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製品ご利用の前に必ずお読みください。
この取り扱い説明書は大切に保管してください。
※本書及びシリアルナンバーを再発行することはできません。

水彩画ソフト入門

シリアルナンバーは大切に保管してください。

※ソフトインストール時や最新版アップデートの際に必要となります。
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動作環境・その他

動作環境

■対応OS：Windows XP(32ビット) / Vista(32ビット) / 7(32・64ビット)　※Macには対応しておりません。
■CPU：1.0GHz Pentiumまたは同等クラスのプロセッサー以上
■メモリ：Windows XPは512MB以上必須(Windows Vista、7の場合は1GB以上必須)
■ディスプレイ：1280×1024以上の解像度で色深度32bit True Color以上の表示をサポートしている環境
■CD-ROM：倍速以上
■ハードディスク：1GB以上の空き容量（インストール時)　別途データを保存するための空き容量が必要です。
■その他：インターネット接続環境推奨　※本ソフトの最新情報の確認、アップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。
■対応ファイル形式
　保存形式：SSN / BMP / JPEG / PLT
　読込形式：SSN / BMP / JPEG / PLT
■プリンター：対応OS上で正常動作する印刷可能なレーザープリンターもしくはインクジェットプリンター
■タブレット：ワコム社製タブレット
■その他：インターネット接続環境推奨
　※本ソフトの最新情報の確認、アップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。
■OSについて
　※上記OSが正常に機能し、OSの最低動作環境を満たしていることが前提です。
　※日本語版32ビットに対応です。Windows 7の64ビットでは、WOW64(32ビット互換モード)で動作します。
　※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。
　※管理者権限を持ったユーザーでお使いください。
　※マイクロソフトのサポート期間が終了したOSでの動作は保証いたしません。

その他
■ご注意
　※本ソフトでは制限はありませんがデータが大きすぎる画像ファイルを使用しますとパソコン環境によっては、
　　パソコンの動作に遅延等が見られる場合もありますのでご注意ください。
　※一部のプリンターでは正常に印刷を行うことができない場合もあります。
　　(複合機等の特殊な構造をしたプリンターなどで発生しやすい現象となっております。)
　※プリンターの印刷可能領域が狭いものでは、印刷内容が一部切れてしまう場合もあります。
　※本ソフトでの保存形式は(BMP / JPEG / SNN)となり、それ以外の形式で保存することはできません。
　※ペンタブレットをご利用の際は、ドライバーをインストールする必要があります。
　※ペンタブレットでは筆圧によって描ける線の太さが変化します。
　※お使いのパソコン上で正常に表示できる画像ファイルのみの対応となります。全てのファイルの入力、出力を保証するものではありません。
　※著作権法を厳守してご利用ください。著作権により保護されている画像データや、本製品で使用したことにより生じたトラブルに
　　関しましては一切責任を負いかねます。
■サポートについて
　※弊社ではソフトの動作関係のみのサポートとさせていただきます。また、製品の仕様やパッケージ、ユーザーサポートなど
　　すべてのサービス等は予告無く変更、または終了することがあります。予めご了承ください。
　※タブレットやプリンター、パソコン本体等の各種ハードウェア、各種ソフトウェアについてのお問い合わせや
　　サポートにつきましては、各メーカーに直接お問い合わせください。
■その他
　※本ソフトを著作者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用することを禁止します。改造、リバースエンジニアリングすることを禁止します。
　※本ソフトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。
　※本ソフトを運用された結果の影響につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
　　また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受け致しかねますの予めご了承ください。
　※著作者の許諾無しに、画像・イラスト・文章等の内容全て、
　　もしくは一部を無断で改変・頒布・送信・転用・転載等は法律で禁止されております。
■商標
　※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及び
　　その他の国における商標又は登録商標です。
　※Mac、Mac OSは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
　※ワコムは株式会社ワコムの商標又は登録商標です。
　※Pentium はアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションの商標又は登録商標です。
　※その他記載されている会社名・団体名及び商品名などは、商標又は登録商標です。
　※本製品は、株式会社アイアールティーのオリジナル製品です。
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インストール・アンインストール方法

インストール・アンインストール方法

インストール方法

CDが認識されましたら、自動でセットアップが始まります。
パソコンの設定によっては自動でセットアップが始まらない場合があります。
その場合は、[コンピューター※]→[CDまたはDVDドライブ]→[SETUP.EXE]を
ダブルクリックしてください。
※Windows XPの場合は[マイコンピュータ]、
　Windows Vistaの場合は[コンピュータ]

1 本ソフトのCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてください。

2 使用許諾契約の内容を確認してください。

お使いのパソコンに『水彩画ソフト入門』をインストールします。

本ソフトをインストールする前に、次の項目をご確認ください。

○ハードディスクの空き容量

　ハードディスクの空き容量が1GB以上必要（左記以外に作成するデータ用の空き容量も必要）です。

○管理者権限について

　インストールするパソコンの管理者権限を持っているユーザーがインストールを行ってください。

○アプリケーションソフトの停止

　インストールする前にウィルス対策ソフトなどの常駐ソフトや他のアプリケーションを停止してください。

※Windows OSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合も、正常にインストールが行われない場合があります。

