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サイバーリンク社、ユニークな合成写真を作れる写真編集ソフトウェア 「PhotoDirector 8」シリーズを発表 

 

台湾 台北（2016年 9月 13日）CyberLink Corp.（5203.TW）（本社：台湾新北市、以下 サイバーリンク）は、 

豊富な写真編集機能に加えて、ビデオから決定的瞬間を写真として活用できる新機能を搭載することで大幅な進化を 

遂げた人気写真編集ソフトの新バージョン「PhotoDirector 8」シリーズを発表いたします。 

 

  

PhotoDirector 8 Ultra PhotoDirector 8 Standard 

 

 

サイバーリンク会長 兼 最高経営責任者 (CEO) ジャウ・ホァン博士 (Dr. Jau Huang) は、以下のようにコメントして

います。 ダイナミックな動きが伝わる写真を撮影にするには、経験の蓄積がもたらすシャッタースピードや露出の調整

に関する高度な撮影技術が必要とされます。 サイバーリンクは、高度な撮影知識を持ち合わせない初心者の方でも生き

生きとした被写体の動きを捉えたな写真を作成できるようにするというアプローチで、PhotoDirector 8 を開発しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<PhotoDirector ８の主な機能について> 

 

New!! ビデオ to フォト クリエーター   

 ビデオで撮影した決定的瞬間を写真で活かす！ 

    フリーシャッター 

    パノラマ写真 

    ベストグループショット 

    モーションフォト     

ビデオからベストショットを！ 

ビデオからパノラマ写真を！ 

ビデオからみんなのスマイルショットを！ 

ビデオから連続写真を！ 

 

New!! フリーシャッター ＊Ultra / Standard 共通 

• ビデオの 1 フレームを写真として取り込めます。  

• 4K ビデオから高解像度写真を作成することもできます。 

• TrueTheater 調整機能によって、シャープネス、明るさ、 

カラーを補正できます。 

• 取り込み後に、色補正やテキストの追加、各種エフェクト

効果などの編集を加えて、オリジナリティのある作品にす

ることができます。 

再生しながらベストショットを写真として保存 

 

New!! パノラマ写真      *Ultra 限定 

• カメラやスマートフォンなどで、左右に振って撮影した 

ビデオからパノラマ写真を作成できます。 

• 横方向だけでなく、縦方向にも対応。 

• 写真の境界に欠落がある場合は、分析して補完されます。 

 

ワンクリックで自動合成 

 

 

New!! ベストグループショット ＊Ultra / Standard 共通 

• ビデオから、複数のフレームをキャプチャーして合成する

ことで、みんなが笑顔のベストショットを作れます。 

• 合成後に、別のフレームの顔に変更することもできます。 

• 最大 5 枚の写真からベストショットを作成できます。 

 

みんなが笑顔のベストな写真を自動合成  

 

 

 

 

 

 

 



New!! モーションフォト    *Ultra 限定 

• ビデオから、動きのある被写体を複数キャプチャーして  

トラッキング＆合成。 躍動感のある写真を作れます。 

• 最大 10 枚の写真から合成できます。 

• 被写体は自動検出＆フェードイン/アウトも設定できます。 

    

 

ビデオから写真を選んでワンクリックだけ 

 

New!! クイックテンプレート ＊Ultra 限定  

レイヤー編集を“ゼロ”から行うことなく、テンプレートを選ぶだけで  

さまざまなレイヤーを駆使した作品を作ることができます。 

• テンプレートを適用後に、オブジェクトやテキストをカスタマイズすることもできます。 

• 自作のレイヤー設定をオリジナルテンプレートとして保存することができます。 

• DirectorZoneへの投稿や、他のユーザーのクイックテンプレートをダウンロードすることもできます。  

 

  

  

New!! オーバーレイ ＊Ultra / Standard 共通  

40 種類を超えるテンプレートを選ぶだけで、写真にレンズフレアやスクラッチなどの多彩な効果を適用できます！ 

 

 

 

 
 

New !! モーションブラー ＊Ultra 限定 

写真に躍動感を加えることができる“モーションブラー”を搭載！ 

• 写真全体、円形、または直線上のモーションブラーを選択できます。  

• ぼかしの強度、方向を調節できます。 

• ブラシツールを使ってモーションブラーの適用範囲を調節できます。 

 

 

 

オリジナル テンプレートを選択 

オリジナル テンプレートを選択 



New!! カラースプラッシュ ＊Ultra / Standard 共通 

特定の色だけを残して他の色をモノクロにすることで、印象的な写真を作れます！ 

• 残したい色の許容量や、特定部分の色を消去したり、別の色を復元することもできます。 

• 色相をシフトして別の色に変えることもできます。   

 

 

Power Up!! プリセットのサムネイル表示 ＊Ultra / Standard 共通 

色や明るさなどの補正、HDR 効果の適用などを行える“調整機能”に 

搭載されている“プリセット”の各種効果がサムネイル表示に対応！  

• 選択した写真の効果を一覧で確認することができます。 

• DirectorZoneから追加プリセットをダウンロード 

することもできます。   

 

