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はじめに

この「D800/D800Eテクニカルガイド ピクチャーコントロール編」
は、「D800/D800Eテクニカルガイド」で基本的な撮影をマスターさ
れた方に向け、次のステップである「素材から作品へと仕上げる」こ
とを目的としています。このテクニカルガイドでは、仕上げのひとつ
の方法としてピクチャーコントロールを取り上げ、D800/D800Eで
撮影する場合の、プロの写真家によるシチュエーションに合わせたピ
クチャーコントロールの選び方や、調整した内容を紹介しています。

「ピクチャーコントロールシステム（Picture Control System）」は、
対応するカメラまたはソフトウェアで使用できるニコンの画

え

作り設定
システムで、好みや表現意図に合わせて、画像の仕上がりを柔軟に設
定できます。

さらにピクチャーコントロールを自由にカスタマイズすることで、初
心者からプロフェッショナルまで、撮影者の好みに合わせた細かい色
味や明るさなどを設定できます。

また、カメラや Picture Control Utilityを使用してピクチャーコント
ロールをカスタマイズする方法も紹介しています。Picture Control 

Utilityを使用すると、結果を画面で確認しながらピクチャーコント
ロールを細かく調整できます。

D800/D800Eでは、ピクチャーコントロールボタンが搭載され、手
軽にピクチャーコントロールを設定できるようになりました。また、
動画撮影においても、静止画撮影と同様に適用できます。撮影シーン
などに合わせてさまざまな設定をお試しいただき、自由な画作りをお
楽しみください。
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設定ひとつで、作風が変わる。世界が変わる。
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D800/D800Eでは、L（Z/Q）ボタンを押すとピクチャーコントロー
ルの一覧画面が表示されます。設定したいピクチャーコントロールを
選び、Jボタンを押すと設定できます。

L（Z/Q）ボタン

Jボタン

ピクチャーコントロールは、撮影メニュー
の［ピクチャーコントロール］からも設定
できます。

ピクチャーコントロールの設定方法
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［ピクチャーコントロール］について

• ［ピクチャーコントロール］では、階
調や色味といった、画像の演出性の
パラメータを表現目的や好みに合わ
せて調整できます（0 8）。

• 撮影メニューで［カスタムピクチャーコントロール］を選ぶと、
調整したピクチャーコントロールに名前を付けて登録したり
（0 38）、メモリーカードを使って、他のカメラやピクチャーコ
ントロールに対応するソフトウェアと共用することができます
（0 40、50）。

• ライブビュー撮影時にL（Z/Q）
ボタンを押してピクチャーコントロー
ルを変更すると、液晶モニターで効果
を確認しながら撮影ができます。

• ピクチャーコントロールは動画にも適
用できます。被写体に合わせて派手な
印象の動画や、雰囲気のあるモノクロ
の動画などを撮影できます。
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各ピクチャーコントロールの特徴
各ピクチャーコントロールの特徴や、撮影に向いている被写体は、以
下の通りです。
スタンダード（初期設定）
特徴 被写体の輪郭の強さ、コントラスト、明るさ、色の濃さ、

色合いに偏りのない、バランスの取れた標準的な画像
コンセプト • どのような場面を撮影しても、多くの人が見栄えが良

いと感じるようなようなチューニング
• やや鮮やかめで、撮影後にレタッチをしなくても素材
として使用できる高い汎用性

向いている
被写体

スナップ写真、風景写真など、ほぼすべての用途

ニュートラル
特徴 過度な演出を避け、あっさりと自然な仕上がりの画像
コンセプト • 黒つぶれや白とびが少なく、被写体固有の豊かな階調

や自然な色合いを表現
• 輪郭強調が弱めでコントラストも低め。軟調な印象

向いている
被写体

• 撮影後に調整、加工して、独自のイメージを表現する
場合の素材

• 白または黒がメインの被写体
• ふわふわとした柔らかい印象の被写体

ビビッド
特徴 被写体の輪郭やコントラストがほどよく強調された、メ

リハリのある、生き生きとした色鮮やかな画像
コンセプト • 高彩度で派手な印象にし、被写体の力強さを表現

• 輪郭強調が強めでコントラストが高く、硬調な印象
向いている
被写体

• カラフルなファッションや街並み、フレッシュなフ
ルーツ、生花など、色を強調したい被写体

• 色やコントラストのメリハリが乏しい被写体を、生き
生きと表現したいとき
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モノクローム
特徴 白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像
コンセプト • ［フィルター効果］を使用して、白黒写真用カラーフィ

