除去できるソフトウェアです。 Retoucherでは、チリ、傷、破片、しみ、水腐れ、その他損
傷を受けた写真に見受けられる不具合を除去することができます。 Retoucherは、生産性を向上し、表面の不具合による作業を減らすこと
ができるのです。 詳細情報
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AKVIS Sketch — 写真から鉛筆画を作成しましょう！

(Windows | Mac)

AKVIS Sketch は、写真を鉛筆画や水彩画に自動的に変換するためのソフトウェアです。 Sketch を使うと、黒鉛や色鉛筆、木炭や水
彩の技法を真似て、実際に描いたようなカラーや白黒の絵を作成することができます。 詳細情報

 

AKVIS SmartMask — 選択範囲の作成を簡単にします

(Windows | Mac)

AKVIS SmartMask は楽しみながら使え、時間も節約できる効率的な選択範囲用ツールです。 今までにはない、シンプルな選択範囲
用ツールです! 選択範囲の指定にかかる時間が短縮される分、創作活動に時間を使うことができます。 詳細情報

 

AKVIS Watercolor — 水彩画

(Windows | Mac)

AKVIS Watercolor は、本物さながらの素晴らしい水彩画を生成できます。 詳細情報
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