
Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、とは、撮影した写真や動画を、撮影した写真や動画を、した写真や動画を、写真や動画を、や動画を、動画を、を、撮影した写真や動画を、Googleに
保存して、管理、整理、検索などができるサービスでして、撮影した写真や動画を、管理、撮影した写真や動画を、整理、撮影した写真や動画を、検索などができるサービスでなどができるサービスでサービスでで
す。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的カメラで写真や動画を撮影すると、自動的で写真や動画を、や動画を、動画を、を撮影した写真や動画を、するサービスでと、撮影した写真や動画を、自動的
にあなた写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的Googleアカウントとは、撮影した写真や動画を、に保存して、管理、整理、検索などができるサービスでされ、撮影した写真や動画を、他の端末のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的端末
や動画を、、撮影した写真や動画を、パソコンでも写真や動画を見ることができます。写真や動画を、や動画を、動画を、を見ることができます。るサービスでことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

スマホ編編



1.Googleフォトとはとは

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、は写真や動画を、や動画を、動画を、をクラで写真や動画を撮影すると、自動的ウド上に保存・バックアップし、写っているものや上に保存・バックアップし、写っているものやに保存して、管理、整理、検索などができるサービスで・バックアップし、写っているものやバックアップし、写っているものやし、撮影した写真や動画を、写っているサービスでも写真や動画を見ることができます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的や動画を、
人、撮影した写真や動画を、撮影した写真や動画を、場所などを手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンラインなどを手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンラインがかりに自動で写真や動画を、を整理した写真や動画を、り検索などができるサービスでした写真や動画を、りできるサービスでオンラで写真や動画を撮影すると、自動的イン
サービスでです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的 Googleアカウントとは、撮影した写真や動画を、があれば誰でも利用でき、誰でも利用でき、でも写真や動画を見ることができます。利用でき、でき、撮影した写真や動画を、Gmailや動画を、Googleド上に保存・バックアップし、写っているものやラで写真や動画を撮影すると、自動的イブ
とあわせて合計15GBGBまでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的保存して、管理、整理、検索などができるサービスで容量が無料ですが無料ですです

最大の特徴の特徴特徴は、撮影した写真や動画を、バックアップし、写っているものや(アップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものや)機能の使いやすさです。スマートフォンののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的使いやすさです。スマートフォンのいや動画を、すさです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的スでマートとは、撮影した写真や動画を、フォンのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
写真や動画を、も写真や動画を見ることができます。パソコンのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。も写真や動画を見ることができます。すべて自動でバックアップし、写っているものやするサービスでことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、にバックアップし、写っているものやした写真や動画を、後に端末から元の写真を削除することで、端末のスに端末から元の写真を削除することで、端末のス元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、を削除することで、端末のスするサービスでことで、撮影した写真や動画を、端末のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的スで
トとは、撮影した写真や動画を、レージ容量を節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスな容量が無料ですを節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスなするサービスで用でき、途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスなに使いやすさです。スマートフォンのうことも写真や動画を見ることができます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的前述のようにマルチデバイスなのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ようにマルチデバイスでな
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的で、撮影した写真や動画を、スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的機種変更後に端末から元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的新端末から元の写真を削除することで、端末のスも写真や動画を見ることができます。同じように写真を閲覧したり管理できます。じように写真や動画を、を閲覧したり管理できます。した写真や動画を、り管理できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

このカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ほか、撮影した写真や動画を、アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能作成、撮影した写真や動画を、共有機能の使いやすさです。スマートフォンのなど、撮影した写真や動画を、楽しみながら写真・動画を活用できる機能しみながら元の写真を削除することで、端末のス写真や動画を、・バックアップし、写っているものや動画を、を活用でき、できるサービスで機能の使いやすさです。スマートフォンの
が満載です。です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

2.自動アップロードに対応した「アップロードに対応した「に対応した「対応した「した「Google フォトとは」

Google フォトとは、撮影した写真や動画を、は、撮影した写真や動画を、オンラで写真や動画を撮影すると、自動的インで写真や動画を、や動画を、動画を、を管理できるサービスでGoogleのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的スでトとは、撮影した写真や動画を、レージ容量を節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスなサービスで。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的では
「Google フォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（アプし、写っているものやリ（iOS、撮影した写真や動画を、Android両対応）で利用できます。で利用でき、できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的Google アカウントとは、撮影した写真や動画を、で管理するサービスでた写真や動画を、
め、撮影した写真や動画を、スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的、撮影した写真や動画を、タブレットとは、撮影した写真や動画を、、撮影した写真や動画を、パソコンなどさまざまなデバイスでから元の写真を削除することで、端末のス利用でき、でき、撮影した写真や動画を、機種変更後に端末から元の写真を削除することで、端末のスも写真や動画を見ることができます。そのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的まま使いやすさです。スマートフォンのえ
るサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的がうれしい。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

◆ポイントとは1：2つの特徴アップロードに対応した「サイズ

アップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものやサイズは以下のは以下ののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的2種類から選択できます。から元の写真を削除することで、端末のス選択できます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
・バックアップし、写っているものや保存して、管理、整理、検索などができるサービスで容量が無料ですのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスな画を、質：写真や動画を、を最大1,600万画を、素、撮影した写真や動画を、動画を、を1,080pに圧縮してアップロードする。してアップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものやするサービスで。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
・バックアップし、写っているものや元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的サイズは以下の：元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ファイルサイズは以下ので保存して、管理、整理、検索などができるサービスで

Googleによるサービスでと、撮影した写真や動画を、1,600万画を、素のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、は、撮影した写真や動画を、最大で約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスな60cm×40cmまでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的印刷に耐えられる品質のサイに耐えられる品質のサイえら元の写真を削除することで、端末のスれるサービスで品質のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的サイ
ズは以下のとなっています。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的また写真や動画を、、撮影した写真や動画を、1,080pのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的動画を、は、撮影した写真や動画を、1,920×1,080ピクセルのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的フルハイビジ容量を節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスなョン画を、質（フル
HD）で利用できます。。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

◆ポイントとは2：自動アップロードに対応した「でバックアップバックアップ(アップロードに対応した「)

スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的に撮りた写真や動画を、めた写真や動画を、写真や動画を、を、撮影した写真や動画を、モバイル回線やや動画を、Wi-Fi経由で自動的にアップロード（バックアップ）できで自動的にアップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものや（バックアップし、写っているものや）で利用できます。でき
るサービスでた写真や動画を、め、撮影した写真や動画を、特別な操作は不要です。データ通信量が気になる場合は、な操作は不要です。データ通信量が気になる場合は、です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的データ通信量が無料ですが気になる場合は、になるサービスで場合は、撮影した写真や動画を、Wi-Fi接続時のみアップロードするのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的みアップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものやするサービスで
設定も行えます。も写真や動画を見ることができます。行えます。えます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的本体の容量不足に悩む人は、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的容量が無料です不足に悩む人は、に悩む人は、む人は、人は、撮影した写真や動画を、Google フォトとは、撮影した写真や動画を、内に画像がアップロードされているのを確認したのに画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。がアップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものやされているサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的を確認したのした写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
ち、撮影した写真や動画を、スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的本体の容量不足に悩む人は、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、を削除することで、端末のスするサービスでことでスでトとは、撮影した写真や動画を、レージ容量を節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスなを空けるという選択肢もあります。けるサービスでという選択できます。肢もあります。も写真や動画を見ることができます。あります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
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※無償で使えるのはでバックアップ使えるのはえるの特徴は15GBGBまでバックアップ
　Googleサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的中で「で「Googleド上に保存・バックアップし、写っているものやラで写真や動画を撮影すると、自動的イブ」アプリ（、撮影した写真や動画を、「Gメール」アプリ（、撮影した写真や動画を、「Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
　合計で15GBGBまでが無料ですとなります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

ギャラで写真や動画を撮影すると、自動的リーとGoogleフォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的違いい
・バックアップし、写っているものやギャラで写真や動画を撮影すると、自動的リー: スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的(端末)に保存して、管理、整理、検索などができるサービスでしているサービスで写真や動画を、や動画を、・バックアップし、写っているものや動画を、を管理するサービスでアプし、写っているものやリ。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
・バックアップし、写っているものやGoogleフォトとは、撮影した写真や動画を、: Google社が艇起用している写真・動画管理アプリでイン　が艇起用でき、しているサービスで写真や動画を、・バックアップし、写っているものや動画を、管理アプし、写っているものやリでイン　
　ターネットとは、撮影した写真や動画を、上に保存・バックアップし、写っているものやで保存して、管理、整理、検索などができるサービスでされます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的利用でき、するサービスで場合はダウンロード上に保存・バックアップし、写っているものやが必要です。データ通信量が気になる場合は、です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的



3.Googleフォトとはの特徴はじめ方方

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、を利用でき、するサービスでには、撮影した写真や動画を、専用でき、アプし、写っているものやリ「Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（を起動します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的iPhoneのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的場合は、撮影した写真や動画を、
App Storeから元の写真を削除することで、端末のス手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンラインに入れてください（れてください（Androidスでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的には基本的にあら元の写真を削除することで、端末のスかじめインスでトとは、撮影した写真や動画を、ールされ
ていますが、撮影した写真や動画を、Google Playでも写真や動画を見ることができます。公開されています）。されています）で利用できます。。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

アプし、写っているものやリを起動し写真や動画を、へのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的アクセスでや動画を、通知の許可をおこなうと、初期設定の画面が表示されます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的許可をおこなうと、初期設定の画面が表示されます。をおこなうと、撮影した写真や動画を、初期設定も行えます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的画を、面が表示されます。が表示されます。されます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
なお、撮影した写真や動画を、利用でき、にはGoogleアカウントとはが必要です。データ通信量が気になる場合は、になります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

4.Googleフォトとはに対応した「スマホの写真・動画をバックアップの特徴写真・動アップロードに対応した「画をバックアップをバックアップバックアップ(アップロードに対応した「)する

①画を、面が表示されます。右上に保存・バックアップし、写っているものやのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「ユーザーア
イコン」アプリ（をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②「フォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的設定も行えます。」アプリ（を
タップし、写っているものや。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③「バックアップし、写っているものやと同じように写真を閲覧したり管理できます。
期」アプリ（をタツプし、写っているものや。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

④最初から元の写真を削除することで、端末のスバックアップし、写っているものや
と同じように写真を閲覧したり管理できます。期は「オン」アプリ（、撮影した写真や動画を、アッ
プし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものやするサービスで画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的サイ
ズは以下のは「節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスな画を、質に設定も行えます。さ
れており、撮影した写真や動画を、変更のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的必要です。データ通信量が気になる場合は、は
ありません。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

⑤モバイルデータ通信のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
使いやすさです。スマートフォンの用でき、料ですは「データなし」アプリ（
にします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

⑥デバイスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的フォルダのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
バックアップし、写っているものやをタップし、写っているものやし
てスでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的内に画像がアップロードされているのを確認したののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的必要です。データ通信量が気になる場合は、なフォ
ルダを選択できます。してくださ
い。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
例えばえば誰でも利用でき、LINEで送られてきら元の写真を削除することで、端末のスれてき
た写真や動画を、写真や動画を、や動画を、動画を、をダウン
ロード上に保存・バックアップし、写っているものやした写真や動画を、も写真や動画を見ることができます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的も写真や動画を見ることができます。フォル
ダを指定も行えます。すれば誰でも利用でき、バック
アップし、写っているものや(アップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものや)され
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

※Googleの特徴保存容量無料
でバックアップ使えるのは用できるのはでバックアップきるの特徴は15GBGBま
でバックアップでバックアップす。100GBまでアップし、写っているものや
グレード上に保存・バックアップし、写っているものやするサービスでことをお勧めめ
します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

100GB→25GB0円/月
200GB→380円/月

2

必ずONにするサービスで
必要です。データ通信量が気になる場合は、があります



5GB.アプリの各画面の機能を知るの特徴各画をバックアップ面の機能を知るの特徴機能を知るをバックアップ知るる

バックアップし、写っているものや(アップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものや)が完了したら、早速した写真や動画を、ら元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、早速Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、を始めていきましょう。まずはアプリめていきましょう。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的まずはアプし、写っているものやリ
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的各画を、面が表示されます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的機能の使いやすさです。スマートフォンのをご紹介いたします。画面下部に紹介いたします。画面下部にいた写真や動画を、します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的画を、面が表示されます。下の部にに4つのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的メニューがあります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

