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システム起動時に自動的に実行するソフトを操る
ウィンドウズには、システムが起動したとき

みやすたっぷ（便利なスタートアップツール）

に、さまざまなアプリケーションを自動的に

jhttp://www.bea.hi-ho.ne.jp/marbo/
フリーソフト
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作者：Marbo

Me

NT

Mac

る「スタートアップ」という機能がある。スタ

サイズ：215Kバイト

ートアップアイテムとして起動することが多い

2000

バージョン：1.3.6

実行して、ウィンドウズをより便利にしてくれ

XP

効能：スタートアップを手軽にカスタマイズ

のが、常駐系のユーティリティーで、アンチ
ウイルスソフト、ランチャー、付箋紙などさま
ざまなものがある。それ以外にも、ブラウザ

Sわかりやすいインターフェイス グ
ループを新規に作成したり、起動時に
デフォルトとなるグループを選択した
りできる。共通のグループ以外にも、
新たにグループを作成してスタートア
ップアイテムを登録できる。アイテム
を選択した状態で右側の
［↓］
［↑］
を
押すと、起動する順番を変更できる。

ーやメールソフトを使わない人はいないだろ
うから、これらのソフトを自動的に起動させる
のも便利だろう。通常はスタートメニューの
「スタートアップ」に入っているソフトが起動
するが、それを自由に制御できる便利なソフ
トがある。
「みやすたっぷ」は、スタートアップに登録
されているアイテム（アプリケーション）
をカ
スタマイズするためのユーティリティーだ。
異なるスタートアップアイテムを登録した複
数のセットを作っておくことも可能なので、用
途に応じてセットを作成しておけば使い分け
られる。複数のセットを作った場合には、ウ
ィンドウズ起動時に、どのセットを利用する
かを選ぶダイアログボックスが表示される。
指定した時間だけセットの選択ダイアログが
表示されるので、その間に選択すればいい
（選択しない場合は、一番上位になっている
セットが読み込まれる）
。
アプリケーションの登録も簡単で、コマン
ドラインで起動時のオプションを指定した
Fアプリケーションの登録 各アプリケーション
にはわかりやすい名前を付けられるだけでなく、コ
マンドラインでのパラメーターの指定、起動確認
をするかどうか、起動時のウィンドウサイズ、起動
する曜日、起動時の遅延時間なども指定できる。

り、実行時のサイズを指定したりもできる。
登録したアプリケーションをどの順番で起動
させるかを指定できるのも便利だ（というよ
りも、機能的には必須とも言える）
。
指定した曜日だけ、1日1回だけという起動

S オプション設定 複数の
グループを作成したときのグ
ループ選択の待ち時間（ダイ
アログが表示されている時
間）
を設定できる。プログラム
の起動以外にも、ウィンドウ
ズの一時ファイルのクリーン
アップなどを同時に実行する
ようにも指定できる。

方法も指定できるので、ウイルスチェック、デ
フラグ、バックアップなど曜日を決めて実行
したいというケースにも対応できる。

良いところ

さまざまなスタートアップの
セットを簡単に作れる
悪いところ

レジストリーに登録されている
項目は編集できないのが残念
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みやすたっぷと同様にスタートアップを管

Startup Impact（スタートアップインパクト）

理するユーティリティーだ。複数のセット
（グ

jhttp://www4.airnet.ne.jp/skylabo/
フリーソフト
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作者：かずや

Me

NT

バージョン：1.34

ループと呼ぶ）
を作り、切り替えて利用でき

Mac

る。
「パラメータ」として各種オプションを指

サイズ：511Kバイト

定できるため、プログラムの起動時に指定し

2000

XP

たファイルを開いたり、複数起動させたりと、

効能：スタートアップ以外の機能も便利

さまざまな応用が可能だ。スタートアップ関
Dシンプルな2画面式ウィンドウ ウィンドウの上半分にはセ
ットの設定が、下半分にはアイテムの登録／設定が表示され
る。システムの起動後も、タスクトレイに表示される各種のメ
ーターでシステムの状況がわかる。

