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アドビはアプリメーカー 

 アドビシステムズ (Adobe Systems) は、ジョン・ワーノッ
クとチャールズ・ゲシキー によって1982年12月に設立さ
れたアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市に本社
を置くコンピュータ・ソフトウェア会社である。 

 

ソフトウェアのみを開発・販売する企
業としては現在、世界最大である。 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%82%B7%E3%82%AD%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%82%B7%E3%82%AD%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%8E%E3%82%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2


アドビのソフトは 

基本的にはデザイナー御用達である。 

マイクロソフトのようなコンシューマー・ビジネスユース向
けとは異質 

 

謂わばプロ向けのソフト 

だから必然的に高価であり、使いこなすには高度な技
術を必要とする。これを使うのは例えばウエブ・デザイ
ナーのような人々。 



ウエブ・デザイナーの位置は 



必須の知識  

今日のウェブデザイナーには、次の知識が必須だと考
えられる。 

 HTML 

 XHTML 

 CSS 

配色、色彩心理学 

 レイアウト、人間工学 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://ja.wikipedia.org/wiki/Extensible_HyperText_Markup_Language
http://ja.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E8%89%B2
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%89%B2%E5%BD%A9%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E5%B7%A5%E5%AD%A6


望ましい知識 

 今日のウェブデザイナーが操作を習得している、望ましいと
されるソフトウェアの例を次に示す。ただし、特定のソフトウェ
アは常に変化し、いつ廃れるかわからないため、必ずしも特
定企業・特定開発者の製品を習得することが望ましいとは限
らない。最低限、上記の必須の知識に上げられている W3C 
の勧告に沿ったマークアップ言語やWeb標準に準拠したソフ
トウェアを使いこなすことが重要である。 

 プログラミング JavaScript、Ruby、PHP、Perl、
PythonCMSWordPress、Movable Type、MODx、PHP-Nuke、
OpenCms、Zope、XOOPSWebオーサリングツール Adobe 
Dreamweaver、FreeWay、AptanaFlashムービー作成 Adobe 
Flash動画・音声配信 QuickTime Streaming Server写真編集
ソフトウェア Adobe Photoshop、GIMP、Adobe Fireworks。ほ
かに、Adobe Illustrator、CorelDRAW、Inkscapeなどのドロー
系ツールも必要となる場合もある。データ転送（FTP, SFTP, 
SCP, WebDAV クライアント） FFFTP、WinSCPなど。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E8%A8%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://ja.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://ja.wikipedia.org/wiki/PHP:_Hypertext_Preprocessor
http://ja.wikipedia.org/wiki/Perl
http://ja.wikipedia.org/wiki/Python
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://ja.wikipedia.org/wiki/Movable_Type
http://ja.wikipedia.org/wiki/MODx
http://ja.wikipedia.org/wiki/PHP-Nuke
http://ja.wikipedia.org/wiki/PHP-Nuke
http://ja.wikipedia.org/wiki/PHP-Nuke
http://ja.wikipedia.org/wiki/OpenCms
http://ja.wikipedia.org/wiki/Zope
http://ja.wikipedia.org/wiki/XOOPS
http://ja.wikipedia.org/wiki/Web%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/Web%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://ja.wikipedia.org/wiki/FreeWay
http://ja.wikipedia.org/wiki/Aptana
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ja.wikipedia.org/wiki/QuickTime_Streaming_Server
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%99%E7%9C%9F%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%99%E7%9C%9F%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ja.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ja.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW
http://ja.wikipedia.org/wiki/Inkscape
http://ja.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://ja.wikipedia.org/wiki/SFTP
http://ja.wikipedia.org/wiki/Secure_copy
http://ja.wikipedia.org/wiki/WebDAV
http://ja.wikipedia.org/wiki/FFFTP
http://ja.wikipedia.org/wiki/WinSCP


ところで、アドビとはスペイン語で泥の煉瓦 



実は創業者ワーノックの家の裏の川の名に由来する 



アドビの生い立ちは 
パロアルト研究所にいたチャールズ・ゲシキーとジョン・
ワーノックは、ページ記述言語・インタープレスの研究
開発を行っていたが、ゼロックスはこれをビジネスには
利用しようとしなかったため、独立を決意し 

１９８２年Adobe Systemsを設立
した。 
 

 

