小

第

粒

text：片山哲也

11 処方

illust：天海誠

インスタントメッセンジャーをもっと楽しくするサポートツール

こっそりサインイン&メッセモニター
jhttp://www.yetipapa.com/sekita/mes̲block/
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効能：プライベートなチャットも可能

友人同士での楽しいチャットだけではなく、
ビジネスの打ち合わせにも使われるように
なってきて、インターネットの必需品となりつ
つあるのがインスタントメッセンジャーだ。リ
アルタイムでだれがオンラインなのかが把握
できて、その場で要件を伝えたり、意見を交
換できたりし、しかも履歴を残せるという点

FMSN Messengerを起動したときの標
準状態。

で電話よりも便利だというユーザーも多い。
MSN Messengerは、インスタントメッセン
ジャーの中でも多機能な部類に入るが、
「あ
んな機能があれば」
「こんな機能が使いたい」
ということがたまにある。今回紹介するツー
ルは、そんなかゆいところに手が届くものば

Dこっそりサインインを起動すると、タスク
トレーにアイコンが表示される。右クリ
ックでメニューを表示させると、最初か
ら
「状態を隠す」になっている。

かりなので、ぜひ使ってみてほしい。
「こっそりサインイン」は他のユーザーから
見るとオフライン状態のままで こっそり と
サインインできるツールだ。メンバーリストに
登録しているすべてのユーザーにはサインイ
ンしたことを通知せずに、特定の人にだけ通
知してメッセージをやりとりできる。今は忙し
いのでチャットしている時間はないけど、メン
バーの状態だけを確認したいというようなと
きなどに便利なツールである。オプション設

D自分のログインを通知しない設定にしたユーザーに
は、メッセンジャー上で×印が付くため一目でわかる。

定でメンバーのそれぞれに個別にサインイン
を通知するかどうかを設定できるようになっ
ており、切り替えも簡単にできる。
ちょっとイヤらしい機能だとも言えるが、
Yahoo Messengerには似たような機能が標
準で用意されており、MSN Messengerにも
あったらいいなというユーザーも多いだろう。

Aオプション設定画面では、自動的にサインイン状態を
隠す設定や、対象外にするメンバーを指定できる。

同じ作者の「メッセモニター」というソフト
と併用することで、メンバーの行動をログに
記録する機能が利用できるようになる。誰が
サインインして、誰がサインアウトしたかが別
ウィンドウに表示されるという機能で、これ

Dこっそりサインインから呼び出される
「メッセモニター」
。
ほかのメンバーがいつログインしていつ退席したかなど
の状態が自動的に記録される。

だけでも非常に便利だ。
「こっそりサインイン」
の機能をフルに使うには必須と言えるので、
併用をおすすめする。
良いところ

ちょっとだけメンバーの状態を
見たいときに便利
悪いところ

フルに活用するには
メッセモニターとの併用が必要
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MSN Messengerのメッセージではアイコ

はっつけ仕事

ンが使えるものの、プルダウンメニューから

jhttp://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se274034.html
フリーソフト
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ーザーも 多 いだろう。
「はっつけ 仕 事 」は

サイズ：112Kバイト

MSN Messengerに用意されているアイコン

2000

XP

をパレットとして常に表示して、クリックする

効能：アイコンが手軽に使える

だけで入力できるツールだ。標準の 69 個の
アイコンに加えて、通常では使えない 10 個
Fはっつけ仕事の初期状態。パレットを
クリックするだけで、メッセージの入力
画面にアイコンが入力される。パレッ
トのサイズは自分の環境に合わせて
縦長にしたり横長にしたりと、いろんな
パターンが選べる。

の隠しアイコンも使えるようになる。表示サ
イズも縦長や横長などチャットウィンドウの
サイズに合わせて自由に変えられる。旧バ
ージョンのメッセンジャーを使っている相手
の場合には、互換性のために旧バージョン
用のアイコンだけを表示することもできる。
良いところ

クリック1つでアイコンを
入力できる
悪いところ

パレットと実際に入力される
アイコンが違うものがある
MSN Messenger のチャットウィンドウは、

ぱらぱらパレット

文字色も背景色もシンプルでちょっと寂しい。

jhttp://www1.odn.ne.jp/chokko/
フリーソフト
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かわいい色使いにしたいというユーザーにお
すすめなのが「ぱらぱらパレット」だ。メッセン
ジャーの文字色と背景色はプレビューを見な
がら決めるとMSN Messengerに適用される。

効能：オリジナルの配色が楽しめる

設定した色は16 進数の値で表示されるので、
ウェブサイトを作成するときにも応用できる。
このほかにも、キャラクターのサルにバナナ
をやったり、部屋の中をクリックして遊んだりと

Sインターフェイスはどこから見てもキャラ
クターゲームにしか見えない。スキンの切
り替えも可能。文字色と背景色を選択し
て、
「A」ボタンを押すとMSN Messenger
に適用され、
「B」ボタンを押すと16進数
がクリップボードにコピーされる。

いった育てゲームの要素もあり、一粒で二度
おいしいソフトだ。
良いところ

好きな文字色、背景色を
簡単に適用
悪いところ

ゲーム部分の遊び方が
わかりにくい

2004年10月の人気オンラインソフト情報
総ダウンロード数：2387706

人気ソフトトップ10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

名称
+Lhaca
Lhaplus
Lhasa
Sleipnir
'N-Bench
LHAユーティリティ32
DAEMON Tools
'OpenOffice.org
'すっきり!! デフラグ
'Firefox

ダウンロード数
136421
108552
81339
67701
42066
39892
39187
38025
37384
34442

※'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
多数の形式に対応した圧縮・解凍ソフト
LZH／ZIP形式対応の一発解凍ソフト
カスタマイズ性に優れたタブ型ウェブブラウザー
AMDが開発したパソコンの3D性能を測定するベンチマーク
エクスプローラ風の圧縮・解凍ソフト
CD/DVD-ROMイメージファイルを仮想ドライブ化
「Microsoft Office」互換のオフィス統合環境
デフラグに最適な環境にして自動実行する
Gecko エンジンを搭載したフリーのウェブブラウザー
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'10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
UNLHA32.DLL
32745
IrfanView
26045
Jw̲cad
22330
KbMedia Player
21689
チューチューマウス
20805
EVEREST Home Edition
19864
CrystalMark 2004
17707
Thunderbird日本語版 16969
Explzh
16516
NoEditor
16075

説明
LZHファイルの圧縮・解凍サポートDLL
音声や動画も再生可能なマルチ画像ビューワー
自由に線種をカスタマイズできる2次元CAD
100種類以上のファイル形式に対応したメディアプレイヤー
マウスカーソルを自動移動するユーティリティー
システム情報を一覧表示してファイルに出力する
CPUやグラフィック性能などを計測するベンチマーク
迷惑メール対策機能などを搭載したメールソフト
エクスプローラ風のファイル圧縮・解凍ソフト
多機能なタブ切り替え型テキストエディター

※「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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