ルターを使って撮影したような効果
•［調色］を使用して、画像全体の色調を調整

向いている
被写体

ポートレート、スナップ写真、風景写真など、ほぼすべ
ての用途

ポートレート
特徴 人物の肌の描写を重視した画像
コンセプト • 人物の肌を明るめで滑らかな階調で立体的に描写。透

明感のある自然な仕上がりに
• 肌の部分以外の背景や衣服の色は、［スタンダード］
に近い描写

• 輪郭強調が弱めでコントラストも少し低め。やや軟調な
印象

向いている
被写体

ポートレート

風景
特徴 主に空の青さや草木の緑を、深みのある鮮やかさで表現

した画像
コンセプト • 中間調を下げ、どっしりと落ち着いた印象に

• 過度に鮮やかさを上げず、自然な仕上がりに
• 輪郭強調がやや強めでコントラストはやや高め。硬調
な印象

向いている
被写体

• 渓谷や森林など、青空や濃い緑の多い自然風景
• 街並みを含む多様な景観
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各ピクチャーコントロールの設定は、撮影目的や好みに合わせて調整
できます。輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）をバランス良
く自動的に調整できる「クイック調整」や各項目を手動で細かく調整
する「手動調整」ができます。

1 ピクチャーコントロールの一覧
画面で、調整したいピクチャー
コントロールを選んで2を押す

• ピクチャーコントロールの調整画
面が表示されます。

2 ピクチャーコントロールの項目
を選んで調整する

• 1または3で調整する項目を選
んで、4または2で値を設定し
ます。

• ［クイック調整］を選ぶと、各項目のレベルを自動的に調整します。

• O（Q）ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。

3 設定する
• Jボタンを押して設定します。

ピクチャーコントロールの調整
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各項目を調整した場合の撮影例

クイック
調整※

輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）のレベル
を自動的に調整します。

クイック調整［–2］ クイック調整［+2］

輪郭強調 輪郭の強弱を調整します。数字が大きいほどくっきり
とした画像になります。

輪郭強調［0］ 輪郭強調［9］

コント
ラスト

画像のコントラストを調整します。–側にすると軟ら
かい調子の画像になり、+側にすると硬い調子の画像
になります。

コントラスト［–3］ コントラスト［+3］

※ ［ニュートラル］と［モノクローム］、カスタムピクチャーコントロール
では調整できません。
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明るさ 白とびや黒つぶれを抑えながら画像の明るさを調整し
ます。

明るさ［–1］ 明るさ［+1］

色の濃さ
（彩度）
（［モノクロー
ム］では調整
できません）

画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。–側にす
ると鮮やかさが抑えられ、＋側にするとより鮮やかに
なります。

色の濃さ（彩度）［–3］ 色の濃さ（彩度）［+3］

色合い
（色相）
（［モノクロー
ム］では調整
できません）

画像の色合いを調整します。下の例で麺の色を基準に
した場合、–側にすると赤みが増し、＋側にすると黄
色みが増します。

色合い（色相）［–3］ 色合い（色相）［+3］
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ピクチャーコントロールの調整

フィルター
効果
（［モノクロー
ム］の場合のみ
調整できます）

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときの
ような効果が得られます。

フィルター効果［OFF］ フィルター効果［R］

調色
（［モノクロー
ム］の場合のみ
調整できます）

印画紙を調色したときのように、画像全体の色調を調
整できます。

調色［Sepia］ 調色［Green］

色合い（色相）について
［色合い（色相）］の調整は、色相環をイ
メージするとわかりやすくなります。–
側にすると色相環を反時計回りに、＋側
にすると色相環を時計回りに回すように
画像の色が変化します。
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被写体別ピクチャーコントロール
調整ガイド
ここでは、目的に応じて設定する事例を紹介します。作品の仕上がり
意図に応じて、ピクチャーコントロールの選択や、それらの詳細パラ
メータの微調整を行っていきます。

料理

料理を色鮮やかに表現したい

［ビビッド］のコントラストを調整したピクチャーコントロールで撮
影し、肉や付け合わせの野菜を色鮮やかに表現しました。

■レンズ：AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ■露出モード：マニュ
アル、1/60秒、f/11 ■ホワイトバランス：晴天
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Noriko Yamaguchi
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前ページの写真は［ビビッド］を
ベースに、［コントラスト］を［–1］
にしたピクチャーコントロールで
撮影しています。

コントラストを調整し、肉が脂
ぎっている印象を和らげました。

●［スタンダード］で撮影した場合
［スタンダード］でもバランス良く
仕上がっていますが、「できたての
鮮やかさを表現する」には［ビビッ
ド］の方がより適しています。

ワンポイントテクニック

緑の食材を鮮やかに表現する

スタンダード 風景
野菜などの緑色が中心の食材の場合、［風景］で撮影するとより鮮
やかに表現できます。
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食材の質感やガラスの透明感を表現したい

