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１．Impression Gallery とは 
Impression Gallery は画像ファイルをメインにしたマルチメディアファイルビューア＆ファイルコン

トローラです。 
現時点でサポートしているファイル形式は以下の通りです。 

画像ファイル 

●JPEG 形式、GIF 形式、TIFF 形式 

●ビットマップ形式(BMP,RLE)、Windows メタファイル形式(WMF、EMF） 

●フォト CD（PCD）、FlashPix（FPX）形式 

●Macintosh PICT 形式（PCT） 

●フォトショップ 3.0 形式（PSD） 

●PCX 形式（PCX,DCX） 

●Portable Network Graphics 形式（PNG） 

●PostScript ラスタ形式（EPS） 

●TARGA 形式（TGA） 

●SUN ラスタ形式（RAS） 

●WordPerfect 形式（WPG） 

●Windows クリップボード（CLP） 

●AFP 形式（AFP） 

●Dr.Halo 形式（CUT）、FlicAnimation（FLC） 

●Interchange File 形式(IFF)、PortableBitmapUtilities（PBM） 

●PTOCA 形式（PTOCA）、Scitex Continuous Tone 形式（SCT） 

●SiliconGraphicsImage 形式（SGI） 

●ワイヤレスビットマップ形式（WBMP） 

●XWindowDump（XWD）、XpicMap 形式（XPM） 

●FAX 形式、CALS ラスタ形式、IOCA 形式（FAX,ICA,FXS,CAL） 

●その他 1 ビット形式（CMP,MAC,IMG,MSP、ITG、SMP、XBM） 

テキストファイル 
●通常のテキストファイル（TXT,INI,BAT,LOG 等） 

●リッチテキストファイル（RTF） 

MIDI ファイル ●MID,RMI 

オーディオファイル 

●WAV 

●MP3 

●au、aiff 

●WMA 

動画ファイル 

●AVI 形式（AVI） 

●MPEG 形式 

●QuickTime 形式 

●WMV 形式 

HTML ファイル ●Internet Explorer 準拠の HTML 

カーソルファイル ●カーソル形式（CUR,ANI） 

※ 注：各ファイル形式のバージョンの違いなどで表示・再生ができない場合があります。 
※ qt,mov 形式データが再生できない場合の対処方法は以下の通りです。 
【Windows XP の場合】 
regeditを使用し、 
マイコンピュータ\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\MCI Extensions 

キー配下に以下の文字列値を新規作成してください。 
名前：mov データ：MPEGVideo 
名前：qt データ：MPEGVideo 
 
【Windows Me の場合】 
win.ini の[mci extensions]セクションに以下の行を追加してください。 
qt=MPEGVideo 
mov=MPEGVideo 
※WMA 形式は Windows98 では再生できません。 
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※WMV 形式は Windows98、Me、2000 では再生できません。 

２．機能概要 
Impression Gallery には次の機能があります。 
①各種ファイルの表示・再生 
②画像ファイル、テキストファイル等の混在サムネイル表示機能 
サムネイル画像をカタログ化することで次回以降高速表示が可能 
③画像ファイルを自動で連続表示する（スライドショー機能） 
④各種ファイルの内容を確認しながら、簡単に他のソフトを起動し編集等を行う機能  
⑤ファイルの内容を確認しながらのファイル管理（ファイルコピー、移動、削除、リネーム）機能 
⑥各種画像ファイルを壁紙にする機能 
⑦ドライブ／ディレクトリ全体からマルチメディアファイルを検索する機能  
⑧Wall Street（拙作壁紙チェンジャーソフト）、Street Player（拙作音楽プレーヤーソフト）用のリ

ストファイル作成機能 
⑨画像ファイルを一括して、JPEG 等の形式に変換したり、サイズ変更・回転等の加工をする機能 
⑩画像ファイルの印刷機能 

３．起動方法 
スタートメニューのアイコンをクリックするか、エクスプローラ等から IG.exe をダブルクリックすれば起

動します。 
また、ディレクトリ名やファイル名のフルパスをパラメータとして起動するとその、ディレクトリやファイ

ルを表示した状態で起動することが可能です。 
Windows の Send to フォルダにショートカットを作っておくと Explorer からファイル指定して

Impression Gallery を簡単に呼び出すことができて便利です。 
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４．メイン画面の操作 