3 インストール先のフォルダーを確認してください。

この画面からインストール先を選択できます。
インストール先を変更しない場合は 次へ ボタンをクリック、インストール
先を変更する場合は 変更 ボタンをクリックしてください。 
※通常は、インストール先を変更しなくても結構です。

使用許諾契約書の内容を確認し、使用許諾契約の条項に同意しますを

クリックして選択した後、次へ ボタンをクリックしてください。
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インストール・アンインストール方法

インストール・アンインストール方法

4 設定の内容を確認してください。

確認用の画面が表示されます。
よろしければ インストール ボタンをクリックしてください。

インストールが始まります。

5 インストール完了！

インストールが正常に終了すると右のような画面が表示されますので
 完了 ボタンをクリックしてください。

お使いのパソコンから『水彩画ソフト入門』をアンインストール（削除）します。

本ソフトを完全に終了して　　　　ボタン→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」で
一覧表示されるプログラムの中から「水彩画ソフト入門」を選択して「アンインストール」を
クリックすると、確認メッセージがでますので、はい ボタンをクリックするとアンインストールが実行されます。

※Windows OSがVistaの場合、　　　 ボタン→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストールと変更」
　から、アンインストールを行ってください。
※Windows OSがXPの場合、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から、
　アンインストールを行ってください。

アンインストール方法
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インストール・アンインストール方法