 註： ページ記述言語 Page Description Language 

コンピュータ上で作成された文書や画像などを印刷する際に、プリンタへの出
力イメージを記述してプリンタに対して指示する言語のことである。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E8%A8%98%E8%BF%B0%E8%A8%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://www.sophia-it.com/content/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://www.sophia-it.com/content/%E6%96%87%E6%9B%B8
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF
http://www.sophia-it.com/content/%E5%87%BA%E5%8A%9B
http://www.sophia-it.com/content/%E5%87%BA%E5%8A%9B
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF


ジョン・ワーノック 



 ジョン・ワーノック ( John Warnock, 1940年10月6日 - ) 
は、プログラマーでアドビシステムズ社の共同設立者。 
アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティ生まれ。 

ユタ大学で数学の学士号と修士号、コンピューターサイ
エンスの博士号を取得した。卒業後はゼロックスに勤め
るなどいくつかの職を経験する。 

 1972年にアメリカ合衆国カリフォルニア州に移り住み、
1978年にパロアルト研究所に入る。 

 1982年にチャールズ・ゲシキと共にアドビシステムズ社
を設立した。現在、アドビシステムズ社の会長兼最高経
営責任者 (CEO)。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1940%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1940%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%93%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%82%BF%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%82%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%A3%AB%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%A3%AB%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1978%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1978%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%82%B7%E3%82%AD&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%93%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%93%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/CEO


チャールズ・ゲシキ 



 1939年、チャールズ・ゲシキはオハイオ州クリーブランド
に生まれ育った。 

ザビア大学で古典の学士号、数学の修士号を取得した。
その後は数学を教えていたらしいがカーネギーメロン大
学に入って、コンピュータ科学の博士号を取得した。そ
の後、ゼロックスのPARCに入った 



ジョブズとはかなり年齢差が感じ取れる 



ジョブズとの関係でＩＴデビュー 

1983年、アップルのスティーブ・ジョブズ
が、マッキントッシュ用のレーザープリンタ
であるアップルレーザーライターを動かす
プロジェクトへの参加を提案してきた。アド
ビはこの提案に乗った。アップルは気前
がよく、100万ドルの前払い金に加えて
250万ドルを現金でアドビに支払った 

 

アドビはジョブズの手で船出した！？ 

 



ＰＯＳＴＳＣＲＩＰＴによるアドビの躍進 

 1985年、アドビのポストスクリプトを搭載したアップル
レーザーライターが登場すると、DTPブームが起き、アド
ビの売り上げは倍増した。アドビは巧妙な戦術を使い、
ポストスクリプトを本格的な印刷メーカーのアライドライノ
タイプ、データプロダクト、QMSなどにライセンスした。 

 

又ワープロソフトのワードやシーニックライタ、GEMWriteな
どもポストスクリプトをサポートした。こうしてアドビは無敵の
快進撃を開始する 



この２人は生涯御神徳利だが・・・ 



最高の名誉も二人で受賞した 



アメリカ国家技術賞（NATIONAL MEDAL OF 
TECHNOLOGY 

革新的で重要な技術の開発に多大な貢献をした発明
家に対してアメリカ合衆国大統領から授与される賞。こ
の賞は特定の人物、グループ、企業や組織に対して贈
られるものである。技術分野ではアメリカ合衆国で最高
の栄誉とされている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%80%E8%A1%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E6%98%8E%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E6%98%8E%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD


アメリカ国家技術賞（NATIONAL MEDAL OF 
TECHNOLOGY 

 2007年ジョン・ワーノックとチャールズ・ゲシキ「ＤＴＰに
革命を起こし、人々が情報を生み出す手法を変えた業
績に対して」（アドビシステムズ創業者 

 

 1992年ビル・ゲイツ「家庭やオフィスでのコンピュータ利
用に関する先見性に対して」 

 1990年ゴードン・ムーア「大規模メモリとマイクロプロセッ
サにおける独創的リーダーシップに対して」 

 1985年スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアック
「パーソナルコンピュータの開発に対して」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%82%B7%E3%82%AD&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%93%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/1992%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1992%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%82%A4%E3%83%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/1985%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1985%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF


今やシリコンバレーで威容を誇るアドビ本社 



アドビのソフトの根幹は 

 アドビは所謂ＤＴＰ（Ｄｅｓｋ Ｔｏｐ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ）ソフトの
開発に成功した会社である。 

 