大人気!! オブジェクト除去  ＊Ultra / Standard 共通   

不要な部分をなぞるだけで背景を解析して、自然に対象を除去できます！ 

• 直感的なブラシ操作で、除去するオブジェクトをなぞるだけです。 

• インテリジェントアルゴリズムでオブジェクトを削除するとともに、

背景を補完して自然な仕上がりにできます。 

 

大人気!! 充実の色補正機能  

お好みにあわせて、多彩な補正機能をサポート！   

• HSL / カラー 

• カーブ / レベル補正 

• カラーエフェクト 

マウスでドラッグするだけで、特定の色の彩度、明るさを調整できます。 

 カーブやレベルを使った色補正にも対応しています。 

 カラー写真をモノクロに色かぶり補正も簡単にできます。 

 

大人気 !! 一括処理機能 
 

選択した写真を、まとめてサイズ変更したり、ファイル名や解像度の変更もできます！ 

画像サイズの変更 ・ ファイル形式の変更 ・ ファイル名の変更   

透かしの追加   ・ EXIF 情報の削除 

 

 

オリジナル 

オリジナル 



大人気!! ビューティー機能  

より美しく、お望みのフェイス、ボディーを手に入れましょう！ 

• ビューティーメイク機能    テカリ消し、しわ消し、アイブリンカー、デカ目、くま消し、小顔など 

• ボディーシェイパー機能               ・ スキントーン機能 

 

 

 

 

                            

 

＊より詳しい製品構成(エディション)による機能の違いなどの情報は、弊社ホームページをご参照ください。 

 

【発売日と価格】 

2016 年 9 月 13 日(火) ダウンロード版 販売開始予定  

 

ダウンロード 

通常版 

ダウンロード 

アップグレード版 

PhotoDirector 8 Suite *1 
税抜 14,796 円 

(税込 15,980 円) 

税抜 9,241 円 

(税込 9,980 円) 

PhotoDirector 8 Ultra 
税抜 9,074 円 

(税込 9,800 円) 

税抜 6,296 円 

(税込 6,800 円) 

PhotoDirector 8 Standard  
税抜 4,444 円 

(税込 4,800 円) 
― 

*1 PhotoDirector 8 Suite には、ColorDirector 5 が含まれます。 

 

2016 年 10 月 14 日(金) パッケージ版 販売開始予定 

 
通常版 

乗換え・ 

アップグレード版 
アカデミック版 

PhotoDirector 8 Ultra 
税抜 9,200 円 

(税込 9,936 円) 

税抜 6,500 円 

(税込 7,020 円) 

税抜 5,500 円 

(税込 5,940 円) 

PhotoDirector 8 Standard 
税抜 4,500 円 

(税込 4,860 円) 
― ― 

 



【パッケージ製品の乗換え・アップグレード版の購入対象者】 

すでにサイバーリンク製品のいずれか、もしくは他社製写真編集ソフトをお持ちであればどなたでもご購入いただける 

乗換え＆アップグレードパッケージです。 ※OS 付属の写真編集ソフトや、フリーソフト、体験版などは対象外です。 

【パッケージ製品のアカデミック版の購入対象者】 

学校教育法で定められた教育機関、各種職業訓練学校、ならびに大学共同利用機関法人にお勤めの方・児童・生徒・ 

学生・教職員の皆さまがお買い求めいただけるパッケージです。 

【製品詳細紹介 Web ページ】  

PhotoDirector 8 製品詳細は右記リンクよりご確認ください。 http://jp.cyberlink.com/PhotoDirector 

■サイバーリンク株式会社について 

サイバーリンク社は 1996 年に設立。パソコン上で使用するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、 

パイオニアです。 優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた 

技術を所有しています。 今日、サイバーリンクは世界をリードする パソコンメーカーへの高い技術の提供、迅速な 

製品化への貢献にてその名声を築きました。 我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなるパソコンメーカ

ー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。 

 

サイバーリンクのソフトウェア 

サイバーリンクはパソコンを初めて使う方からエキスパートまで、デジタルメディアをかんたんな操作で使用できる 

ソフトウェアを提供するため、4 つのテーマ(概念)を掲げています。 

 クリエイト(創造) – ビデオカメラで撮影した映像を使ってプロレベルの編集を可能にします。     

(PowerDirector シリーズ) 

 プレイ(再生)     – Blu-ray™、DVD、動画ファイルなどあらゆるメディアを再生します。 

(PowerDVD シリーズ) 

 モバイル         – Android™、iOS®、Windows® 10 対応の再生&編集アプリの開発と提供をしています。 

 クラウド         – パソコンとその他のデバイス間で動画、写真、音楽を同期したり、ビデオや写真の 

編集プロジェクト、テンプレートを安全にバックアップします。 

 

■本ニュースリリースについて 

本ニュースリリースに記載されている内容および製品情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により

将来的に変わる可能性があります。本ニュースリリースに記載されている記載内容に関する永続的な整合性をサイバー

リンク株式会社が保証するものではありません。 

■お問い合わせ先  担当:  今澤 浩之 contact_pr_jpn@cyberlink.com 

ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。 

 

http://jp.cyberlink.com/PhotoDirector
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/features_ja_JP.html?TopLink=NR
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_ja_JP.html?TopLink=NR

