最新のオンラインソフトをネットで Get
この連載は、インターネット上で入手できるホットなフリーソフトウェアやシェアウェ
アの話題を紹介するコーナーだ。日々ウェブをさ迷い歩き、パソコン生活を便利にす
るソフトを探し続けているみなさんに、道しるべとなるような最新の情報をお届けし
よう。今すぐダウンロードしたくなるソフトにきっと出会えるはずだ。

Vol.4

今月のバージョンアップ

Lhasa が 2年半ぶりにバージョンアップ！
日本のオンラインソフトでもっとも多
くの人に使われているファイル解凍
ソフトLhasa が97 年2 月以来実に2
年半ぶりにバージョンアップした。今
回のバージョンアップではバグ修正の
ほかに、コマンドラインオプションで
解凍後にフォルダーを開くか開かな
いかを指定できるようになった。これ
はおもにLhasa を呼び出すプログラ
ムを書く人向けの機能だ。また旧バ
ージョンに比べて実行ファイルのサイ
ズが半分近くに小さくなっている。

ソフト名
Win
Datula
EdMax
EmEditor
Explzh
FFFTP
Hyper-Paint
IrfanView32
Lhasa
RWATCH
UNLHA32.DLL

1.20
2.31
2.36
2.90
1.68a
8.3Y
3.05
0.13
2.46
1.36e

バージョン 機能

電子メールソフト
シェア 2,980 円
電子メールソフト
シェア 5,000 円
テキストエディター
シェア 1,200 円
圧縮＆解凍ソフト
シェア 1,000 円
FTP ソフト
フリーウェア
ペイントソフト
フリーウェア
画像ビューアー
フリーウェア
解凍ソフト
フリーウェア
ダイアルアップ支援ソフト フリーウェア
圧縮＆解凍用 DLL
フリーウェア

フリー/シェア

www.onsystems.co.jp
www.bekkoame.ne.jp/~t.mzaki/
www.emsoft.co.jp
village.infoweb.ne.jp/~fwhv5283/
www2.biglobe.ne.jp/~sota/
www.d3.dion.ne.jp/~kiriman/
stud1.tuwien.ac.at/~e9227474/
www.digitalpad.co.jp/~takechin/
tech.ed.gifu-u.ac.jp/~ngt/
www2.nsknet.or.jp/~micco/micindex.html

Mac
Digital Site
Kaleidoscope
Musashi
Photonick

1.6.6
2.2
3.1.1
1.7.1

HTML エディター
シェア 2,500 円
デスクトップカスタマイズ シェア 25 ドル
電子メールソフト
シェア 3.500 円
フォトレタッチソフト
フリーウェア

www2.odn.ne.jp/~aab61580/
www.kaleidoscope.net
www.sonosoft.com
hp.vector.co.jp/authors/VA008636/

今月のオンラインソフトサイト

新進作家が集うウェブリング

「O.S.R.」
「O.S.R.」は、趣味や趣向の近いウェブサイトをリンクするサービスである「ウェブ
リング」の機能を使ったコミュニティーだ。オンラインソフト作者のウェブサイト、オ
ンラインソフトの紹介サイト、アイコンなどのデスクトップ素材を提供しているサイト
をつないでいる。最近ユーザーを増やしている「HTML Maker AZUKI」
（本誌6月号
で紹介）や「ThroughClock」
（今月号P.341 で紹介）のように新しいオンラインソ
フトの作者が多く参加している。まだ知られていないソフトを探したければ、O.S.R.
の参加サイトリストで調べてみよう。できたてほやほやのすごいソフトが見つかるかも
しれない。
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URL

Get It

カスタマイズソフトの最高峰

WindowBlinds
Jump

Ver.0.97

!

www.stardock.com/products/windowblinds/

Win

MP3プレイヤーWinampのように、ウィンドウの色や 形を変える「スキン」と呼 ばれる機能を
持つソフトが人気を集 めている。中でもすべてのウィンドウの形を変更できるWindowBlinds
は、機能の豊富さによって 評価が 高い。個性的なスキンを選 んでデスクトップを変身させれば、
新しいOSをインストールしたかのような気分が 味わえる。