起動すると以下のようなメイン画面が表示されます。 

 
ファイルタイプのリスト(タイトル表示のすぐ下のリストボックス)から、静止画像、アイコン、テキスト、

MIDI、WAVE、ビデオ、HTML、カーソル、全種類、全ファイルのうち、参照したいファイルタイプ

を選択してください。 
 
ドライブリスト、フォルダリストで指定したフォルダ内の該当するファイルがファイル名リストに一覧表

示されますので、ファイル名を選択すると右側のウィンドウに表示されます。また、サウンド・ビデオ

系のファイルは再生されます。 
 
画面右側は"SingleView"と"MultiView"タブをクリックすることで表示方法を切り替えることができ

ます。 
エクスプローラ等からファイルをドラッグ＆ドロップすると現在のフォルダにコピーできます。 
 
画面左側は"Folder"タブと"Quick List"タブをクリックすることでフォルダ選択方法を切り替えるこ

とができます。 
また、"Search"タブをクリックすると現在選択中のフォルダ配下の全フォルダから指定中のファイル

タイプに該当するファイルを検索することができます。 
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(1)Single View 操作 
●ツールバー 

  
（押す度にトグ

ルで状態が切り

替わります） 

画面の表示サイズを切り替えます。 

ボタンが押された状態の時は常に実寸サイズで表示され、表示エリアより画像ファイルが

大きい場合はスクロールバーが表示されます。 

ボタンが押されていない状態の時は表示エリアより画像ファイルが大きい場合は画面に収

まるように自動的に 適サイズに縮小表示されます。 

 

ファイルを選択した状態で有効になります。 

左よりそれぞれコピー、移動、削除、リネームになります。メニューで［ファイル］→[コピ

ー]、[移動]、[削除]、[リネーム]を選択したときと同じ動きになります。 

ファイル名のチェックボックスがオンの場合はそのファイルがコピー、移動、削除の対象と

なります。 

 
（常にいずれか

一つが押された

状 態 に な り ま

す） 

ファイルリストの表示形態を指定します。 

左よりそれぞれ大きいアイコン、小さいアイコン、一覧、詳細になります。メニューで[表

示]→[大きいアイコン]、[小さいアイコン]、[一覧]、[詳細]を選択したときと同じ動きになりま

す。  

アイコンは以下のような Impression Gallery オリジナルのものが表示されます。 

 
静止画像ファイル MIDI ファイル HTML ファイル 

 
アイコンファイル WAVE ファイル カーソルファイル 

 
テキストファイル VIDEO ファイル それ以外のファイル 

 

 

選択したファイルをフルサイズ画面で表示します。 
メニューで[実行]→[フルサイズ画面]を選択したときと同じ動きになります。 
※チェックボックスのマークは無視され、カーソル位置のファイルが対象になります。 

 

選択したファイルをパラメータとして外部コマンドを起動します。 
メニューで[実行]→[外部コマンド起動]を選択したときと同じ動きになります。 
※チェックボックスのマークは無視され、カーソル位置のファイルが対象になります。 

 

選択したファイルをスタックに追加します。 
ファイル名のチェックボックスがオンの場合はそのファイルがスタックに追加されます。 
メニューで[実行]→[外部コマンド起動]を選択したときと同じ動きになります。 

 ファイルリストの全ファイルのチェックボックスのオン／オフを行います。 
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●クリック操作 

データファイルが表示されているエリアまたはファイル名

を右クリックすると、アクション選択メニューがポップアップ

表示されますので、アクションを選択するか Cancel ボタン

をクリックして下さい。  

 
《アクション選択メニュー》 

アイコンファイル、カーソルファイルの場合は、左マウスボ

タンを押している間マウスカーソルがそのファイルの内容

に変わります（アニメーションカーソルの表示も OK）。  

また、ファイルリストのチェックボックスをクリックすること

で複数ファイルを選択することが可能です。 

 
《ファイルタイプ選択メニュー》 

ファイルタイプが 「それ以外のファイル」のファイル

名を左クリックした場合は、ファイルタイプ選択メニューが

ポップアップ表示されますので、ファイルタイプを選択する

か Cancel ボタンをクリックして下さい。 

 
※注：HTML の場合に限り表示されているデータをクリックした時の動作が異なります（HTML の

内容に依存します）。右クリックメニューを使いたい場合はファイルリストで右クリックして下さい。 
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(2)Multi View 操作 
Multi View はいわゆるサムネイル表示です。データファイルは下図のような《パネル》に表示され