連の機能はみやすたっぷと同等だが、さらに、
追加機能として、システムリソース、CPU の
負荷、物理メモリーなどをタスクトレイに表
示する機能を装備しているため、システムの
状態を細かく監視できる。物理メモリーの不
足などに応じて警告を出すこともできるし、
ランチャーとしても利用できる。
良いところ

システムリソースや物理メモ
リーなどの監視もできる
悪いところ

せっかくならメモリーのデフラ
グメントもできれば……
スタートアップアイテムは、スタートメニュ

スタートアップエディタ

ーの「スタートアップ」だけでなく、レジストリ

jhttp://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se254493.html
フリーソフト
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Me

NT

2000

バージョン：1.10

XP

Mac

サイズ：68Kバイト

ーにも登録されている。ビギナーにはちょっ
と難しいレジストリー情報の編集も簡単にで
きるのが、この「スタートアップエディタ」だ。
もちろんスタートメニューの編集や複数セッ

効能：レジストリーに登録されているアイテムも編集

トの切り替えにも対応している。ただし、レ
ジストリーに登録されているアイテムは重要
なものが多く、ウイルス対策ソフトのように、
絶対に常駐していなければならないものも多
い。これらのアイテムを編集する際には、十
分注意してほしい。
良いところ

レジストリーに登録されている
アイテムも編集可能
悪いところ

バージョンアップが停止して
いるのは残念……

Aスタートアップメニューとレジストリーの両方が編集可能 レジストリーに登録されているスタートアップアイテムの編
集も可能だ。ただし、これらのアイテムは重要なものが多いので、十分に注意して編集すること。

2004年4月の人気オンラインソフト情報
総ダウンロード数：1713805

人気ソフトトップ10
順位
1
2
3
④
⑤
⑥
7
⑧
⑨
⑩

名称
ダウンロード数 説明
+Lhaca
97987 DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト
Lhaplus
71538 20種類以上の圧縮形式に対応した圧縮・解凍ソフト
Lhasa
62979 LZH／ZIP形式対応の一発解凍ソフト
Jw̲cad for Windows
52933 自由に線種をカスタマイズできる2次元CADソフト
すっきり!! デフラグ
38413 デフラグに最適な状態でデフラグを実行
IrfanView32
36783 音声や動画も再生可能な画像ビューワー
LHAユーティリティ
31690 LZH／ZIP／CAB／TARの解凍・圧縮
IrfanView 拡張プラグイン全DLL収録版 30167 「IrfanView」で動画やMP3などを再生可能にするプラグイン集
IrfanView 日本語化DLL 25097 「IrfanView」のメニューやダイアログを日本語化
UNLHA32.DLL

※丸数字は今月バージョンアップしたソフト

23775

LZHファイルの圧縮・解凍サポートDLL

Powered by 窓の杜

※窓の杜デザイン変更に伴い4月12日〜4月30日のデータとなっています

4月にバージョンアップした人気ソフトトップ10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

名称
ダウンロード数 説明
Becky! Internet Mail 18391 プラグイン対応のメールソフト
Explzh
13759 エクスプローラを拡張できる圧縮・解凍ソフト
NoEditor
12179 テキスト比較もできるタブ切り替え型テキストエディター
いじくるつくーる
11532 CPUの情報も表示できるWindowsカスタマイズソフト
えれーな
10707 柔らかい雰囲気をもつ手書き風フォント
ファイナンシャルプランナーが作った家計簿 5638
日々の収支を日記感覚で入力して家計簿をつけられる
ThroughClock
4927
文字盤が透明なアナログ時計
CrystalMark 2004
4464
CPUやグラフィック性能などを総合的に計測するベンチマークソフト
NextFTP4
4067
定番の日本語FTPクライアント
日付をまたぐ予定が書き込める7曜4週型カレンダー
hyCalendar
3848

※「人気ソフトトップ10」に含まれているものは除く

窓の杜とは：インプレスの運営するウィンドウズ用オンラインソフトライブラリー＆解説のウェブサイト。jhttp://www.forest.impress.co.jp/
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