［ビビッド］をベースにし、各詳細パラメータを調整して透明感のあ
る仕上がりにしました。

■レンズ：AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED ■露出モード：マニュアル、
1/4秒、f/11 ■ホワイトバランス：晴天
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Noriko Yamaguchi

［コントラスト］と［明るさ］を上
げ、ガラスの器の透明感を出して
います。

赤味を増して、サーモンやエビな
どの質感を強調しています。
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

ワンポイントテクニック

あっさりした印象を表現する

ビビッド ニュートラル
［ビビッド］ではボリューム感が出ますが、［ニュートラル］で撮
影すると、冷製メニューのさっぱり感を表現できます。

前ページの写真は［ビビッド］を
ベースに、［コントラスト］を［+1］、
［明るさ］を［+1］、［色の濃さ（彩
度）］を［+1］、［色合い（色相）］
を［–1］にしたピクチャーコント
ロールで撮影しています。

自然光の青カブリを軽減し、赤色
系食材の質感を高めています。

●調整を行わずに撮影した場合
概ね作品意図は表現できているも
のの、撮影の環境によって全体的
に青カブリし、特に赤色系の食材
がくすんだ印象になっています。
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ポートレート

被写体の立体感を表現したい

［輪郭強調］をやや強
めにし、ピントの合っ
ているところと合っ
ていないところの差
を強調してより立体
感を表現しています。

被写体のエッジが強調
され、背景から浮かび
あがった印象になって
います。

■レンズ：AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G ■露出モード：マニュアル、1/500秒、
f/4.5 ■ホワイトバランス：晴天
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Daisuke Kumakiri



17

被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ポートレート］
をベースに、［輪郭強調］を［4］
にしたピクチャーコントロールで
撮影しています。

柔らかさを表現するため、他の項
目はデフォルトの値を使用してい
ます。

●調整を行わずに撮影した場合との比較

調整なし 調整あり
調整後はまつげや髪の毛などの細かい部分のエッジが強調され、より
被写体の立体感が際立っています。



18

日中シンクロで色を鮮やかに表現したい

スピードライトを使用し、日中シンクロで撮影しています。ストロボ
光を当てるとあっさりとした色味になりがちですが、［色の濃さ（彩
度）］を強めてヌケのよい鮮やかな仕上がりにしています。

抜けるような青さの空
になっています。

アンダー気味の日陰の
芝も、より深みが増し
ています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G ■露出モード：マニュアル、1/250秒、
f/14 ■ホワイトバランス：晴天
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Daisuke Kumakiri
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ポートレート］
をベースに、［彩度］を［+3］に
したピクチャーコントロールで撮
影しています。

動きのある被写体を撮影している
ため、［輪郭強調］はデフォルトの
値を使用しています。

●調整を行わずに撮影した場合との比較

調整なし 調整あり
調整後は空や芝の鮮やかさが増して全体的にバランスがとれ、被写体
が一層引き立っています。また、Capture NX 2を使用し、［LCHエディ
ター］でさらに青の彩度を引き上げています。
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陰影を強調したい

彩度を落として陰影を強調し、しっとりとした印象にしています。自
然光のほのかな明るさが表現され、独特の仕上がりになりました。

光と影の差が大きくな
り、全体が引き締まっ
た印象になります。

彩度を落として、モノ
トーンに近い雰囲気に
しています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G ■露出モード：マニュアル、1/200秒、
f/5.6 ■ホワイトバランス：晴天
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Daisuke Kumakiri
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ビビッド］を
ベースに、［コントラスト］を［+1］、
［明るさ］を［–1］、［色の濃さ（彩
度）］を［–3］、［色合い（色相）］
を［–3］にしたピクチャーコント
ロールで撮影しています。

明るさと彩度を落とし、引き締
まった印象にしています。

●調整を行わずに撮影した場合との比較

調整なし 調整あり
調整なしの場合、柔らかい印象です。コントラストを高め、画像全体
を引き締めて被写体の表情の印象を変え、力強さを表現しています。
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柔らかさやかわいらしさを表現したい

スタジオでの強いライトで飛び気味になりがちな肌などを暖かみのあ
る色味で表現し、健康的なかわいらしさを演出します。

赤味を足して、肌の色
を健康的な印象にして
います。

彩度を上げて、赤味の
ある部分を淡いピンク
にしています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G ■露出モード：マニュアル、1/100秒、
f/8 ■ホワイトバランス：フラッシュ
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Daisuke Kumakiri
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ポートレート］
をベースに、［輪郭強調］を［1］、
［色の濃さ（彩度）］を［+1］、［色
合い（色相）］を［–1］にしたピ
クチャーコントロールで撮影して
います。

