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IDやパスワードをしっかり管理しよう！
オンラインショップやメールのアカウント

ID Manager（アイディーマネジャー）

情報、ソフトウェアのシリアル番号などパソ

jhttp://homepage2.nifty.com/woodensoldier/
フリーソフト
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サイズ：777Kバイト

効能：IDとパスワード管理ツールの超定番ソフト

コンを使っているとうっかり忘れると困る情
報が増えてくる。
同じパスワードを使い回したり、ブラウザ
ーの自動入力機能を使ったりしているユーザ
ーも多いようだが、これはセキュリティー面か
らおすすめできない。かといって、全部違う

FID Managerのメインウィンドウ。ツリーでカテゴ
リーごとに管理することができ、項目のカスタマイ
ズも簡単。ブラウザーにペーストするショーットカ
ット、パスワードの有効期限もここで設定する。

ものにしようとすると、覚えきれずにテキスト
ファイルにメモを保存することになって、これ
また安全とは言い難い。
そこで役に立つのが ID やパスワードを管

Dタスクトレイに常駐させておけば、IDやパス
ワードをブラウザーに貼り付けるのも簡単。
ユーザー情報の貼り付けも同様に可能だ。

理するためのツールだ。サイト名、ID、パス
ワードという基本的な要素に加えて、メール
のアドレスや POP サーバーなどを管理した
り、クリック 1 つでウェブページのフォームに
自動入力できるものもある。
ID Managerは、メールアドレスやネットシ
ョップのアカウント管理ツールの定番だ。エ
クスプローラのようなツリー形式でカテゴリ
ー別に分類でき、ID 情報は最大で 1000 個
まで保存可能だ。
パスワードの自動生成機能を使えば、推

S 個人情報を登録しておくこ
とで、会員サイトでの入力が簡
単に行えるので、同じ情報を
何度も入力する無駄を省くこ
とができる。アンケートの入力
などに便利だ。

測しにくい複雑なパスワードの作成と管理が
簡単にできる。
一括貼り付け機能は、ブラウザーなどに
表示された入力ダイアログに対して、ワンク
リックで事前に設定した項目が自動で入力
できるため、うっかり入力ミスをすることもな
い。項目の数や内容はカスタマイズが可能
Fウィンドウ表示にパスワードで
のロックを設定でき、タスクトレ
イに常駐させておいてもとりあ
えず安心。各項目のデフォルト
名称はここで設定できる。

なので、応用範囲は幅広い。
IDやパスワードが保存されるデータファイ
ルは、暗号化されて保存しているので通常
の方法では見られることはない。ただし、よ
り安全を期するためにPCを他人と共有して
いる方はユーザーアカウントをちゃんと作成

Dパスワードの自動生成機能は、使用する文
字列を指定することが可能。パスワードの
文字数は使用できる最大の数を指定すれば
セキュリティーをより高められる。

し、毎回パスワードを入力してログインする
設定にしよう。
良いところ

シンプルな操作性で
直感的に使えること
悪いところ

項目のカスタマイズが
あまりできないこと
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PASSWORDS MANAGER（パスワードマネジャー）
jhttp://www.freedomsoft.net/
フリーソフト
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PASSWORDS MANAGERは、ほかのソ
フトと同様に ID やパスワードの管理、ブラウ
ザーへの入力支援、パスワード自動生成機
能などが用意されている。
他のソフトにない特徴は、公開鍵暗号に対

サイズ：1064Kバイト

応している点だ。公開鍵を利用してパスワー

効能：フリーソフトながら公開鍵暗号が使用可能

ドデータ自体を暗号化して交換したり、データ
FPASSWORDS MANAGERのメインウ
ィンドウ。他のソフトと同様にツリー状に
カテゴリーを分類して管理できる。

をあらかじめ暗号化してメールでやり取りする
といった使い方が可能だ。重要なデータをや
り取りするためには、ぜひとも利用したい。
同じ作者のSUPER PROTECTORと連携
することで、PASSWORDS MANAGERで管
理するIDとパスワードにさらに高度なセキュ
リティーを持たせることが可能だ。
良いところ

実用上、最高の安全性を
実現している
悪いところ
S新規項目の登録は、入力対象がウェ
ブやアプリケーションなど種類の違いに
よって、設定する項目名も切り替わる。

バージョンアップが
止まっていること
おまかせ鍵助も ID やパスワードの管理、

おまかせ鍵助

パスワード自動生成、データファイルの暗号

jhttp://www.bzwind.com/users/ntak/
フリーソフト
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化などのほか、パッケージソフトやシェアウェ
アのプロダクトキーを管理できる。
項目のカスタマイズが簡単なので、いろいろ

サイズ：488Kバイト

なパターンに応用できるのが大きなポイント。

効能：シリアル番号やプロダクトキーにも対応

よりセキュリティーを高めるためには、パス
Fアカウントの種類として「ソフトウェア」
を選択する
と、プロダクト情報として「シリアル」
と
「プロダクト
キー」が管理できる。
「-（ハイフン）
」での分割入力
にも対応。

ワードを定期的に変更することが効果的だ
が、
「おまかせ鍵助」にはパスワードの有効期
限を設定して、アラームで更新を促してくれる
のがすばらしい。パスワード自動生成機能と
組み合わせて利用したい。
良いところ

パスワードの有効期限を
設定できるのが◎
悪いところ
Sタスクトレイからのウィンドウの復元にもパスワ
ードロックを掛けることができる。パスワードの有効
期限が切れる前に警告を表示することもできる。

ブラウザーへの
ワンタッチ入力がわかりにくい

2004年6月の人気オンラインソフト情報
総ダウンロード数：2503525

人気ソフトトップ10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

名称
+Lhaca
［VerUp］Sleipnir
Lhaplus
Jw̲cad
Lhasa
［VerUp］OpenOffice.org
LHAユーティリティ
［VerUp］UNLHA32.DLL
［VerUp］すっきり!! デフラグ
FFFTP

ダウンロード数
135593
108707
96410
79173
78928
59886
41199
40369
40169
34932

※
［VerUp］
は今月バージョンアップしたソフト

説明
DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト
カスタマイズ性に優れたウェブブラウザー
多数の形式に対応した圧縮・解凍ソフト
自由に線種をカスタマイズできる2次元CAD
LZH／ZIP形式対応の一発解凍ソフト
「Microsoft Office」互換のオフィス統合環境
LZH/ZIP/CAB/TARの解凍・圧縮
LZHファイルの圧縮・解凍サポートDLL
デフラグに最適な状態でデフラグを実行
左右分割型の日本語FTPクライアント

Powered by 窓の杜

6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
Becky! Internet Mail
チューチューマウス
NoEditor
VNC
Explzh
avast! 4 Home Edition 日本語版
蔵衛門2005デジブックPLUS

ダウンロード数
31486
24074
21831
17657
17360
17145
13739
ウイルスバスター2004 インターネットセキュリティ 12816
CrystalMark 2004
12709
Pixia
12611

説明
プラグイン対応のメールソフト
マウスカーソルを自動移動
テキスト比較機能を搭載したタブ型テキストエディター
手元のパソコンでリモートパソコンを操作するソフト
エクスプローラ風のファイル圧縮・解凍ソフト
リアルタイム監視できるフリーのウイルス対策ソフト
デジタルアルバム作成ソフト
ウイルス駆除以外の機能も備えた統合セキュリティーソフト
CPUやグラフィック性能などを計測する総合ベンチマーク
フリーのペイントソフト

※「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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