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静止画（画像）の表示や編集、ビデオ（動画）を表示することができます。
ここでは、画像とビデオの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプ
もご覧ください。

●	“画像とビデオ”では、撮影した画像や動画を一覧で表示することができ、画像
の切抜きや明るさの調整などができます。

●	“カメラ”で撮影した画像や動画も見ることができます。

静止画や動画を見る

撮影した静止画（画像）を確認する

1 プログラム画面で	 “画像とビデオ”をタップします。
画像とビデオ画面（「マイ.ピクチャ」フォルダに保存された静止画（画像）
やビデオ（動画）の一覧）が表示されます。

タップすると、
どのフォルダに
ある静止画を一
覧で表示したい
か指定できます。

タップすると、
ファイルやフォル
ダの並べ替え順の
項目が表示されま
す。
並べ替え順の項目
をタップするとそ
の項目を基準に画
像が並び替わりま
す。

フォルダ内の画
像がサムネイル
表示されます。

“カメラ”（+7-2
ページ）が起動
します。

2 確認したい静止画（画像）を選択し、画面左下の	 表示 	をタップし
ます。
画面全体に拡大され、詳細画面が表示されます。

●.確認したい静止画をタップしても画面全体に拡大表示されます。

3 画面右上の	 	をタップすると一覧に戻ります。

画像とビデオ
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画像をスライドショーで表示する

複数の画像を連続して表示するスライドショー表示ができます。

1 画像とビデオ画面右下の	 メニュー 	−	 スライドショーの再生 	を
タップします。
スライドショーを終了するときは、画面をタップしスライドショーツール
バー（ ）を表示し、 をタップします。
スライドショーツールバーでスライドショーの終了や一時停止（ ）、表示
の回転（ ）などの操作ができます。

●.スライドショーでの表示を最適化できます。
1	画 像 と ビ デ オ 画 面 右 下 の	 メニュー 	 −	 オプションの表示 	 −	
スライドショー 		タブをタップします。

2	「スライドショーで表示を最適化する対象」を設定します（+7-14ページ）。

メールに添付して送る

画像やビデオを電子メールの添付ファイルとして送信できます。

1 画像とビデオ画面で電子メールの添付ファイルとして送信したい画
像またはビデオをタップしたままにします。
ポップアップメニューが表示されます。

2 送信 	をタップします。
画像またはビデオを添付ファイルとしたメールの新規作成画面が表示されま
す。
「アカウントの選択」画面が表示されたときは、添付して送るアカウントを
タップして選択します。

●.添付ファイルとして送信したい画像またはビデオを選択し、画面右下の.
メニュー .−. 送信 .をタップしてもメールに添付して送ることができます。

3 宛先、件名、本文などを入力します。
メールの送信についてくわしくは、「メールを作って送る」（+4-13、4-46
ページ）をご覧ください。
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画像を「Today」画面の背景に設定する

画像を「Today」画面の背景として設定できます。くわしくは10-3 ページをご覧
ください。

撮影した静止画（画像）を編集する

撮影した画像をトリミング（切り抜き）したり、明るさ／コントラストのレベルを
調整するなど編集することができます。

1 画像とビデオ画面で編集したい画像を選択し、画面左下の	 表示 	を
タップします。

2 画面右下の	メニュー 	−	編集 	をタップして画像を編集します。

画像をトリミング（切り抜き）する

1 画面右下の	メニュー 	−	トリミング 	をタップします。

2 切り抜きしたい部分にドラッグします。

3 切り抜きしたい領域内をタップします。
トリミングをやめるときは、画面右下の.メニュー .−.元に戻す .をタップします。

4 編集後の画像を保存するときは、画面右下の	 メニュー 	 −	
名前を付けて保存 	をタップし、ファイル名を確認し	 	をタップ
します。
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明るさ／コントラストのレベルを調整する

1 画面右下の	メニュー 	−	自動修正 	をタップします。
明るさ／コントラストのレベル調整をやめるときは、画面右下の. メニュー .
−. 元に戻す .をタップします。

2 編集後の画像を保存するときは、画面右下の	 メニュー 	 −	
名前を付けて保存 	をタップし、ファイル名を確認し	 	をタップ
します。

●.画面左下の.回転 .をタップすると、90度ずつ画像を回転します。
●.直前の編集操作を元に戻すには、画面右下の. メニュー .−. 元に戻す .をタッ
プします。

●.すべての編集操作をやめて元に戻すには、画面右下の.メニュー .−
. 前回保存したときの状態に戻す .をタップします。

撮影した動画（ビデオ）を確認する

1 画像とビデオ画面で、確認したい“ ”動画（ビデオ）を選択し、
画面左下の	 再生 	をタップするとWindows	Media	Player	10	
Mobile	が起動して再生されます。
Windows.Media.Player.10.Mobileの操作についてくわしくは、7-24ペー
ジをご覧ください。
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画像やビデオを整理する

