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はじめに 

FILEminimizer Suiteは独自の高度な圧縮技術を用いて、PowerPoint、Word、Excelファイル、PDF

ファイル、および画像ファイルのサイズを最大で 98%まで縮小します。最適化されたファイルは非常

にコンパクトであり、したがってメールボックス、サーバー、ネットワークでのロード時間の大幅な

短縮を実現できることから、ファイルの共有とメールでの送信に最適です。このファイルの受け取り

手はこれを開き、編集する際に PowerPoint、Word、Excel、Adobe Readerまたは画像ソフト以外の

特別アプリケーションは一切必要とされません。 

主な特長 

FILEminimizer Suiteの主な特長は以下のとおりです。 

 静止画像と Officeファイルを最大 98%まで圧縮 - 50MBのドキュメントを 1MBのサイズに削

減！ 

 すべての Office 2007フォーマット（PowerPoint 2007、Word 2007、Excel 2007）に対応 

 すべての Office 2010フォーマット（PowerPoint 2010、Word 2010、Excel 2010）に対応 

 従来の Officeフォーマット（PowerPoint 2000 - 2003、Word 2000 - 2003、Excel 2000 - 2003）

も圧縮可能 

 balesio社オリジナルの PDF圧縮技術により、PDFファイルを 40-75%圧縮 - 25MBの PDFフ

ァイルを 5MBのサイズに削減！ 

 すべての PDFファイルタイプに対応 - スキャンされた PDFファイル、変換されたMicrosoft 

Officeファイルのような "born-digital" PDFドキュメント、および他の PDFファイル 

 PDFファイル内の画像、オブジェクトおよび PDF内部構造を最適化して、PDFファイルサイズ

を削減 

 JPG、TIF、BMP、GIF、EMF および PNG画像のサイズを大幅に圧縮可能 

 元のファイルフォーマットを保存するため、解凍せずにこれを直ちに開き編集することが可能 

 最適化可能なファイルを PC上で簡単に検索できる 

 FILEminimizerにフォルダごと「ドラッグ アンド ドロップ」して、多数のファイルを一度に最

適化可能 

 Zip圧縮されたMicrosoft PowerPoint、Word、Excelファイルを解凍しないまま圧縮可能 

 PowerPoint、Word、ExcelおよびWindowsエクスプローラへのアドイン 
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 Microsoft Outlook、Lotus Notesへのアドインでは、添付ファイルの柔軟なクォータ管理を実現 

FILEminimizer Suiteのユーザー インターフェースは直感的で使いやすいため、開発元ではあえて

製品マニュアルやヘルプ等は用意していませんが、弊社では国内のユーザー様に対してさらに簡単に

このツールをお使いいただくため、本ガイドを作成しました。 

FILEminimizer Suiteが提供する驚異の圧縮機能をぜひご活用ください。 

2012年 5月 

株式会社ラネクシー 
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セットアップ 

インストール 

FILEminimizer Suiteをご使用になるには、実際に使用する PC上に製品をインストールする必要が

あります。ネットワーク内のサーバー上で実行したり、CD/DVD-ROMまたはUSBメモリなどの外

付けデバイスから直接起動したりして使うことはできません。 

インストールに必要な要件と手順は以下のとおりです。 

システム要件 

FILEminimizer Suiteは、Windows 2000/XP/Vista/7ホスト上にインストールすることができます1。

なお FILEminimizer Suiteによる最適化作業には PowerPoint、Word、Excelまたは画像ソフトの機

能は一切使用されませんので、これらのアプリケーションがホスト PC上にインストールされている

必要はありません2。 

インストール手順 

(1) 製品 CDのルートフォルダ、またはダウンロードして取得した ZIPファイルを解凍して得られた

FILEminimizerSuite-JP-SetupV7.exeをダブルクリックして実行します。セットアップ ウ

ィザードが起動し、下記のウィンドウが表示されます。 

 

[次へ] をクリックします。 

                                                   
1 Windows 2000/XP上で Officeアドインをインストールする場合には、.NET Framework 2.0以降も必要となります。 
2 ただし、Officeアプリケーションまたは Lotus Notesに FILEminimizer Suiteのアドインを追加するには、本製品のインス