ます。 

 
パネル表示時に表示データがカタログより読み込まれた場合はファイル名の横に緑色のインジケ

ータが表示されます。 
また、赤色のインジケータは新たにカタログファイルを作成している事を意味します。 

●ツールバー 

  
（押す度にトグルで状態が切り替わります） 

パネル表示方法をサイズ固定にするか個数固定にするか

を指定します。 

ボタンが押された状態のときはパネルのサイズは常に一

定になり、ウィンドウサイズが変わると、その時に表示可

能な分だけパネル個数が変化します。 

ボタンが押されていない状態のときは表示個数は常に一

定になり、ウィンドウサイズが変わると、それに合わせてパ

ネルサイズが変化します。 
左よりそれぞれ「パネル縦個数」「パネル横個数」「パネル

縦サイズ」「パネル横サイズ」の固定値の指定になります。

ここで指定した内容は以下のリフレッシュボタンを押したと

きに反映されます。 

 
（押す度にトグルで状態が切り替わります） 

カタログ表示モード。ボタンが押された状態の時は画像フ

ァイルのサムネイルはカタログファイルから表示されるの

で高速に表示されます。 

オプション画面の「画像をカタログから表示する」設定と同

様の動作をします。 

※HTML ファイル内の画像ファイルはカタログファイル化の

対象外です。 

 

強制カタログ表示ボタン。カタログデータは通常ファイルの

タイムスタンプにより自動的に更新されますが、同じファイ

ル名でタイムスタンプが古いファイルで上書きした場合な

ど、自動更新されないケースに使用します。 

また、カタログファイルはその時点で表示されているパネ

ルのサイズに依存します。パネルサイズを変更した後に表

示されたカタログファイルのサイズが不適切な場合は強制

カタログ表示ボタンで 適サイズに更新されます。 

 

Multi Viewでデータファイルをクリックしたときの動作モード

を切り替えます。 

メニューの[実行]→[クリック時動作設定]と同じです。 

左からそれぞれ「フルサイズ画面表示」「外部コマンド起

動」「スタックへ追加」になります。 



Impression Gallery  Version 2.2 User’s guide  

Copyright© 2006 Otaka 2/18  9/29 

 

 
●クリック操作 

 
《アクション選択メニュー》 

パネルを左クリックすると、クリック時の動作設定内容に応じて「フルサイズ画

面表示」「外部コマンド起動」「スタックへ追加」の動作をします。   

右クリックすると、そのときのモードに関係なく、アクション選択メニューがポップ

アップ表示されますので、アクションを選択するかCancelボタンをクリックして下

さい。 
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(3)Folder List 操作 
●クリック操作 

 

エクスプローラ風のフォルダツリーが表示されます。  

選択したフォルダの内容が、画面右側の Single View、Multi View の内

容に反映されます。 

 
●ボタン 

 現在選択中のフォルダ名を Quick List に追加します。 

 押す度にフォルダのグラフィックがエクスプローラ風／MacOS 風に切り替わります。 
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(4)Quick List 操作 
Quick List とはよく使うフォルダを事前に登録しておくことで即座にそのフォルダにアクセスするこ

とを可能にするものです。 
 

●クリック操作 

 

リストをクリックすることで、該当フォルダの内容が、画面右側の Single 

View、Multi View の内容に反映されます。 

 
●ボタン 

 選択した行をリストから削除します。 
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(5)Search 操作 
Search とはカレントフォルダ配下の全てのフォルダを検索して、指定されたファイルタイプに該当

する全ファイルをリストアップすることです。下図の例では C:\WINDOWS 配下の全フォルダより全て

の静止画像ファイルをリストアップします。  
検索結果は Single View にフルパスでリスト表示されます。 
Search 結果に対してのファイル操作は Folder/Quick List の場合と基本的に変わりませんが、カ

タログ表示／カタログ作成はできません。 
 

 
 

●ボタン 
検索開始 検索を実行します。検索中はステータスバーに検索処理中のフォルダ名が表示されます。 
検索中断 検索を中断します。 
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(6)メニュー操作 

①ファイル 

メニュー項目 動作内容 

コピー 

ファイルリストで選択中のデータファイルのコピーを行います。 

コピー先のフォルダを入力するダイアログが表示されますので、直接キー入力する

か、フォルダツリーよりコピー先のフォルダを選択して下さい。 

[新規フォルダ作成]ボタンをクリックすると新たなフォルダを作成することもできます。

 