①フォトとは→写真や動画を、や動画を、動画を、が
表示されます。されるサービスでメイン画を、面が表示されます。で
す。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②検索→アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的作成、撮影した写真や動画を、
管理以外にも、人の顔や、にも写真や動画を見ることができます。、撮影した写真や動画を、人のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的顔や、や動画を、、撮影した写真や動画を、
場所などを手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンライン、撮影した写真や動画を、被写体の容量不足に悩む人は、などから元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、簡
単に写真や動画を探すことに写真や動画を、や動画を、動画を、を探すことすこと
ができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③共有→共有とは利用でき、中で「
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的アプし、写っているものやリ（機能の使いやすさです。スマートフォンの）で利用できます。以外にも、人の顔や、で
共有利用でき、するサービスでという意味
です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的 ギャラで写真や動画を撮影すると、自動的リーのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、
をメールに貼ったりできった写真や動画を、りでき
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的 他の端末のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的アプし、写っているものやリ（機
能の使いやすさです。スマートフォンの）で利用できます。で閲覧したり管理できます。や動画を、編集ができができ
るサービスでようになります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

⑤ライブラリの各画面の機能を知る
デバイスで内に画像がアップロードされているのを確認したののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、／動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
全てがここで見れます。てがここで見ることができます。れます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
・バックアップし、写っているものやアルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能
アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能を作成するサービスでと共有
も写真や動画を見ることができます。できて大変便利です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的新
しいアルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能も写真や動画を見ることができます。ここから元の写真を削除することで、端末のス作
成します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

デバイスで内に画像がアップロードされているのを確認したののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、

アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能

ユーティリティ

6.思い出い出出(Memories))機能を知るに対応した「つい出て

「Google フォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、フォトとは、撮影した写真や動画を、］タブ一番上に保存・バックアップし、写っているものやに、撮影した写真や動画を、「思い出」として、い出」として、」アプリ（として、撮影した写真や動画を、1 年前、撮影した写真や動画を、2 年前、撮影した写真や動画を、3 年前のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ように年ご紹介いたします。画面下部にとのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的サム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能ネ
イルが表示されます。され、撮影した写真や動画を、いずれかをタッチするサービスでことで、撮影した写真や動画を、ピックアップし、写っているものやされた写真や動画を、複数の写真がストーリー形式でスライドショーのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、がスでトとは、撮影した写真や動画を、ーリー形式でスライドショーでスでラで写真や動画を撮影すると、自動的イド上に保存・バックアップし、写っているものやショー
表示されます。されます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的 1 枚の写真の表示時間は のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的表示されます。時のみアップロードする間は は 2 秒です。写真をタッチすると次の写真に写り、左右スワイプすることで年です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、をタッチするサービスでと次の写真に写り、左右スワイプすることで年のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、に写り、撮影した写真や動画を、左右スでワイプし、写っているものやするサービスでことで年
を移動するサービスでことが可をおこなうと、初期設定の画面が表示されます。能の使いやすさです。スマートフォンのです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

毎日変わります

過去の思い出がよみがえりますの思い出がよみがえります思い出がよみがえりますい出がよみがえります出がよみがえりますがよみがえります

ラで写真や動画を撮影すると、自動的イブラで写真や動画を撮影すると、自動的リ

検索などができるサービスでフオトとは、撮影した写真や動画を、 共有

3



7.写真をバックアップ検索するに対応した「は？

Google フォトとは、撮影した写真や動画を、は大量が無料ですのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、を保存して、管理、整理、検索などができるサービスでできるサービスでだけでなく、撮影した写真や動画を、写真や動画を、を探すことすた写真や動画を、めのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的検索などができるサービスで機能の使いやすさです。スマートフォンのも写真や動画を見ることができます。充実していましていま
す。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的撮りた写真や動画を、めた写真や動画を、大量が無料ですのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、から元の写真を削除することで、端末のス「あのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、が見ることができます。た写真や動画を、い」アプリ（というときに検索などができるサービスでするサービスでには、撮影した写真や動画を、以下ののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的方法があがあ
ります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

◆右側の矢印をスクロールしてざっくり検索の特徴矢印をスクロールしてざっくり検索をバックアップスクロールしてざっくり検索してざっくり検索検索

下の部にに表示されます。されるサービスで［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、フォ
トとは、撮影した写真や動画を、］をタップし、写っているものやし、撮影した写真や動画を、一覧したり管理できます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的右
側に表示される矢印に指をに表示されます。されるサービスで矢印に指を
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的せるサービスでと、撮影した写真や動画を、エレベーターのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
ように年月で写真や動画を、をさかのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
ぼれるサービスで。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的探すことしているサービスで写真や動画を、が
いつ頃撮った写真や動画を、写真や動画を、なのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的かわ
かっているサービスで場合は活用でき、でき
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

指で上に保存・バックアップし、写っているものや下のに
動かします

◆検索窓からキーワード検索からキーワード検索キーワードに対応した「検索

いつ撮影した写真や動画を、した写真や動画を、かわから元の写真を削除することで、端末のスない写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的場合は、撮影した写真や動画を、［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、検索などができるサービスで］を
タップし、写っているものやし、撮影した写真や動画を、上に保存・バックアップし、写っているものや部にに設置された検索窓から、たとえばされた写真や動画を、検索などができるサービスで窓から、たとえばから元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、た写真や動画を、とえば誰でも利用でき、
「犬」「東京」「チェンマイ」などのキーワードで検」アプリ（「東京」「チェンマイ」などのキーワードで検」アプリ（「チェンマイ」アプリ（などのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的キーワード上に保存・バックアップし、写っているものやで検
索などができるサービスでしよう。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的Googleが得意とするサービスでAIによるサービスで画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。認したの識で、で、撮影した写真や動画を、
該当すると認識された写真が提案される。ほかにもするサービスでと認したの識で、された写真や動画を、写真や動画を、が提案される。ほかにもされるサービスで。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ほかにも写真や動画を見ることができます。
「花」「笑顔」「スクショ」「緑色」など、細かい」アプリ（「笑顔や、」アプリ（「スでクショ」アプリ（「緑色」など、細かい」アプリ（など、撮影した写真や動画を、細かいかい
キーワード上に保存・バックアップし、写っているものやにも写真や動画を見ることができます。応えてくれるサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的で、撮影した写真や動画を、検索などができるサービスで時のみアップロードするのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的補助機能の使いやすさです。スマートフォンの
として活用でき、できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