柔らかさを表現するため、［コント
ラスト］はデフォルトの値を使用
しています。

●調整を行わずに撮影した場合との比較

調整なし 調整あり
調整なしに比べ、［色合い（色相）］を –側にしたことで全体的に赤味
が増し、「かわいさ」や「ポップさ」が強調されています。また、［輪
郭強調］をデフォルトより下げることで、柔らかい印象にしています。
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コントラストを強調したモノクローム画像を作成したい

カラーまたはモノクロ両方で使用する可能性を考慮し、撮影時は
［ニュートラル］に設定しています。Capture NX 2を使用して、［フィ
ルター効果］や［調色］の組み合わせをいろいろと試し、イメージに
近づけています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G ■露出モード：マニュアル、1/100秒、
f/5.6 ■ホワイトバランス：フラッシュ
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Daisuke Kumakiri

モノクロームで変換することを念頭に
置いて、ライトをセッティングしてい
ます。

コントラストを高く設定し、古い映画の
ブロマイドのような印象にしています。
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ニュートラル］で撮影
しています。Capture NX 2で［モノクロー
ム］に変換し、［コントラスト］を［+1］
に上げています。

また、［フィルター効果］を［Yellow］に、
［調色］を［Black-and-white］に設定し
ています。

●フィルター効果を変更する

［Orange］ ［Red］

［フィルター効果］を変更すると、
同じモノクローム画像でも印象
が異なり、特に唇の濃さや肌の
階調に差が出ています。肌の明
るさや、衣装やシャドウ部分の
黒つぶれなどを基準に、イメー
ジに近い設定を選びます。

［Green］
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インテリア

ハイライトを柔らかく表現したい

複数の光源下で撮影したバラを、実際の印象と同じ色合いになるよう
調整しています。

■レンズ：AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED ■露出モード：絞り優先オー
ト、1/50秒、f/5.6 ■ホワイトバランス：電球
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Noriko Yamaguchi

実際の見た目の印象に合わせ、花は白
く、葉は鮮やかな緑になるように調整
します。
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ポートレート］
をベースに、［コントラスト］を
［+1］に、［色合い（色相）］を［+3］
したピクチャーコントロールで撮
影しています。

［ポートレート］を使用することで
全体的に柔らかい表現になってい
ます。

●調整を行わずに撮影した場合との比較
調整なし
ハイライト部分の階調が
豊かになる［ポートレー
ト］は、白色系素材の柔
らかさを表現させたい作
風に適しています。ここ
では、さらに白と緑を調
整し、最終的なイメージ
に近づけていきます。

調整あり
［コントラスト］で少し
黒のエッジ部分を引き締
めています。また、［色
合い（色相）］を +側に
調整することで、緑の部
分が鮮やかになっていま
す。［色合い（色相）］の
色調整については、0 11
を参照してください。
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窓越しに撮影した風景を実際の見た目に近づけたい

窓外の風景と窓枠の差を強調し、室内からの眺めを印象づけています。
ガラスによって風景の色合いが変わってしまうことも抑えています。

窓枠部分の中間調を引
き締めています。

［色合い（色相）］を調
整し、建物や空の色を
実際の見た目に近づけ
ています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED ■露出モード：絞り優先オー
ト、1/200秒、f/11 ■ホワイトバランス：晴天
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Noriko Yamaguchi
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［風景］をベー
スに、［コントラスト］を［–2］、［明
るさ］を［–1］、［色合い（色相）］
を［–3］にしたピクチャーコント
ロールで撮影しています。

ガラスを通しても、空や建物の色
合いが自然に表現されています。

●調整を行わずに撮影した場合との比較

［スタンダード］で撮影 ［風景］で撮影、［色合い（色相）］
のみを調整

［スタンダード］の場合、やや柔
らかい印象ですが、コンクリー
トの窓枠をやや強調したかった
ため、［風景］を選択してより硬
調な印象を表現しています。

［明るさ］を調整すると、中間調
部分を中心に明るさが変化しま
す。ここでは、窓枠の明るさが
下がり、外の風景がより印象的
に表現されています。

［風景］で撮影、［色合い（色相）］
と［明るさ］を調整
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ふわふわした柔らかい雰囲気を表現したい

カタログなどに掲載されている、硬調で説明的な写真になりがちなイ
ンテリア写真を、暖かみのある柔らかい雰囲気で撮影しています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED ■露出モード：マニュアル、
1/5秒、f/11 ■ホワイトバランス：オート 2（電球色を残す）
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Noriko Yamaguchi