トール前に予め該当するアプリケーションがインストールされている必要があります。 
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(2) 次のウィンドウでは、製品の「使用許諾契約書」が表示されますので、[同意する] を選択し、[次

へ] をクリックします。 

 

(3) FILEminimizer Suiteをインストールするフォルダを指定します。既定以外のフォルダを指定す

る場合は、[参照] ボタンをクリックします。 

 

(4) FILEminimizer Suiteのアドイン（後述）として追加するコンポーネントを選択します3。 

                                                   
3 アドイン追加対象のアプリケーション（Office または Lotus Notes）は、予め FILEminimizer Suiteのインストール前にイ

ンストールされている必要があります。 
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(5) [スタート] メニューに追加するプログラムのショートカットを指定します。 

 

(6) デスクトップ上にアイコンを作成したり、タスクバーにアイコンを登録したりする場合は、該当

オプションをチェックします。 
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(7) これまで指定したインストール オプションをウィンドウ上で確認し、これでよかったら [インス

トール] をクリックして、実際のインストールを開始します。 

 

(8) ローカル ディスク上への必要なファイルのコピー（インストール）が完了すると、以下のウィン

ドウが表示されます。 
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インストール終了後に FILEminimizer Suiteを直ちに起動したい場合は、[FILEminimizer を実

行する] をチェックしてください。 

製品登録とアクティベーション 

上記のインストール完了画面で [FILEminimizer を実行する] を選択するか、まだ製品登録されてい

ない FILEminimizer Suiteを起動すると、以下のウィンドウが表示されます。 

 

未登録の FILEminimizer Suiteは試用版として機能し、上記のウィンドウ上に記載されているような
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制限事項が設けられています。この制限を解除して製品版として FILEminimizer Suiteをフル機能で

使用するには、「登録コード」を入力します。 

この「登録コード」をすでにお持ちの場合は、[登録コード

の入力] をクリックして、右図の「登録コードの入力」ウィ

ンドウを表示させ、各フィールドに正確に入力します（大

文字と小文字は区別されます）。入力ミスを避けるため、コ

ピー アンド ペーストによる入力をお勧めします。 

このウィンドウではまた、[テストを継続] をクリックして

試用版を起動後、[ヘルプ] メニューの [登録コードの入力] 

を選択して表示させることもできます（「ヘルプメニュー」

を参照）。 

正しい登録コードが入力されると、以下のような [製品アクティベーション ウィザード] が起動され、

「ステップ 1」が表示されます。 

 

インストール先 PCがインターネットに接続されている場合、[オンラインでアクティベーション] を

選択し、[次へ] をクリックします。開発元のアクティベーション用サーバーにライセンス情報が送信

され、アクティベーションが正常に終了すると、「ステップ 3」のウィンドウに「製品が正常にアクテ

ィベーションされました。」と表示され、製品を機能制限なしに無期限で使用することができるように

なります。 



セットアップ － アドイン 

 

9 

インストール先 PCがインターネットに接続されていない場合は、[手動でアクティベーション] を選

択し、[次へ] をクリックします。以下のように、「ステップ 2」の画面が表示されます。 

 

アクティベーションを完了するには、この画面の上のフィールド内に表示されたコードを、他のメー

ル環境が設定された PCより指定する開発元のメールアカウントあてにメール送信する必要がありま

す。数日後、開発元から Activation Codeが送られてきますので、[アクティベーション ウィザード] を

再度起動して「ステップ 2」画面を開き、このコードを下のフィールドに入力し、[次へ] をクリック

します。これで手動によるアクティベーションは完了です。 

アクティベーションをすぐに行わない場合、「ステップ 1」画面の [あとでアクティベーション] を選

択します。なおアクティベーションは、この項目のメッセージに記載されている期間内に行う必要が

あります4。 

アドイン 

FILEminimizer Suiteをインストールすると、既存のアプリケーションの機能を拡張することができ

ます。これを「アドイン」といいます。 

FILEminimizer Suiteのアドインは、Windowsエクスプローラと PowerPoint、Word、Excel、さら

に Outlookおよび Lotus Notesのメールクライアントに対して提供されます。 

                                                   
4 アクティベーションを行わない場合、この期間後に製品は使用できなくなりますが、この場合でもアクティベーションを完了
すると直ちに使用可能になります。 
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エクスプローラ 