圧巻の検索機能の特徴検索機能を知る

犬」「東京」「チェンマイ」などのキーワードで検 花」「笑顔」「スクショ」「緑色」など、細かい

また写真や動画を、、撮影した写真や動画を、検索などができるサービスででは［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、スでクリーン
ショットとは、撮影した写真や動画を、］［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、自撮り］［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、動画を、］
［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、360°写真や動画を、と動画を、］などカテゴリ
分けしてくれるので、検索の際のけしてくれるサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的で、撮影した写真や動画を、検索などができるサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的際ののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンライン助けになります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

高速スでクロールで探すことす
スでクロール中で「は、撮影した写真や動画を、撮影した写真や動画を、年月日が
表示されます。され、撮影した写真や動画を、これを目安に目的のに目的のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
シャンしを探すことすことができます

4

♦言葉検索がスゴイスゴイ!
検索などができるサービスでするサービスでには「検索などができるサービスでバー」アプリ（
をタップし、写っているものやして調べたい言葉べた写真や動画を、い言葉
を入れてください（力します。します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
・バックアップし、写っているものやイベントとは、撮影した写真や動画を、(結婚式でスライドショー、撮影した写真や動画を、ゴル
フ、撮影した写真や動画を、食事会)
・バックアップし、写っているものや場所などを手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンラインや動画を、風景
・バックアップし、写っているものや日付で検索する。年月をで検索などができるサービスでするサービスで。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的年月を
半角で区切って検索。で区切って検索。って検索などができるサービスで。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
例えば2018/1/20
　2017 1 20

・バックアップし、写っているものや保存して、管理、整理、検索などができるサービスでした写真や動画を、ファイル形式でスライドショー゛
て調べたい言葉べるサービスで「PNG」アプリ（「MP4」アプリ（
・バックアップし、写っているものや色」など、細かいで検索などができるサービスでするサービスで
・バックアップし、写っているものやそのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的他の端末　飛行えます。機、撮影した写真や動画を、神社が艇起用している写真・動画管理アプリでイン　、撮影した写真や動画を、
鉄道、撮影した写真や動画を、水着などなど



画を、面が表示されます。下の部にのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、検索などができるサービスで］を
タップし、写っているものやするサービスでと、撮影した写真や動画を、［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、人物とと
ペットとは、撮影した写真や動画を、］［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、撮影した写真や動画を、場所などを手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンライン］
「ド上に保存・バックアップし、写っているものやキュメントとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、被写
体の容量不足に悩む人は、］などで写真や動画を、が振り分り分けしてくれるので、検索の際の
けら元の写真を削除することで、端末のスれ、撮影した写真や動画を、自動的にアルバ
ム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能が作成されています。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

◆顔写真検索
このカメラで写真や動画を撮影すると、自動的部に分けしてくれるので、検索の際のをタップし、写っているものやするサービスでと
顔や、が写っているサービスで写真や動画を、が表
示されます。されます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的一人のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的人物と
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、をタップし、写っているものやするサービスでとそ
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的人のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、がすべて表示されます。
されます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的名前を入れてください（力します。し
ておくと検索などができるサービスでしや動画を、すくな
ります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、人物ととペットとは、撮影した写真や動画を、］が表示されます。
されないときは、撮影した写真や動画を、
「Google フォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（アプし、写っているものや
リのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、 フォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的設定も行えます。］→
［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、フェイスで グルーピン
グ］→［フォト］タブ一番上に、「思い出」として、フェイスで グルー
ピング］をオンにするサービスでこ
とで、撮影した写真や動画を、同じように写真を閲覧したり管理できます。一人物とのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、を
アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能としてグループし、写っているものや
分けしてくれるので、検索の際のけしてくれるサービスでようにな
ります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的特定も行えます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的人のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、
を探すことした写真や動画を、いときに便利で
す。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

◆撮影した写真を地図上に表示した写真をバックアップ地図上に表示に対応した「表示
新しい「検索などができるサービスで」アプリ（タブ内に画像がアップロードされているのを確認したのに、撮影した写真や動画を、写真や動画を、や動画を、、撮影した写真や動画を、写真や動画を、や動画を、動画を、を地図上に保存・バックアップし、写っているものや
に表示されます。するサービスで機能の使いやすさです。スマートフォンのが追加されました。されました写真や動画を、。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
地図をピンチしてズは以下のーム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能するサービスでだけで写真や動画を、をた写真や動画を、くさん撮っ
た写真や動画を、場所などを手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンラインを確認したのした写真や動画を、り、撮影した写真や動画を、旅行えます。で撮った写真や動画を、写真や動画を、から元の写真を削除することで、端末のス目的のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的一枚の写真の表示時間は 
を見ることができます。つけるサービスでことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

素晴らしいら元の写真を削除することで、端末のスしい
機能の使いやすさです。スマートフォンのが

追加されました。されました写真や動画を、

8.編集・加工するする

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、には、撮影した写真や動画を、写真や動画を、を編集ができするサービスでた写真や動画を、めのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的シンプし、写っているものやルな機能の使いやすさです。スマートフォンのが用でき、意されています。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

①写真や動画を、を開されています）。いた写真や動画を、状態で、で、撮影した写真や動画を、
画を、面が表示されます。下の部ににあるサービスで編集ができアイ
コンをタップし、写っているものやするサービスでと、撮影した写真や動画を、各
種のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的編集ができ加されました。工メニューがメニューが
利用でき、できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②フィルターを使いやすさです。スマートフォンのって雰囲気になる場合は、を変化させたり、傾きやトさせた写真や動画を、り、撮影した写真や動画を、傾きやトきや動画を、トとは、撮影した写真や動画を、
リミング位置された検索窓から、たとえばを変更した写真や動画を、りできた写真や動画を、め、撮影した写真や動画を、共有するサービスで時のみアップロードするに見ることができます。栄
えを少しよくしたい場合やトリミングしたい写真などにしよくした写真や動画を、い場合や動画を、トとは、撮影した写真や動画を、リミングした写真や動画を、い写真や動画を、などに
便利です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