作者：Stardock Corporation
種別：シェアウェア 19.95ドル
動作環境：ウィンドウズ95/98/NT4.0

●スキンを設定しよう
WindowBlinds をインストールして起動したら、まずタスクバーの
トレイに表 示 されるアイコンを右 クリックして「 C o n f i g u r e
WindowBlinds」を選ぼう。設定ダイアログの「Personality」タ
ブで好きなスキンを選んで「Apply Now」ボタンを押せば、実行中
のウィンドウのタイトルバーやウィンドウ枠がMacOS風になったり、
角が丸くあちこち
に出っ張りのある
デザインに変わっ

MacOSふうのスキン

BeOSふうのスキン

もっとも人気の高い「WBManiaⅢ」

個性的なデザインの「SimpleRemix」

たりする。「S k i n
of the Week」 や
「 Most Popular
Skin」を選べば、
インターネット上
から自動的にスキ
ンをダウンロードで
きる。

● WindowBlindsの設 定
設定ダイアログでは、スキンの選択のほかにいろいろな設定ができ
る。WindowBlinds を使うとウィンドウズが不安定になることがあ

●新しいスキンを入手するには

るので、
「Per App」タブの設定方法は必ず覚えておこう。

WindowBlinds のホームページにある「Skin Library」のページか
らは200以上の新しいスキンがダウンロードできる。
「Submit Skin」

「Settings」タブ：ウィンドウズのすべてのボタンやチェックボッ

のページを読めば、自分でスキンを作成する方法もわかる。また、
「skinz.org」のようにWindowBlindsだけではなくWinampやICQ

クス、タスクバーなどを形や色を変更できる。
「Backgrounds」タブ：ダイアログ、MDIアプリケーション、フ
ォルダーウィンドウの背 景 に画 像 を敷 くことができる。

などのスキン機能を持つソフトのために各種のスキンを集めたサイト
を利用するのもいいだろう。

「Transparency」を選べば、左下の図のようにフォルダーの背景に
デスクトップの壁紙を透過させて表示できる。
「System」タブ：デスクトップのアイコンの文字の背景を透明に
する設定などができる。
「Per App」タブ：アプ
リケーションごとに別のス
キンを設定できる。また、
WindowsBlinds の起動
中に使うとエラーを起こす
アプリケーションがあれば、
「Add Application Exclusion」ボタンを押して実
行ファイルを選び、スキン
を適用しないリストに入れ
ておこう。

Jump

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

www.skinz.org

INTERNET magazine 1999/10

339

ますますパワーアップした最強の電子メールソフト

Datula

!
t
I
Get

Win

作者：（有）オンシステムズ
種別：シェアウェア 2,980円
動作環境：ウィンドウズ95/98/NT4.0
CD-ROM収録先：ÅWin→ Datula

Ver.1.20
Jump

www.onsystems.co.jp

Becky!に代表されるように、最近の電子メールソフトではフォルダー のツリー表示や
マルチアカウントなどの機能は当然とされている。そうした高機能 な 電子メールソフト
の中で、その実力がしだいに注目を集 めてきた Datula がVer.1.20 となってパワーア
ップした。4,000円から2,980円に値下げされたため、コストパフォーマンスも抜群だ。

●H TMLメールが読める

●スレッド操作 機能 がさらに向上

インターネットエクスプローラのコンポーネントを使

以前からメッセージのスレッド

ったHTMLメールの表示には、Becky!を始めとして

処 理 に重 点 が置 かれていた

多くの電子メールソフトが対応しているが、Datula

Datula だが、Ver.1.20 ではス

も今回のバージョンアップでメッセージウィンドウ内

1 あるメッセージの下につなげたいメッセージを選択し
て表示させる。

でのHTML メール表示に対応した。ちなみに、今年

レッド操作機能がさらに向上
した。関連する内容のメッセー

7 月に各種の電子メールソフトのHTML メール表示

ジがスレッドになっていない場

にセキュリティーホールがあることを警告したのは、

合や、相手がスレッドに十分対

Datula の開発元のオンシステムズだった。

応していない電子メールソフト
を使ってメッセージを送ってき
た場合は、
「ここにつなげる」
機能を使えば手作業でスレッ
ドを作成できる。また、スレッ
ドが深すぎてメッセージを探し
にくくなったときは、
「スレッド
から切り離す」機能が便利だ。
2 つなげる先のメッセージを右クリックして「ここにつ
なげる」を選ぶ。