新規フォルダを作成する

新しくフォルダを作って画像やビデオを整理できます。

1 画像とビデオ画面右下の	 メニュー 	−	 編集 	−	 新しいフォルダ 	を
タップします。
新しいフォルダが作成されます。

ファイルやフォルダを移動させる

1 移動させるファイルやフォルダをタップしたままにします。

2 ポップアップメニューから	切り取り 	をタップします。

●.移動させるファイルやフォルダを選択し、画面右下の. メニュー .−. 編集 .−.
切り取り .をタップしても切り取りができます。

3 移動先のフォルダをタップし、フォルダを開きます。

4 メニュー 	−	編集 	−	貼り付け 	をタップします。

●.フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。

●.削除するときは
上記の手順 2で.削除 .をタップし、確認画面で.はい .をタップします。
. 動画（ビデオ）ファイルを削除するときに「ファイルの削除エラー」が表示
された場合、そのファイルはWindows.Media.Player.10.Mobile で使用さ
れているため削除できません。
. Windows.Media.Player.10.Mobile.を終了してから（+1-54ページ）、
再度、動画（ビデオ）ファイルを削除してください。

●.ファイルをコピーするときは
. 上記の手順 2で.コピー .をタップします。

●.ファイルの名前を変更するときは
1	名前を変更したいファイルを選択し、画面右下の	 メニュー 	 −	
プロパティ 	をタップします。

2	プロパティ画面の「名前」欄の名前を変更し	 	をタップします。
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メールに添付するときのサイズを設定する
画像とビデオ画面右下の. メニュー .−. オプションの表示 .−. 全般 .タブで、メール
に添付するときのサイズの設定や編集画面で画像を回転させる方向の設定ができま
す。
設定が終わったら. .をタップしてください。

画像を 90 度回
転（+7-12ペー
ジ）させるとき
の方向を設定し
ます。

電子メールで画
像を送信すると
きの画像のサイ
ズを設定します。

スライドショーの設定をする
画像とビデオ画面右下の. メニュー .−. オプションの表示 .−. スライドショー .タブ
で、スライドショーの設定ができます。
設定が終わったら. .をタップしてください。

画像を表示する
とき、縦画面に
して画像を表示
（画像（縦））す
る、横画面にし
て画像を表示（画
像（横））するを
選択します。

パソコンと接続
後、2 分間操作
しないと、スラ
イドショーが始
まります。
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画像とビデオのメニュー

画像とビデオ画面のメニュー

送信

ビーム

連絡先に保存
削除

編集 切り取り

 コピー

 貼り付け
 新しいフォルダ

プロパティ

スライドショーの再生
［Today］の背景に設定する

オプションの表示
スペースに送信

選択した画像またはビデオを添付した新規メールを作成す
る（�7-10ページ）。
選択した画像またはビデオを別のS01SHⅡなどに送信す
る。
連絡先の画像情報に選択した画像を設定する。
選択した画像またはビデオを削除する。
画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップメ
ニューから 削除 をタップしても削除ができる。
画像またはビデオを切り取る。
画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアッ
プメニューから 切り取り をタップしても切り取りがで
きる。
画像またはビデオをコピーする。
画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップ
メニューから コピー をタップしてもコピーができる。
コピーおよび切り取った画像またはビデオを貼り付ける。
画像やビデオを整理するための新しいフォルダを作成する
（�7-13ページ）。
選択した画像またはビデオの情報を表示する。また、名前
の変更ができる。
画像をスライドショーとして表示する（�7-10ページ）。
選択した画像をToday画面の背景として設定する
（�7-11、10-3ページ）。
オプション設定画面を表示する（�7-14ページ）。
登録しているWindows Liveスペースに送信する。
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詳細画面のメニュー

ズーム

スライドショーの再生
［Today］の背景に設定する

画像のビーム
保存 連絡先に保存
 名前を付けて保存

編集
プロパティ

オプション
スペースに送信

ファイルのサイズが大きいとき、タップすると、ナビゲー
ション用のサブウィンドウを表示して、画像の拡大／縮小、
表示領域の移動をする。
画像をスライドショーとして表示する（�7-10ページ）。
表示している画像をToday画面の背景として設定する
（�7-11、10-3ページ）。
画像を別のS01SHⅡなどに送信する。
連絡先の画像情報に表示している画像を設定する。
表示している画像とは別のファイルとして名前を変更して
保存する。
編集画面になる（�7-11ページ）。
選択した画像の情報を表示する。また、名前の変更がで
きる。
オプション設定画面を表示する（�7-14ページ）。
登録しているWIndows Liveスペースに送信する。

編集画面のメニュー

トリミング
自動修正
元に戻す
前回保存したときの状態に戻す

名前を付けて保存

画像を切り抜きする。
画像の明るさやコントラストを自動で調整する。
トリミングや自動修正した画像を、元に戻す。
トリミングや画像回転などの編集を行った後、変更する前
の状態（前回保存したときの状態）に戻す。
表示している画像とは別のファイルとして名前を変更して
保存する。
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