トとは、撮影した写真や動画を、リミング事例えば6～7ページ参照参照

調べたい言葉整

編集ができ

フィルタ

ペン
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8-1 　フィルしてざっくり検索タ

①Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的プし、写っているものやレ
ビュー画を、面が表示されます。で「編集ができアイ
コン」アプリ（をタップし、写っているものやし、撮影した写真や動画を、写真や動画を、
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的編集ができ画を、面が表示されます。に移動した写真や動画を、
ら元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、写真や動画を、に適用でき、するサービスでフィ
ルターを選択できます。します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

様々なフィルターが用意なフィルターが用でき、意
されており、撮影した写真や動画を、基本「な
し」アプリ（でOKですが、撮影した写真や動画を、どのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
フィルターを適用でき、するサービスでか
で完成後に端末から元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的印象がが
かなり変わります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
フィルターは左右スでワイ
プし、写っているものやで切って検索。り替えられるのえら元の写真を削除することで、端末のスれるサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
で、撮影した写真や動画を、色」など、細かい々なフィルターが用意試して写真に合して写真や動画を、に合
うフィルターを見ることができます。つけるサービスで
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的が綺麗に仕上げるコツに仕上に保存・バックアップし、写っているものやげるサービスでコツ
です。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②「VOGUE」アプリ（にしてみまし
た写真や動画を、。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的良ければ「保存」をタッければ誰でも利用でき、「保存して、管理、整理、検索などができるサービスで」アプリ（をタッ
プし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

8-2 　調整(明るさや色合いを調整るさや色合いを調整色合いを調整い出をバックアップ調整)

①下の部にのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「明るさや色合るサービスでさや動画を、色」など、細かい合
いを修正」をタップすれ」アプリ（をタップし、写っているものやすれ
ば誰でも利用でき、自動で補正」をタップすれしてくれま
す。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンライン動で修正」をタップすれするサービスで場合
は下の部にのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「編集ができ」アプリ（→「調べたい言葉
整」アプリ（をタップし、写っているものやをタップし、写っているものやし
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

暗いですねい出でバックアップすね

明るさや色合るサービスでさや動画を、色」など、細かい合いを修正」をタップすれ

②ここでは、撮影した写真や動画を、「明るさや色合るサービスでさ」アプリ（
「コントとは、撮影した写真や動画を、ラで写真や動画を撮影すると、自動的スでトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（「彩度」」アプリ（
などスでラで写真や動画を撮影すると、自動的イダーで調べたい言葉整するサービスで
ことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的調べたい言葉整後に端末から元の写真を削除することで、端末のスは
下の部にのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「完了したら、早速」アプリ（をタップし、写っているものやし
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

明るさや色合るサービスでさ、撮影した写真や動画を、コントとは、撮影した写真や動画を、ラで写真や動画を撮影すると、自動的スでトとは、撮影した写真や動画を、、撮影した写真や動画を、HDR、撮影した写真や動画を、ホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ワイトとは、撮影した写真や動画を、ポイントとは、撮影した写真や動画を、、撮影した写真や動画を、ハイラで写真や動画を撮影すると、自動的イトとは、撮影した写真や動画を、、撮影した写真や動画を、シャド上に保存・バックアップし、写っているものやウ、撮影した写真や動画を、ブラで写真や動画を撮影すると、自動的ックポイントとは、撮影した写真や動画を、、撮影した写真や動画を、彩度」、撮影した写真や動画を、
色」など、細かい合い、撮影した写真や動画を、肌の色、ブルートーン、ホップ、シャープ、ノイズ除去、周辺減光などを調整できます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的色」など、細かい、撮影した写真や動画を、ブルートとは、撮影した写真や動画を、ーン、撮影した写真や動画を、ホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ップし、写っているものや、撮影した写真や動画を、シャープし、写っているものや、撮影した写真や動画を、ノイズは以下の除することで、端末のス去、撮影した写真や動画を、周辺減光などを調整できます。などを調べたい言葉整できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③編集ができ中で「は写真や動画を、を長押しし
するサービスでことで元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、と比
較することができます。するサービスでことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、

おすすめ方　調整→ポップ

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、で写真や動画を、を綺麗に仕上げるコツ
に編集ができするサービスでコツとして、撮影した写真や動画を、
「ポップし、写っているものや」アプリ（を調べたい言葉整して写真や動画を、
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的明るさや色合暗をはっきりさせるをはっきりさせるサービスで
と、撮影した写真や動画を、それっぽい良ければ「保存」をタッい感じのじのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
写真や動画を、になります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

上に保存・バックアップし、写っているものやげすぎるサービスでと写真や動画を、に違い和感じの
が出」として、てくるサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的で要です。データ通信量が気になる場合は、注意です
が、撮影した写真や動画を、Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、編
集ができ機能の使いやすさです。スマートフォンののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的なかでも写真や動画を見ることができます。、撮影した写真や動画を、「ポッ
プし、写っているものや」アプリ（が簡単に写真や動画を探すことに写真や動画を、を良ければ「保存」をタッい感じの
じにできるサービスでと思い出」として、います。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
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8-3 　写真の特徴傾きを調整してトリミングするきをバックアップ調整してトとはリの各画面の機能を知るミングするする

①「編集ができ」アプリ（→「切って検索。り抜
き」アプリ（をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

切って検索。り抜き

②アスでペクトとは、撮影した写真や動画を、比を選択できます。し
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的今回は「16:9」アプリ（に
します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③位置された検索窓から、たとえばとサイズは以下のを調べたい言葉整し
下の部にのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「保存して、管理、整理、検索などができるサービスで」アプリ（をタップし、写っているものや
します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

④傾きやトきのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的調べたい言葉整は、撮影した写真や動画を、このカメラで写真や動画を撮影すると、自動的スで
ラで写真や動画を撮影すると、自動的イダーを左右に動かし
て調べたい言葉整します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