インストール・アンインストール方法

インストール中、またはアンインストール中に下のような画面が表示された場合
次の手順で作業を続けてください。

Windows Vistaで

[自動再生]画面が表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows 7で

[自動再生]画面が表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows Vistaで

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合

[許可]をクリックしてください。

Windows 7で[ユーザーアカウント制御]画面が

表示された場合

[はい]をクリックしてください。
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起動方法

起動方法

より良い環境でソフトを使用していただくために、IRTホームページ（http://irtnet.jp/）を

ご確認いただき、アップデートを行うことをおすすめいたします。アップデートはソフト上で発生している

問題等の修正や、より使いやすく改良が行われている場合があります。

デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックするか、デスクトップ左下の

　　　 ボタン（Windows Vistaの場合は　　　　 ボタン、Windows XPの場合は[スタート]ボタン）を

クリックして「すべてのプログラム」→「IRT」→｢水彩画ソフト入門｣をクリックしますと

本ソフトが起動します。

本ソフトをインストールすると、デスクトップ上に「水彩画ソフト入門」のショートカットアイコンが

作成されます。

水彩画ソフト入門

デスクトップショートカットアイコン

6水彩画ソフト入門



画面・各部の説明

「水彩画ソフト入門」を起動（方法は6ページを参照）すると下のようなメイン画面が表示されます。

メイン画面

メニューバー
（7～8ページ）

1

[ファイル]メニュー

パレット
（11ページ）

3

水洗・水入れツール
（11ページ）

5

使用中の描画
（11ページ）

6

キャンバス
（11ページ）

4

ツールバー
（9～10ページ）

2

1 メニューバー

新しいキャンバスをつくる

新しいキャンバスを作成します。

キャンバスを開く

ファイルからキャンバスを開きます。

（読み込み可能ファイル形式 ： SSN/BMP/JPG）

キャンバスを保存する

キャンバスをファイルに保存します。

写真から鉛筆画をつくる

画像ファイルを自動的に鉛筆画にして読み込み、新しいキャンバスを作成します。

（読み込み可能ファイル形式 ： BMP/JPG）

線画を取り込む

画像ファイルを読み込んで新しいキャンバスを作成します。

（読み込み可能ファイル形式 ： BMP/JPG）

パレットを開く

ファイルからパレットを開きます。

（読み込み可能ファイル形式 ： ＰＬＴ）

パレットを保存する

パレットをファイルに保存します。

印刷する

キャンバスの水彩画を印刷します。

終了する

ソフトを終了します。

7 画面･各部の説明水彩画ソフト入門



[編集]メニュー

[虫めがね]メニュー

もどす　

描画を1段階前の状態に戻します。

すすむ

描画を1段階先の状態に進ませます。

紙を乾燥させる

先に色付けした色を乾燥させて、にじまなくさせます。

キャンバスの大きさを変える

描画中のキャンバスのサイズを編集します。

パレットをきれいにする

使用中の色を削除して、パレットをきれいな状態にします。

筆をきれいにする

使用中の色を取り消して、筆をきれいな状態にします。

キャンバスの表示サイズを変更します。

25％表示

25％で表示します。

50％表示

50％で表示します。

100％表示(標準）

100％で表示します。

200％表示

200％で表示します。

400％表示

400％で表示します。

800％表示

800％で表示します。

画面・各部の説明

[バージョン情報]メニュー

バージョン情報

このソフトのバージョン画面を表示します。

バージョン情報画面

このソフトを最初にインストールした際のバージョン情報表示画面。

※画面上をクリックすると画面が閉じます。

8 画面･各部の説明水彩画ソフト入門



画面・各部の説明

2 ツールバー

■アクションツール

■絵を描くツール

アクションツール 絵を描くツール 紙の種類選択時間
ボタン

虫めがね

新しいキャンバス

新しいキャンバスを作成します。［ファイル］メニューの

［新しいキャンバスをつくる］と同じ働きをします。

ボタンをクリックすると、［新しいキャンバスをつくる］画面が

表示されます。（※詳細は25ページをご参照ください）

キャンバスを開く

ファイルからキャンバスを開きます。

（読み込み可能ファイル形式 ： SSN/BMP/JPG）

キャンバスを保存

キャンバスをファイルに保存します。

（保存可能形式 : SSN/BMP/JPEG）

パレットを開く

ファイルからパレットを開きます。

[ファイル]メニューの［パレットを開く］

と同じ働きをします。

パレットを保存する

パレットをファイルに保存します。

（保存可能形式 : PLT）

印刷する

キャンバスの水彩画を印刷します。

指定した紙サイズいっぱいに自動印刷されます。

もどる

描画を1段階前の状態に戻します。

10回前まで戻せます。

すすむ

描画を1段階先の状態に進ませます。

「1つもどる」で戻した処理をやり直します。

筆＜ほそい＞

細い筆先で描画します。

細かい着色のやりやすい筆です。混色には適しません。

筆＜ふつう＞

普通の筆先で描画します。

中間のサイズなので混色にも着色にも使えます。

筆＜ふとい＞