 ＤＴＰの御三家と云えば、 

 Ｐｏｓｔ Ｓｃｒｉｐｔ（ＩｎＤｅｓｉｇｎ） 

 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ 

 Ｉｌｌｕｓｔｌａｔｏｒ 

を指すと云われている 

 



１９８５年にアドビが開発 



ＤＴＰ とは・・・ 

 "Desktop publishing" の言葉は、そのさきがけとなった
ページレイアウトソフト「PageMaker」の販売開始にあ
たって、Aldus社（アルダス）の社長ポール・ブレイナード
が1986年に提唱した言葉。 

 

 Ａｌｄｕｓ社は後にアドビに吸収され今ではＤＴＰと云えば
アドビの代名詞になってしまっている 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_PageMaker
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1986%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1986%E5%B9%B4


よく云われるＷＹＳＩＷＹＧ とは 

 WYSIWYG（ウィジウィグ）とは、コンピュータのユーザイン
タフェースに関する用語で、ディスプレイに現れるものと
処理内容（特に印刷結果）が一致するように表現する技
術。What You See Is What You Get（見たままが得られ
る）の頭文字をとったものであり、「is」を外したWYSWYG
（ウィズウィグ）と呼ばれることもある。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E5%88%B7


そしてアドビと云えばフォトショップ 



ＰＨＯＴＯＳＨＯＰの誕生は１９８７年 

 

 

 

 

 

 

 

 Photoshopが産声を上げたのは、1987年のこと。ミネソタ
大学の博士課程に在籍中だったThomas Knoll(トーマ
ス・ノール)氏の組んだプログラムが、Photoshopの原型
となる。当時は、モノクロ画面にグレースケール画像を
表示するためのソフトウェアだった。 

 



１９９０年ＰＨＯＴＯＳＨＯＰ1.0 

 1990年2月、ライセンスを取得したアドビ社から、「Adobe 
Photoshop 1.0」が発売される。当時はWindows 3.1発売
前だったため、リリースされたのはMacintosh版のみ。
Windows版の登場は、4年後にリリースされる
「Photoshop3.0」まで待たなければならない。 

 Photoshop 1.0では、カラー補正やトーンカーブ、レベル
補正などの色調補正機能のほか、画像の別の部分をコ
ピーして写り込んだキズや不要物を消すスタンプツール
が搭載されていた。Photoshopが日本市場に登場する
のは、それから約1年後のことである。 

 



既にトレードマークの「目玉」が付いている 



 
 
１９９1年ＰＨＯＴＯＳＨＯＰ2.0 

 1991年、ペンツールやパス機能を備えた「Photoshop 
2.0」が登場。一足早くデビューしていたドローソフト
「Adobe Illustrator」とともに、出版・印刷業界で急速に
広まっていった。1993年には、フローティングパレットや
クイックマスクに対応した「Photoshop2.5」がリリース。
1993年といえば、マイクロソフト社からWindows 3.1が発
売された年でもあり、これまでMacintosh版のみだった
Photoshopも、Windows対応版が用意された。Windows
版の出荷は、Macintosh版から2ヶ月後。現在のように、
Windows版とMacintosh版が同時発売されるようになっ
たのは、「Photoshop 4.0」以降のことである。 



１９９３年にはＰＨＯＴＯＳＨＯＰ2.5 



画期的なレイヤー機能の導入は３．０から 

 Photoshopにレイヤー機能が追加されたのは、1994年
に発売された「Photoshop 3.0」から。画像を複数の層(レ
イヤー)に分け、特定のレイヤーだけを編集・移動できる
ようになったことで、操作性が格段に向上した。 



１９９４年ＰＨＯＴＯＳＨＯＰ3.0 



 1996年発売の「Photoshop 4.0」には、色調補正の設定
をレイヤーに記録する調整レイヤーのほか、一連の操
作や設定を記録し、複数のファイルに適用するアクショ
ン&バッチ機能などが搭載された。 



１９９６年 ＰＨＯＴＯＳＨＯＰ4.0 



 1998年発売の「Photoshop 5.0」では、操作履歴を記録
するヒストリー機能や、編集可能なテキスト入力をサポー
ト。1年後、「Photoshop 5.0」にWeb関連機能を加えた
「Photoshop 5.5」がリリースされる。 