［色合い］を –方向に調整し、赤味
を増して暖かみを表現しています。

［コントラスト］と［色の濃さ（彩
度）］を下げ、全体的に柔らかい印
象にしています。
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ニュートラル］
をベースに、［コントラスト］を［–2］、
［明るさ］を［+1］、［色の濃さ（彩度）］
を［–3］、［色合い（色相）］を［–3］
にしたピクチャーコントロールで撮
影しています。

彩度を落とし、落ち着いた印象に
しています。

●調整を行わずに撮影した場合との比較

［スタンダード］で撮影し、調整も行っていません。コントラストがハッ
キリとする反面、硬く説明的な印象を受けます。

上のピクチャーコントロールで撮影。居住空間としての安らぎを印象
づけるため、コントラストや彩度を落として一層の柔らかさや落ち着
き感を表現しました。
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ワイルドライフ

雪の白さと水の青さを強調したい

雪の白さと川の水の色を強調して、雪原の静けさや寒さを表現してい
ます。

■レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED ■露出モード：絞り優先オー
ト、1/25秒、f/11 ■ホワイトバランス：色温度設定（5000K）
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Junichi Noguchi

彩度を上げて水の色を強調しています。

コントラストの高い［風景］で撮影し、
木々をくっきりと見せています。
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［風景］をベー
スに、［色の濃さ（彩度）］を［+3］
したピクチャーコントロールで撮
影しています。

無彩色に近い被写体が多いこの作
品の中で、水の青さを際立たせ印
象的に仕上げています。

●調整を行わずに撮影した場合との比較
［スタンダード］で撮
影し、調整も行ってい
ません。全体的にバラ
ンスがとれ、やや優し
い印象です。

上のピクチャーコント
ロールで撮影。［風景］
は輪郭強調がやや強め
なため、木や川岸のエッ
ジがハッキリとし、引
き締まった印象になり
ます。また、［色の濃さ
（彩度）］を上げたこと
で雪の白さが引き立ち、
水の色がやや鮮やかに
なっています。
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メインの被写体を浮かび上がらせたい

明るさや彩度を下げ、コントラストを強めることでメインの被写体を
くっきりと浮かび上がらせています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR ■露出モード：絞り優先オート、
1/1250秒、f/5 ■ホワイトバランス：色温度設定（5000K）
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Junichi Noguchi

［コントラスト］を強め、被写体と
背景とのメリハリを強調します。

［色の濃さ（彩度）］を極端に下げ、
意図的に空の色をくすんだ印象に
して被写体を引き立てています。
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［ニュートラル］
をベースに、［コントラスト］を
［+3］、［明るさ］を［–1］、［色の
濃さ（彩度）］を［–3］にしたピ
クチャーコントロールで撮影して
います。

画像全体の色彩を抑え、独特の風
合いに仕上げています。

●調整を行わずに撮影した場合との比較
調整なし
自然な色合いを表現す
る［ニュートラル］は、
あっさりとした仕上が
りになります。

調整あり
ピクチャーコントロー
ル で の 調 整 に 加 え、
Capture NX 2で［ヴィ
ネットコントロール］の
適用量を下げ、作品性を
高めています。画面周辺
の暗さをあえて強調し
ており、背景に細かいオ
ブジェクトがある場合
に特に有効な表現です。
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空の色を鮮やかに表現したい

空の青さをわざとらしくならない程度に鮮やかにし、白鳥の羽毛の白
さと対比させて印象的に仕上げています。

■レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED ■露出モード：絞り優先オー
ト、1/3200秒、f/5.6 ■ホワイトバランス：色温度設定（5000K）
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Junichi Noguchi

［色の濃さ（彩度）］を上げて、空
の色をヌケよく仕上げています。

［明るさ］を上げて、羽毛の白さを
強調しています。
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被写体別ピクチャーコントロール 調整ガイド

前ページの写真は［風景］をベー
スに、［明るさ］を［+1］、［色の
濃さ（彩度）］を［+1］にしたピ
クチャーコントロールで撮影して
います。

［色合い（色相）］を調整するとよ
り空が鮮やかになりますが、わざ
とらしさを抑えるため、あえて調
整をしていません。

●調整を行わずに撮影した場合との比較
［スタンダード］で撮
影し、調整も行ってい
ません。このままでも
深みのある色合いに仕
上がっていますが、さ
らに空と中央の白鳥を
目立たせていきます。

上のピクチャーコント
ロールで撮影。全体的
にヌケがよくなり、大
きく広げた羽根がより
くっきりと浮かび上
がっています。
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撮影メニューの［カスタムピクチャーコントロール］では、好みに合
わせて調整したピクチャーコントロールを「カスタムピクチャーコン
トロール」として名前を付けて登録できます。登録したカスタムピク
チャーコントロールは、他のカメラやソフトウェアと共有できます。