太い筆先で描画します。

広い範囲を塗るのに適しています。

細かい作業には適しません。

刷毛

平たい刷毛目で描画します。

全体に下地の色をつけるのに適しています。

細かい作業には適しません。

えんぴつ

鉛筆で描画します。

キャンバスに絵を描くときの下書きに適しています。

［パレット］のは使えません。

消しゴム

消しゴムで［えんぴつ］の線を消せます。

絵の具は消せません。

絵の具の下の［えんぴつ]の線も消せます。

［パレット］のは使えません。

（※詳細は26ページを参照してください。）

画面上に配置されているにツールバーです。

9 画面･各部の説明水彩画ソフト入門



画面・各部の説明

■虫めがね

■紙の種類選択ツール

表示を大きくする

虫めがねでキャンバスを拡大表示します。

拡大率は25%～800%です。

表示を小さくする

虫めがねでキャンバスを縮小表示します。

 「表示を大きくする」ツールの逆の効果をもちます。

紙の種類選択

キャンバスの紙を変更します。

「にじみ」や「かすれ」が変化します。

クリックで画面を表示させ、下地の紙を選択します。

選択されている紙の画像と名称が、ツールバーに表示されます。

※キャンバスの見た目は変化しません。

※描画中でも紙だけを変更することが可能です。

（※詳細は27ページを参照してください。）

　ノーバンブ

　無地でテクスチャのない紙

　コットン（小）

　織り目の細かいコットン下地の紙

　コットン（大）

　織り目の粗いコットン下地の紙

　ノイズ

　細かい凹凸のある紙

■時間ボタン

時間ボタン

時間を動かしたり、とめたりします。

時間を経過させるとにじみの効果が生まれます。

（※詳細は28ページを参照してください。）

10 画面･各部の説明水彩画ソフト入門



画面・各部の説明

3 パレット

4 キャンバス

5 水洗・水入れツール

6 使用中の描画

絵の具だまり

12色の変化しない色で、同じ色を使い続けることができます。

キャンバス

描画する場所です。

筆をキレイにする

筆についた色を削除して、きれいにする。

色混ぜスペース

筆に含まれた色を置いたり、混ぜたりすることができます。

※筆に含ませた水量は反映されません。

絵の具
だまり

色混ぜ
スペース

使用中の筆先 絵の具量
水量

パレットをキレイにする

パレットに置いたり混ぜたりした色を
削除して、きれいにする。

使用中の筆先

［ツールバー］の［絵を描くツール］で選択中の筆先と、

描画線のプレビューが表示されます。

絵の具量 水量

筆についている絵の具の色・量、筆が含んでいる水の量が、

見やすいバーで表示されます。

水のはいったバケツ

筆に水をふくませることができます。

描画する絵の具の色を薄めます。

スポンジ

筆についている絵の具と水を吸いとります。

絵の具や水の量を調整するときに利用します。

11 画面･各部の説明水彩画ソフト入門



画面・各部の説明

12 画面･各部の説明

新しいキャンバスをつくる画面

［ファイル］の［新しいキャンバスをつくる］、または　　  ボタンをクリックすると
以下のような［新しいキャンバスをつくる画面］が表示されます。

よこの長さ

1～4096ピクセルの間で指定します。
たての長さ

1～4096ピクセルの間で指定します。
キャンバスをつくる

入力したサイズで新しいキャンバスを作成します。
やめる

新しいキャンバスを作成するのをやめます。

キャンバスの大きさを変更画面

［編集］の［キャンバスの大きさをかえる］を選択すると以下のような［キャンバスの大きさを変更する画面］が表示されます。

上方向

現状のキャンバスの上に入力したピクセル数が増加・減少されます。
右方向

現状のキャンバスの右側に入力したピクセル数が増加・減少されます。
下方向

現状のキャンバスの下に入力したピクセル数が増加・減少されます。
左方向

現状のキャンバスの左側に入力したピクセル数が増加・減少されます。
サイズを変更

キャンバスサイズを、入力した数値に変更します。
やめる

キャンバスサイズの変更をやめます。

水彩画ソフト入門



画面・各部の説明

13 画面･各部の説明

印刷画面

プリンタ

　プリンタ名

　出力するプリンターを選択します。
　状態

　選択したプリンターの状況を表示します。
　種類

　選択したプリンターの種類を表示します。
　場所

　選択したプリンターの場所を表示します。
　プロパティ

　選択したプリンターのプロパティ画面を表示します。
印刷範囲

　すべて

　全てのページを印刷します。
　※このソフトでは、すべてしか選択できません。
印刷部数

　部数

　　　をクリックで数値を変動させるか、
　直接数値を入力して印刷部数を設定します。
ＯＫ

印刷を実行します。
キャンセル

印刷を中止します。

［ファイル］の［印刷する］、または　　   ボタンをクリックすると以下のような［印刷画面］が表示されます。

水彩画ソフト入門



水彩画を作成する

1 写真から鉛筆画をつくる

14 水彩画を作成する

［写真から鉛筆画をつくる］
を選択！

1

ファイル形式
を選択！

2

先ず、メニューバーの［ファイル］から

［写真から鉛筆画をつくる］を選択すると、

画像選択画面が表示されます。

選択したファイル形式のみ表示されるので、

鉛筆画にしたいファイルの形式を選択します。

鉛筆画にしたい画像ファイルを選択して

開く ボタンをクリックします。

選択したファイルが、鉛筆がに変換されて、

キャンバスに配置されます。

ここでは、上のような水彩画を以下の手順で作成する説明をします。

写真から鉛筆画をつくる（14～15ページ）
↓
キャンバスの大きさを変える（16ページ）
↓
色をつくる（17～19ページ）
↓
水を使う（20ページ）
↓
色を塗る（20～22ページ）
↓
保存する（23ページ）
↓
印刷する（24ページ）