FILEminimizer Suite をインストール後、

エクスプローラ上または [デスクトップ] 

上で PowerPoint、Word、Excelドキュメ

ントのアイコンを右クリックすると、右図

のようにポップアップ メニューに 

[FILEminimizer 7.x] アイテムが追加され、

これにより、選択したファイルが

FILEminimizer Suiteの [最適化対象ファ

イル] リストに追加され、即座に最適化を

開始することができます。 

PowerPoint/Word/Excel 

これらに対するアドイン5は、バージョン

2000、2002、2003、2007、および 2010

の PowerPoint、Word、Excelに対応しています。PC上で FILEminimizer Suiteのインストール以

前に PowerPoint、Word、Excel 2000、2002、2003がインストールされている場合、以下のように、

[FILEminimizer] メニューと [Optimize] アイテムが追加されます。 

 

また、PowerPoint、Word、Excel 2007または 2010がインストールされている場合は、以下のよう

にリボン上に [FILEminimizer] タブと [Optimize] アイテムが追加されます。 

 

いずれの場合も各アプリケーションでドキュメントを開いている状態でこの追加メニューをクリック

すると、このドキュメントが FILEminimizer Suiteの [最適化対象ファイル] リストに追加され、即

座に最適化を開始することができます。 

                                                   
5 Windows 2000/XP上でこれらを追加するには、予め.NET Framework 2.0がインストールされている必要があります。なお

Windows Vista以降では既定でインストール済みになっています。 
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Outlook / Lotus Notes 

バージョン 2003、2007および 2010の Outlook、またはバージョン 6以降の Lotus Notesがインス

トール済みの PCに対して、FILEminimizer Suiteはアドインを追加し、画像、PowerPoint、Word、

Excel、PDF、または ZIP圧縮ファイルが添付してあるメールの送信時に「メールの設定」にしたが

って、添付ファイルの最適化を自動的に行います。 

アンインストール 

PC上から FILEminimizer Suiteをアンインストールするには、開いている PowerPoint、Word、Excel、

Outlook、Lotus Notesのすべてのドキュメントおよびエクスプローラ ウィンドウを閉じてから、[ス

タート] メニュー → [すべてのプログラム] → [FILEminimizer Suite 7.0] → [FILEminimizer を

アンインストールする] を選択するか、または [コントロール パネル] の [プログラムのアンインス

トール] を選択し、[プログラムのアンインストールまたは変更] の一覧の中から [FILEminimizer 

Suite] を選択して [アンインストール] をクリックします（いずれもWindows 7の場合）。 

FILEminimizer Suiteのアンインストールにより、PowerPoint、Word、Excel、Outlook、Lotus Notes

およびエクスプローラに追加されていたアドインも自動的に削除されます。 

さらにアンインストール直後に起動される [製品ディアクティベーション ウィザード] で製品をイ

ンターネット経由でディアクティベーションすると、製品ライセンスの「使用済みユーザー数」を 1

つ減らして、この分を別の新規の PCへのインストールで再利用することができます。 
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使い方 

メインウィンドウ 

以下の図は、FILEminimizer Suiteを起動して表示されたメインウィンドウです。 

 

また、このウィンドウ上部のメニューバーから、次のようなメニュー項目が選択可能です。 
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FILEminimizer Suiteの各機能は、多少冗長的ですが、以下の表のように、メニューバー、ツールボ

タンのいずれからも実行あるいは設定可能になっています。 

機能 メニューバー ボタン 

ファイルを開く [ファイル] → [ファイルを開く] 

 

 

 

 

 

 

 

または 

 

 

 

 

ファイルを最適化 [ファイル] → [ファイルを最適化] 

 

 

 

 

 

 

 

最適化と送信 [ファイル] → [最適化と送信] 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、各機能について説明します。 

ファイルを開く 

実行すると、「ファイルを開く」ダイアログが表示され、この中から最適化を行うファイルを選択しま

す。選択可能なファイルは、PDFファイル、Excel 2007/2010のマクロ有効テンプレート（拡張子 
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XLTM）を除くすべての PowerPoint/Word/Excel 2000～2010ドキュメント、および Jpeg、PNG、