カスタムピクチャーコントロールを
作成して登録する

1 撮影メニューの［カスタムピク
チャーコントロール］から［編
集と登録］を選ぶ

• ［編集と登録］を選んで2を押す
と、［編集・登録対象を選択］画
面が表示されます。

2 元にするピクチャーコントロー
ルを選ぶ

• ピクチャーコントロールを選んで
2を押すと、編集画面が表示さ
れます。

3 ピクチャーコントロールを調整
する

• 項目の内容や調整方法は［ピク
チャーコントロール］と同じです
（0 8）。

• Jボタンを押すと［登録先の選択］画面が表示されます。

• O（Q）ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。

カメラでカスタムピクチャーコント
ロールを作成する
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4 登録先を選択する
• C-1～ 9（カスタム 1～ 9）の中か
ら登録先を選びます。

5 カスタムピクチャーコントロー
ルの名前を入力する

• 登録名は 19文字まで入力できま
す。

6 Jボタンを押して登録を終了する
• 登録したカスタムピクチャーコン
トロールは、ピクチャーコント
ロールの一覧画面に表示され、選
択が可能になります。
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登録したカスタムピクチャーコントロールを
他のカメラで使用する

D800/D800Eで作成したカスタムピクチャーコントロールを他のカ
メラで使用して、同じ仕上がりの画像を撮影できます。

1 撮影メニューの［カスタムピク
チャーコントロール］から［メ
モリーカードを使用］を選ぶ

• ［メモリーカードを使用］を選ん
でマルチセレクターの2を押す
と、［メモリーカードを使用］画
面が表示されます。

2 ［メモリーカードにコピー］を選ぶ
• カメラにあるカスタムピクチャー
コントロールをメモリーカードに
コピーできます。メモリーカー
ドにコピーしたいカスタムピク
チャーコントロールとコピー先
（1 ～ 99）を選んでJ ボタン
を押すと、選んだカスタムピク
チャーコントロールがメモリー
カードにコピーされます。

• コピーが完了したら、カメラの電源を OFFにしてメモリーカード
を取り出してください。

3 カスタムピクチャーコントロールを読み込ませたいカメラにメ
モリーカードを入れる

• カメラの電源をOFFにしてからメモリーカードを入れてください。
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カメラでカスタムピクチャーコントロールを作成する

4 撮影メニューの［カスタムピク
チャーコントロール］から［メ
モリーカードを使用］を選ぶ

• ［メモリーカードを使用］を選ん
でマルチセレクターの2を押す
と、［メモリーカードを使用］画
面が表示されます。

5 ［カメラに登録］を選ぶ
• メモリーカードにあるカスタムピ
クチャーコントロールをカメラに
登録できます。カメラに登録した
いカスタムピクチャーコントロー
ルと登録先（C-1～ 9（カスタム
1～ 9））を選んで名前を付けると、
選んだカスタムピクチャーコント
ロールがカメラに登録されます。

• 登録したカスタムピクチャーコントロールは、ピクチャーコント
ロールの一覧画面に表示されます。
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Picture Control Utilityは、ピク
チャーコントロールの管理、調
整ができるソフトウェアです。

任意のサンプル画像で効果を確
認しながらピクチャーコント
ロールを調整できます。調整し
たピクチャーコントロールは、
カスタムピクチャーコントロー
ルとして保存や管理ができます。

Picture Control  Ut i l i ty は、
ViewNX 2または Capture NX 2
から起動できます。

サンプル画像

ViewNX 2から起動する
• ［ファイル］メニューから
［Picture Control Utility
を起動］を選択します。

• NEF画像を選択した状態で
Picture Control Utilityを起
動すると、選択した画像が
サンプル画像として表示さ
れています。

Picture Control Utilityを活用する
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Capture NX 2から起動する
• NEF画像を開き、エディッ
トリストの［現像］セク
ション内 [カメラ設定 ]にあ
る［ピクチャーコントロー
ル］でカスタムピクチャー
コントロールメニューボタ
ン（  ）をクリックします。
表示されるメニューから
［Picture Control Utility
を起動］を選択します。

• Capture NX 2から起動した
場合、サンプル画像には初期
設定の画像が表示されてい
ます。サンプル画像を変更
したい場合は、［サンプル画
像］ボタンをクリックして、
表示したい NEF画像を選択
してください。Capture NX 
または Capture NX 2 で編
集、保存された RAW 画像は
選択できません。また、ア
クティブ D-ライティングの
設定は解除されます。
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カスタムピクチャーコントロールを作成する

1 ベースとなるピクチャーコ
ントロールを一覧から選択
する

• カメラからインポートした
カスタムピクチャーコント
ロ ー ル や、Capture NX 2
で作成したカスタムピク
チャーコントロールがある
場合、ここで選択できます。

