フリーソフトの紹介
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ソフト名

使用目的

ダウンロード先
1

写真を使ったビデオ作成

Photo Story3

特徴
豊富な画像切り替え効果があり、音
楽やナレーションを付けることがで

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx

きる。再生には Media Player7 以上
が必要
２

デジカメ画像整理

Vix

能をあわせもつ総合画像ビューワー

http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picviewer/vix.html

３

パソコン内のすべての画像整 編集、共有、印刷、バックアップ、

Picasa
http://picasa.google.co.jp/download/index.html

４

縮小専用

理

作成が簡単におこなえる。

画像データの縮小

画像データを圧縮率あるいはファイ
ルサイズを指定してドラッグするだ
けで縮小できる

http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se153674.html

５

エクスプローラ風のファイル管理機

画像情報解析ツール

Exif Reader

デジカメで撮影した画像のデータの
解析チェック（シャッタースピード、
フラッシュ、絞り値、ホワイトバラ

http://www.rysys.co.jp/exifreader/jp/download.html

ンスなど）
６

デジカメ日付時刻情報復元ツ デジカメの日付設定をミスしたとき

De4Exif

ール

日付を変更

http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se128131.html

７

撮影したデータに埋め込まれている

デジカメ画像などの加工や修 全機能がメニューかツールバーボタ

Jtrim

正が簡単な操作で行えるレタ ンから利用でき、過去 16 回分のアン
ッチソフト

http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picedit/jtrim.html

ドゥ機能もついているので、様々な
処理を試しながら行うことも可能。

８

回転する物体に画像を貼り付 クルクルと回転する 3D アニメーショ

回転くん

けた 3D アニメーションを作れ ンを作成できる。画像だけでなく、
るソフト

http://www.vector.co.jp/vpack/browse/pickup/pw5/pw005867.html

1

立体文字を回転させることも可能
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９

フリーソフトの紹介
SWF(Flash)形式の動画を生成 連番画像や AVI から、SWF(Flash)形

MotionSWF

するソフトです。

式の動画を作成するソフト

http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se226046.html

10

写真フレームと組み合わせた 写真整理機能がついており又オンラ

デジカメ一発年賀状

写真入り年賀状の作成

簡単にできる

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se382381.html?site=n

11

インプリントサービスや宛名印刷も

住所録

使って!住所録

はがき宛名印刷、リスト印刷、送受
履歴の作成が簡単に出来る住所録

http://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se290635.html?site=n

12

水彩画

ゆめいろのえのぐ

水彩画を描くように複数の絵の具を
パレットで混ぜてキャンバスに描く
ことができ、下書き用の鉛筆と消し

http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/paint/yumeiroenogu.html

ゴムも用意されている
13

水墨画イメージや筆文字を描 自分の落款も簡単に作れる。デジタ

水墨画作成ボードＦ

くことができるソフト

ル写真の加工もできる

http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se106329.html

14

画像のサイズを変更したり、 絵や写真の縁をぼかす。ぼかし方の

額プチ

枠を加工して保存したりする フ レ ーム は 四角 形だ け では なく マ
画像加工ソフトウェア

http://nakasendo.com/seedea/

ル、カラードット、ジグザグなど 8
種類ほどある。
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フリーソフトの紹介
パソコンで作業する際に、気 1 キー、1 ドラッグの簡単操作で扱え

Setuna

になった情報を一時的にキー る。メニューにあるほぼ全ての機能
プするのにわずらわしい操作 にショートカットキーが割り当てら

http://www.clearunit.com/clearup/setuna/

をせず、画面内の一部分を瞬 れているので、慣れればメニューを
時に切り取る事が出来るソフ 開かずに操作出来る。起動後はタス
ト

クトレイに常駐するので、邪魔にな
らない。

16

Browser

IE 画面を上下左右にドラッグ ブラウザ上でマウスの右ボタンを押

Assistant

で操作することができる

しながらカーソルを移動させるとそ
れに応じた処理（戻る、進む、更新、

http://sleipnir.pos.to/software/browserassistant/index.html

閉じる等）を行うことができます。
タブ型ブラウザのタブ切り替えにも
対応しています
17

デスクトップにメモを書いた 作 成 した メ ッセ ージ の 表示 位置 や

StickOn!

付箋をおく

色、サイズは自由に変えられる。表
示/非表示を切り替えることも可能。

http://www.vector.co.jp/vpack/browse/pickup/pw6/pw006217.html

複数のメッセージをグループ化し、
まとめて操作できる機能や、LAN 上の
他のパソコンとメッセージをやり取
りできる機能がある。
18

ラベル、カードなどの作成、 文具屋さんのソフトですから、分か

ラベル屋さん

印刷

りやすいのが特長。対応しているラ
ベル、カードは 600 種類以上、テン

http://www.labelyasan.com/apl/index.html

プ レ ート が テン プレ ー トギ ャラ リ
ーから無料でダウンロードでき、種
類も 1,000 種類以上
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フリーソフトの紹介
写真などたくさんのファイル 変更前と変更後のファイル名を同時

