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平成３０年０２月０２日 

リーダー 八田 崇史 

１月度活動報告 

平成３０年１月２７日（土）（第２３７回目）         

                                                 １３：３０～１６：３０ 

                                   参加者１４名 

◆１時間目 学習コーナ                

「写真の画像加工処理」  ２回講座の３回目    １：３０～２：３７  ６７分 

２回講座で１２月度に終了だったが、切り抜き貼り付けの合成画像処理の課題があったので、

補足として３回目を実施した。 

★切り抜き・貼る付けの合成画像を使う道具として、フリーソフト２つを使う。 

  ・くり抜き用に「PIXLR EDITOR」ピクセラ―エデッター。 

  ・貼り付け用に「Photo scape」フォトスケープ。 

       このフリーソフトのインストール方法は最後に記述しています。 

課題 「風景画に人物を貼り付け合成画像」を作成する。 

 くり抜き（切り取り）作業 

  操作手順      (ピクセラ エデッター) 

① デスクトップ上のPIXLR EDITORアイコンをWクリックして画面を開く。 

② 画面の中の「コンピュータから画像を開く」をクリックする。 

③ すると、画面左側にエクスプローラが表示される。 

※ 次の④での操作のエクスプローラで順にたどっていくよりも、操作が楽に出来る

ように事前の準備で、切り抜きたい画像・貼り付けしたい画像を「画像編集用画像」

フォルダでデスクトップに保存しておいた。 

今回は、デスクトップ上に保存の「画像編集用の画像」フォルダを使う。 

上記の ※ を理解してからデスクトップを選択すると、右側の画面にデスクトップ上の

アイコンが表示され、その中に「画像編集用画像」フォルダが有るので、Wクリックし

て開く。 

 

④ 開いた画像の中から切り抜きたい画像を選択して、 開く（O）▼ を押す。 

⑤ すると、Editor画面の中に画像が入っているので、右側のレイヤー画像背景の青色表示

の右端にある錠の上でWクリックすると、錠の絵が  に変り「レイヤ―のロック」が

解除される。 

⑥ 次に、左側２列に並んでいる左上から２つ目の「１列選択ツール（M）」をクリックして、

切り抜きたい人物の背景に置き適当にドラグして範囲枠を決めます。 

⑦ 次に、メニューバーの「編集」から「消去」を押します。 

  すると背景が白黒の格子状になり、背景が透明（透過）の状態になります。 

  背景を消すまで⑥と⑦の操作を行います。 

※「１列選択ツール（M）」は消去枠が四角なので、人物輪郭に沿って消去できる 

 

ツールを使おう。 

 １．左側に表示されている２列の右の上から２番目の「投げ輪」のツールをクリック

する。 

 ２．人物の最下店を始点にして、人物像境目を上方に向かってなぞっていく。頭の上

を行き過ぎたところで、人物から離れて消したい背景を線で囲み、最初の始点で
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接続して輪で結ぶ。 

 ３．メニューの「編集」から「消去」を押すと、輪の中の背景が消える。 

背景をほとんど消すと次はこの画像の保存です。 

⑧ メニュー「フアィル」から保存を押すと、保存画面が表示されるので、名前を入力して OK 

を押す。 

⑨ すると、「名前をつけて保存」の画面が表示されて、保存場所を指定し名前をつけて拡張

子はPNG形式を選択して 保存 を押す。 

 

次は保存画像を出して、貼り付け作業で合成写真の完成です。 

この作業は貼り付け用のフリーソフト「Photo scape」フォトスケープを使います。 

 

