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ユーザーマニュアル v12.0

ProCamera

Please Note!
We are currently updating this manual for the 
new ProCamera v13. Besides the redesigned 
interface icons and the new blue highlight color, the 
explanations are still valid. The latest features of 
v13 are not yet included.

https://itunes.apple.com/us/app/procamera/id694647259?pt=949580&ct=wshm&mt8&uo=4&at=11laV7
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キャプチャ画面

この章では、ProCameraの
キャプチャ画面における

主な撮影機能をご紹介します。

トップへ戻る



前面/背面カメラフラッシュ/トーチ 露出補正ダイヤルの表示

ライトボックス/
カメラロール
プライベート・ライトボックス

メイン
シャッター

モード
スイッチ

補助 
シャッター

コントロー
ルパネル

デジタル ズーム

露出

フォーカス



写真を撮影するにはメインシャッターを押し
ます。画面が黒く光り、写真が撮影されたこと
をお知らせします。シャッターのタッチエリア
はアイコンよりも大きく、シャッターが押され
た時に白い円で表示されます。

補助シャッターは、コントロールパネルでの設
定に応じて、手ブレ防止またはセルフタイマー
としてご利用いただけます。

写真・ビデオ・HDR・自撮り・高感度・高感度+
・コードスキャナといった各種カメラの切り替
えは、カメラスイッチで行うことができます。

コントロールパネルからは、ワンタップで各種
の高度な撮影コントロールにアクセスするこ
とが可能です。

サムネイルを使用すれば、iOSのカメラロール
のほか、ProCamera付属のライトボックスま
たはプライベート・ライトボックスにワンタッ
プでアクセスすることができます。サムネイル
上で3D Touchを行えば、最新の写真または
ビデオをプレビューすることもできます。画面
をさらに押し込めば、その写真またはビデオ
が開きます (iPhone 6s以降)。

フラッシュボタンを押すことで、自動・オン・オ
フの設定を切り替えることができます。トーチ
をオンまたはオフにするには、フラッシュボタ
ンを長押ししてください。
トーチアイコンをシングルタップすれば、
トーチをオフにできます。長押しすると、
トーチの強度調節および露出・ISO表示を
切り替えることができます。
HDRおよび高感度+カメラモードでは、フラッ
シュを利用できません。



+0.8 EV

前面・背面カメラスイッチは、前面カメラを搭載
したデバイスでご利用可能です。
前面・背面カメラスイッチを長押しすることで、ビ
ューファインダー内のプレビュー画像を左右反
転させることができます。

鏡像オプション を利用すると、ビューファインダ
ー内の画像および撮影後の画像を縦方向または
横方向へ反転させたり、180度回転させたりする
ことができます。このオプションは、[設定]＞[そ
の他]から有効にすることができます。Beastgrip
のDOFアダプターシステムなど、一部のアドオン
レンズを使用するには、このオプションを有効に
する必要があります。鏡像オプションが有効にな
っている場合、撮影画面の前面・背面カメラ切り
替えアイコンにFの文字が表示されます。前面・
背面カメラ切り替えアイコンをタップして関連す
るパネルを開きます。Fボタンをタップすると、使
用可能な鏡像オプションを切り替えることがで
き、Fの文字がその都度変化します。

EVアイコンをシングルタップすると、露出
補正スライダーが開き、露出値が表示され
ます。もう一度タップすれば、設定した露出
値を保ったままスライダーを閉じることが
できます。露出補正スライダーをダブルタップ
すれば、スライダーが閉じるとともに設定値もリ
セットされます。

通常

横方向

縦方向

180°



ズーム倍率は撮影画面に表示されます。「1x」
の場合、ズーム機能は有効になっていませ
ん。iPhone 7 Plusの望遠レンズでの撮影時に
は、「ズームなし」の開始倍率が「2x」になります。

6倍フル解像度ズームのコントロール方法は2通
りあります:

1. ズーム倍率を調整するには、半透明のズーム
スライダーを指でスライドさせてください。撮影
時に集中できるよう、倍率が１倍の時はスライダ
ーが背景に同化します。

2. (2本指による) ピンチジェスチャーを使用し、
ズームイン・ズームアウトします (ズームスライダ
ーが表示されます)。

ズーム倍率を一度タップすると、開始倍率 (ズー
ムなし) に素早く戻すことができます。

この機能はProCamera設定の写真ズームオプ
ションでオン・オフを切り替えることができます。



カメラモードの並べ替えはメニューの
右端にあります。左方向にスワイプして

表示させてください。

LOWLIGHTLOWLIGHT+

LOWLIGHT

HDR

LOWLIGHT+

各種カメラモードの切り替えを行うには、カメラモードセレ
クターを使用します。セレクターはカスタマイズすることも可
能です。 カメラモードを切り替えるには、左または右方向に
スワイプし使用したいモードをタップします。

カメラモードの並べ替えを行
うには、モードを指先で押した
ままお好みの位置に移動させ
ます。あまり使うことのないモ
ードは非表示にすることも可
能です。

「Today」ウィジェットには、
最初の5つのカメラモードのみ
が表示されます。カメラモード
を並べ替えた場合は、その変
更が「Today」ウィジェットに
も反映されます。

ProCameraウィジェット同様、
カメラモードセレクタ内のカメ
ラモードの順序がホーム画面の
クイックアクションリストに表示されるモードに影響します。
Appアイコン上で3Dタッチを使用することにより、使用した
いカメラモードでProCameraを起ち上げることも可能です 
(iPhone 6s以降の機種で利用可能)。このクイックアクションリ
ストには、カメラモードセレクタにある最初の4つのモードが表
示されます。

カメラモードの並べ替え

ビデオ

ポートレート

写真

スキャン

ビデオポートレート 写真 スキャン自撮り

自撮り

HDR
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フォーカスと露出

この章では、ビューファインダーにおける
フォーカスと露出の個別設定や、
露出調節、ISOおよび色温度のほか、
より良い写真の撮影方法についてもご紹介
します。

トップへ戻る



-2 0 2 31-1

+0.8 EV ISO 1001/200 s

4501 KWB -14 T

プレビュー画像をタップするか、(四角や円の)
コントロールツールを動かすことでフォーカスや露出を
ビューファインダー内で直接設定することができます。
また、新たに導入された露出スライダーを使用して
画像の明度を調整したり、ISOやシャッタースピード値を
手動で設定することも可能です。

シャッタースピード 露出値 ISO感度

露出ポイント

フォーカスポイント

色温度や色合いを
調節するコントロー
ルツール

露出補正スライダー
露出補正

露出

フォーカス



設定

フォーカスと露出 オプションでは、フォーカス
および露出各ツールの設定を使いやすいように
カスタマイズすることができます。

[設定] ＞ [一般オプション: フォーカスと露出]から設
定できます。

露出のコントロール方法をダイヤルに限定
したい場合は、露出コントロール (黄色の円)
をオフにしましょう。露出は自動的に計測されますが、
露出補正スライダーでもコントロールが可能になりま
す。また、ISOやシャッタースピードを調整して、
手動で露出を設定することも可能です。
ProCameraの一般設定より、HDRモードにおける露
出の円を個別に有効または無効にすることができま
す。

露出を表す円と、フォーカスを表す
四角の優先順位を設定できます。
フォーカスを先に設定し露出を後で
調整するには、露出優先をオフ
(標準的な設定) にします。



フォーカスと露出の同時調整
キャプチャ画面上の任意の場所をシングル
タップすると、フォーカス・露出ポイントが
重なって表示されます。 このモードは撮影
時の迅速かつ簡単な調整に最適です。

フォーカスと露出の個別調整
 指でドラッグすると重なったポイントを切
り離すことができます。 ビューファインダー
内で露出の円を移動させると、その箇所の
露出が計測され、最適な値に調整されます。
また、フォーカスを 表す四角は、焦点を当て
たい箇所に置くようにします。 また、画面上
の任意の場所 (円や四角のコントロールツ
ール以外) を長押しすることで、ポイントを
画面中央にリセットすることができます。

ロックおよび解除方法
 フォーカスを示す四角または露出を表す円
を長押しすると、ポイントがロック (小さな
ロックマークが表示されます)または解除さ
れます。
これにより、露出やフォーカスの設定を変え
ることなく、 ビューファインダー内の被写体
を変更・調整することができます。 ロックさ
れたフォーカスまたは露出コントロールツ
ールを動かすと、 新たな地点の値が自動的
に計測・保存されます。 コントロールツール
は、調整が完了すると再びロックされます。



連続自動フォーカスの使用

自動フォーカスの使用中は、カメラが自動的かつ連続的に
青い十字線内のエリアにフォーカスを合わせます。フォー
カスの調整中は十時線がわずかに点滅します。

フォーカスロックの使用

フォーカス調整の完了後は、フォーカスをロックすること
が可能です。フォーカスがロックされると南京錠のマーク
が表示され、わずかなバイブレーションと共に青い十時線
が線のつながった正方形へと変化します。この視覚および
触角のフィードバックは薄暗い場所や逆光での撮影、コン
トラストの低いシーンなどで特に役立ちます。

フォーカス調整中のフォ
ーカス表示

調整が完了しフォ
ーカスロックがか
かっている状態



Go to: Settings > General Options: 
Focus and Exposure.