移動 
ファイルリストで選択中のデータファイルの移動を行います。 

操作はコピーと同様です。 

削除 
ファイルリストで選択中のデータファイルの削除を行います。 

確認ダイアログで「はい(Y)」を選択するとファイルが削除されます。 

リネーム 
ファイルリストで選択中のデータファイルのリネームを行います。 

ファイル名入力ダイアログが表示されますので、新しいファイル名を入力して下さ

い。 
新規フォルダ

作成 
現在のフォルダ配下に新しいサブフォルダを作成します。 

フォルダコピー
現在のフォルダをサブフォルダを含めコピーします。 

ファイルコピーと同様にコピー先フォルダの選択ダイアログが表示されます。 

フォルダ移動 
現在のフォルダをサブフォルダを含め移動します。 

ファイルコピーと同様に移動先フォルダの選択ダイアログが表示されます。 
フォルダ削除 現在のフォルダをサブフォルダごと削除します。 

フォルダリネー

ム 

現在のフォルダのリネームを行います。 

フォルダ名入力ダイアログが表示されますので、新しいフォルダ名を入力して下さ

い。 

終了 
全ての画面をクローズし、Impression Gallery を終了します。 

この際に画面位置、ファイルタイプ、コマンドリスト、参照フォルダの内容等が IG.INI

に保存されます。次回起動時はこのとき保存された内容が有効になります。 
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②実行 

メニュー項目 動作内容 

壁紙変更 

ファイルリストで選択中の画像ファイルをデスクトップの壁紙にします。 

BMP 形式以外のファイルも自動的に$$wall$$.bmp というテンポラリファイルに変換し

て壁紙にすることができます。また、CD-ROM のようなリムーバブルメディアのファイ

ルも一旦テンポラリファイルに変換されるため、次回起動時にそのメディアが挿入さ

れていなくても壁紙表示は維持されます。 

この操作は選択中のファイルが静止画像の時のみ有効です。 

IE Toolbar 背景

変更 

ファイルリストで選択中の画像ファイル Internet Explorer のツールバーの背景にしま

す。 

壁紙変更同様、自動的にテンポラリファイル変換されるため、BMP 形式以外のファイ

ルやリムーバブルメディアのファイルも指定可能です。 

※変更は Windows の再起動後に反映されます。 

再起動時にも有効にならない場合は、一旦 IE Toolbar 背景削除を行って Windows 再

起動した後に、背景変更を行ってみてください。 
IE Toolbar 背景

削除 
Internet Explorer のツールバーの背景表示を行わないようにします。 

※変更は Windows の再起動後に反映されます。 
クリップボード

へコピー 
ファイルリストで選択中の画像ファイルをクリップボードへコピーします。 

この操作は選択中のファイルが静止画像の時のみ有効です。 
フルサイズ画

面表示 
Single View で選択中のファイルをフルサイズ画面で表示します。 

※チェックボックスのマークは無視され、カーソル位置のファイルが対象になります。

外部コマンド起

動 
Single View で選択中のファイルをパラメータとして外部コマンドを起動します。 

※チェックボックスのマークは無視され、カーソル位置のファイルが対象になります。

スタックへ追加

Single View で選択中のファイルをスタックへ追加します。 
ファイル名のチェックボックスがオンの場合はそのファイルがスタックに追加されま

す。 

クリック時動作

設定 

Multi View でデータファイルをクリックしたときの動作モードを切り替えます。 

「フルサイズ画面表示」：クリックしたファイルをフルサイズ画面で表示します。 

「外部コマンド起動」：クリックしたファイルを対象に外部コマンド画面を表示します。 

「スタックへ追加」：クリックしたファイルをスタックへ追加します。 
 

③ツール 

メニュー項目 動作内容 

ファイル管理ソ

フト起動 
オプションで設定したファイル管理ソフトを起動します。 

画像ファイル加

工 
画像ファイル加工画面を表示します。 

カタログ一括作

成 

現在選択中のフォルダ配下の全フォルダについてカタログを一括作成します。 

※注：カタログ作成中は中断以外の操作をするとエラーが発生することがありますの

でご注意下さい。 

また、データが大量な場合エラーが発生する場合がありますので、その時は指定す

るフォルダの階層を下げて実行し直してください。 
カタログ一括作

成中断 
カタログ一括作成処理を強制的に中断します。 

オプション オプション設定ダイアログを表示します。 
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④表示 

メニュー項目 動作内容 

スタック画面と

並べて表示 
スタック他面をメインウィンドウの下部に並べて表示します。 

ツールバー 
ステータスバー

タイトルピクチ

ャー 

それぞれツールバー、ステータスバー、タイトルピクチャーの表示のオン／オフを切

り替えます。 

大きいアイコン

小さいアイコン 
一覧 
詳細 

Single View のファイルリスト表示形態を切り替えます。 

新の情報に

更新 
Single View/Multi View の内容を現在の 新状態に更新します。 

 
⑤ヘルプ 

メニュー項目 動作内容 

ユーザーズガ

イドの表示 

このファイルの表示を行います。 

作者ホームペ

ージの表示 

おにぎりプロジェクトのホームページを表示します。 

新版やβ版、他のソフトのダウンロード等が可能です。 

寄付について 開発を支援していただける方向けのホームページを表示します。 

バージョン情報 このソフトのバージョン番号が表示されます。 
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(7)メインツールバー操作 
ボタン 動作内容 