GIF、ビットマップ（BMP）、Tiff、拡張メタファイル（EMF）の各画像フォーマットです。Ctrlま

たは Shiftキーを押しながらアイコンを選択すると、複数のファイルを同時に選択することができま

す。 

選択されたファイルは、メインウィンドウの [最適化対象ファイル] リストに追加されます。 

ファイルを[最適化対象ファイル] リストに追加する別の方法として、 

 エクスプローラなどからファイルをこのリスト内にドラッグ アンド ドロップ 

 エクスプローラでアイコンを選択し、アドインメニューを選択 

 PowerPoint/Word/Excelでドキュメントを開き、アドインメニューを選択 

があります。 

誤って不必要なファイルをリストに追加してしまった場合は、削除するファイルを選択してリストの

下にある [一覧から削除] ボタンをクリックし、これらを取り除きます。 

ファイルを最適化 

実行すると、[最適化対象ファイル] リストにあるファイルがすべて最適化され、結果が以下のように 

[出力ファイル] リストに表示されます。 
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[出力ファイル] リスト内のファイルを選択して [ファイルを表示] をクリックすると、このファイル

を対応するアプリケーションで開くことができます。また [ファイルをメール送信] をクリックする

と、このファイルを「最適化と送信」のようにメールに添付することができます。さらに [ファイル

を削除] をクリックすると、このファイルが削除されます。 

ツールバー上の [戻る] ボタンをクリックすると、メインウィンドウに戻って、引き続き別のファイ

ルを最適化することができます。 

ZIPファイルの最適化 

ZIP圧縮されたアーカイブに以下の条件に該当しない最適化対象ファイルが含まれている場合、これ

を FILEminimizer Suiteの [最適化対象ファイル] フィールドにドラッグ アンド ドロップするか、

またはエクスプローラでこれを右クリックし、[FILEminimizer 7.x] を選択すると、この ZIPアーカ

イブを解凍せずに対象ファイルを圧縮することができます。 

 画像ファイル 
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 アーカイブ内のサブフォルダの下にあるファイル（すなわち、最適化可能なものはルートフォル

ダ直下のファイルに限られます）。 

最適化と送信 

実行すると、メインウィンドウの [最適化対象ファイル] リストにあるすべてのファイルが [設定] で

指定されているファイル名で最適化されて指定した出力先に生成され、そのコピーが添付されたメッ

セージウィンドウがWindows OS上で「通常使用するメールクライアント」に指定されているメール

ソフトで作成されます。 

この場合のメールソフトはMAPI（Messaging Application Programming Interface）インターフェー

スをサポートしている必要があります 

ファイルの検索 

実行すると、以下のような「ファイルの検索」ウィンドウが開きます。 
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まず、検索するフォルダを [検索するフォルダの選択] ツリー上で選択します。[ローカル ドライブを

選択] をクリックすると、実行中の PC上にあるローカルフォルダのみを選択することができます。 

[ファイル フィルタ] をクリックすると、右図のようなダイアログが表示

され、検索対象とするドキュメントファイルをアプリケーションまたは

個々のファイル拡張子レベルで指定することができます。選択したアプ

リケーションまたは拡張子を有効にしたい場合は、[適用] をクリックし

ます。またはこれらの選択をキャンセルしたい場合は [閉じる] をクリッ

クします。 

[サイズ フィルタ] をクリックすると、MB単位で指定したサイズを超え

るファイルのみにさらに絞って検索することができます。 

[日付フィルタ] をクリックすると、ファイルが作成（更新）された日付

の範囲を絞って検索することができます。なおこのフィルタは [サイズ 

フィルタ] と同時に指定することができます。 

フォルダとフィルタの指定が完了したら、[検索を開始] をクリックして

検索を開始します。検索を途中で中止したい場合は、[検索を中止] をク

リックします。 

検索が終了したら、最適化を行いたいファイルをこの中から選択し、[フ

ァイルを最適化] をクリックしてこれらを [最適化対象ファイル] リス

トに追加し、選択したすべてのファイルの最適化を開始します。 

設定 

[オプション] メニュー → [構成] が選択されると、以下のような「設定」ウィンドウが表示され、[全

般的な設定]、[メールの設定] の各タブが選択可能になります。 
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全般的な設定 

 