このオプションをオンにすると手動フォーカス
が
使用できるようになります。この機能は常に有
効にすることもできますが、フォーカスの十字線
を長押しすることで有効にすることも可能です。
オンにすると、ビューファインダー内に
フォーカスレンズの位置を表示することができ
ます。

1/2s

フォーカスと露出 オプションでは、フォーカス
および露出各ツールの設定を使いやすいように
カスタマイズすることができます。設定

手動フォーカスがオンになっている際に、フォーカスの
十字線を長押しすると、自動フォーカスと手動フォーカスを
切り替えることができます。 手動フォーカスを「常に有効」に
した場合は、いつでもフォーカスコントロールを行うことがで
きます。 手動フォーカスはビデオモードにおいても使用可能
ですので、撮影中にフォーカスを徐々に移動させることで焦点
面を変えることができます。

手動フォーカス



フォーカスがロックされた状態では、ビューファインダー内で指
を上下にスライドさせることでフォーカスを手動で設定すること
ができます。そして、そのまま指を離さずに
左右にスライドさせれば、フォーカスの微調整も可能です。この
順序でのみ微調整を行うことができます。

1) おおまかなフォーカス 指を上方向へスライド：
無限大へのフォーカス
指を下方向へスライド：
近距離の被写体へフォーカス (マクロ)

2) フォーカスの微調整スクリーンに指を置いたまま(指を上げ
ずに) 横方向 (左右)へスライドします。意外と簡単ですので、挑
戦してみましょう。

ターゲットフォーカス設定

フォーカス拡大鏡がフォーカスの微調整に
役立ちます

現在のレンズ位置

1.

2.



3
コントロールパネル

この章では、ProCameraのコントロールパ
ネルにある 各種コントロールや機能をご紹
介します。

写
真
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トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


ヒント

コントロールパネルからは各種の高度な撮影コントロー
ルにワンタップでアクセスすることができます。

すべての機能をタップしてみて、
キャプチャ画面にどんな変化が
起こるか確かめてみましょう 
(例：グリッド線や縦横比)。

傾斜計

縦横比ヒストグラム

グリッド

セルフタイマー スタンダード表示

ホワイトバランスISO＆シャッター 

手ブレ防止

F/Eロック高速連写

設定 Wide Dual Tele

ファイル形式

レンズの選択 (広角・デュアル・望遠) は背
面デュアルカメラ搭載機種でのみご利用
いただけます。



高速連写

F/Eロック

グリッド

傾斜計

ヒストグラム

高速連写モードでは、フル解像度の写真を瞬
時に連続して撮影することができます。

F/Eロックを使用すると、フォーカスおよび
露出ポイントから指を離した瞬間に自動でロ
ックされるようになります (わずかに光りま
す)。ロックされれば、露出レベルやフォーカス
距離を変えることなく、シーンの構図を変更
することができます。 

写真の構図を決める上で役立つ3種類のグリ
ッドビュー（スモールグリッド、三分割法グリ
ッド、黄金比）を切り替えます。

撮影時に写真の傾きを調整するのに役立つ、
バーチャル水平3D傾斜計を表示します。

ライブヒストグラム をオンにすると、全体の
ライトレベルを示すバーまたは四角が表示
されます。赤いバーや四角は露出過多 (右) 
や露出不足 (左) を意味します。バーが高け
れば高いほど、また、四角の赤色が濃ければ
濃いほど、露出過多または露出不足と言えま
す。



ホワイトバランス

色補正用
WBロック

ホワイトバランス (WB) がオンになって
いる場合、キャプチャ画面にアイコンが
表示されます。アイコンをタップすると、
色温度 (ケルビンで表示) と色合いの
の2つがメニューとして表示されます。
いずれかをタップすると、対応した
スライダーがビューファインダーの下部に
表示されます。
WBアイコンをタップして自動ホワイト
バランスを有効にするまで、設定は保存
されます。これにより、同じ色温度や
色合いで複数の写真を撮影することが
可能になるほか、オレンジが強く出てしまう
サンセットの撮影時に青みをもたせる
ことで色味を調整することもできます。

WBロックアイコンを長押しすると、
色補正を開始することができます。
反射率が18%から25%の規格品グレーカードを
カメラの前にセットし、ビューファインダーの
半分以上がカバーされるようにします。
この際、グレーカードに影が入り込まないように
します。そして、WBロックを長押しすると
色補正が行われます。
色補正はホワイトバランスが正常に機能して
いないと思われる時に行ってください。
中間色に囲まれた被写体の場合 (例：広告
などに使われる白い背景の写真) で
このような現象が起こることがあります。
そういった状況下では、AWBが不正確な
明度を示す場合があります。グレーカードが
手元にない場合は、道路のアスファルトを
使用すると良いでしょう。

WB



ISOおよびシャッタースピード 測定値は、
ビューファインダーの上部に表示されます。
いずれかをタップすると、手動コントロールを
可能にするスライダーがビューファインダーの
下部に表示されます。お好みの値までスライド
または直接タップすることで設定できます。
手動モードでは、ISOおよびシャッター
スピードを完全にコントロールすることが
できます。一度設定すると、カメラは自動的に
値を調整しなくなります。

半自動モードは、シャッター時間とISO値の
相互作用によるコントロール性およびスピー
ドを実現します。状況や芸術的必要性に応じ
て、2つの設定 (シャッター時間およびISO) 
のうち一つに任意の値を設定することによ
り、ProCameraが残りの設定を自動で行いま
す。これにより、可能な限りベストな露出での
撮影が可能になります。
 
スタンダード (4:3)・35mmフィルム (3:2)・ワ
イドスクリーン (16:9)・スクエア (1:1)・レタ
ーボックス (3:1)・ 4x5インチ 黄金比の7つの
縦横比を切り替えます。長押しするとすべての
モードを表示します。 

3つのオンスクリーン表示モード (スタンダー
ド・ミディアム・ライト) を切り替えることによ
りキャプチャ画面上の重要でない表示項目を
隠すことができます。(ミディアム表示は、これ
まで全画面モードと呼ばれていました) モード
に関係なく、フォーカスおよび露出点は表示さ
れたままになります。スタンダードモードでは、
すべての表示項目のコントロールが可能であ
るのに対し、ライトモードでは、より簡素化さ
れた環境での写真撮影を行うことができます。
この3つすべてのモードは、各種縦横比と合わ
せてお使いいただけます。

縦横比

ISO＆シャッター
全手動

ISO＆シャッター
単一値

スタンダード

表示:

ミディアム

ライト



手ブレ防止を選択すると、この機能が補助
シャッターボタン (メインシャッターの右
側) に適用されます。手ブレ防止を使用する
と、iPhoneのブレが止まってからシャッター
が切られるため、よりクリアでシャープな写
真を撮影することが可能になります。メイン
シャッターの上には検出した動きを表示す
る小さなアイコンが現れます。 ProCamera
の手ブレ防止機能が有効になっている場合
は、iPhone 5s以降のiOSに搭載されている
自動画像安定化 (AIS) 機能は無効になり
ます。