⑩ Photo Scapeを開いて「画像編集」をクリックする。 

⑪ 画面左側のエクスプローラから、貼り付けたい風景画の画像を表示させておく。 

⑫ 左側の表示させた画像の中から、貼り付けたい風景画をWクリックすると、右側の枠内

に画像が入る。 

⑬ オブジェクト タブを押して、 写真のリボンをクリックして、Photoを押す。 

⑭ すると、画像表示画面が出てくるので、この中から⑨で保存しておいた画像を選択して、 

開く（O）▼ を押す。 

⑮ すると、風景画の中に人物像が入る。同時に設定用の窓が出ているが、設定不要なので

を押して閉じる。 

⑯ 風景画に入っている人物像の輪郭線を操作して、大きさを任意にし、貼り付け位置をドラ

グして決めたら、輪郭線外でクリックすると枠線が消える。 

⑰ 右側の 保存 を押すと 保存画面 が出る。 

⑱ 名前をつけて保存 を押すと、名前をつけて保存の画面が出るので、 

保存場所・フアィル名・フアイルの種類JPEGを選択して 保存（S） を押す。 

⑲ 最後に保存が出来ているかの確認をする。 

保存場所にある画像をクリックすると、風景画像に人物を貼り付けた合成写真が表示さ

れた事で確認が出来る。 

 

  ■切り抜き用に使うフリーソフト「Pixlr Editor」を出す方法。 

   １．ヤフー等の画面に「pixlr editor」と入力しエンターを押す。 

   ２・検索画面が表示されその中の、「Online photo Editor Pixlr Editor」をクリック。 

   ３．「pixlr Editor」のアイコンがデスクトップの画面にでる。 

 

      このアイコンをEWクリックすればすぐに操作が出来る。 

     （その他のフリーソフトの様に、ダウンロード・インストールの必要が無く。画面にア

イコンが出れば、すぐに使えるのが特徴のソフトです。） 

     使い方を知りたい時は、ヤフー画面の検索窓に pixlr と入力すると、ドロップメニュ

ーにpixrの使い方 が表示されるので、これを選択して表示させる。 

 

   操作感想 

    ピクセラーエデッター（切り抜き用ソフト）を使うと、切り抜き貼り付けの写真が、１人

でなく２～４人で写っていた場合、くり抜きたい人物の背景が単一色でない場合等では、⑤

⑥⑦のレイヤー解除して編集消去の操作が、かなり手こずり上手くいかないことが多い。 
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   注 ピクセラ エデッターでくり抜きが難しい場合は、ワードを使って切り抜きする方が簡

単です。  

月例会後自宅での復習時に、ピクセラでうまく合成写真を作ることが出来なかったので、別

の方法を模索して３日程かかったが無事にうまく出来たので、この報告に載せる事にした。

（原因は切り抜き写真が多人数なのと、背景が単一色でないためです。） 

 

★Word2010でくり抜き（切り取り）して、Photo Scapeで合成写真を作る。 

   注 Eindows7 の Word2010 文書を開くと、文面のトップタイトルに 文書１[互換モード]  

と表示されている場合が多い。 

[互換モード]になっていると、メニューに「背景の削除」ボタンが表示されないので操

作が出来ない。 最初にこれを解除して「背景の削除」ボタンを出そう。 

  [互換モード]を解除する方法 （これがうまく出来るポイントです。） 

１． ワード文面が出たらカーソル点滅のままで、 F12 キーを押す。 

２． 「名前をつけて保存」の画面が出るので、 

フアィル名  文書Ⅰ．docx      水色が付いている。 このままにしておく。 

フアィルの種類  Word97-2003文書(.doc)            ▼  になっていたら、 

▼を押して  Word文書(.docx) を選択して、 保存 を押す。 

   ３．確認する   

文書面のトップタイトル「互換モード」が、 文書１.docx になっている。 

 

  ワードでの切り抜き作業 

① ワード文面の左上の「フアィル」をクリックし「開く」を押す。 

② フアィルを開く画面になるので、目的の画像を選択して 開く▼ を押すと、ワードの

中に画像が入っている。 

      （前もってデスクトップに画像フアイルを出しておいて、ワード jへのドラグ＆ ド

ロップでも同じです。） 

 