保存して、管理、整理、検索などができるサービスで

8-4 　動アップロードに対応した「画をバックアップをバックアップ編集する

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、に保存して、管理、整理、検索などができるサービスでされているサービスで動画を、を、撮影した写真や動画を、切って検索。り抜いた写真や動画を、りフィルタをかけた写真や動画を、り、撮影した写真や動画を、また写真や動画を、肌の色、ブルートーン、ホップ、シャープ、ノイズ除去、周辺減光などを調整できます。色」など、細かいのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的補正」をタップすれなどを
使いやすさです。スマートフォンのい編集ができできるサービスでようになりました写真や動画を、。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的これまでは動画を、編集ができについては別な操作は不要です。データ通信量が気になる場合は、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的アプし、写っているものやリを使いやすさです。スマートフォンのっていた写真や動画を、という方
も写真や動画を見ることができます。多いと思いますが、いと思い出」として、いますが、撮影した写真や動画を、Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的動画を、編集ができが進化させたり、傾きやトし、撮影した写真や動画を、新しい機能の使いやすさです。スマートフォンのが追加されました。された写真や動画を、ことで、撮影した写真や動画を、とても写真や動画を見ることができます。
便利に使いやすさです。スマートフォンのえるサービスでようになりました写真や動画を、。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

①動画を、を開されています）。いて、撮影した写真や動画を、下の部にのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
「編集ができ」アプリ（をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的長さを調べたい言葉整できま
す。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的前後に端末から元の写真を削除することで、端末のスのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的みとなります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

④「調べたい言葉整」アプリ（明るさや色合るサービスでさ、撮影した写真や動画を、コントとは、撮影した写真や動画を、
ラで写真や動画を撮影すると、自動的スでトとは、撮影した写真や動画を、、撮影した写真や動画を、彩度」など調べたい言葉整でき
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

⑤「フィルタ」アプリ（いろいろな
フィルタがあります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

⑥「マークアップし、写っているものや」アプリ（
自由で自動的にアップロード（バックアップ）できに文字を書けます。を書けます。けます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③切って検索。り抜きや動画を、傾きやトきのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的調べたい言葉整
ができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
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9.アルしてざっくり検索バムを作成して写真・動画を整理するをバックアップ作成して写真・動画を整理するして写真・動アップロードに対応した「画をバックアップをバックアップ整理するする

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、にバックアップし、写っているものやした写真や動画を、写真や動画を、から元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、手がかりに自動で写真を整理したり検索したりできるオンライン動でアルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能を作ってみましょう。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能には好きな名きな名
前や動画を、アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能カバーを設定も行えます。でき、撮影した写真や動画を、必要です。データ通信量が気になる場合は、な写真や動画を、をすば誰でも利用でき、や動画を、く取り出すことができます。り出」として、すことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③一覧したり管理できます。から元の写真を削除することで、端末のス写真や動画を、を選んで作成をタップし、写っているものや。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的長押ししした写真や動画を、後に端末から元の写真を削除することで、端末のスに
スでラで写真や動画を撮影すると、自動的イド上に保存・バックアップし、写っているものやするサービスでと、撮影した写真や動画を、複数の写真がストーリー形式でスライドショーのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、をまとめて選択できます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
作成した写真や動画を、アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能は「アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能」アプリ（タブのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ビューに表示されます。さ
れます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的他の端末のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、を追加されました。した写真や動画を、い時のみアップロードするは、撮影した写真や動画を、アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能を開されています）。いて
画を、面が表示されます。上に保存・バックアップし、写っているものや部ににあるサービスで写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的追加されました。ボタン（写真や動画を、＋）で利用できます。をタップし、写っているものやし
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

①「ラで写真や動画を撮影すると、自動的イブラで写真や動画を撮影すると、自動的リ」アプリ（タブのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
「アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能」アプリ（のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的∔(新規作
成)をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的名前を入れてください（力します。
してから元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、「写真や動画を、を選
択できます。」アプリ（をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

10.写真・動アップロードに対応した「画をバックアップや色合いを調整アルしてざっくり検索バムを作成して写真・動画を整理するをバックアップ共有（送信）するする

「写真や動画を、送られてきって」アプリ（と言われた写真や動画を、時のみアップロードするに使いやすさです。スマートフォンのうのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的が共有機能の使いやすさです。スマートフォンのです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、では、撮影した写真や動画を、写真や動画を、を共有するサービスで様々なフィルターが用意な方法があが用でき、意
されています。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的中で「でも写真や動画を見ることができます。、撮影した写真や動画を、メールや動画を、LINEで送られてき信するサービスで方法があや動画を、、撮影した写真や動画を、アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能を共有するサービスで方法があはよく使いやすさです。スマートフォンのうのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的で、撮影した写真や動画を、覚えておえてお
いて損はありません。はありません。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能が作成できた写真や動画を、ら元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、”写真の管理が楽しくなる”写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的管理が楽しみながら写真・動画を活用できる機能しくなるサービスで”写真の管理が楽しくなる”Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的すご紹介いたします。画面下部にいところのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的1つ、撮影した写真や動画を、簡単に写真や動画を探すことに共有ができ
るサービスで機能の使いやすさです。スマートフォンのを見ることができます。てみましょう。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

①アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能画を、面が表示されます。から元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、画を、面が表示されます。右上に保存・バックアップし、写っているものやのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的縦3点マークをタップ＞マークをタップし、写っているものや＞
「共有」アプリ（をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的※写真や動画を選んで「共有ア写真や動画を、や動画を、動画を、を選んで「共有ア
ルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能」アプリ（を選択できます。しても写真や動画を見ることができます。、撮影した写真や動画を、作成済みのアルバムを「共有」すみのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能を「共有」アプリ（す
るサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的も写真や動画を見ることができます。方法があは同じように写真を閲覧したり管理できます。じです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②あとはLINEなどに、撮影した写真や動画を、クリップし、写っているものやボード上に保存・バックアップし、写っているものやにコピーした写真や動画を、リン
クを貼ったりできり付で検索する。年月をけして、撮影した写真や動画を、共有しましょう。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

　　※直接LINEや動画を、Gメールで送られてきるサービスでことも写真や動画を見ることができます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
※「フォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（から元の写真を削除することで、端末のスでも写真や動画を見ることができます。写真や動画を、をタップし、写っているものやして大きくしてから元の写真を削除することで、端末のス
「共有」アプリ（にてLINEや動画を、Gメールで送られてきるサービスでことも写真や動画を見ることができます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的枚の写真の表示時間は 数の写真がストーリー形式でスライドショーが多いと思いますが、いときはや動画を、はり、撮影した写真や動画を、「アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能」アプリ（にしてか
ら元の写真を削除することで、端末のス送られてきるサービスでことをお勧めめします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