[元のファイル属性を保存する] を選択すると、更新日時等、エクスプローラの [プロパティ] から参

照されるファイル情報が最適化済みファイルで保存されます。 

[最適化されたファイルのファイル名の最後に次の文字列を追加する] の下のフィールド内に指定さ

れた文字列は元の（拡張子の前の）ファイル名の最後に追加され、最適化済みファイルのファイル名

となります。この文字列には日本語も指定可能です。 

ドキュメントファイルに埋め込まれた、他のアプリケーションのオブジェクトを単純な画像に変換す

ることを「フラット化」と呼びますが、この設定を行うには、[埋め込みオブジェクトのフラット化] の

オプションを指定します6。 

                                                   
6 埋め込みオブジェクトはWordファイルでも使用可能ですが、現行バージョンの FILEminimizer Suiteでフラット化をサポ

ートしているのは、PowerPointファイルのみです。 
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[フラット化しない] を選択すると、最適化の際にドキュメント内の埋め込みオブジェクトはフラット

化されません。すなわち生成された最適化ファイル内のこれらのオブジェクトをダブルクリックする

と、対応するアプリケーションでこれらを直接編集することができます。 

[処理を問い合わせる] を選択すると、FILEminimizer Suiteが埋め込みオブジェクトを含んだドキュ

メントファイルをロードした際に以下のダイアログが表示されます。 

 

[つねにフラット化する] を選択すると、上記のような問い合わせダイアログを表示せずに直ちに該当

するドキュメントファイル内の埋め込みオブジェクトがフラット化されて最適化されます。 

[画像ファイル専用のオプション] では、画像ファイルのみに関連した最適化オプションを設定します。 

[EXIF/メタデータ情報を保持] を選択すると、写真画像のカメラ情報（カメラの製造元、撮影の際の

露出時間など）などを含むメタデータが最適化済みのファイルでも保存されます。 
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また [画像フォーマットの変更を許可] を選択すると、指定した圧縮レベルに適合するように、最適

化の際に画像ファイルのフォーマットが JPEGなど他のフォーマットに変換されます。たとえば、ビ

ットマップ画像はビットマップ形式を維持したままでは一切圧縮できませんので、最適化を行うには、

この [画像フォーマットの変更を許可] を選択する必要があります。 

メールの設定 

 

このタブでは、Outlook 2003/2007/2010、またはバージョン 6以降の Lotus Notes で PDF、

PowerPoint/Word/Excel、画像ファイル、または Zip 圧縮ファイルを添付したメールを送信する際の

動作を指定します 

[FILEminimizer の最適化を適用する添付ファイル タイプ] では、送信の際に最適化を行うか、また

は行わないかの設定を添付ファイルのファイルタイプごとに指定します。ここでチェックされていな

いタイプのファイルに対しては、このウィンドウの下で指定されているクォータ設定に関係なく、一

切最適化されません。 
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 (1) ソフトクォータ 

[ソフト クォータをアクティベート] を選択すると、このオプションの直下の [対象となる添付ファ

イル サイズ] を越えるファイルが添付されたメッセージの送信時に [適用レベル] で指定された最適

化レベル（「圧縮設定」を参照）で最適化するかどうかを以下のように問い合わせます。 

 

なお、この問い合わせダイアログ上に表示されるテキストは、[クォータに達したときに表示するテキ

スト] の下のフィールド内を編集することにより自由に変更することができます。 

ここで [はい] をクリックするか、このまま 30秒間タイムアウトするまで待つ（上図のように「はい」

の隣で残り秒数がカウントダウンされます）と、対象とされた添付ファイルが最適化されてからメッ

セージが送信されます。一方 [いいえ] をクリックすると、添付ファイルは最適化されません。 

(2) ハードクォータ 

[ハード クォータをアクティベート] を選択すると、このオプションの直下の [対象となる添付ファ

イル サイズ] を越えるファイルが添付されたメッセージの送信時に [適用レベル] で指定された最適

化レベル（「圧縮設定」を参照）で最適化するように促します。 

 

この問い合わせダイアログ上に表示されるテキストは、[クォータに達したときに表示するテキスト] 