 
全ての画面をクローズし、Impression Gallery を終了します。 

メニューの[ファイル]→[終了]と同じです。 
フォルダの新規作成、コピー、移動、削除ができます。 

メニューの[ファイル]→[フォルダ～]と同じです。 

 
ファイルリストで選択中の画像ファイルをデスクトップの壁紙にします。 

メニューの[実行]→[壁紙変更]と同じです。 

 
ファイルリストで選択中の画像ファイルをクリップボードへコピーします。 

メニューの[実行]→[クリップボードへコピー]と同じです。 

 
画像ファイル加工画面を表示します。 

[ツール]→[画像ファイル加工]と同じです。 

 
Single View のファイルリストにチェックボックスを表示する／しないを切り替えます。

オプション画面の[ファイルリストにチェックボックスを表示する]と同じです。 

 
オプションで設定したファイル管理ソフトを起動します。 

メニューの[ツール]→[ファイル管理ソフト起動]と同じです。 

 
スタック他面をメインウィンドウの下部に並べて表示します。 

メニューの[表示]→[スタック画面と並べて表示]と同じです。 

 

オンにすると、サムネイル表示を行った画像ファイルが自動的にカタログファイルに

保存されます。 

オプション画面の[カタログ自動作成]の指定と同じです。 

 

Single View/Multi View の内容を現在の 新状態に更新します。 

Multi View のパネルサイズ／個数も現在のフォームサイズに合わせて調整されま

す。 

メニューの[表示]→[ 新の情報に更新]と同じです。 

 

移動したフォルダの履歴からカレントフォルダを指定します。ボタンを押すと直前に

指定したフォルダに戻ります。 

ドロップダウンリストから直前の 10 フォルダまで直接指定できます。 

 戻るボタンで戻った後に、指定フォルダを進めることができます。 
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５．フルサイズ画面の操作 
選択された画像ファイルを実寸で表示する画面です。画像ファイル以外はアイコン表示されます。 
画像データを左クリックすると拡大、右クリックすると縮小表示されます。縮尺率はタイトルバーに%
表示されます。 
アイコンファイル、カーソルファイルの場合は、マウスボタンを押している間マウスカーソルがそのフ

ァイルの内容に変わります（アニメーションカーソルの表示も OK）。 
また、左クリックしたままドラッグするとスクロールされます。  
 

 
 

●ツールバー 

 フルサイズ画面をクローズします。 

 

スライドショーを開始します。ファイルが切り替わる秒数はオプションで指定できます（サウンド、動

画ファイルは再生が終了すると切り替わります）。 

再度クリックすると止まります。メイン画面のファイルリストの順番で表示されます。 

 前／次のファイルを表示します。 

 縮尺比率を 100%に戻して再表示します。 

 画像をクリップボードにコピーします。 

 表示中の画像を指定した縮尺比率で印刷します。 
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６．外部コマンド起動画面の操作 

他のソフトウェアを起動するための画面です。 
 
操作対象ファイル名・・・メイン画面で選択されたファイル名が表示されます。  
コマンドリストより外部コマンドを選択し、実行ボタンをクリックすると操作対象ファイル名をパラメータ

として該当外部コマンドが起動されます。 
コマンドリストには Explorer 等から Drag&Drop でファイルを追加することができます。 
 

 
 

●ボタン 
実行 選択された外部コマンドを起動します。 
Cancel メイン画面に戻ります。 

リスト追加 
コマンドリストに外部コマンドの登録を行います。ファイル選択ダイアログが表示されるので任

意の外部コマンドを選択して下さい。 大 10 個まで登録可能です。 
リスト削除 選択された外部コマンドをリストより削除します。 
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７．スタック画面の操作 

ファイルを一括して操作するための画面です。 
 
メイン画面、カタログ表示画面でスタックモードがオンになっているときに画像ファイルをクリックする

とそのファイル名がスタックリストに追加されます。リストのファイルを一括してコピー、移動、削除す

る事ができます。 
 

 
 