③ 人物の上でクリックすると輪郭線が出るので、画像を小さくして枠線外でクリックする

と、李mン核酸が消える。 

④ 画像をクリックすると、上部のメニューに色つきの 図ツール 書式 ▼ が出る。 

⑤ 図 ツールをクリックすると、各種の操作リボンが表示される。 

⑥  背景の削除 をクリックすると、５つの操作ボタンが表示されて、同時に画像が色付

き画像になっている。 

⑦  保持領域としてマーク をクリックで色付き有効にして、人物像の始点から最終点ま

でドラグして離すと、点線表示になりその部分が鮮明になる。 

 保持領域したいところは全部をドラグして鮮明にする。 

（保持する領域としてマーク が色付きになっていたら、有効で何回も 

ドラグが出来ます。） 

人物像全体をドラグで鮮明にしたら 

 

⑧ 次に 削除する領域としてマーク をクリックすると、色が付き有効になる。 

⑨ 削除したい部分すべてを、始点から終点までドラグして離すと、紫色表示になり削除対

象となる。削除したい部分全てをしたら 

⑩ 画像の輪郭枠の外でクリックする。 すると人物画像だけが表示される。 
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     修正部分があるのなら、人物画像の上でクリックすると 背景の削除 リボンが出るの

で、これを押すと 保持領域として や 削除する領域 等をクリックして再修正をす

る。 点線色付きにして枠線の外でクリックすると修正部が鮮明になる。 

⑪ 画像の上で右クリックして、「図として保存（S）」をクリックする。 

⑫ すると「名前をつけて保存」の画面が出るので、    保存場所指定・フアィル名を

入力し、・フアィルの種類 PNG形式 として 保存（S） を押す。 

（拝啓削除して保存の拡張子をJPEG形式を使うと、削除部分が残って出てくる。PNG

形式を使うときれいに削除されての人物像が出る。） 

 次は貼り付けたい風景写真に⑫で保存した写真の貼り付け合成写真作成です。 

この作業は貼り付け用のフリーソフト「Photo scape」フォトスケープを使います。 

 

⑬ Photo Scapeを開いて「画像編集」をクリックする。 

⑭ 画面左側のエクスプローラから、貼り付けたい風景画の画像を表示させておく。 

⑮ 左側の表示させた画像の中から、貼り付けたい風景画をWクリックすると、右側の枠

内に画像が入る。 

⑯ オブジェクト タブを押して、 写真のリボンをクリックして、Photoを押す。 

⑰ すると、画像表示画面が出てくるので、この中から⑨で保存しておいた画像を選択して、 

開く（O）▼ を押す。 

⑱ すると、風景画の中に人物像だけが入る。同時に設定用の窓が出ているが、設定不要な

ので  を押して閉じる。 

⑲ 風景画に入っている人物像の輪郭線を操作して、大きさを任意にし、貼り付け位置 

 

をドラグして決めたら、輪郭線外でクリックすると枠線が消える 

⑳ 右側の 保存 を押すと 保存画面 が出る。 

㉑ 名前をつけて保存 を押すと、名前をつけて保存の画面が出るので、 

保存場所・フアィル名・フアイルの種類JPEGを選択して 保存（S）を押す。 

㉒ 最後に保存が出来ているかの確認をする。 

保存場所にある画像をクリックすると、風景画像に人物を貼り付けた合成写真が表示さ

れた事で確認が出来る。 

以上で合成写真が完成しました。 

 

◆２時間目 パソコン全般               ２：３７～３：３４  ５７分 

１．Windous10 Fall Creators Updateについて   （資料１枚配布） 

  Windows10は１７年に５月に1703として、１０月に1709で２回大型アップデートが実 

施された。 

 

   パソコンのバージョン確認方法 

      スタートボタン右クリック→設定→システムをWクリック→画面左下方にある「バ

ージョン情報」を選択→「Windowsの仕様」に表示されている。 

     エディション Windows10 Home   バージョン1709  OSビルド16299 .192  

         各自が持ち込んでいるWindows10機のバージョンを確認した。 

  1709の大型Updateで機能強化 

  ・One drive       フアィルをサーバーにおいて、ローカルにはアイコンだけを表示す

る「Files On-Demand（要求した時だけ）」機能を強化。（タブレッ
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ト向け） 