水彩画ソフト入門



水彩画を作成する

15 水彩画を作成する

配置されました！
5

ファイルを
選択！

3

クリック！
4

写真画像を鉛筆画にします

元の写真画像 鉛筆画

水彩画ソフト入門



2 キャンバスの大きさを変える

16 水彩画を作成する

背景を広く設定したいので、

キャンバスサイズを広げます。

メニューバーの［編集］から

［キャンバスの大きさを変える］を選択します。

［キャンバスの大きさを変更］画面が

表示されます。

画面の左上に現在のキャンバスサイズが

表示されます。

それを目安にして［ピクセル増加量］に、

上下左右それぞれ、変更したい数値を

ピクセル単位で入力します。

※マイナス数値入力で、キャンバスが削れて

　小さくなります。

数値設定が決まったら、

 サイズを変更 ボタンをクリックします。

［サイズ変更前の確認］画面が表示

されますので、　はい  ボタンをクリックします。

メイン画面に戻ます。

キャンバスのサイズが変更されたことが

確認できます。

［キャンバスの大きさを変える］

を選択！

1

変更したいサイズを

入力！

2

4

クリック！
3

はい を

クリック！

5
キャンバスサイズが

変更されました！

水彩画を作成する

水彩画ソフト入門



3 色をつくる

17 水彩画を作成する

全体的なイメージをつかんだら、

塗っていく色を作ります。

先ず、ツールバーの［筆＜ふとい＞］を

選択します。カーソル表示が　　になります。

パレットの［絵の具だまり］の使いたい色の

上でドラッグします。

［使用中の描画］の［絵の具量］のバーが

選択した絵の具の色で上まで満たされます。

筆が色を含んだら、その色をパレットに移します。

パレットの色混ぜスペースで、円を描く様に

ドラッグをすると、パレットに色が移りました。

描画する筆先

を選択！

1

ドラッグ

する！

2

ドラッグ

する！

4

絵の具量が

満タンに！

3

水彩画を作成する

水彩画ソフト入門



18 水彩画を作成する

ここで１度、筆をキレイにします。

　　　　　　　　ボタンをクリックすると、

筆に含んだ絵の具がキレイに削除され、

［描ける線］の表示も消えます。

ツールバーの　　　ボタンをクリックしても

同じように筆がキレイになります。

もう1度、パレットの［絵の具だまり］を

ドラッグして、別の色を筆に含ませます。

その状態で、パレットの［色を混ぜるスペース］で

円を描く様にドラッグします。

クリック！
5

ドラッグ！
6

絵の具量が

満タンに！

7

ドラッグ

する！

8

水彩画を作成する

水彩画ソフト入門



ドラッグ！
6

絵の具量が

満タンに！

7

19 水彩画を作成する

次に、パレットに置かれた２色の中間色を

つくります。

ここでもう１度、筆をキレイにします。

　　　　　　　　ボタンをクリックして、

筆をキレイにします。

パレット上の２色を混ぜ合わせる感じで、

円を描く様にドラッグして、中間色をつくります。

※パレット上に作られた色は、

　［絵の具だまり］と同じように仕えますが、

　筆に含ませる時に、広範囲にドラッグすると、

　隣の色と混ざり合って、色が変わって

　しまうので注意が必要です。

又、［絵の具だまり］から、違う色を順に筆に

含ませながら、筆の上で色を作成してから

［色混ぜスペース］にドラッグで配置することも

できます。

この方法だと、色混ざりが少なく、パレットを

キレイに使うことができます。

クリック！
5

ドラッグ

する！

8

水彩画を作成する

水彩画ソフト入門



20 水彩画を作成する

4 水を使う

絵の具量が満タンのまま描画すると、

濃い色で色付けされてしまいます。

はじめは、薄い色でベースの着色をしたいので、

絵の具を水で薄めます。

　　　　　　をドラッグします。

［使用中の描画］の［水の量］が満タンになり、

更にドラッグを続けると、［絵の具量］が減少して、

［描ける線］の表示色が、

段々と薄くなっていきます。

ドラッグ！
1

水量が満タン

絵の具量が減少！

2

描ける線が

薄くなります！

3

ドラッグ！
3

5 色を塗る

調度良い［絵の具量］［水の量］を含んだ

筆の状態が設定できたら、

キャンバスに色を塗っていきます。

ここでは、はじめに背景に薄い水色を塗ります。

花びらの外側に沿って丁寧に

ドラッグしていきます。

ドラッグし続けると、徐々に描けなくなります。

［現在の描画］の［絵の具量］［水の量］が

なくなって、［描ける線］も表示が

見えなくなります。

筆に含んだ絵の具と水を使い果たした

状態です。

この状態になったら、再度、ドラッグで

色を足して、水を足す…を繰り返しながら、

色を塗っていきます。

ドラッグで

描画！

1

絵の具量が

なくなります！

2

水彩画を作成する
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水彩画を作成する

21 水彩画を作成する

背景が

塗れました！

4

［パレットを保存する］

を選択！

6

パレットを

保存！

5

保存先を選択！
7

筆先を選択！ クリック！

パレットに

色を作成！

ファイ名を入力！

8
クリック！

9

　　　［筆＜ふとい＞］　　　　［刷毛］を

使って、背景を塗ります。

ここで、背景を塗ったパレットを保存します。

メニューバーの［ファイル］から

［パレットを保存する］を選択します。

［パレットを保存します]画面が表示されるので、

保存先を選択して、ファイル名を入力して、

保存  ボタンをクリックすると、画面が閉じて

メイン画面に戻ります。

※ツールバーの　　　ボタンをクリックしても、

［パレットを保存します］画面が表示されます。

これで、いつでも［背景.plt］のパレットを

使うことができます。

次に、花を塗っていきます。

１７～１９ページと同じ要領で、パレットに色を

つくっていきます。

下地に適しているのは［筆＜ふとい>]なので、

　　  ボタンをクリックして、筆先を選択します。

花びらの部分をキレイな輪郭で描きたいので、

　　　ボタンを１度クリックして、

キャンバス表示を拡大します。

水彩画ソフト入門



水彩画を作成する

花びらを

塗っていきます！

で下塗り！

背景との差をつけてクッキリと見せたいので、

あまり水を足さずにベタ塗り重ねていきます。

下塗りの上に塗り重ねる色は、　　　を使い、

中間色は　　　を使い、水を多めに含ませて

滲ませながら、微妙な風合いを出していきます。

輪郭線や、節、ハイライトには　　　使って、