●ツールバー 

 スタック画面を消去します。スタックリストの内容はそのまま保持されます。 

 
スタックリストのファイルを一括して一つのフォルダにコピーします。このボタンを押すと、コピー先のフ

ォルダを指定するダイアログが表示されます。 

 
スタックリストのファイルを一括して一つのフォルダに移動します。このボタンを押すと、移動先のフォ

ルダを指定するダイアログが表示されます。 

 スタックリストのファイルを一括して削除します。 

 
スタックリストの任意の行をリストから除きます。リストから除きたい行をクリックして選択してからこの

ボタンを押してください。 

 スタックリストの全ての行をリストから除きます（オールクリア）。 

 
Wall Street(拙作壁紙チェンジャー)や Street Player（拙作音楽ファイルプレーヤー）用のファイルリスト

(*.LST)を出力します。 
 
※ 注：同一ファイルを複数スタックリストに追加することもできてしまいます（速度重視の仕様です

(^^;;)）。その状態で移動・削除を行うと該当ファイルが存在しないためのエラーが発生すること

があります（実害はありません）。 
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８．画像ファイル加工画面操作 

メイン画面での画像選択状態に応じて以下の 3 通りの動作をします。 
●動作パターン 

メイン画面で画像フ

ァイルを選択中 

メイン画面で選択中の画像ファイルが加工対象になります。 

また、出力実行ボタンをクリックするたびに、加工後のファイルの内容が自動表示され

ますので、結果を見ながら何度か加工内容を調整する様な使い方に適しています。 

メイン画面でチェッ

クボックスをオンに

して選択 

チェックボックスがオンになっている画像ファイルが加工対象になります。 

加工後のファイル内容は加工処理中に表示されますが、一瞬で次のファイルに表示が

変わってしまいます。 

確定した加工を一括して複数ファイルに実施する使い方に適しています。 

何も選択していない

状態 

加工対象ファイルが未選択状態で画像ファイル加工画面が表示されます。 

エクスプローラから画像ファイルを DRAG&DROP することで、一括して画像の加工を行

うことができます。 
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●各種操作 

出力先フォル

ダ 

加工後の画像ファイルを出力するフォルダを指定します。 

つまり、加工元のフォルダと出力先のフォルダを同じにしない限り、元のファイルは一切加工

の影響を受けずに保持されますので、加工パラメータを変更しながら何度でもトライできま

す。 

逆に、加工元のフォルダと出力先のフォルダを同じにした場合は、元のファイルに加工結果

が上書き保存されます。  

出力先フォルダを変更したい場合は、[変更]ボタンをクリックすることで、フォルダ選択用の

ダイアログが表示されますので、任意のフォルダを指定してください。 

出力形式 
出力するファイル形式を指定します。 

JPEG、BMP、TIFF のいずれかを指定できます。 

Quality 

出力する画像の品質を指定します。 

出力形式が JPEG の場合のみ有効です。 

スライダの位置を画質優先側にすると圧縮率が下がるためファイルサイズが大きくなります

が、画質は向上します。 

圧縮優先側にするとファイルサイズが小さくなりますが、画質は低下します。 

デフォルトのスライダ位置の設定では、画質はほぼ元のものと肉眼で見分けがつきにくく、フ

ァイルサイズは約 10 分の 1 程度になります。 

Size 
出力する画像のサイズを指定します。 

比率の値を設定することで元の画像の 10%～500%のサイズに変更できます。 
回転 90°単位で画像を回転させることができます。 
Effect 出力する画像にエフェクトをかけます。 
出力実行ボタ

ン 
クリックすると、上記設定内容で加工したファイルを出力します。 

閉じるボタン クリックすると、画像ファイル加工画面を閉じます。 
パラメータ初期

化ボタン 
出力先フォルダ以外の上記の設定を初期化します。 
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９．オプション画面操作 

オプション画面では様々な設定を行うことができます。 
OK ボタンをクリックすると設定内容が反映されます。 

(1)一般設定 

 
 

●一般設定の操作 
外部ファイル管

理ソフト 
メインツールバーで起動するファイル管理ソフトを指定します。 

参照ボタンでファイル選択ダイアログが表示されます。 

外部ビューアソフ

ト 

チェックボックスをオンにすると、フルサイズ画面表示時にここで指定したソフトを起動し

ます。 

"start"を指定すると、Windows で拡張子に標準で関連づけられたソフトが起動します。 
Cinema モードイ

ンターバルタイマ 
フルサイズ画面での自動更新インターバルタイマ値です。単位は秒です。 

テキスト表示フォ

ント設定 

プレーンテキストファイルを表示する際のフォント名、サイズの設定です。変更ボタンをク

リックすることでフォント種類を指定するダイアログが表示されます。 

注：スタイルの設定は無視されます 
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(2)壁紙関連 

 
 