8



③着など信してリンクをタップし、写っているものやするサービスでと、撮影した写真や動画を、ウェブブラで写真や動画を撮影すると、自動的ウザで、撮影した写真や動画を、ア
プし、写っているものやリと同じように写真を閲覧したり管理できます。じようにアルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能を見ることができます。るサービスでことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的Google
フォトとは、撮影した写真や動画を、アプし、写っているものやリを持っていなくても、簡単に家族や友だちにっていなくても写真や動画を見ることができます。、撮影した写真や動画を、簡単に写真や動画を探すことに家族や友だちにや動画を、友だちにだちに
共有できるサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的は、撮影した写真や動画を、とても写真や動画を見ることができます。便利ですね♪

◆パートとはナーとすべての特徴写真をバックアップ共有する

さら元の写真を削除することで、端末のスに、撮影した写真や動画を、特定も行えます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的パートとは、撮影した写真や動画を、ナーとすべてのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、を共有できるサービスで機能の使いやすさです。スマートフォンのも写真や動画を見ることができます。あります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的主に、旦に、撮影した写真や動画を、旦
那さんや奥さんなどでしょうか。メニューから、「共有パートナー アカウントを追さんや動画を、奥さんなどでしょうか。メニューから、「共有パートナー アカウントを追さんなどでしょうか。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的メニューから元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、「共有パートとは、撮影した写真や動画を、ナー アカウントとは、撮影した写真や動画を、を追
加されました。」アプリ（をタップし、写っているものやして、撮影した写真や動画を、ナビゲーションに沿って進めば、写真を共有することができまって進めば誰でも利用でき、、撮影した写真や動画を、写真や動画を、を共有するサービスでことができま
す。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的すべてのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、以外にも、人の顔や、にも写真や動画を見ることができます。、撮影した写真や動画を、特定も行えます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的人物とが写った写真や動画を、写真や動画を、、撮影した写真や動画を、選択できます。した写真や動画を、日付で検索する。年月を以降のすべてのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的すべて
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、などを選ぶことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

「フォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（→右上に保存・バックアップし、写っているものやのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「マイアカウントとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（→「フォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的設定も行えます。」アプリ（→「共有ラで写真や動画を撮影すると、自動的イブラで写真や動画を撮影すると、自動的リ」アプリ（
で設定も行えます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

10-1 Googleフォトとはからキーワード検索写真や色合いを調整動アップロードに対応した「画をバックアップをバックアップスマホの写真・動画をバックアップ(端末)に対応した「ダウンロードに対応した「する

①右上に保存・バックアップし、写っているものやのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的縦三点マークをタップ＞マークのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
「メニューボタン」アプリ（を
タップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③Googleド上に保存・バックアップし、写っているものやラで写真や動画を撮影すると、自動的イブで共有してい
るサービスで場合は送られてきら元の写真を削除することで、端末のスれた写真や動画を、複数の写真がストーリー形式でスライドショーのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、や動画を、
動画を、を一括でダウンロードできでダウンロード上に保存・バックアップし、写っているものやでき
ます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②「ダウンロード上に保存・バックアップし、写っているものや」アプリ（を
タップし、写っているものやすれば誰でも利用でき、スでマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的に保
存して、管理、整理、検索などができるサービスでされます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

9

ここをタップし、写っているものや

1枚の写真の表示時間は を長押ししして
他の端末をタップし、写っているものやして
選択できます。

※Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、から元の写真を削除することで、端末のス直接複
数の写真がストーリー形式でスライドショーのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、や動画を、動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ダウン
ロード上に保存・バックアップし、写っているものやはできません。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的必ず
アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能を作成してから元の写真を削除することで、端末のス、撮影した写真や動画を、
リンクにて送られてきります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的



11.クリの各画面の機能を知るエイティブ機能を知るでバックアップ自動アップロードに対応した「作成して写真・動画を整理するされたムを作成して写真・動画を整理するービーや色合いを調整コラージ参照ュを楽しむをバックアップ楽しむしむ

①下の部にのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「検索などができるサービスで」アプリ（タップし、写っているものや
→下のへスでクロール→クリ
エイティブ→「保存して、管理、整理、検索などができるサービスで済みのアルバムを「共有」すみ
のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的クリエイティブ」アプリ（を
タップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②自動で作成された写真や動画を、ム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能ー
ビーや動画を、コラで写真や動画を撮影すると、自動的ージ容量を節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスなュが日付で検索する。年月を
順に表示されます。に表示されます。されます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

Google フォトとは、撮影した写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的 「クリエイティブ」アプリ（ はユーザーが撮影した写真や動画を、
した写真や動画を、写真や動画を、や動画を、動画を、を元の写真を削除することで、端末のスに、撮影した写真や動画を、Google フォトとは、撮影した写真や動画を、が自動でム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能ー
ビー、撮影した写真や動画を、コラで写真や動画を撮影すると、自動的ージ容量を節約する用途に使うこともできます。前述のようにマルチデバイスなュ、撮影した写真や動画を、アニメーションなどを作成してくれ
た写真や動画を、り、撮影した写真や動画を、過去のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的懐かしい写真を表示してくれる機能です。かしい写真や動画を、を表示されます。してくれるサービスで機能の使いやすさです。スマートフォンのです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
おすすめのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的画を、面が表示されます。で下のにスでクロールしてみましょう。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