１９９８年 ＰＨＯＴＯＳＨＯＰ5.0 



 2003年に発表されたバージョン8.0からは、統合パッ
ケージ「Adobe Creative Suite」の一製品となり、製品名
もそれまでのバージョン表記から「Photoshop CS」に変
更された。スプラッシュ画面やパッケージから「目」の画
像がなくなり、寂しい思いをしたユーザーもいたことだろ
う 





こんなことが簡単に出来てしまう 



ノール兄弟が作り出した最高のソフト 



 
 
とにかくスゴい兄弟だ。 
 
 

兄はかの「Adobe Photoshop」生みの親、トーマス・ノール
である。 

弟は大ヒット映画『パイレーツ・オブ・カリビアン／デッドマ
ンズ・チェスト』のVFXスーパーバイザーとして、2007年の
アカデミー視覚効果賞を受賞したジョン・ノール。 

 

註：ＶＦＸ＝Visual Effects  視覚効果 





イラレはとても難しい！！！ 





このように仕上がるのだが・・・・ 



アドビで著名なソフトには 

 アクロバット 
 



この絵は世界中にばら撒かれた 



リーダーは簡単に無料で入手 



どんなデータも簡単に変換可能 



容量が小さくなる 



今では作るのも簡単になった 



特筆されるＭＡＣＲＯＭＥＤＩＡ社の買収 

デザイン／マルチメディア・コンテンツ関連製品市場に、
「巨人」が生まれようとしている。2005年4月18日（米国時
間）、米国アドビシステムズは米国マクロメディアを34億
ドル相当の全額株式交換方式で取得するという契約に
正式合意したと発表し、業界に衝撃が走った。 

同年12月3日に買収を完了した。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%883%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%883%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%883%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%883%E6%97%A5


マクロメディア (Macromedia, Inc) は、かつてアメリカ合
衆国カリフォルニア州サンフランシスコに本拠のあった
ソフトウェア会社。アドビシステムズにより買収された。 

 

 スローガンは "What the Web Can Be"。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%93%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3


得意満面なアドビ経営陣 
左からジョン・ワーノック、ブルース・チゼン（ＣＥＯ），チャールズ・ゲシキ 



マクロメディア (Macromedia, Inc) は、かつてアメリカ合
衆国カリフォルニア州サンフランシスコに本拠のあった
ソフトウェア会社。 

 FreeHandとAdobe Illustrator 、Dreamweaverと Adobe 
GoLive、Flashと Adobe LiveMotion といった競合製品を
出していて、アドビシステムズとのライバルであり、訴訟
合戦を行っていた。 

 しかし、2005年4月にアドビシステムズが約34億ドルでマ
クロメディアを買収すると発表。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/Macromedia_FreeHand
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_GoLive
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_GoLive
http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Adobe_LiveMotion&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4




この合併についてのアドビ公式声明 

 この統合は、ユーザー／企業・組織のコミュニケーショ
ンの改善を支援するという当社の使命をより強固なもの
にする。両社の開発部門が、PDF（Portable Document 
Format）とFlashの相補的機能やオーサリング・ソフトな
どの連係機能などを実現すること、そして、業界標準
フォーマットを推進することで、説得力のあるリッチ・コン
テンツの作成を支援するアプリケーションを、広範なOS
／プラットフォームに提供することが可能になる 

 

これでは何を云っているのか判らない！？？ 



高いなりのパワフルなソフト 



圧倒的なフラッシュの威力 



アドビとマクロメディアの大きさ比較 



マクロメディアの合併効果は大きかった筈だっ
たのだが・・・・ 

一部のアナリストは、この動きを世界最大のソフトウェア・
ベンダー、マイクロソフトに対する一種の先制攻撃と見
ているようだ。マクロメディア買収後の新会社は、Flash
ベースのさまざまなリッチ・メディアとWebアプリケーショ
ンを開発することが可能になり、マイクロソフトが関心を
示してきた分野と、ことごとく衝突することが予想される
からだ。 



だが・・・・先ずアップルが立ちはだかる 



 ２００８年３月アップル株主総会でジョブズはアドビ攻撃 

 ２０１０年２月には「フラッシュは死にかけた技術」と批判 

 

結局アドビはｉＰｈｏｎｅ向けフラッシュ開発を諦める 

 

 



フラッシュは無用、ＨＹＭＬ５で事足りるという論理 





結局アドビはどうなるのでしょうかねぇ？？？ 