●壁紙関連の操作 

自動サイズ変更 

チェックボックスを ON にすると画像のサイズが自動的に画面のサイズに合わせて変更さ

れます。この際、画像の縦横比は変更されずに、画面内で 大に表示できるサイズにな

ります。また、画面の面積の 1/10～1/200 より小さいサイズの画像ファイルはサイズ変更

されないようになっています。この比率はスライドバーで設定できます。  

※この機能を使用する場合は、Windows 標準の「拡大して表示」設定はオフにしてくださ

い。 

表示位置 

画面のプロパティの"表示位置"と同様の内容を指定します。 

中央 ：画像ファイルは画面の中央に表示されます。 

全体 ：画像ファイルが画面全体にタイル上に敷き詰められます。 

自動 ：自動サイズ変更で設定した比率よりも小さい場合は「全体」大きい場合は「中央」

になります。 
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(3)高度な設定 
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●高度な設定の操作 

サムネイル 大個数 
サムネイルで表示可能な 大パネル数を指定します。サムネイル表示でメモリ

不足が生じる際にはこの数値を小さくして下さい。 

ただし、一つ一つの画像ファイルサイズが大きな場合は効果ありません。 

フォルダ高速表示 

フォルダツリーを表示する際に、 初にサブフォルダの有無チェックを行うかど

うかを指定できます。 

チェックボックスをオンにするとサブフォルダの有無は該当フォルダをクリックす

るまでわかりませんが、その代わりに表示が若干高速になります。 

削除時にゴミ箱へ入れる 
ファイル削除を行う際にゴミ箱へ入れるかどうかを指定します。 

注：リムーバブルメディアの場合はここの指定に関わらずゴミ箱には入りませ

ん。 
ファイルリストにチェックボッ

クスを表示する 
Single View のファイルリストに、ファイル選択用のチェックボックスを表示する

かどうかを選択します。 

フォームリサイズ時にサム

ネイル表示を自動的にリフ

レッシュ 

フォームのサイズを変更したときにサムネイルのパネルサイズ／個数を自動

的に変更するかどうかを指定します。 

自動的にリフレッシュを選択すると表示の更新に時間がかかります。通常はこ

の設定はオフにしておき、フォームリサイズ後に[表示]-[ 新の情報に更新]を

行う（またはツールバーのリフレッシュボタンを押す）ことをお勧めします。 

ファイルタイプ設定変更 

拡張子とファイルタイプの関連づけをカスタマイズできます。 

現在の設定がリストに表示されます。 

 

拡張子 
新たに関連づけを行いたい拡張子を入力します。大文字／小文字

のどちらで入力しても OK です。 

ファイルタ

イプ 
拡張子に関連づけるファイルタイプを選択します。 

リストに追

加 
入力した内容をリストに追加します。 

リストから

削除 
リストで現在選択されている行を削除します 

リストを初

期化 

リストの内容を初期状態（デフォルト状態）に戻します。 

この操作に関しては OK ボタンを押す前に内容が反映されてしまう

ので注意して下さい。  



Impression Gallery  Version 2.2 User’s guide  

Copyright© 2006 Otaka 2/18  26/29 

 

(4)カタログ 
カタログとはサムネイル画面で表示する画像ファイルを、カタログファイルとして小さなサイズのファ

イルに保存しておくことで、次回以降の表示を高速化する機能です。 

 

 
●カタログの操作 

画像をカタログから

表示する 

サムネイル画面で画像ファイルを表示する際にカタログを使用して高速表示を行うかど

うかを指定します。 

カタログを使用した場合は若干画質が劣ります。 

サムネイル画面のツールバーのカタログ表示モードボタンと同じ動作をします。 

カタログ自動作成 

このチェックボックスをオンにすると、サムネイル表示を行った画像ファイルが自動的に

カタログファイルに保存されます。 

オフの場合は強制カタログ表示ボタンを押すことでその時点に表示中の画像ファイル

がカタログファイルに保存されます。 

優先度 
「ファイルサイズを小さく」：カタログファイルは圧縮形式で保存されるため必要とするデ

ィスクスペースを節約できます。 

「表示速度を速く」：カタログファイルは圧縮されないので表示速度が高速になります。 
カタログフォルダク

リアボタン 
全てのカタログデータを消去します。 

カタログ 適化ボタ

ン 

通常のカタログ自動作成機能では元のファイルが削除されてもカタログデータは削除さ

れずに残っています。 

このボタンを押すことにより、現時点で元ファイルが存在していないカタログデータが消

去されます。  

※リムーバブルメディアのカタログデータはその媒体が挿入されていないものについて

は削除されてしまいます。 

カタログファイル格

納フォルダ 

カタログファイルを格納するフォルダを指定します。存在しないフォルダを指定した場合

でも自動的に作成されます。[カタログ用フォルダ参照]ボタンを押すと、フォルダツリー

が表示されるので、そこから選択するのが簡単です。  

※一度カタログファイル格納フォルダを変更した後で、再びもとのフォルダを指定し直し

ても格納されているカタログファイルは正しく認識されません（無視されます）ので、カタ

ログ格納ファイルを変更する際には事前にカタログフォルダクリアボタンでカタログデー

タを消去するか、エクスプローラ等でそのフォルダごと削除する事をお勧めします。 
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(5)表示関連 