2 ［レベル調整］で詳細パラ
メータを調整する

• 各項目の調整については「レ
ベル調整の設定項目」をご
覧ください。調整結果はす
ぐにサンプル画像に反映さ
れます。

• ［リセット］ボタンをクリッ
クすると、調整前の状態に
戻ります。
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Picture Control Utilityを活用する

3 カスタムピクチャーコント
ロールを保存する

• ［新規］をクリックすると、
新しいカスタムピクチャー
コントロールとして保存で
きます。

• ピクチャーコントロールの
名前を入力し、［OK］ボタ
ンをクリックしてください。

• 使用できる文字数は半角英
数文字で 18文字までです。

• カスタムピクチャーコントロールを調整している場合、［上書き］
で上書き保存することもできます。

• ニコンピクチャーコントロールの下に、新たに作成したカスタム
ピクチャーコントロールが順番に登録されます。
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レベル調整の設定項目

Picture Control Utilityでは、［カ
スタムトーンカーブ］を使用し
て、ユーザーの好みに合わせた
細かい調整が可能です。

• 入力ボックスがある項目では、
数値を直接入力することもで
きます。

• ［オート］がある項目では、
チェックを入れるとその項目
を自動で調整します。

クイック調整 選択すると各項目のレベルを自動で調整しま
す。ベースとなるピクチャーコントロールで
［［NL］ニュートラル］、［［MC］モノクローム］、
またはカスタムピクチャーコントロールを選択
している場合、［クイック調整］では調整でき
ません。［クイック調整］を選んだ場合、［手動
調整］は選べません。

手動調整 各項目のレベルを手動で調整します。［手動調
整］を選んだ場合、［クイック調整］は選べま
せん。

輪郭強調 輪郭の強弱を調整します。スライダーを左に動
かすと輪郭がぼやけ、右に動かすと強調されま
す。
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Picture Control Utilityを活用する

カスタムトーン
カーブを使用

ここを選ぶと、［カスタムトーンカーブ］を編
集してコントラストと明るさを手動で調整でき
ます。［カスタムトーンカーブを使用］を選ん
だ場合、［コントラスト /明るさ］は調整でき
ません。

コントラスト /
明るさ

コントラストと明るさを調整します。［コント
ラスト /明るさ］を選んだ場合、［カスタムトー
ンカーブを使用］は調整できません。

色の濃さ（彩度）※ 1 彩度を調整します。
色合い（色相）※ 1 色合いを調整します。
フィルター効果※ 2 メニューから項目を選べます。
調色※ 2 メニューから項目を選び、スライダーで強弱を

設定します。
カスタム
トーンカーブ

［カスタムトーンカーブを使用］を選択した場
合、トーンカーブで明るさやコントラストを調
整できます。
• ［保存］で作成したトーンカーブを保存でき
ます。

• ［読み込み］で作成済みのトーンカーブファ
イルを読み込めます。

※ 1 ベースとなるニコンピクチャーコントロールが［［MC］モノクローム］
の場合を除く

※ 2 ベースとなるニコンピクチャーコントロールが［［MC］モノクローム］
の場合のみ
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カスタムトーンカーブの調整例

カスタムトーンカーブを調整してコントラストを強調するピクチャー
コントロールを作成し、ゴマ団子を撮影しています。

■レンズ：AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ■露出モード：マニュ
アル、1/60秒、f/5.6 ■ホワイトバランス：電球
※ この画像は RAW（14-bit）で撮影し、Capture NX 2で RAW現像した
ものです。 © Noriko Yamaguchi

［色の濃さ（彩度）］と［色合い（色
相）］を調整し、全体的にぬくもり
のある雰囲気にしています。

コントラストが高いピクチャーコ
ントロールで撮影したことで、ゴ
マの粒の質感が強調されて揚げた
ての感じが出ています。
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Picture Control Utilityを活用する

前ページの写真は［スタンダー
ド］をベースに、［輪郭強調］を
［オート］、［色の濃さ（彩度）］
を［+1］、［色合い（色相）］を［–1］
にし、カスタムトーンカーブを
調整したカスタムピクチャーコ
ントロールで撮影しています。

カスタムトーンカーブは右図の
ように S字型に調整し、コント
ラストを高めています。

逆 S字形：コントラ
ストが弱まり、柔ら
かい印象になります。

カーブなしS字形：コントラスト
が強く、質感が高ま
ります。
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カスタムピクチャーコントロールを
インポート・エクスポートする

Picture Control Utilityを使用すると、カメラで作成したカスタムピ
クチャーコントロールをパソコンに読み込んだり（インポート）、パ
ソコンに保存されているカスタムピクチャーコントロールをメモリー
カードに保存（エクスポート）したりできます。