アクセントになる色をクッキリと入れていきます。

花びらが塗れました。

他のパーツを塗り始める前に、１度キャンバスを

乾燥させて、色止めをします。

メニューバーの［編集］から［紙を乾燥させる］を

クリックします。キャンバスに描かれた絵の具が

乾燥して色移りしなくなりました。

花びらを塗った要領で、他の部分にも色付けを

しながら、全体的に仕上げていきます。

※パーツごとにパレットを保存しておくと

　作業する時に便利です。

で中塗り！

で

ハイライト！

［紙を乾燥させる］

　をクリック！

22 水彩画を作成する

全体的に色が

塗れました！

10

11

12

水彩画ソフト入門



水彩画を作成する

23 水彩画を作成する

6 保存する

クリック！
1

クリック！
1

保存先を

選択！

2

ファイル名

を入力！

3

保存されている

ファイルを選択！

2

保存形式

を選択！

4

保存を

クリック！

5

3

絵が完成したら、保存します。

メニューバーの　　　ボタンをクリックすると、

［描いた絵を保存します］画面が表示されます。

保存先を選択して、ファイル名を入力したら、

　　をクリックして、保存形式を選択します。

（SSN／BMP／JPEGから選べます。）

ここでは、後で修正が出来るように、

［SSN ］を選択しました。

※BMP/JPEG形式で保存すると画像ファイル

　として、メールに添付したり、ホームページに

　アップする時に使えて便利です。

設定が出来たら、  保存  ボタンをクリックします。

［描いた絵を保存します］画面が消えて、

ファイルが保存されました。

SSN形式で保存されたファイルは、

ツールバーの　　  ボタンをクリックすれば、

いつでも開くことができます。

※メニューバーの［ファイル］から

　［キャンバスを開く］を選択しても、

　保存したファイルを開くことができます。

開く を

クリック！

保存したファイル

が開きました！

4
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完成した絵を、印刷します。

メニューバーの　　　ボタンをクリックして、

［印刷画面］を表示させます。

本ソフトで作成した絵は、選択した用紙サイズ

いっぱいに印刷されます。

使用されるプリンターによって、印刷可能サイズや

印刷範囲は異なりますので、  プロパティ  ボタン

をクリックして、出力したい用紙サイズの

詳細設定を行ってください。

次に、　　  をクリックして、印刷部数を

設定します。

数値入力で設定することも可能です。

全ての設定ができたら、 ＯＫ ボタンを

クリックして印刷を実行します。

印刷されました。

水彩画を作成する

24 水彩画を作成する

7 印刷する

クリック！
1

プリンター

を選択！

2

印刷詳細

を設定！

3

印刷部数

を設定！

4

5
ＯＫ ボタンを

クリック！

※Ａ4サイズに印刷した場合

水彩画ソフト入門



その他の機能・操作説明

25 その他の機能・操作説明

をクリック！

新しいキャンバスを作成する

画像から鉛筆画を作成する他、自由なサイズの真っ白なキャンバスから描画をはじめることもできます。

ツールバーの　　  ボタンをクリックすると、

［新しいキャンバスをつくる］画面が表示されます。

初期設定では、

［よこの長さ 690 ピクセル]［たての長さ 488 ピクセル］

に設定されています。

1～4096の間で、任意の数値を入力して、

 キャンバスをつくる  ボタンをクリックします。

［新しいキャンバス生成の確認］画面が

表示されるので、  はい ボタンをクリックします。

※もし、作成中のキャンバスを保存していなかったら、

　キャンセル ボタンをクリックして、

　既存のキャンバスを保存してください。

画面に任意の大きさのキャンバスが作成されました。

任意のサイズ

を入力！

クリック！

任意のサイズの

キャンバスが作成！

クリック！

1

2

3

4

5

水彩画ソフト入門



その他の機能・操作説明

26

描き

間違い！

消え

ました！

消え

ました！

を選択！

消しゴムをつかう

真っ白なキャンバスを用意します。

描きたい線を自由に描き進めます。

間違って線を描いてしまった時に、ツールメニューの

　　 ボタンをクリックして［消しゴム］を選択します。

キャンバスの上でドラッグすると、描いた線が消せます。

消しゴムツールは鉛筆で下書きをする時に、多く使われる機能で、鉛筆の線を消すためのツールです。

消しゴムは、塗りの絵の具は消さずに、鉛筆の線だけを消すことができます。

着色した上からも、鉛筆の線を消しゴムで

消すことができます。

鉛筆線を残さずに仕上げたい時に便利です。

を選択！

その他の機能・操作説明水彩画ソフト入門

1

2

3

4



その他の機能・操作説明

27

クリック

で選択！

紙の種類を変える

ツールバーの［紙の種類］をクリックして、

紙の選択画面から、紙の種類を選択できます。

下地の種類と水の加減で、描画具合に差が出ます。

下記のサンプルを参考にして、自分の表現したい

描画にあった紙を選択しましょう。

初期設定で選択されている紙の種類は、ノーマルな［ノーバンブ］です。

塗り始めてから紙を変更することも可能ですが、色が塗り重ねられてから下地の紙を変更しても、その効果を実感し難くなります。

テクスチャ感のある描画がしたい場合は、塗り始めの段階で紙の選択をすると良いです。

色を塗り重ねていくと、どの下地のテクスチャ効果も、

つぶれていきます。

下地を生かした描画で表現したい場合は、

出来るだけ水を少なめに含ませた筆で、

ひと筆描きで描画すると良いです。

［コットン＜小＞］の紙を選択して、絵の具量を少なめ、

水を含まずに塗る事で、右の様な描画が楽しめます。

ノーバンブ
無地で
テクスチャのない紙

水を含まないベタ塗り 水を多めに含ませた描画

コットン（小）
織り目の細かい
コットン下地の紙

コットン（大）
織り目の粗い
コットン下地の紙

ノイズ
細かい凹凸のある紙

絵の具量が少ないと
かすれた描画ができます！

その他の機能・操作説明水彩画ソフト入門



その他の機能・操作説明

28

をクリック！

時間経過で絵をにじませる

時間ボタンを使って、時間をとめたり、動かしたりすることができます。

時間を動かしていると、水分の多い場所が だんだんとにじんでいきます。

この現象をもちいた表現効果をねらうこともできます。

が表示！

クリック！

ここでは、効果が分かりやすい様、水を多めに含ませた