11-1 コラージ参照ュを楽しむ

①「ラで写真や動画を撮影すると、自動的イブラで写真や動画を撮影すると、自動的リ」アプリ（タブ→「ユーティリティ」アプリ（→「ム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能ービー」アプリ（を選択できます。します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
②左上に保存・バックアップし、写っているものやのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的「∔」アプリ（のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的新規作成+をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
③ファイルのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的選択できます。から元の写真を削除することで、端末のス動画を、・バックアップし、写っているものや写真や動画を、を選択できます。します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的動画を、は右上に保存・バックアップし、写っているものやにマークがあります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的作成をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
「♪」アプリ（アイコンをタップし、写っているものやすれば誰でも利用でき、、撮影した写真や動画を、BGMも写真や動画を見ることができます。変更するサービスでことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
長押ししで順に表示されます。番を変更した写真や動画を、り、撮影した写真や動画を、時のみアップロードする間は のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的長さを調べたい言葉整するサービスでことも写真や動画を見ることができます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的保存して、管理、整理、検索などができるサービスで先はフォトアルバムの中のムービーです。はフォトとは、撮影した写真や動画を、アルバム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的中で「のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ム作成、共有機能など、楽しみながら写真・動画を活用できる機能ービーです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的
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11-2 自動アップロードに対応した「でバックアップムを作成して写真・動画を整理するービー作成して写真・動画を整理する ※本格的な動画を作るには動画編集アプリ「な動画を作るには動画編集アプリ「動アップロードに対応した「画をバックアップをバックアップ作るに対応した「は動アップロードに対応した「画をバックアップ編集アプリの各画面の機能を知る「CapCut」をバックアップおすすめ方します。



12.Googleレンズの特徴機能を知るをバックアップ使えるのはおう

「Google レンズは以下の」アプリ（は、撮影した写真や動画を、Googleのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。管理サービスでであるサービスで「Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、」アプリ（で利用でき、できるサービスでGoogle画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。検
索などができるサービスでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ような新機能の使いやすさです。スマートフォンのです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的被写体の容量不足に悩む人は、を自動的に認したの識で、して、撮影した写真や動画を、Googleでのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的検索などができるサービスで結果を利用した情報を表示を利用でき、した写真や動画を、情報を表示を表示されます。
するサービスでことができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的また写真や動画を、、撮影した写真や動画を、このカメラで写真や動画を撮影すると、自動的機能の使いやすさです。スマートフォンのを利用でき、するサービスでと、撮影した写真や動画を、画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。にあるサービスで文字を書けます。を認したの識で、するサービスでことも写真や動画を見ることができます。できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

①Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、アプし、写っているものやリ
を開されています）。き、撮影した写真や動画を、画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的詳細かい画を、面が表示されます。
を表示されます。します。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的そして、撮影した写真や動画を、
下ののカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ほうにあるサービスで「Google
レンズは以下の」アプリ（マークのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ボタン
をタップし、写っているものやします。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

②画を、像もすべて自動でバックアップすることができます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的上に保存・バックアップし、写っているものやに白い点のようい点マークをタップ＞のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的よう
なも写真や動画を見ることができます。のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的が表示されます。され、撮影した写真や動画を、検索などができるサービスでが
はじまります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

③少しよくしたい場合やトリミングしたい写真などにし待つと、このように検索つと、撮影した写真や動画を、このカメラで写真や動画を撮影すると、自動的ように検索などができるサービスで
結果を利用した情報を表示が表示されます。されます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的被写体の容量不足に悩む人は、認したの
識で、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的精度」は、撮影した写真や動画を、かなり高くなって
いました写真や動画を、。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的（認したの識で、は数の写真がストーリー形式でスライドショー秒です。写真をタッチすると次の写真に写り、左右スワイプすることで年で完了したら、早速
しました写真や動画を、。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的）で利用できます。

◆画をバックアップ像の被写体認識の特徴被写体認識

・バックアップし、写っているものや植物とのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的名前が分けしてくれるので、検索の際のかるサービスで
・バックアップし、写っているものや動物とのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的名前も写真や動画を見ることができます。OK!
・バックアップし、写っているものや地名や動画を、お店も分かるも写真や動画を見ることができます。分けしてくれるので、検索の際のかるサービスで

13.使えるのはわな動画を作るには動画編集アプリ「い出写真は「アーカイブ」する

Googleフォトとは、撮影した写真や動画を、を使いやすさです。スマートフォンのっているサービスでうちに、撮影した写真や動画を、余計な写真や動画を、が増えていくかもしれません。あまり重要でない写真えていくかも写真や動画を見ることができます。しれません。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的あまり重要です。データ通信量が気になる場合は、でない写真や動画を、
は「アーカイブ」アプリ（しておくと、撮影した写真や動画を、一覧したり管理できます。が整理されて見ることができます。や動画を、すくなります。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

アーカイブは、撮影した写真や動画を、写真や動画を、や動画を、動画を、を「アーカイブ」アプリ（フォルダへと
移動するサービスで機能の使いやすさです。スマートフォンのです。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的写真や動画を、のカメラで写真や動画を撮影すると、自動的一覧したり管理できます。から元の写真を削除することで、端末のスは見ることができます。えなくなります
が、撮影した写真や動画を、「アーカイブ」アプリ（フォルダを開されています）。いていつでも写真や動画を見ることができます。取り出すことができます。り出」として、すこ
とができます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的このカメラで写真や動画を撮影すると、自動的あた写真や動画を、りは、撮影した写真や動画を、Gmailを使いやすさです。スマートフォンのっているサービスで人には
説明るさや色合不要です。データ通信量が気になる場合は、でしょう。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

高画を、質設定も行えます。で写真や動画を、をアップし、写っているものやロード上に保存・バックアップし、写っているものやしているサービスで限り、り、撮影した写真や動画を、Google
フォトとは、撮影した写真や動画を、は容量が無料ですがいっぱいになるサービスでことはありません。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的確実していまに
不要です。データ通信量が気になる場合は、な写真や動画を、だけ削除することで、端末のスして、撮影した写真や動画を、それ以外にも、人の顔や、は「アーカイブ」アプリ（して
おくことで、撮影した写真や動画を、写真や動画を、を削除することで、端末のスせずに整理できます。スマホのカメラで写真や動画を撮影すると、自動的

アーカイブした写真や動画を、い写真や動画を、を選んだ上に保存・バックアップし、写っているものやで…メニューをタップし、アーカイブにメニューをタップし、写っているものやし、撮影した写真や動画を、アーカイブに
移動を選択できます。するサービスで

◆Googleフォトとはでバックアップ削除すると、端末ローカルからも削除される場合があるすると、端末ローカルからも削除される場合がある端末ローカルしてざっくり検索からキーワード検索も削除される場合がある削除すると、端末ローカルからも削除される場合があるされる場合いを調整がスゴイある
11
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