32つのメッセージがスレッドとして表示されるようにな
った。

●モバイルに便 利な仮 想メールボックス

●さまざまな改良 点

モバイル環境などで会社のPOP3 サーバーを別のコンピュータで使

このほかに、Datula 1.20 にはさまざまな改良点が加えられている。

いたいときは「仮想メールボックス」が便利だ。左のツリーからア

まず、フィルターや振り分けと似た機能として「メッセージの着色

カウントを選んで「メール」メニューから「仮想メールボックスを開

機能」が付いた。特定の件名や送信者のメッセージに色を付けて見

く」を選ぶ。ツールバーの「受信」ボタンが「同期」ボタンに変わ

やすくできる。また、
「Z」キーを押すだけでメッセージ表示画面が

るので、それを押せばメールヘッダーだけ、つまり件名や送信者の

拡大される「ズーム」機能は一度使ったら手放せない。メッセージ

情報だけがすばやく受信される。読みたいメッセージは右クリック

一覧やメッセージ表示画面を右クリックして「修正」を選ぶと受信

メニューから「ダウンロード予約」を選び、削除したいものは「削

済みのメッセージの件名や本文をユーザーが編集できるなど、かゆい

除予約」を選んでもう一度「同期」ボタンを選べば、必要な情報

所に手が届く作

だけを効 率 よく取

りになっている。

り出せる。
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さらに楽しくなった電子メールソフト

ARENA Internet Mailer

!
t
I
t
Ge

Ver.1.6 Beta3
Jump

www.arena-p.co.jp

Mac

昨年登場ばかりの電子メールソフトARENA は、またたく間にマッキントッシュユーザー
の間で人気の電子メールソフトになった。ユーザーの要望を取り入れながら着々と機能
が強化されており、今回発表されたVer.1.6のベータ版にもさまざまな改良が施されて
いる。カスタマイズ機 能などでメールを使う楽しさを味わえる点もおすすめだ。

作者： ARENA Project
種別：シェアウェア 3,800円
動作環境： MacOS 7.6.1以上

●カスタマイズとメロディー再 生

●着信転送 や振り分けが便 利

ARENA 1.6 でもっとも目を引く新機能は、カスタマイズとメロディー再生だ。

ARENA 1.6 では、電子メールとしての機能ももちろん強

ウィンドウの背景やアイコンに好きな画像を貼り付けるカスタマイズ機能は以

化されている。
「着信転送」機能を使うと、不在中に受

前からあったが、1.6では画像フ

信したメッセージをメール機

ァイルをドラッグアンドドロップ

能のある携帯電話などに転送

するだけで設定できるようになっ

できる。転送の際にはメッセ

た。また、右の画面のようにメ

ージのサイズの上限を指定で

ッセージ内にアルファベットで音

きる。
「振り分け」に設定で

符を書き込むだけで、そのメッ

きる項目も増えており、
「〜

セージを受信したときにメロディ

を含まない」という条件を指

ーを鳴らす楽しい機能が付いた。

定したり、振り分けたときに
自動的にラベル（色）を付け
たりできるようになった。

時刻合わせ機能も付いた透明時計

ThroughClock

Get It

Ver.1.14
Jump

!

www2.odn.ne.jp/hamataro/

Win

ワープロやWWWブラウザーのように規模の大きなソフトを使うだけではパソコンライフは
つまらない。時計などの気の利いたアクセサリーソフトが揃っているのがオンラインソフト
のよいところだ。自分の好みにあった小さなソフトを集めれば、デスクトップが楽しいもの
に変わる。透明なアナログ時計 ThroughClockもそんなソフトの1つだ。

作者：河本純
種別：フリーソフトウェア
動作環境：ウィンドウズ95/98/NT 4.0

●「透 明 度 」はピカイチ

●アラームと時刻合わせも可 能

ThroughClockは、文字や針だけが表示されそれ以外の部分は透け

ThroughClock は単にデスクトップに飾っておくだけの時計ではな

て見える時計だ。透明な部分をクリックすれば、時計の後ろにある

い。
「アラーム」機能を使えば、好きな時刻にプログラムを自動実

ウィンドウを直接操作できるので、常

行したり、サウンドを鳴らして目

に表示させておいてもじゃまにならない。

覚まし時計にしたりすることもで

この手のソフトはいくつかあるが、ここ

きる。また、インターネット上の

まで完全に「透明」を実現しているも

NTP サーバーにアクセスしてパソ

のは珍しい。針や文字を右クリックし

コンの時計を合わせる機能も付い

てメニューから「オプション」を選べ

ている。電子メールの送信時刻

ば、針や文字、目盛りの色や形、表示

を常に秒単位で正確なものにして

方法を設定できる。

おきたい人には役に立つソフトだ。
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