同色の絵の具で、4種類の紙別に円を描きます。

ツールバーの　　　をクリックすると、

［アンドゥの注意］画面が表示されます。

※アンドゥとは「Undo」のことで、1つ前に戻す動作が、

　つまり作業のやり直しができなくなります。

はい  をクリックすると、メイン画面に戻って、

　　  ボタンに表示が切り替わります。

少しそのまま何もせずに、時間の経過の変化を

待ちます。

紙別にそれぞれ違う効果を出しながら、

水彩画特有の「にじみ」の効果が出ます。

ノーバンブ
無地で
テクスチャのない紙

コットン（小）
織り目の細かい
コットン下地の紙

コットン（大）
織り目の粗い
コットン下地の紙

ノイズ
細かい凹凸のある紙

その他の機能・操作説明水彩画ソフト入門



その他の機能・操作説明

29

をダブル

クリック！

手のひらツールを使う

「手のひらツール」

ツールボタンなどは表示されていませんが、手のひらツールというものが存在します。

拡大表示をした時など、画面をスクロールさせて、任意の場所を表示させる時に便利なツールです。

画面上で

ドラッグ！

りんごが

表示！

その他の機能・操作説明

りんごの輪郭線をキレイに修正します。

先ず、　　　ボタンをダブルクリックで、

拡大表示させます。

キャンバスの左上の角を支点に拡大されるので、

キャンバスが真っ白になって、何も表示が見えません。

右サイドと画面下にスクロールバーがあるので、

そこをドラッグでりんごを表示させる事もできますが、

ここで「手のひらツール」を使います。

キャンバス上で、Spaceキーを押すと、

　  から　　にカーソル表示が変わります。

　　を表示させた状態で、画面上を右下から左上に

向かって、キャンバスを掴む要領でドラッグします。

徐々に左下の角から、りんごの画面が現れました。

「手のひらツール」で表示位置を微調整しながら、

細かい作業も精密に進めることができます。

水彩画ソフト入門



Ｑ＆Ａ

30 Ｑ＆Ａ

Ｑ：インストールができない

Ａ：以下の項目をご確認ください。 

　　○ウィルス対策などのソフトが起動していないか。 

　　○HDD(ハードディスク)の空き容量は十分にあるか。 

　　○管理者権限でログインしているか。 

　　○Windowsを最新の状態にアップデートしてあるか。 

Ｑ：管理者権限を持っていないユーザーアカウントでパソコンを起動し、インストールしようとすると  

　 「続行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[OK]をクリックしてください。」(Vista/7)  

　 「インストールプログラムにはディレクトリ～にアクセスする権限がありません。 インストールを継続できません。 

　　管理者としてログインするか、またはシステム 管理者にお問い合わせください。」(XP)と表示されてインストールが 

　　できません

Ａ：本ソフトをご利用の際には管理者権限を持ったユーザーアカウント上でご利用ください。 

Ｑ：ソフトの起動ができません

Ａ：以下の項目をご確認ください。 

　　○インストールは完了しているか。  

　　○管理者権限でログインしているか。  

　　○外付けの機器(ハードディスクやUSBメモリ等)にソフトをインストールしている場合、それらの機器がPCに接続され、 

　　　PC上で認識されているか。

Ｑ：完全アンインストールの方法を教えてください。

Ａ：OS毎に異なりますので以下の内容をご確認ください。

　　Windows XPの場合

　　 　1．「アンインストール方法（4ページ）」より、アンインストール作業を行います。

　 　　2．マイコンピュータ→Cドライブ→Documents and Settings→(ユーザー名）→Application Data※→IRT→

　　　　　SuisaiSoftフォルダーを削除します。

　　Windows Vista,7の場合

　 　　1．「アンインストール方法（4ページ）」より、アンインストール作業を行います。

　 　　2．コンピュータ→Cドライブ→Program Data※→IRT→SuisaiSoftフォルダーを

　　　　　削除します。

 

Ｑ：読み込むことができるファイルの種類は？ 

Ａ：以下のファイルを読み込むことができます。 

　　SSN / JPEG / BMP / PLT になります。

インストール・起動について

水彩画ソフト入門について 
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Ｑ：数字の入力できない

Ａ：次の内容をご確認ください。

　　○数字や文字を入力する欄でカーソルが点滅しているか  

　　○キーボードの設定(NumLockキーのオン／オフ等)  

　　○入力した文字が確定された状態であるか(文字を入力したら、ENTERキーを押して確定してください)  

Ｑ：レイヤー機能はありますか？

Ａ：レイヤー機能はついていません。

Ｑ：対応しているペンタブレットは？

Ａ：ワコム社製ペンタブレットに対応しています。

Ｑ：途中でキャンバスのサイズを変えられますか？

Ａ：キャンバスのサイズは途中で変えることができますが、サイズを変更後、元に戻すことができません。

Ｑ：印刷することができない

Ａ：プリンターの説明書を元に次の内容をご確認ください。

　　○プリンターとの接続  

　　○プリンターに必要なドライバーソフトの設定内容  

　　○インクやトナーの残量  

　　○印刷時にエラーが出ていないか 

　　プリンター自体の動作や、必要なプリンター用プログラムにつきましては、 メーカー様などにお問い合わせください。 

Ｑ：画像ファイルを開こうとすると、エラーメッセージが出て開けない。

Ａ：画像データが破損してしまっているか、対応していない形式である可能性があります。 

Ｑ：画像をどこに保存したか分からなくなってしまったので、検索したい。

Ａ：本ソフトには検索機能はありません。Windowsの検索機能などで検索を行ってください。

Ｑ：CD に保存してある画像を編集して再度 CD に保存することはできますか？  

Ａ：本ソフトはCD に保存する機能を備えておりません。

Ｑ：複数のパソコンで1つのデータを同時に使用することはできるの？ 

Ａ：本ソフトにデータを共有する機能は備えておりませんので、同時に使用することもできません。

Ｑ：本ソフトを他のパソコンと同時に使うことはできるの？

Ａ：ネットワーク経由や、他のパソコンのデータとの同期はできません。 本ソフトはインストールを行ったパソコン上でご使用ください。

操作方法（保存）について

データについて(保存・開くなど)