の下のフィールド内を編集することにより自由に変更することができます。 

ソフトクォータとの違いは、上記のダイアログでは [OK] 以外のボタンがなく、ユーザーはこれをク

リックして最適化を受け入れ、処理を先に進める以外に選択肢がないということです。すなわち、ソ

フトクォータでは最適化するか否かを選択可能ですが、ハードクォータでは最適化を強制されます。 

なお、[確認の問い合わせを行わずに、直ちに添付ファイルを最適化する] をチェックすると、上記の
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ダイアログは表示されず、添付ファイルはメール送信時に自動的に最適化されます。 

これら 2種類のクォータ設定を組み合わせると、たとえば、1MBを越える添付ファイルは強制的に最

適化するが、200KB～1MB の添付ファイルに対しては最適化するかどうかを問い合わせ、200KB未

満の添付ファイルは最適化しないといった、柔軟なポリシーを設定することが可能になります。 

出力ファイルの保存先フォルダ 

最適化されたファイルを元のファイルと同じフォルダに出力するには、[元のファイルと同じフォル

ダ] を選択します。 

最適化されたファイルを別フォルダに出力するには、[以下のフォルダ] を選択し、その下のフィール

ドに出力先フォルダのパスを指定します。 

圧縮設定 

FILEminimizer Suiteですでに設定済みの [画質を変えない]、[印刷用 - 低圧縮]、[表示用 - 中圧縮]、

[携帯端末用 - 高圧縮] の各圧縮レベルをメインウィンドウ上のスライダーまたは [オプション] メ

ニューから設定します。 

それぞれの圧縮レベルの概要は以下のとおりです。 

画質を変えない : ファイル内のいかなる画像データも操作せずに、ネイティブ フォーマッ

トでの最適化を行います。結果として、ピクセルについては同一な表示

となりますが、最適化率は通常低くなります。 

印刷用 - 低圧縮 : ファイルの見た目の品質を最大限維持した、ネイティブ フォーマットで

の最適化を行います。画面上も印刷物上も、元のファイルと比較して肉

眼では違いを検出することはできません。 

表示用 - 中圧縮 : ファイルの画面上での見た目の品質を最大限維持した、ネイティブ フォ

ーマットでの最適化を行います。通常の画面サイズでは、元のファイル

と比較して肉眼では違いを検出することはできません。 

携帯端末用 - 高圧縮 : ウェブまたは電子メールでの配布用に最大限の圧縮を行います。許容で

きる範囲の画像品質において、最高度の圧縮率が提供されます。 

各圧縮レベルの簡単な説明はまた、メインウィンドウ上の該当項目の マークをポイントする

と表示されます。 
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カスタム圧縮率 

メインウィンドウ上の [カスタム圧縮率] をチェックするか、あるいは [オプション] メニューの [カ

スタム圧縮率] を選択すると、上記設定済みの 4段階の圧縮レベルではなく、カスタムに設定可能な

圧縮率が適用されます。この圧縮設定を行うには、これを選択した際に下に表示される [カスタム設

定] ボタンをクリックします。そうすると以下のウィンドウが表示されます。 
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各ファイルタイプの横のスライダーを「10」（低圧縮率－すなわち高品質）から「1」（高圧縮率－す

なわち低品質）に設定し、ファイルタイプごとに最適化の度合いを設定することができます。 

ヘルプメニュー 

[製品概要] を選択すると、（株）ラネクシーの FILEminimizer Suiteの製品サイトがウェブブラウザ

で表示されます7。 

[（株）ラネクシーのウェブ サイト] を選択すると、（株）ラネクシーのホームページがウェブブラウ

ザで表示されます。 

[登録コードの入力...] を選択すると、「製品登録とアクティベーション」にあるような「登録コードの

入力」ウィンドウが表示され、製品登録用のキーを入力することができます。 

 [ライセンスの表示] を選択すると、製品の使用許諾契約書

（テキストファイル）が開かれ、その内容を確認することが

できます。 

[更新を自動的にチェック] を選択すると、PCがインターネ

ットに接続されている場合、製品の最新バージョンが利用可

能であれば通知されます。 

 [更新をチェック] を選択すると、製品の最新バージョンが

利用可能であるかどうかを即時にチェックします。 

[FILEminimizer Suite の製品情報] を選択すると、製品のバージョン情報を含むウィンドウが表示

されます。 

                                                   
7 「はじめに」でも述べたように、FILEminimizer Suiteにはヘルプファイルは用意されていません。 
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