コントロールパネルでセルフタイマーを選
択すると、この機能が補助シャッターボタン 
(メインシャッターの右側) に適用されます。
補助シャッターを押すとカウントダウンが
始まり、写真が撮影される直前には3回のビ
ープ音でお知らせします。タイマーの長さは
ProCameraの設定内で調節可能です。

設定 > セルフタイマーより、３枚連写機能
をオンにすることができます。 
コントロールパネルにおいてセルフタイマー
アイコンを長押しするとサブメニューが開
き、3枚連続モードに切り替える (または元
に戻す)ことができます。セルフポートレート
やグループ写真で使用すれば、全員が目を
開いている瞬間を撮影できる可能性が高ま
ります。

3
3枚連続

セルフタイマー

手ブレ防止



ファイル形式 ファイル形式の設定には二通りの方法があり
ます。

1) ファイル形式の設定には二通りの方法が
あります。
2) コントロールパネル (右下の3本線のアイ
コン) ＞ 設定 ＞ 写真モード オプション：ファ
イル形式

写真の保存は5種類のファイル形式からお選
びいただけます
TIFF: 可逆圧縮によるTIFF形式で、圧縮に
必要な保存時間が長い (写真1枚につき最大
１秒)のが特徴です。 
JPEG: Appleの端末で使われるスタンダー
ドなファイル形式です。JPEG圧縮ではファイ
ルサイズが小さくなるものの、写真の品質も
低下します。
HEIF: JPEGファイルの２分の1程度のサイ
ズでありながら、より良い画質を誇る新しい
写真ファイル形式です。HEIFはA10 Fusion
チップ搭載の全機種 (iPhone 7/iPhone 7 
Plus以降) にてご利用いただけます。

RAW (DNG): 未加工の写真、生のセンサ
ーデータを指します。RAW形式での撮影は
12メガピクセルのカメラを搭載した全機種 
(iPhone 6s以降) で対応しています。

RAW + JPEG: RAW + JPEGでの撮影時
は、両形式のファイルが一つのアセットとして
保存されるため、カメラロールに重複ファイル
が増えることがありません。このようなアセッ
トを編集または共有する場合は、RAWまたは
JPEGより形式を選択することができます。ラ
イトボックスへの保存の際は、両ファイル形式
が別々の写真として保存され、カメラロールへ
のエクスポート時にも別ファイルとして扱わ
れます。

HEIF

JPG

TIF

JPG



RAWファイルとは異なり、JPEGファイルでは
選択された縦横比が使用され、画像安定化が
行われる場合があります。
RAWファイルを現像する際は、Photoshop
などのソフトウェアを使用されることをお勧め
します。Creative CloudのユーザーはRAW
ファイルをProCameraの共有メニューから
デスクトップのPhotoshopへ直接送信するこ
とができます。

背面デュアルカメラ搭載の端末では、広角レン
ズと望遠レンズを簡単に切り替えることがで
きます。レンズを切り替える際は触覚フィード
バックでお知らせします。

使い方：
コントロールパネル (右下の3本線のアイコ
ン) を開く ＞ 新しいツールセレクター内の「
広角」「デュアル」「望遠」のいずれかのアイコ
ンをタップ

レンズセレクター

デュアル 望遠広角



設定

設定モードでは、ProCameraの高度な設定
を行うことができます。写真オプションについ
ては、以下をご覧ください。設定ページ最上
部の。

3

手ブレ防止スライダーは、手ブレ防止ボタンの
感度を調整します。
 
手ブレ防止スライダーは、ProCameraで写
真の撮影を行う際のiPhoneのブレ許容範囲
を設定します。スライダーが左側にある場合: 
iPhoneが完全に安定している場合に写真が
撮影されますので、ブレを極限まで抑えること
ができます。スライダーが右側にある場合: 多
少のブレがあっても写真を撮影しますので、最
低限のブレ防止効果にとどまります。 
自動画像安定化 (AIS): iPhone 5s以降の
機種では、AISがデフォルトで有効になってい
ます。この設定オプションでAISを無効にすれ
ば、写真のディテールを最大限に引き出すこと
ができますが、カメラのブレによるモーション
ブラーを引き起こす可能性があります。

セルフタイマーの長さを0.5秒から20秒の間
に設定します。最短の設定 (0.5秒) は、手ブレ
防止の代替手段としてお使いいただけます。

３枚連写では、指定した秒数後に３枚の写真
を連続して撮影します。これにより、自撮り写
真やグループ写真での瞬きによる失敗を軽減
することが可能です。これは、ProTimerの機
能の一部であり、思い通りにカスタマイズする
ことができます (第４章をご覧ください)。



ProCameraで使用可能なファイル形式：
RAW (DNG)
RAW + JPEG
TIFF LZW
JPEG または HEIF: スワイプダイヤルから圧
縮レートを調整できます。低品質の設定にした場
合、圧縮率が高くなり (＝ファイルサイズの低下) 
、いわゆる圧縮アーティファクトが発生し、細か
い部分のロスが生じることがあります。それに対
し、HEIFファイルは高効率な新圧縮規格により、
圧縮アーティファクトが起きにくい形式です。
ProCameraでの編集時または写真のエクスポ
ート時には、オリジナルファイル形式がそのまま
保たれます。iOS外へHEIFファイルをエクスポー
トまたは共有される際には、JPEGに変換するこ
とができます。ソーシャルメディアなどのサービ
スプロバイダーごとに各ファイル形式 (TIFFや
HEIFなど) への対応状況は異なります。

全画面シャッターをオンにすると、ビューファイ
ンダー上の好きな場所をタップするだけで、すぐ
に写真を撮影できるようになります。フォーカス
または露出いずれかのポイント上を直接タップ
してもシャッターを切ることはできません。 
長押しをすればフォーカスと露出を対象ポイン
トに設定することができます。

カメラロールまたはライトボックスにすべての画
像を自動的に保存するには、自動保存をオンにし
ます。自動保存をオフにすると、撮影する度に画
像をプレビューして [保存] するか [削除] する
かを決めることができるようになります。

詳細設定:

写真ズームのオン・オフを切り替えます。

オプションの日付スタンプ機能を利用すれば、日
付・時刻・撮影地を写真の下部に挿入することが
できます。表示される情報はカスタマイズするこ
とができ、写真のメタデータを元に表示します。
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様々な機能を用いることで、ProCamera
における創造性を高めることができま
す。Apple Watch用のリモートトリガ
やProTimerを使用すれば、お手持ちの
iPhoneを離れた場所から操作し、お好みの
設定で一連の写真撮影を行うことができま
す。また、ProCameraのクイック起動ウィジ
ェットおよびホーム画面クイックアクション
により、瞬時に撮影を開始していただくこと
も可能です。

拡張シャコントロール

トップへ戻る



これに加え、ウィジェットには日出お
よび日没の時間、また次回の満月の
日付が表示されているほか、現在地
における次回ブルーアワーの時間帯
も確認することができます。

「Today」ウィジェット - 日出と日没の時刻

AppleのiOSに含まれる通知センターでは、システムお
よびアプリの各種通知をカスタマイズすることができま
す。 これは、ロック画面でも行っていただくことができま
す。

「Today」ウィジェットにProCameraを追加する
方法：ウィジェットリストの下部にある編集ボタンから

「Today」ウィジェットの内容をカスタマイズすること
ができます (編集ボタンはiPhoneのロックが解除され
ている場合にのみ表示されます)。ProCameraのアプリ
名の左横に表示されている小さな緑の「+」アイコンをタ
ップし、ProCameraウィジェットを「Today」画面に追
加します。

ProCameraウィジェットの使用方法：ウィジェット
を使用することで、ProCameraを瞬時にお好みのモー
ドで起動することができます。例えば、ビデオを撮影し
たい場合は、アプリを直接ビデオモードで起動すること
ができます。操作性の観点から、ウィジェットにおけるカ
メラモードの順序は、ProCamera内のカメラモードセ
レクタと同じ順序になっています。アプリ内でカメラモ
ードを並べ替えた場合、この変更はウィジェットにも反
映されます。ウィジェットでは最初の5つのモードのみが
表示されます。