  ・Windows Defender  win7のエッセンシャルの代わりで、指定したフォルダ内のフアィル

(ドキュメントとピクチャ)を勝手に改変されないようにする「フォル

ダーコントロール」機能等の追加。 

・Edge                 PDFフアィルへの手書き入力等、ビューワ機能を強化。 

  ・My People  利用の多い連絡先を素早く表示する「My People(人形の)」アイコン機能を強

化。 

  ・設定     スマホとの連携機能等を設定する「電話」項目を追加。Windows Updateや

ストレージセンサー等の機能強化。（空き容量が少なくなると自動的に削除

して、空き容量を確保する。） 

  ・フォト    「フォト」アプリに、複数の写真を組み合わせて、自動的にストーリのある

ビデオを作成する「story Remix」機能を搭載。 

  ・MR関連   MR（複合現実）技術のサポートで対応するヘッドマウントディスプレイが

利用可能に（グーグルにスマホを差し込むと見える。） 

  ・その他    ゲームモードの強化。一部メニューの変更。パスワードリセット等。 

  ・日本語入力の強化 

 

          変換候補の単語でWeb検索が可能。 

          英単語のスペル修正が可能。 

          新しい日本語フォント（UDデジタル教科書体）を追加。 

 

◆３時間目 コンピュータ基礎講座  １３回講座    ３：３４～３：５０ １６分間 

先月出来なかったので、今月は２回分を行い読み合わせをした。 

  ４回目「WindowsのDSP版って何？」 

     パソコンを動かすプログラムで、マイクロソフトのWindows7の場合、通常版・OEM

版・DSP版の３種類がある。 

     通常版  通常パソコン店頭でパッケージ品販売している。価格高い。 

     OEM版  製造メーカがパソコン本体にプレインストールして販売している。 

     DSP版  パソコンパーツ店販売で、自作パソコン者向けに販売。価格安い。 

   DSP版を購入すると、マイクロソフトのサポートは受けられない。あくまでもサポー 

トは、パーツ購入店からパーツとしての購入なので購入店サポートになる。 

 

  ５回目「Windows7以前のアプリは、全部Windows8.1でも動くの！」 

     筆者が所有しているWindows7機を、Win8.1に移行した時に問題なく動くかのチエッ

クした結果を記したもの。 

     チエックは、Windows互換センターの「アップグレードアシスタント」ツールがあり、

これにアクセスすると操作手順に沿ってアップグレードアシスタントをダウンロード

する。 

     このアシスタントの互換性チエックに８分かかり、互換性出来るアプリ６３個で要確認

７項目と出た。要確認項目を調べるとほとんど使わない項目なので互換性なしでもOK

と判断しWindows7を8.1にUpしても問題なく使えることが判った。 

 

◆４時間目 パソコン全般                ３：５０～４：３５ ４５分 

   １．Windows10が操作不能になり、使えるようになるまでの顛末報告 
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    2017年７月にWindows8.1をWindows10に無償期間でのUpdateをして、６か月問題

発生無く使用していた。 

    １月１２日に使おうとパソコンを起動すると、 

１．タスクトレーに言語バーが消えている。  

２．Windows10のタイル画面にならない。 

３．左下の「Windowsのスタート」ボタンも何も反応がない。 

    状況から判断すると、Windows10が動かなくなったらしいので、全くのお手上げ状態に

なり頭が真っ白になる。 

         ここからのアクションと元通り使えるようになるまでの経過を説明した。 

３． 厚生省発表の「６５才以上からゆとりのある生活費は？」を紹介した。 

 厚生年金月平均受給額―月間必要生活費＝不足額 

 

  月不足額×生存期間＝必要資金 

 不足額を補うためにいくらの元資金と運用先を説明紹介した。 

                            ―以上― 