 
 

●表示関連の操作 
フルサイズ画面で

GIF ファイルを

HTML で表示する 

この設定をオンにすると、フルサイズ画面で GIF ファイルを表示する際に HTML に貼り

付けた形で表示します。 

一部アニメーション GIF ファイルが正常に表示されない場合等にチェックしてください。
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１０．動作環境 
Windows98 Second Edition 以降で動作します（推奨：WindowsXP）。 
また、デスクトップに WEB 表示する設定（ACTIVE DESKTOP）になっている場合は正しく壁紙

が表示できないことがあります。 
表示色は High Color 以上で使用するようにして下さい。 
※256 色以下の環境では画像データの色が正しく表示されないことがありますので、できるだけフ

ルカラー／ハイカラーの環境で使用して下さい。 
 
おにぎりプロジェクトの他のソフトをご利用の方は共有モジュールのバージョンを合わせるためにそ

れぞれ以下のバージョンをご使用下さい。 
ソフト名 バージョン 

Impression Letter 1.xx 

Wall Street 2.xx 

Street Player 2.xx 

Saver Shuffle 2.xx 

Ultinamer 1.xx 

UltiFolder 1.xx 

Impression Gallery Next! 本ソフトは同時に使用できません 

Impression Letter Next! 
本ソフトは同時に使用できません 

Impression Letter をご使用ください 

MAGI BALTHASAR 
本ソフトは同時に使用できません 

Street Player をご使用ください 

MAGI MELCHIOR 
本ソフトは同時に使用できません 

Saver Shuffle をご使用ください 

MAGI CASPER 
本ソフトは同時に使用できません 

Wall Street をご使用ください 

Coffee Break Excite! 
本ソフトは同時に使用できません 

Wall Street をご使用ください 

Tea Break 
本ソフトは同時に使用できません 

Street Player をご使用ください 

Night Break 
本ソフトは同時に使用できません 

Saver Shuffle をご使用ください 
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１１．ご利用に際しての留意事項 

(1)注意点 
本プログラムはフリーウェアです。著作権は Otaka が保有します。 
また、本プログラム使用におけるいかなる損害についても作者は責任を負いかねます。 

(2)再配布について 
配布はオリジナルの形のままで行うこと。プログラムの改変は一切禁止します。再配布の際には必

ずメールにて事前にご連絡下さい。 
また、雑誌等に収録される際には必ず事前にご連絡をお願いいたします。 

(3)連絡先 
作者ホームページ： 
http://otaka.la.coocan.jp/onigiri/ 
または http://www.vector.co.jp/authors/VA003128/ 
こちらでは常に 新版がダウンロードできます｡また、β 版の配布や開発予定のアナウンスがされる

こともあります。 
 
e-mail： 
mailto:atsushi.otaka@nifty.ne.jp 

(4)開発へのご協力について 
もし、本ソフトを気に入っていただけるようでしたら、楽天や amazon などのオンラインショッピングを

利用される際に、以下のサイトのリンクから入ってお買い物をしていただけると、ショッピングサイト

から作者のほうに紹介料が入る仕組みになっています。 
http://otaka.la.coocan.jp/affiliate/ 
皆様には金銭的負担は一切ありませんので、ご協力いただければ幸いです。 

(5)謝辞 
β 版のテストにご協力いただき、バグレポートやご要望等をお寄せ下さった全ての方々に感謝いた

します。 

１２．改訂履歴 
Version 内容 

1.0 新規リリース 

2.0 

スプリットバー移動時のバグを修正 

サムネイル画面表示バグを修正 

カタログ対象フォルダ数の制限値を拡張（約 10000 個まで可能） 

ファイルリスト画面表示の不具合を修正 

フォルダ削除等ができなくなる不具合を修正 

ツリービューでフォルダ名変更できるように修正 

2.1 

サイトのリンク先を変更 

ファイルリスト表示性能向上 

ファイル削除・移動の一括処理後のファイルリスト更新性能向上 

2GB 以上のファイルサイズが正しく表示されないバグを修正 

2.2 

インストール方法を変更 

サイトのリンク先を変更 

オプション初期値変更 

 