「Today」ウィジェット設定オプションから、これら
ウィジェット内の追加情報を個別に表示または非表
示にすることも可能です。
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ProTimerはインターバロメーターです。
これはおなじみのセルフタイマー 
の拡張機能であり、撮影する写真の枚数や 
撮影間隔を設定することができます。

必ずコントロールパネルでセルフタイマー
を補助シャッターに設定してください
(第３章: コントロールパネルをご覧ください)。

セルフタイマーの設定にアクセスするには
補助シャッターを長押しします。ここでカメ
ラが撮影を始めるまでの遅延時間を設定す
ることができます。「ProTimerを開く」をタ
ップすれば合計写真枚数や連続写真の撮影間隔も設定する
ことが可能です。

HDRモード、高感度+および自撮りカメラではProTimerを
ご利用いただけません。

ProTimer を閉じる

遅延時間: 15 s

写真枚数: 20

連続写真の撮影間隔: 7.0 s

ProTimer

コントロールパネル



補助シャッターをタップすると設定メニューが閉じます。

補助シャッターをもう一度タップするとセルフタイマーまたは
ProTimerがスタートします。
カウントダウンを停止、または撮影を中断するには、補助シャ
ッターをタップしてください。セルフタイマーとProTimerを切
り替えるには、「ProTimerを開く」または「ProTimerを閉
じる」をタップしてください。各設定は保持されます。

補助シャッターアイコンは現在のタイマー種別を表していま
す。ProTimerが有効になっている場合、写真の撮影枚数が表
示されます。

コントロールパネル

20

ProTimer
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8:16 AM準備完了

ProCameraのリモートトリガでは以下の操作が可能です：
• 写真・ビデオ・HDR・高感度・高感度+モードでの撮影
• 撮影フォーマットの変更
• 遅延時間および合計写真枚数の設定 
• Apple Watchにおけるビューファインダーのプレビュー
• 写真の閲覧

Apple Watch専用のProCamera
リモートトリガーエクステンションを
使用すれば、ProCameraを離れた場
所から操作できるようになります。
これには、ProCameraがフォアグラウ
ンドで起動している必要があります。

プレビューの表示 遅延時間および写真枚数の設定

リモートトリガー
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このカメラモードでは、プロの写真家が撮影
したポートレート写真のように、ぼやけた背
景に対して被写体が細部までくっきりと表現
された写真を撮影することができます。この
機能は、デュアルレンズを搭載した端末の背

面カメラでお使いいただけます。

Ph
ot

o:
 N

ic
ol

ai
 B

ön
ig ポートレート・モード

トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


 

1. Select Mode Switch

2. Swipe left and tap to 
select Portrait Mode

How to Switch to Portrait Mode

ポートレート・モードでも、フォーカスと露出機能が撮影のコ
ントロールをします。青いフォーカスの十字線を使えば、写真
の任意の箇所を被写界深度効果 (背景のぼかし) から外すこ
とができます。

ポートレート・モードの写真を編集

編集画面でポートレートモードの写真を編集する。

PHOTOVIDEO HDR LOWLIGHT+PORTRAIT



Cancel Save

1. ぼかしのシミュレーション
縦方向にスワイプして背景ぼかし (絞りのシミュレーション) 
の強度を調節します。

2. Select area
また、画像をタップして背景ぼかしをかけたくないエリアを選
択することもできます。

1.

2.

Simulated Aperture ƒ/1.8
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IN PROCAMERA
VIVIDHDR

vividHDRはハイダイナミックレンジ (HDR)
の写真撮影を可能にします。これにより、
コントラストの強いシーンであっても、
ハイライトや影をより詳細に表現すること
ができるようになります。

オートブラケティングでは、異なる露出設定
の3枚の写真が撮影された後、1枚のHDR
画像に合成されます。この処理は非常に迅
速かつ正確に行われ、三脚を使用する必要
もなく、動く被写体であってもブレのない撮
影が可能です。

トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


1

2

左方向へスワイプしタップして
カメラモードを選択します

HDR LOWLIGHT+

真のHDR合成とは？
HDR画像には、現実世界に存在する幅広い範囲の光が
含まれます。露出レベルの異なる3枚 または5枚の写真が
撮影され、のちにハイダイナミックレンジと呼ばれる、より
精度の高い色素をもった1枚の写真に合成されます。通
常のスクリーンでは、ダイナミックレンジが限られるため
に、HDR画像に見られるあらゆる範囲の光度を的確に表
示することができません。この問題を解決するため、HDR
でない通常のスクリーンでもこういった写真を表示するこ
とができるよう、トーンマッピングと呼ばれる技術でコント
ラスト範囲が圧縮されます。vividHDRでは、トーンマッピ
ングの設定値を調節することができるため、自然な見た目
の画像にすることも、コントラストを強調したドラマチック
な画像にすることも可能になります。

ProCameraのvividHDR
vividHDRはProCamera 8のスペシャルエクステンション
として購入することができます。ProCameraのvividHDR
は、iOS 8における最高のHDR技術と、すでにProCamera 
8でご利用いただいているプロ機能を融合させます。
このエクステンションの素晴らしさを知っていただくため、
購入前に試用していただくことが可能です。デモモードで
は、撮影したHDR写真にウォーターマークが入り、これを
取り除くことはできません。

写真 スキャンビデオ

モード選択スイッチ



自動

自動 3

自動 5

高感度HDR

自動HDR モードでは、2ステップのシーン解析で
被写体のコントラスト範囲を解析します。この
モードでは、被写体の露出オーバーおよび露出アン
ダーの写真を撮影するのに最適な値が自動的に設
定されます。このスマートなシーン解析はvividHDR
の要であり、多くのシチュエーションにおいてお使い
いただけるモードと言えるでしょう。露出とフォーカ
スを設定し (または、カメラに自動で設定させても
かまいません)、iPhoneをしっかりと構えながらシャ
ッターボタンをタップしましょう。
ProCameraが3枚の写真を瞬時に撮影します(ブ
ラケティング)。HDR写真のほかに、ご自身で設定し
た露出の写真も保存されます。プレビューでは結果
が表示されます。HDR写真と共に、中間露出の写真 
(LDR (ローダイナミックレンジ) 写真) も保存され
ます。LDR写真を保存したくない場合 またはプレビ
ューを非表示にしたい場合は、設定 > HDR設定よ
りオフにしてください。

全自動モードでは、シーン解析の結果により撮影枚
数が3枚もしくは5枚に設定されます。自動アイコン
をタップすることで、撮影枚数 (自動3枚または自動
5枚) を手動で設定することができます。コントラス
トが極めて強いシーンでは、5枚に設定することでよ
り良い結果が得られます。
しかし、5枚の撮影時には全体の露光時間が長くな
るため、iPhoneを全くブレのない状態で保持する必
要があります。自動3枚または自動5枚にかかわらず
2段階シーン解析により、最高の露出設定が行われ
ます。

高感度HDRはお手持ちのデバイスにおける最大露
光時間を用いてHDR写真が撮影されます。そのた
め、ノイズの少ないクリアな夜景撮影を可能にしま
す。このモードはvividHDRおよび高感度+をご購入
いただいた方のみにご利用いただける特別ボーナス
です。

自動モードで簡単に迫力のあるHDR写真を撮影することが
できるほか、HDRモードで瞬時に撮影される3枚それぞれの
写真の露出を手動で設定することも可能です。



MEB

AMEB

手動露出ブラケティングモード (MEB) では、
露出オーバーと露出アンダーのコントラスト範囲
だけでなく、中間露出の値もご自身で設定するこ
とができます。手動モードにおいては2ステップ
のシーン解析が行われないため、最適な値をご
自身で設定していただく必要があります。
露出オーバーおよび露出アンダーについては、設
定に応じて両側の赤いブラケットが左右対称に
調整されます。ブラケットを動かす際は、表示さ
れる虫眼鏡を利用すると微調整が行いやすくな
ります。