その他
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Ｑ：画面の一部が切れた状態で表示される

Ａ：画面解像度を推奨サイズ以上に変更してください。 

　　WindowsXPの場合  

　　　１．デスクトップ画面の何も無い所を右クリック  

　　　２．「プロパティ」をクリックし、設定(画面)タブをクリックします。  

　　　３．画面の解像度(画面の領域)のバーを動かし、1280ｘ1024以上に設定します。  

　　　４．「ＯＫ」をクリックすれば設定完了です。  

　　WindowsVistaの場合  

　　　１．デスクトップ画面の何も無い所を右クリック  

　　　２．「個人設定」をクリックし、画面の設定をクリックします。  

　　　３．解像度を1280ｘ1024以上に設定し「ＯＫ」をクリックで設定完了です。  

　　　※機種によっては推奨解像度が表示できないものもあります。  

　　Windows7の場合  

　　　１．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。  

　　　２．「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「画面の解像度の調整」を クリックします。  

　　　３．解像度を1280×1024以上に設定し「ＯＫ」をクリックで設定完了です。  

　　　※機種によっては推奨解像度が表示できないものもあります。

Ｑ：ボタンをクリックしても反応しない、また画面が正常に表示されていない

Ａ：お使いのパソコンのDPI設定が標準以外(96以外）に変更されている可能性があります。

　　以下の手順にてDPI設定を変更してください。  

　　WindowsXPの場合  

　　　１．デスクトップ画面の何も無い所を右クリック  

　　　２．「プロパティ」を左クリックし、設定(画面)タブをクリックします。  

　　　３．詳細設定(詳細)をクリックし、「全般」タブの「DPI設定」(フォントサイズ)を 「96DPI」(小さいフォント)に設定します。  

　　　４．「ＯＫ」をクリックし、パソコンを再起動すれば設定完了です。  

　　WindowsVistaの場合  

　　　１．デスクトップ画面の何も無い所を右クリック  

　　　２．「個人設定」を左クリックし、「フォントサイズ(DPI)の調整」をクリックします。  

　　　３．「あなたの許可が必要です」と許可を求められますので「続行」をクリックします。  

　　　４．規定のスケール(96DPI)にチェックを付け、「ＯＫ」をクリックします。  

　　　５．パソコンが自動的に再起動されますので、再起動したら設定完了です。  

　　Windows7の場合  

　　　１．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。  

　　　２．「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、 「テキストやその他の項目の大きさを変更します」をクリックします。  

　　　３．小-100%(規定)にチェックを入れ「適用」をクリックします。  

　　　４．「これらの変更を適用するには、コンピューターからログオフする必要があります。」 と確認を求められますので、

　　　　「今すぐログオフ」をクリックします。  

　　　５．パソコンからログオフされますので、再度ログインすると設定完了です。  

　　WindowsOSやパソコン本体・プリンターなどの周辺機器に関する詳細は、各メーカー様へお問い合わせください。  

　　弊社では一切の責任を負いかねます。  

その他
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本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などございましたら、
パソコンの状況など具体例を参考に出来るだけ詳しく書いていただき、
メール・電話・FAX等でユーザーサポートまでご連絡ください。

○ソフトのタイトル・バージョン
　例:「水彩画ソフト入門」

○ソフトのシリアルナンバー
　本書の表紙に貼付されています。

○ソフトをお使いになられているパソコンの環境
　・OS及びバージョン
　　　例：Windows 7
　　　　  WindowsUpdateでの最終更新日○○年○月○日
　・ブラウザーのバージョン 
　　　例：InternetExplorer 8
　・パソコンの仕様 
　　　例：SONY　Vaio XXXX-XXX-XX
　　　　  PentiumⅢ 1GHz　HDD 60GB　Memory 512M
　・プリンターなど接続機器の詳細
　　　例：プリンター EPSONのXXXX(型番)を直接ケーブルで接続している
　　　　  インクジェットプリンター、ドライバーソフトは更新済み

○お問合せ内容 
　例：～の操作を行ったら、～というメッセージがでてソフトが動かなくなった
　　  □□□部分の操作について教えてほしい…etc

○お名前

○ご連絡先など

■ご注意
　※お客様より頂いたお問合せに返信できない現象が多発しております。
　　FAX及びe-mailでのお問合せの際には、ご連絡先を正確に明記の上、サポートまで
　　お送りくださいますよう宜しくお願い申し上げます。
　　また、お問い合わせいただく前に、プリンター等の設定などを今一度ご確認ください。
　　時間帯等によっては、混雑等により一時的に電話が繋がりにくい場合があります。
　　その際はお手数ですが、時間をずらしておかけ直しください。

TEL   048-640-2582   FAX   048-640-2582
E-mail  info@irtnet.jp   URL   http://irtnet.jp/

ご質問・ご不明な点がございましたら、サポート専用番号へご連絡ください。

コンピューターのスペックや周辺機器などの状況を詳しくお調べのうえお伝えください。Support

受付時間　平日AM10:00～PM5：30

土、日、祭日を除く

ユーザーサポート
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