小

第

粒

text：片山哲也
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ブログ投稿支援ツールで三日坊主とはおさらば！
ブログに記事を投稿するには、ブラウザ

BlogWrite Free

ーで管理画面にアクセスして記事を書くのが

jhttp://www.witha.jp/BlogWrite/
フリーソフト
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作者：有限会社ウィザシステム

Me

NT

バージョン：1.2.9.0

一般的だ。多くのブログでは、自分ですべて

Mac

の HTML タグを書く必要はないものの、文

サイズ：1.93Mバイト

字のサイズや色を変えたり、複数の画像を

2000

XP

効能：WYSIWYGで新規記事を投稿

記事に使おうとしたりすると、自分でタグを
打ち込まなければならないため、HTMLの知

Fメインの編集画面は、ワープロソフトと
同じようなインターフェイス。フォントの
色やサイズもメニューから選択するだけ。
リンクや画像の挿入も自分でHTMLタ
グを打ち込まずにできる。

識が必要となるし、慣れたユーザーであって
も手間が掛かって面倒なものだ。
そこで、もっと簡単に記事を投稿するため
に開発されたのが、
「ブログ投稿支援ツール」
や「ブログエディター」
と呼ばれている専用ソ
フトだ。ホームページ作成ソフトやワープロ
ソフトのような画面で記事を編集して投稿で
きるというもので、ブログの管理画面を使わ
ずに、それ以上の機能を簡単に利用できる
ものが多い。
「 BlogWrite Free」はシェアウェア 版 の
BlogWrite の機能をいくつか制限したツール
で、個人での利用に限ってフリーで公開されて
いる。ブログを外部から操作する仕組みとして

S画像をアップロードするためのメニュー
画面。指定したサイズに縮小したり、alt
タグの記述や配置を指定したりすること
も可能。

広く利用されているXML-RPCとAtom APIに
対応し、多くのブログサービスやツールで利用
できる。Movable Typeはもちろん、TypePad
やココログなどメジャーなサービスで利用でき、
複数のアカウントにも対応している。
編集は、ワープロソフトのように、実際に
ブラウザーで記事を見るのとほとんど同じ見
た目で行える。テキストを入力して画像を貼

ABrogWrite FreeにはHTMLタグを直接編集するモード
はないが、外部のエディターを指定できるので、秀丸
などのテキストエディターでHTMLを編集できる。

り付け、書式を設定し、カテゴリを選択し、
「投稿＆公開」ボタンを押すだけでOKだ。リ
ンクや引用の設定、文字の配置、投稿前の
D投稿日時の指定、コメントやトラックバックの設定、
更新を通知するPingサーバーの登録も可能だ。

プレビューでの確認もできる高機能なもの。
画像をアップロードするときも、デスクトッ
プでファイルを選択してから画像のサイズを
変更でき、BlogWirteだけでブログに必要な
作業がすべて行える、まさにかゆいところに
手が届くツールだ。
良いところ

記事の編集から画像の修正
までこれ1つで全部できる
悪いところ

ごくたまに投稿に失敗すること
がある？

AMovable Typeに投稿したもの。編集画面での見た目と
同じような状態で公開されている。
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ubicast bloggerは高機能で、ブログ投稿

ubicast blogger

支 援 ツール の 中でもメジャーなソフトだ 。

jhttp://blog.ubicast.com/
フリーソフト
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Me

作者：株式会社ユビキャスト

NT

バージョン：0.9.16

Movable Type、TypePad（ココログ、ブログ

Mac

人など）
、Excite blog、Nucleusなどに対応

サイズ：132Kバイト

している。利用しているブログをセットアップ

2000

XP

ウィザードの画面で選ぶだけでよく、複数の

効能：画像や動画もお手軽にアップロード

ブログを管理できる。非常に高機能で、欲
F高機能なホームページ作成ソ
フト並みの編集ができる。画
像や動画をドラッグ&ドロップ
で貼り付けられて、マウスでサ
イズも変更できる。デザインも
すっきりしている。

しいと思われる機能はほぼすべて搭載され
ており、画面のデザインや使い勝手も非常
に優れている。ブラウザーで実際に見たとき
に近いイメージで編集できるHTML エディタ
ー機能に加えて、HTMLを直接編集したい
場合には使い慣れたテキストエディターを外
部エディターとして使えるのも二重丸。
良いところ

最も高機能でデザインも
洗練されている
悪いところ

Berkeley DB関連のバグを
早く解消してほしい
UKblog は、記事の投稿に必要な最小限

UKblog

の機能を備えたブログ投稿ツール。ウィンド

jhttp://homepage3.nifty.com/UK-taniyama/tools/UKblog.html

ウズ版に加えて各種のPocket PC版も同梱

フリーソフト

Mac

されている。複数のブログには対応していな

サイズ：502Kバイト

いが、ブログごとにフォルダーを分ければ問

95

作者：UK-taniyama

98

Me

NT

2000

バージョン：0.0.0.22β

XP

題なく使える。画面はシンプルで、プレビュ

効能：HTMLタグの代わりにWikiの書式で投稿できるツール

ー機能をメニューから選択する必要がある点
はすこし不親切だが、とにかくすばやく記事

S左のウィンドウが編集画面で、右側
がプレビュー画面。よく使う機能だ
けがツールバーのボタンになってい
て、見た目は 実 にシンプルだが、
Wiki の書式で記述できるなど実は
マニアック。

を投稿したいというユーザーにはピッタリだ。
秀 丸 からマクロを 使 って 投 稿 できたり、
HTML タグの代わりに Wiki の書式が使えた
りするなど、マニアックな機能も持っている。
良いところ

ちょっとマニアック＆
シンプルな使い勝手
悪いところ

パスワードがテキストファイル
のままなのが心配

2004年11月の人気オンラインソフト情報
人気ソフトトップ10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

総ダウンロード数：2304337

名称
ダウンロード数 説明
+Lhaca
125492 DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト
Lhaplus
98554
多数の形式に対応した圧縮・解凍ソフト
Lhasa
76420
LZH／ZIP形式対応の一発解凍ソフト
Gecko エンジンを搭載したフリーのウェブブラウザー
'Firefox
39911
'すっきり!!デフラグ 38291
デフラグに最適な環境にして自動実行する
LHAユーティリティ32
37314
エクスプローラ風の圧縮・解凍ソフト
DAEMON Tools
36211
CD/DVD-ROMイメージファイルを仮想ドライブ化
'avast! 4 Home Edition 36055
リアルタイム監視できるフリーのウイルス対策ソフト
FFFTP
31337
左右分割型の日本語FTPクライアント
UNLHA32.DLL
29810
LZHファイルの圧縮・解凍サポートDLL

※'は今月バージョンアップしたソフト

Powered by 窓の杜

'11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
IrfanView 日本語版
28430
Becky! Internet Mail
25470
壁カレ
19665
Explzh
18363
チューチューマウス
17646
NoEditor
17342
CrystalMark 2004
16157
真空波動研SuperLite 16032
いじくるつくーる
15769
WeBoX
15470

説明
音声や動画も再生可能なマルチ画像ビューワー
プラグインで機能を拡張できるメールソフト
カスタマイズ可能なデスクトップカレンダー
エクスプローラ風のファイル圧縮・解凍ソフト
マウスカーソルを自動移動するユーティリティー
多機能なタブ切り替え型テキストエディター
CPUやグラフィック性能などを計測するベンチマーク
映像・音声ファイルのコーデック名などを調査
CPU情報も表示できるウィンドウズカスタマイズソフト
ウェブサイトを丸ごと取り込みスクラップできる

※「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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