デジタル一眼レフカメラにも広く搭載されている
機能ですので、使い慣れているユーザーの方も多
いことでしょう。

上級手動露出ブラケティング モード(AMEB) 
では、HDR写真の露出レベルを完全にコントロ
ールすることができます。 手動HDRモード同様
に、ダイヤル上のグリーンのマークを動かして中
間露出を設定します。露出アンダーおよび露出オ
ーバーを設定するには、それぞれオレンジと青の
ブラケットを動かします。これらの設定は個別に
行うことができます (左右非対称)。ブラケットを
動かしている間、設定中の露出アンダーまたは露
出オーバーの写真がビューファインダーに表示さ
れます。指を離すと、ビューファインダーには中間
露出の写真が表示されます。ブラケットを動かす
際は、虫眼鏡を使うと微調整を行いやすくなりま
す。
2ステップのシーン解析は自動で行われません。
このモードでは、写真に芸術的な変化をつけるこ
とも、HDR効果のニュアンスをもたせた写真に
することも可能です。しかし、良い効果を得るた
めには入念な設定が必要になります。



HDR Dramatic

Slide

ナチュラル 鮮やか 劇的 モノクロ フェード

HDR写真の見た目に変化をつける
HDR写真の合成が完了すると、5種類のプリセットの中
から一つを選ぶことができます。
コントロールパネルで好みのプリセットを選んでおけ
ば、HDRのプレビュー画面で最初にそのプリセットが
表示されるようになります。

HDRプリセットを複数選択することができるよう
になり、一度の撮影でいくつものバージョンを保
存することができるようになりました。左右にスワ
イプさせて各HDRプリセットを確認したら、保存
したいものをチェックするだけ完了です。

残り4種類のプリセットは、ProFxスタジオ同様、画面を
左方向へスワイプすることでプレビュー画像に適用す
ることができます。右方向へスワイプするか、下部ツー
ルバー中央の比較ボタンを指でタップすれば、HDR写
真をご自身で設定した露出ブラケット内の中間露出の
写真と比べることができます。

HDRと自動露出の写真を切り替えて比較

保存キャンセル
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高感度カメラ
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この章では、ProCameraでお使いいただける高感度モードの
概要をご覧いただけます。
暗い空間での撮影の場合、iPhoneのカメラハードウェアではす
ぐに機能の限度に達してしまいます。ProCameraの高感度およ
び高感度+では、この問題に対応すべく、ソフトウェアレベルで
の効果的な解決策を提供します。

マルチフレーム撮影で一枚の美しい写真へ
高感度モード (かつてのナイトモード) は通常の写真モードの
拡張機能であり、デバイスの最大露出限度を最大値とした撮影
が可能になります。
高感度+モードでは、この限度内にとどまることなく、極めて暗
い状況下での撮影をも可能にします。高感度+モードで使用さ
れている革新的技術により、複数の露出レベルで撮影された写
真 (「マルチフレーム撮影」) を一枚の美しい写真へと自動で合
成します。

http://mishobaranovic.com/
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Tiltmeter

SeitenverhältnisHistogramm

HilfslinienF/E SperreRapid Fire

1/2s 1s1/4s1/8s

ナイトカメラが高感度カメラに名称を変更
ナイトモードでは、非常に暗い状況下の場合、写真も非常に
暗い仕上がりになってしまっていました。しかし、薄明かりの
ある環境では、このモードを使用しての撮影が可能なため、
高感度モードという名称へ変更しました。

高感度カメラモードへの切り替え方法

高感度カメラコントロ
ールパネルには4種のシ
ャッタースピードオプシ
ョンがあります。 

iPhone 6およびiPhone 
6+では1sの設定を選択で
きません。

Zeit/ISOWeißabgleich

1/2sまたは1sのスピード設定を使用する場合は、 カメ
ラのブレを軽減するため、三脚の使用をお勧めします。

HDR LOWLIGHT+

コントロールパネルに表示されている露光時間のバリエーシ
ョンは、お使いのiPhoneの世代によって異なります。撮影に
は、選択された露光時間を上限とした秒数が使用されます。
撮影シーンが明るすぎる場合、カメラが自動的に露光時間を
短縮し露出過多を防止します。長い露光時間での撮影時に
は、スクリーン上に三脚のアイコンが表示され、カメラのブレ
が発生するリスクがあることを警告します。

左方向へスワイプし、高感度カ
メラモードをタップして選択。

コントロールパネルを
開いてシャッター
スピードを選択

モードスイッチを選択

ヒント

写真



三脚検知機能は画面左上にアイコンを表示すること
で、iPhoneが安定して構えられているかどうかを知らせま
す。LUX+が有効になっている場合、三脚アイコンが常に表示
された状態になります。これは、このモードの場合、デバイス
が完全に固定されてなければならないためです。三脚検知機
能は非常に敏感ですので、わずかな地面の揺れ (例：橋の上) 
や風による揺れであっても検知します。

最長1/8秒の露光時間を使用して、三脚なしでもノ
イズのない撮影を可能にする手持ち優先機能は、
高感度+において重要な役割を果たします。画面左
上に表示されるオレンジの手のマークをタップする
ことで、モーションセンサーが強いカメラのブレを
検出した場合であっても、三脚モードへと切り替え
ることができます。三脚のアイコンの周りには角の
ない四角が表示され、デバイスの最長露光時間を

利用します。強制的に三脚モード (かつ、より長い露光時間) 
に切り替えた場合、カメラのブレが発生することによる、ぼや
けた写真のリスクが高まります。アイコンを再びタップすると
手持ち優先機能に戻り、オレンジの手のマークが表示されま
す。

以下のアイコンがブレのない写真撮影を可能にします。

iPhoneを可能な限り
動かないように両手
で持ちます。露光時間
は最長1/8秒です。

三脚、または別の方法で
iPhoneを固定させます。カメラ
のブレが多いと三脚アイコンが
赤に変わります。



ProCameraの高感度+
高感度+モジュールは、ProCameraのアプリ内課金としてご
購入いただけます。ご購入前に、高感度+を試用していただく
ことも可能です。無料試用モードに機能的な制限はありませ
んが、高感度+モードで撮影されたすべての写真には透かし
が入り消すことはできません。高感度+をご購入後に撮影さ
れた写真に透かしが入ることはありません。

高感度+の3つの使用例 
 
1. ノイズ軽減 - 手持ちの場合
ProCameraの革新的な画像調整技術を使用すれば、三脚な
しでもノイズのない写真の撮影が可能になります。最長露光
時間を1/8秒として撮影された複数の写真が自動的に一枚の
美しい写真へと合成されることでノイズの削減が実現します。 

2. ノイズ軽減 - 三脚モード
三脚使用時には、デバイスの最長露光時間を使用して撮影さ
れた複数の写真が一枚の美しい写真へと合成されます。最長
露光時間での写真撮影に適した状態でデバイスが保持されて
いるかどうかをiPhoneのモーションセンサーが自動的に検出
します。デバイスの安定が確認されると、デバイスが三脚モー
ドに切り替わり、画面左上の震えた手のマークに代わって三
脚アイコンを表示します。 
 
3. 長時間露出 (LUX+) - 三脚モード

「LUX+」を有効にすることで、非常に暗い環境での写真撮影
を可能にします。パワフルな露光ブーストにより、ロウソクの灯
りや、月明かりでさえも十分な光源となります。LUX+では、最
大で64枚の写真を撮影するため、三脚の使用は必須です。ま
た、撮影中はデバイスが完全に固定された状態でなければな
りません。長時間露光の写真は肉眼で確認できる明るさより
もさらに明るく撮影される場合もあります (LUX+は夜の暗
さを昼の明るさに変えることができます)。



 

LOWLIGHT

1

2

HDR写真 LOWLIGHT+

1.) ショットを決めたらシャッターボタンをタップします。
シーン解析機能により、ノイズのない写真に必要な最適撮影
枚数が自動的に算出されます。

2.) シーン解析が完了すると、ProCameraが自動的に必要な
枚数の写真を撮影します。撮影中は緑色の進行状況バーが画
面上部に表示されます。

3.) 高感度+で撮影された写真のプレビューが表示されます
ので、確認後に保存もしくは破棄してビューファインダーへ戻
ることができます。通常の写真 (単一露出) と高感度+の写真 
(マルチフレーム撮影) を切り替えスイッチを利用して比較す
ることも可能です。ズームイン・アウトにはピンチジェスチャー
を、100％表示にするにはダブルタップをご利用ください。
単一露出で撮影された参考写真の保存やプレビュー画面の表
示は任意であり、設定＞高感度+からオン・オフの切り替えがで
きます。