ファイル名連続変更〜Frename

に、自由に連番をふったり文 に表示。設定変更時にはリアルタイ
字を追加したりできるという ムに更新するため，複雑な設定でも

http://hp.vector.co.jp/authors/VA004030/Soft/Frename.html

ソフト

確認が容易。最初設定がちょっと難
しいかも

20

画面の印刷・切り出し・コピ オプション指定で、あらかじめ、自

ハドコピくん

ーが簡単に行えるソフト

分の使いやすいように決めておくこ
とが必要ですが、プルダウンメニュ

http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se070896.html

ーなどにマウスポインタを乗せた状
態を、部分的にワンドラッグで切り
取ってワード上に直接貼り付けるこ
とも可能。

テキスト作成の手間が

数段省ける。
21

簡単に画面を取り込むソフト

PS̲Capture

画面上の画像を取り込んで

マウス

がある位置に指定した形のマウスカ
ーソルを表示するのでパソコン操作

http://www1.odn.ne.jp/˜
caa14370

の説明書を作る時などに便利
22

解凍ソフト

Ｌｈａｃａデラックス版

通常版の+Lhaca0.7x 系の機能を強化
したもの

http://www.vector.co.jp/download/file/win95/util/ff348745.html

23

ホームページにデータをアッ 最大の特徴は、漢字のファイル名が

ＦＦＦＴＰ

プロード、ダウンロードする 使用できること
ツール

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html
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フリーソフトの紹介
迷惑メール対策

Ｄｅｌｉｍａｉｌ

メ ー ルサ ー バー から メ ール を削 除
一括削除と内容を確認しながらの削
除ができる。ＰＤＡでメールを受信

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se091598.html?y

する場合に、不要なメールを削除す
る こ とに よ り通 信料 の 節約 がで き
る。
25

ＰＤＦファイル作成ソフト

クセロＰＤＦ

暗号化やセキュリティの設定など、
PDF 作成の基本的な機能はすべて備
えている

http://download.seesaa.jp/contents/win/system/filer/11380/

アクロバットの代用品で機能の多い
有料版もある
26

コピー機がなくてもスキャナ コピーボタンをクリックするだけで

SCAPY

とプリンタを、
『コピー機』と コピーが出来る。特定のスキャナや
して使うためのソフト

http://www.venus.dti.ne.jp/t̃akuya-f/win/scapy.html

プリンタには依存していないので、
お手持ちのスキャナとプリンタがあ
れば使用できる。

27

ひらがな・ローマ字両用のタ 400KB 程度なので、初心者にフロッピ

Typ Train

イピング練習ソフト

指で打てばいいか教えてくれる。

http://www5.ocn.ne.jp/t̃-hiro/

28

ーで提供できる。文字の位置とどの

デフラグ

すっきり!!デフラグ

デフラグやスキャンディスク終了後
に Windows を自動終了する機能も付
いているので、就寝前・出かける前

http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se162092.html

等に実行させると便利です。
29

画 面 上 に 表 示 さ れ た 麻 雀 牌 ルールはとても簡単で、画面の麻雀

Ｒｅａｌ四川省

を、2 つ一組にして取り除いて 牌の画像が素晴らしく綺麗
いくパズルゲーム

http://www.vector.co.jp/games/soft/win95/game/se192951.html?g
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Ｃａｎｏｎ

フリーソフトの紹介
Ｎｅｔの画像を印刷するとき キャノンのプリンター用で Internet

Ｅａｓｙ−ＷｅｂＰｒｉｎｔ

Ｗｅｂページの背景を抜いて Explorer で表示 されている Web ペー
ページ内に画像を納めて印刷

http://cweb.canon.jp/drv-upd/bj/soft.html

ジを簡単な操作でプリント用紙サイ
ズ上に欠けることなく自動 レイア
ウトし印刷する

31

グラフィックソフト。たとえ 描画ツールもたくさんあり、アルフ

GIMP

るなら Photoshop に似ている。 ァチャンネルに対応しまたレイヤー
機能などもある。Photoshop は高すぎ

http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se190877.html

てという方にはいいかもしれない。
注意点としてＵＮＩＸ環境で使える
フリーのペイントソフトとして開発
されたものなので、GIMP の「Windows
版」は動作が幾分不安定なこと。
32

パソコンの内蔵時計の狂いを インターネッ ト上の、NTP(Network

桜時計

修正

Time

Protocol)サーバーあるいは

SNTP(Simple Network Time Protocol)

http://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se050672.html

サーバーにアクセスして、パソコン
の内蔵時計の狂いを修正するための
ソフトです。
33

IE のお気に入り不要リンク検 IE のお気に入りから、リンクが無効

Favorite Cleaner

索&削除ツール

になっている URL を探しだし、ごみ
箱に捨てることができる。ごみ箱に

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se265788.html

入れるので万一間違っても簡単に復
旧できる
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フリーソフトの紹介
ファイルの移動、コピー、同 たくさんあるファイルを丸ごとコピ
期、削除を超高速で行えるソ
ーするよりも、更新ファイルだけを
フト
コピーする差分モードもある。ファ

FastCopy
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se360695.html

イルのバックアップやフォルダの整
理には便利
35

スタートアップ・プロセス・ ス タ ート ア ップ チェ ッ カー 本体 に

スタートアップチェッカー

サービスの設定変更およびス は、
タートアップ情報常駐監視機 1) ス タ ー ト ア ッ プ チ ェ ッ カ ー

http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se302214.html

能を備えたツール

Windows の"msconfig"のスタートア
ップ部分機能強化版 2)プロセスチェ
ッカーサービスタスク

マネージャ

のプロセス一覧の簡易版 3)チェッカ
ースタートアップウォッチャーコン
ピュータの管理"のサービス部分の
簡易版の３つとスタートアップウォ
ッチャー

常駐させる事で、スター

トアップに項目が追加・変更された
際に警告ウィンドウを表示
36

バックアップを簡単に処理す ２つのフォルダをミラーして同一内

RealSync

ることができる。

容にするツール
フォルダの同期を取ることができ、

http://www.takenet.or.jp/r̃yuuji/realsync/

バックアップ等を簡単にリアルタイ
ムに行うことができます。また、更
新されたファイルだけをコピーする
ため、高速。ミラーするフォルダを
設定して、更新ボタンを押すだけ
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