カスタムピクチャーコントロールをパソコンに読み込む

1 カスタムピクチャーコントロールがコピーされたメモリーカー
ドをパソコンに接続する

• メモリーカードへのコピー方法は、「登録したカスタムピクチャー
コントロールを他のカメラで使用する」（0 40）の手順 1、2を
参照してください。

2 ［インポート］をクリックする
• インポートするピクチャーコント
ロールを選択する画面が表示され
ます。

3 インポートするカスタムピク
チャーコントロールを選択し、
［OK］をクリックする
• Picture Control Utility の［ピク
チャーコントロールリスト］に表
示されます。
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Picture Control Utilityを活用する

カスタムピクチャーコントロールをメモリーカードに保存
する

1 パソコンにメモリーカードを接続する
• 必ずカメラで初期化したメモリーカードを接続してください。

2 エクスポートしたいカスタムピ
クチャーコントロールを選択し、
［エクスポート］をクリックする
• エクスポートするピクチャーコン
トロールを選択する画面が表示さ
れます。

3 エクスポートするカスタムピク
チャーコントロールの場所を選
択し、［OK］をクリックする

• カスタムピクチャーコントロール
がエクスポートされます。

• エクスポート先のメモリーカードが複数ある場合は、メモリー
カードを選択する画面が表示されます。エクスポートしたいメモ
リーカードを選択して、［OK］をクリックします。

• エクスポートしたカスタムピクチャーコントロールをカメラに読
み込ませる方法は、「登録したカスタムピクチャーコントロール
を他のカメラで使用する」（0 40）の手順 3以降を参照してくだ
さい。



【撮影】
料理 /インテリア：山口 規子（やまぐち のりこ）
栃木県生まれ。東京工芸大学短期大学部写真技術科卒業。文藝春秋写真部を経て、
独立。女性ファッション誌や旅行誌を中心に活躍。透明感のある独特な画面構成に
定評がある。「イスタンブールの男」で第 2回東京国際写真ビエンナーレ入選、「路
上の芸人たち」で第 16回日本雑誌写真記者会賞受賞。著書に『メイキング・オブ・
ザ・ペニンシュラ東京』（文藝春秋）、『Real-G 1/1scale GUNDAM Photographs』（集
英社）。撮影書籍は『嵐山吉兆 春・夏・秋・冬の食卓』（バジリコ）、『野菜のおすし』
（講談社インターナショナル）『ハワイアン・レイメイキング しあわせの花飾り』（ポ
プラ社）『物の捨て方 のこし方』(PHP研究所 )など多数。公益社団法人日本写真家
協会会員。旅好き、猫好き、プリン好き。

ポートレート：熊切 大輔（くまきり だいすけ）
1969年東京都新宿生まれ。東京工芸大学短期大学部写真技術科を卒業後、夕刊紙、
日刊ゲンダイ写真部に入社。事件・スポーツ等を担当する。その後、フリーランス
の写真家として独立。広告や雑誌媒体などで「ドキュメンタリー」「人」「食」など
を撮影対象に幅広い分野で活動中。一方で小学校の写真授業や一般向け写真教室講
師等も務める。2010年に個展「演じるコト –俳優 石丸幹二の 1年 –」を開催。ニ
コン D800での「TOKYO ZOO」作品展示。D600ワークショップ講師も務める。
2011年・2012年カメラグランプリ選考委員。2012年文京見どころ絵はがき大賞
審査員、2012年・2013年 JPS展実行委員。公益社団法人日本写真家協会会員。
HP：http://k2-labo.com/

ワイルドライフ：野口 純一（のぐち じゅんいち）
1968年生まれ、埼玉県出身。2輪メカニック、4輪ディーラーの経験を経て、モーター
スポーツ用部品製造（WRC：World Rally Championship出場のWorks Carのパー
ツ担当を経験）に携わる。2000年、自然の中で生きてゆきたいという想いから、
退職し北海道に移住する。移住後、一匹のキタキツネとの出逢いから、野生動物の
撮影をはじめる。主な掲載誌は学研教育未来「ぷりん」、実業之日本社「GARRRV」
など多数。現在、写真・旅行・自然等の各種雑誌や観光の広告・カレンダー等に作
品を提供している。公益社団法人日本写真家協会会員。
HP：http://www.junsetsusha.com

【撮影協力】
Mutsubi ヌーベルシノワ＆ワイン：http://mutsubi.jp/

リビエラ逗子マリーナ：http://www.riviera-r.jp/zushi-marina/index.html

東京ステーションホテル：http://www.tokyostationhotel.jp/
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