4.) プレビュー画面の表示中に自動最適化マークをタップする
ことで、写真の保存前に自動画像最適化を有効または無効に
することができます。

高感度+の使用
高感度+カメラモードへの切り替え方：

モード選択スイッチ

左方向へスワイプしタップして
カメラモードを選択します



非常に暗い状況下では、LUX+ボタンをタップしてパワ
フルな露光ブーストを有効にしてください (三脚/固定
が必要です)。

三脚または別の方法でデバイスを固定しリモートトリ
ガ (Bluetoothトリガ、ヘッドセット、Apple Watch用
ProCameraリモートトリガ) を使えば、カメラのいか
なるブレも防止することができます。

長時間にわたる写真撮影にお出かけの際には、予備の
バッテリーパック (「パワーバンク」) を持参するように
しましょう。

非常に暗い状況下では、フォーカスに通常より時間が
かかります。はっきりとした輪郭の被写体には一般的に
ピントを合わせやすいと言えます。設定＞フォーカスと
露出：「手動フォーカス」および「レンズ位置を表示」から
任意で手動フォーカスを有効にすることも可能です。

ヒント

5) 非常に暗い撮影場所においては、LUX+ボタンをタップす
ることでパワフルな露光ブーストが可能になります (要三脚/
スタビライザー)

LUX+露出ブースト調整では、高感度+ (LUX+) で撮影した
写真の全体的な明度を撮影後に調節することができます。この
革新的なスライダーは単なる明度調整ツールではなく、長時間
露光の情報空間をフルに利用します。調整後は、通常の画像フ
ァイル (JPEG/TIFF) として保存できます。写真の撮影前に完
璧な露出設定を行うことなく、カメラでその全てを行うことが
できるのです



その他の設定はコントロールパネル (設定 ＞ 高
感度+) よりアクセス可能です。

 
高感度+サブメニューでは、以下の変更を行うこ
とができます。

参照用写真の保存がオフになっている場合、高感
度+の写真に加えて高感度の写真が保存されませ
ん。

自動保存がオフになっている場合、写真の撮影
後にプレビューが1枚表示されます。これにより、
写真の比較や自動最適化のほか、画像の調整 
(LUX+ブースト)や保存または破棄を行うことが
できます。

画面を暗くするがオンになっている場合、長時間
露光撮影時の画面の明かりによる「光害」を防ぐ
ため、撮影中は画面が暗くなります。
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自撮りカメラ

この章では、素早く簡単な自撮りを
可能にするProCameraの自撮りカ
メラモードについてご覧いただけま
す。ProCameraの革新的な肌色前
面フラッシュにより、薄暗い状況下
でも肌が美しく撮影されます。

トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


 

1

2

左方向へスワイプし
自撮りカメラモードをタップして選択

自撮りカメラモードへの切り替え方

自撮りカメラは、素早く簡単に自撮りを可能にする効率的なモ
ードです。このカメラモードの第一の目的が自撮りであるため、
撮影には前面カメラ (iPhoneディスプレイの上にあるカメラ) 
のみを使用します。

写真の構図を直感的に決められるよう、スマートフォンでの前
面カメラではプレビュー画面が通常左右反転されています。し
かし、実際にカメラロールに保存される写真は左右反転されま
せん。そこで、ビューファインダーでも反転していないプレビュ
ー、つまり他人があなたを見るような目線で画像を確認したい
場合は、右上にある前面・背面カメラスイッチをタップするだけ
です。

好きな時に素早く自撮りができるよう、「Today」ウィジェット
からProCameraを直接自撮りモードで起ち上げることも可能
です。通知センターを上部より引き出し、ProCameraウィジェ
ット内の自撮りカメラアイコンをタップします (詳細は第4章を
ご覧ください)。

自撮りカメラには革新的な肌色前面フラッシュが
内蔵されています。肌を明るく写すため、撮影時には
iPhoneの画面自体が光ります (iPhoneの前面カメラ
には実際のフラッシュは内蔵されていません)。自然な
肌色を実現できるよう、シーンの色合いに合わせて自
動的に前面フラッシュの色が調整されます。

自撮り HDR LOWLIGHT+

モード選択スイッチ

写真ビデオ
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ビデオ

この章では、ProCameraのビデオ
モードの使用方法をコントロール 
パネルや高度なビデオ設定も 
交えながらご紹介していきます。

写
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トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


 

1

2

左方向へスワイプし
ビデオカメラモードをタップして選択

3

HDR

ビデオカメラモードへの切り替え方法

ビデオ 写真

モードスイッチを選択 コントロールパネル
でフレームレートや
高度な設定を行う

フラッシュ/トーチ、ホワイトバランス、前面/背面カメラ、メインシ
ャッターボタン、ライトボックス、フォーカスおよび露出コントロ
ールは、写真モードやナイトモードの場合と同じように機能しま
す。

補助シャッターボタンを使用することで、ビデ
オの録画中に静止画像を撮影するとができま
す。写真はビデオの解像度と同じ1920x1080
ピクセルで保存されます。



解像度

HFR

ビデオコントロールパネルには、より優れた
録画を実現するため、以下のような専用オプ
ションが設けられています。

ビデオの画質は解像度によって決まります。ニーズ
に合わせてお好きな解像度をお選びいただけま
す。解像度は以下の4種類です：

ニーズに応じて、３種類の解像度からお好きな解
像度をお選びいただけます。これに加え、ハイフレ
ームレート (HFR) を利用した高解像度のモード
を２種類ご用意しました。
A) 4K HFR: 3840 x 2160 (with 60 fps)
B) 4K (Ultra HD): 3840 x 2160 (with 30 
fps)
C) HD+ HFR: 1920 x 1080
D) HD HFR: 1280 x 720
E) HD+ : 1920x1080
F) HD 1280x720
G) HQ 640x480

フレームレートは、録画時に記録される1秒あたり
のフレーム数を指します。フレームレートオプショ
ンは、デバイスによって異なります：
A) 24, 25, 30, 60, 120 fps (iPhone 5s以降)
B) 最大240 fps (iPhone 6/6 Plus以降)

音量メーターはビデオモードにおいて、マイクの入
力音量レベルに関する情報を表示します。これによ
り、録音された音声が大きくなりすぎたり、逆に小
さくなりすぎたりといったことが防げるほか、実際
に録画が終了したら音が録音されていなかったと
いうことも回避できるようになります。

フレームレート

音量レベルメーター



背面カメラおよび前面カメラ（搭載されている
場合）のビデオズームコントロールをオフにで
きます。iPhone 4およびiPhone 4Sにおいて、
非ズーム画像は、ズーム画像より高速で保存さ
れます。HDビデオのズームでは、1分のビデオ
に対して、およそ50秒の処理時間を要します。

ビデオコーデック：HVEC/H.265は広く使
用されているH.264規格の後継規格です。こ
の新圧縮規格では、より良い品質ながら最大
で50%の保存スペースを節約することができ
ます。ビデオファイルは現在、エクスポート時
にH.264へトランスコードされます。HEVCは
H.264に比べ、色々な面で優れた将来期待さ
れる規格ですが、エンコードせずに互換性を最
大限に保ちたい場合はH.264をお選びくださ
い。HEVCはA10 Fusionチップ搭載のiOS 11
全機種 (iPhone 7/iPhone 7 Plus以降) で対
応しています。

設定

ビデオモードの設定については下記をご覧く
ださい。

HEVCHEVCHEVCVEVHH



Advanced Settings:

ビデオフォーカスモード：ビデオの録画中にフ
ォーカスを自動的に調節するには、連続フォー
カスをオンにします。ビデオの録画中にフォーカ
スを手動にて調節・ロックするには、連続フォー
カスをオフにします。

オンにすると、自動的にビデオが安定化されま
す。



10
コードスキャナ

ProCameraでは、写真やビデオの
撮影だけでなく、QRコードやバーコ
ードなどを読み取ることが可能で
す。URLや住所、GPS、製品情報な
ど、ProCameraは自動的に内容を判断
して適切なアクションを提示しますの
で、他のアプリやオンライン検索との連
携もスムーズです。

トップへ戻る



1

2

左方向へスワイプし
タップしてスキャナモードを選択

LOWLIGHT+

コードスキャナモードへの切り替え方法

スキャン写真

モードスイッチを選択

スキャナモードがオンになると、ProCameraは四角いビュー
ファインダー内に収められた読み取り可能なコードを自動で
認識します (シャッターボタンを押す必要はありません)。認
識が済むと、結果が表示されます。

最後に選択されたモードに戻る。

薄暗い場所でのスキャンには常時点灯（左上）
を使用することも可能。



BAR

ProCameraのコードスキャナでは、10種類以上のコー
ドを読み取ることが可能です。結果画面上部には、コード
の種類例が表示されます。コードには様々なデータが含
まれています。スキャナモードは以下のデータを認識可
能です：

結果画面
スキャンされると、URLを自動的に開いたり、リンクをコ
ピー、ペーストまたは共有したり、コードの内容に応じて
提供されるコンテキストオプション（アドレス帳のvCard
など）を使用したりすることができます。また、Amazonで
直接本の検索をすることもできます。検索したい本のバー
コードをスキャンし、[Amazonを検索] をタップしてくだ
さい。 

URL

連絡先

カレンダー

Eメール

マップ

メッセージ

電話

SMS

検索

WIFI
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ライトボックス

iOSのカメラロールの代わりに
ProCamera内のライトボックス
またはプライベート・ライトボック
スに写真やビデオを保存すること
ができます。(プライベート・) ライ
トボックスに保存されたファイル
は「写真」アプリやその他のiOSア
プリケーションでは表示されませ
ん。これらの特別なフォルダはカ
メラロールへエクスポートする前
に選択肢を狭める上で特に適して

いると言えます。

トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


アルバムおよびライトボックスの機能は以下の通りです
カメラロール、保存済みアルバム、(プライベー
ト・) ライトボックスを含むフォトライブラリー
へのアクセスができます。アルバムリストでは、
常にライトボックスが2番目、プライベート・ライ
トボックスは3番目に表示されます。

複数選択ツールは、サムネイルビューにおいて、
複数の写真やビデオを選択し、共有やエクスポ
ートまたは削除（ライトボックスがオンになって
いる場合）を行うことができます。 

すべて選択アイコンは、複数選択ツールがオン
になっている場合に表示されます。このツール
を使用すると、ライトボックス内のすべての写真
やビデオを選択することができるため、一度に
多くの写真を保存したり削除したりする場合に
最適です。すべて選択の機能は、設定でライトボ
ックスがオンになっている場合にのみ使用可能
です。 

iOSのお気に入りフォルダに、好きな写真やビ
デオを入れてカメラロールを整理しましょう。お
気に入りにはグリーンのハートアイコンが表示
され、お気に入りアルバムを表示させれば、お気
に入りだけを見ることができます。

カメラをタップすると、写真／ビデオ撮影モー
ドに戻ります。

< アルバム

ライトボックス内では以下のジェスチャーを使用できます:

A) ダブルタップで写真のズームインまたはズームアウト（単一
画像ビュー）

 B) 2本指でのピンチで写真のズームインまたはズームアウト（
単一画像ビュー）

 C) お手持ちのデバイスを回転させてライトボックスおよび単
一画像をランドスケープまたはポートレートで表示



メディアサムネイルビュー

A) マルチ選択がオンになっている場合、複数の画像をスワイプ
ジェスチャーまたはタップで選択・選択解除することができま
す。

B) お手持ちのiPhoneが3D Touchに対応している場合は、サ
ムネイル画像を強く押すことで簡単にプレビューすることがで
きます。



1936 x 2592 (5.0 MP) 1,5 MB JPEG

27.06.2015 13:51:54

f/2.8         1/15s           ISO 200           4 mm      

Mannheim East Heidelberg

Mannheim
Photo Location

Current Location

20,06 km
Distance

写真情報 
(EXIF・マップビュー・フォトコンパス)

ProCameraでは、写真のEXIFデータ (例：日付・時刻・場
所・露出・絞り値・ISO値) をすべて保存します。情報ボタンを
タップ すると、これらすべての写真データを閲覧することが
できます。コンパスの向きやGPSデータを含む写真について
は、撮影時のカメラの向きについても表示します。 

ライトボックス

バーの上をスワイプ：
EXIF、マップビューまたはフォトコンパスの切り替え

バーの下をスワイプ：
写真一覧をスクロール

ダブルタップ：全画
面マップビュー。全
画面モードでは衛
星ビューも利用可
能。

戻る マップ 航空写真

全画面マップビューでは、赤い点をタップすることで、写真
の撮影場所を端末付属のマップアプリに表示することが
できます。



iOS付属のカメラアプリを使用している場合、全ての写真や
ビデオはiOSのカメラロールに保存されます。ProCameraで
は、iOSのカメラロールを含め3つの保存先から選択すること
ができます。

現在選択されている保存先に応じて、ProCameraの撮影画
面にあるプレビューサムネイルの角に小さなアイコンが表示
されます。

カメラロール 
 iOSデフォルト：システム全体で使用される保存先
です。 通常のカメラロールにはカスタムのiOSアル
バムも含まれており、これらは「写真」アプリで確認
することができます。

ライトボックス 
一時的なファイル保存のためのProCamera内の
フォルダーで、iOSの管理下にないものを指します。

プライベート・ライトボックス (アプリ内課金) 
ProCamera内のもう一つのフォルダー。保護され
ているため、Face IDまたはTouch IDを使用して
アクセス可能できます。撮影画面のサムネイルにも
プライベート・ライトボックスの内容は表示されま
せん。

ProCameraの3つの保存場所

Apps Photos Messages Books Other

ProCameraの 
(プライベート・)
ライトボックス iOSのカメラロール



アルバムセレクター

便利なアルバムセレクターで撮影した写真やビデオを整理し
ましょう。撮影画面のプレビューサムネイルを上方向にスワイ
プすれば、新しい写真やビデオの保存先をカメラロール、ライ
トボックス、プライベート・ライトボックスの中から選択するこ
とができます。

もちろん、[設定] 内で新規撮影分の保存先を変更することは
可能ですが、スワイプジェスチャーは瞬時に切り替えができる
という点で、非常に簡単かつ素早い方法と言えます。アルバム
セレクターを開く際は、必ず四角いプレビューサムネイルから
上方向にスワイプするようにしてください (それよりも下の方
からスワイプしてしまうと、機種によってはiOSのコントロール
センターが開いてしまいます)。

保存先の選択

カメラロール

Paris 2018

イトボックス

プライベート・ライトボックス



保存先の選択
保存先はProCameraの設定内で設定できます。

一般オプション：保存先へ行き、3つの保存先か
ら1つを選択します。

カメラロール 
iOS提供のデフォルト保存先です。カメラロー
ル内のファイルはiOSの設定 (例えば「Apple 
iCloud Drive」が有効になっている場合) に応じ
て同期されます。

ライトボックス 
この内部フォルダは、ProCameraで撮影した写
真やビデオを分けて保存しておくのに最も適して
います。ライトボックスに保存された写真を編集
する際は、編集された写真もこの内部フォルダに
保存されます。iOSのカメラロールにエクスポー
トされていない写真やビデオはiOSの写真アプリ
をはじめ、他のアプリには表示されないことにご
注意ください。

プライベート・ライトボックス (アプリ内課金) 
プライベート・ライトボックスに保存されたファイ
ルへアクセスするにはFace IDまたはTouch ID
による認証 (またはパスワードの入力) が必要で
す。フォルダ内の保護されたファイルはAirDrop
を利用してMacへ転送したり、カメラロールやそ
の他の場所へエクスポートすることも可能です。

注意。ProCameraを削除する際は、事前にライ
トボックス内の写真をカメラロールへ必ずエクス
ポートしてください。エクスポートせずにアプリを
削除すると、ライトボックス内の写真も同時に削
除されてしまいます。

設定



ProCameraの保存先へのインポート

写真とビデオが、iOSのカメラロールとProCamera
のライトボックスおよび新しいプライベートライトボ
ックス (アプリ内課金) の間で簡単に転送できるよう
になりました。ProCameraのiOS共有アイコンをタッ
プし、対応するアクティビティを選択することで、複数
のファイルを一度に転送することもできます。

(プライベート・) ライトボックスからのエクスポート。
ファイルはiOSのカメラロールへいつでもエクスポー
トすることができます。

ファイルのインポートが終了するとダイアログが表示され、重複
したファイルを削除することができます。
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この章では、各種フィルターを用意した
ProFX、画像の補正に最適なProLab、
各種切り抜きツールに対応したProCut
といったProCameraの編集オプション
の使い方をご説明します。

トップへ戻る



ProFXスタジオには、50以上の無料フィルターと
28の有料フィルターをご用意しています。フィルタ
ーを左右にスワイプすれば、撮影した画像にダイナ
ミックなフィルターが瞬時にプレビューされます。
画像上を上下にスワイプすると、フィルターの強度
を調整することもできます。’Street’や’San Fran’
といった有料のものを含め、専用の各種フィルター
パックはフィルターの下に表示されています。 

ProLabスタジオには、明るさ・コントラスト・露
出・彩度・色温度・ヴィネット・シャープ・ブースト・
影を明るくする・ハイライトを暗くするといった画
像ツールが用意されています。 

マジックツール は写真の色調を変化させ、より鮮
やかな写真にしたり、アーティスティックな効果を
加えたりすることができます。これにより、自分だけ
のスタイルを作り出すことが可能です。ヴィネット
ツールはマジックツールに加わりました。

写真上を上下にスワイプすると適用されたツール
の強度を調整することができます。強度のリセット
をするには、写真を一度タップしてください。

Pro Cutスタジオでは、画像の切り抜き・傾き調整・回
転を行うことができます。写真を切り抜くには、切り抜き
ガイドの四隅を動かします。画面上をダブルタップする
と切り抜きをリセットすることができます。 歪み調整を
使えば簡単に写真の傾きを調整できます。スケール
をダブルタップすると元の状態に戻ります。 
画像に傾きが検出されると、歪み除去ツールによっ
て自動的に写真の傾きが修正されます。もちろん、
角度を手動で調整することも、ダイヤルをダブルタ
ップすることによりオリジナルに戻すことも可能で
す 縦横比では、5つのプリセット（1:1、3:2、4:3、16:9
、Φ:1）の中から一つを選ぶことができます。プリセットを
もう一度タップすると、縦横比プレビューをポートレー
トからランドスケープモードに切り替えることができま
す。反転は、写真を90°回転 (右または左方向に) させた
り、反転 (水平または垂直方向に) させたりします。

編集ツールへは、単一画像ビューの「編集」ボタンからアク
セスできます。編集スタジオの種類は全部で3種類です。



When editing a RAW photo, special tools will 
be available. Saving will produce a JPEG file. 
RAW files always remain unaltered.

ポートレートモードの写真を編集する際は、被写
界深度効果 (「ポートレート・モード」を参照) が付
加された画像向けに追加のツールをご利用いただ
けます。

その他の編集セクション

RAW
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共有

この章では、ProCameraを使って写真
を共有する方法をご紹介します。

トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


共有オプション

JPGへ変換

ジオタグの削除

大

撮影した写真のエクスポートおよび共有には、以下のアプリまた
はサービスをご利用いただけます。表示されるアプリやサービス
は、お使いのiPhoneにインストールされているアプリによって異
なります。ProCameraは写真やビデオをフル解像度 (既存のジ
オタグを含む) でエクスポートします。これには、エクスポートに
使用しているアプリまたはサービスがこういったファイルに対応
している必要があります。

エクスポートメニューを使用すると、モバイルに適したバージョ
ンのファイルを共有することができます。ファイルサイズ (大・中・
小) を選択すると、TIFFからJPEGへ変換し、既存のジオタグを
削除します。エクスポートメニューを開くには、左下の共有アイコ
ンを長押しするか、表示されているアプリおよびサービスの上に
あるエクスポートサマリーをタップしてください。

サイズやジオタグの削除といった設定は保存されます。設定を反
映させるには、新しい写真やビデオを共有する度にエクスポート
設定の「次へ」ボタンを押してください。こうすることにより間違
った設定でファイルがエクスポートされてしまうのを防ぐことが
できます。

共有ボタンは、ライトボックス/カメラ
ロールの左下にあります。

サイズ



Instagram

Twitter Facebook

Vimeo

ProCameraでは以下のサービスへの共有が可能です：

Open In

EyeEm

メールまたはSMSに直接写真を挿入します。メ
ールには一度に5枚までの写真を貼付すること
ができます。 
ライトボックスに保存されたビデオもこの方法
で送ることができます。カメラロールに保存され
たビデオをこのいずれかの方法で送る場合に
は圧縮されます。

FacebookやFlickr、Twitterといったソーシャ
ルネットワークへアップロードします。 
[設定] > [その他] > [ソーシャル タグ] より、デ
フォルトの#ProCameraハッシュタグをお好き
なテキストに変更することができます。

ビデオをVimeoにアップロードします。

ProCamera独自のSquarePrepare機能を使
用すれば、正方形でない写真をInstagramにア
ップロードすることができます。また、端にスナ
ップさせてフレーム内でリサイズすることもで
きます。  

EyeEmに写真をアップロードします。 
 

対応したAirPrintプリンターや各種サービスを
利用して写真のワイヤレス印刷を行います。 

写真を他のアプリで編集または共有する場合
に、Open Inを使用します。写真は保存された時
のファイル形式で転送されます。

設定 > その他 > ソーシャルタグからTwitterや
Facebook、Instagramで写真をシェアする際のデフォルトタグを
設定できます。写真をアップロードする際に、手動でテキストの変
更や追加を行うこともできます。

メッセージ メールで送信

プリント



Creative Cloudに対応: ProCameraからデ
スクトップ版のAdobe PhotoshopやAdobe 
Illustratorに直接画像を送信できるようになり
ました。また、写真を直接Creative Cloudのア
カウントへアップロードすれば、お手持ちのパ
ソコン全てで写真へのアクセスが可能になりま
す。

Creative 
Cloud
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この章では、設定の中の 
一般オプションについてご説明します。

トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


ジオタグ：写真のGPSデータを自動的に保存
する機能のオン・オフを切り替えます。

デバイスまたはヘッドホンのボリュームボタ
ンでシャッタリリースを行うことが可能です。
この機能を有効にするには、設定 (一般オプシ
ョン) > ボリュームトリガをオンにします。ご利
用中のデバイスがヘッドホンの機能を模倣し
ている限り、ProCameraでのBluetoothによ
るシャッターリリースも可能です。

システム サウンド：ProCameraのサウンドの
オン・オフを切り替えます。

Copyright（EXIF）：写真やビデオのメタ
データ（EXIF）に埋め込む著作権情報を入力
します。

一般オプションは以下の通りです。

設定



15

写
真

: M
ish

o 
Ba

ra
no

vi
c

トラブルシューティング

この章では、ユーザーから寄せられる 
ProCameraに関するよくある質問や問
題を扱います。ProCameraを使用中に
問題が発生した場合や、バグを発見した
場合は、設定のサポートおよびフィードバ
ックよりお知らせいただくようお願いい
たします。

トップへ戻る

http://mishobaranovic.com/


1. 最新の写真やフラッシュマーク、全面/背面カメラスイッ
チなどが見当たりません。元のデザインに戻すにはどうす
ればいいですか。

「ミディアム」または「ライト」モードがオンになっています。
コントロールパネル内のこのアイコンをタップして、簡易表
示モードを終了させてください。 

2. Bluetoothによるシャッターリリースは可能ですか。

ご利用中のデバイスがヘッドホンの機能を模倣している限
り、ProCameraでのBluetoothによるシャッターリリース
も可能です。設定 > 一般オプション「ボリュームトリガ」が
オンになっている必要があります。

その他のご質問やご意見は、ProCamera設定内にある
サポートおよびフィードバックよりお願いいたします。  
メッセージと共にスクリーンショットや写真をお送りいただ
けるようになりました。


