入 門 者のための

Frequently Asked Question

このコーナーでは、みなさんから寄せられたインターネットに関する
質問や疑問についてお答えしていきます。
日頃からわからないなあと思っている疑問、困っていることなどありましたら
どんなことでもけっこうですから質問を編集部までお寄せください。
宛先は ip-faq@impress.co.jp です。電子メールでの回答はできませんのでご了承ください。

することができない電子メールやネットニュ
私は昨年 12 月に初めてパソコンを

ースで画像などのデータを交換するために、

購入した超初心者です。このコーナ

バイナリーファイルをアスキーテキスト形式

ーも「入門者のための」となってい

に変換して転送するために用いられていま

ますが、ハイレベルな質 問 が多 く、
このような質問をしてよいものかと

す。元のファイルに戻すには、
UUDECODE

少しためらいましたが、恥をしのん

（ユーユーデコード）と呼ばれるソフトウェ

で質 問 します。 この前 、 初 めて

アを用います。元々はUNIX のUUCP とい

Netscape Navigator 1.1I[ja]を

うシステムの一部として含まれているもので

使ってニュースグループにアクセス

すが、MS-DOS などのシステムでも利用で

しました。一 覧 を見 ているうちに、

きるようになっています。

「erotica」という単 語 にひかれ、
「alt.binaries....」というところを

ウィンドウズの場合、wuudo などのソフ

クリックしたところ、一部は読める

トウェアがありますから、これを利用すると

のですが、
「begin ***.jpg」と書か

いいでしょう。wuudo はシェアウェアで、

れた行以下が暗号の羅列のようにな

1Netscape1.1 でUUENCODE 形式のファィルを見る。
ここで表示文をファィルにセーブする

ftp://ftp.iij.ad.jp/pub/win3/util/wuudo486.z

っていました。拡張子から察するに、

ip などにあります。

画像だと思うのですが、これらを見

まず、必要なデータが格納されている記

ることはできないのでしょうか。変
な質問で申しわけありません。 なお、

事をファイルに格納します。N e t s c a p e

パソコンは DOS/V で OS はウィン

1.1[Ja]の場合は、ファイルメニューの「名

ドウズ 95 です。

前を付けて保存」を選択し、データを格納

（甲斐一教さん）

するファイル名を指定することでファイルに

2wuudo で変換するファィルを指定

記事全体が格納されます。このとき、ファ

A.

こういう質問のためのコーナーな

イル名を「XXXX.uue」としておくといい

んですから、
「恥をしのんで」など

でしょう。変換ソフトウェアによってはこの

と言わないでください。

ファイルの拡張子を確認して、違う拡張子

さて、ご質問のファイルですが、これは

だと変換できない場合があるからです。

UUENCODE（ユーユーエンコード）と呼

wuudo の場合は、このプログラムを起動

ばれる形式になっています。これは、イン

してFile メニューの「Decode」を選択し、

ターネットがUNIX を中心に発展してきた

元に戻すファイル（つまり先ほど記事を格

なごりで、バイナリーファイルを直接転送

納したファイル）を指定すると、元のバイ

276

INTERNET magazine 1996/4
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ナリーファイルを得ることができます（図 2、

ブラウザー上で表示されるようになっていま

3）
。

。
す（図 4）

wuudo の場合には、元に戻したいファイ

なお、UUENCODE 形式で送られてくる

ルをExplorer などからwuudo のウィンドウ

ファイルは画像ファイルだけではなく、便利

にドラッグアンドドロップをしても変換でき

なプログラムなども多くあります。
「erotica」

るようになっています。

なんて名前に目を奪われていないで、もっ

ちなみに、Netscape Navigator の最新版
2.0（ベータ6 で確認しました）では、UUEN-

と楽しいファイルを探してみてくださいね
（笑）
。

CODE 形式の情報も自動的に変換されて
1Netscape2.0（ベータ6 以降）なら、UUENCODE 形式で登
録されたファイルを自動変換して元の画像を表示してくれる

A.

インターネット上のさまざまなリ

DOS で利用できますが、ソースコードも提

ソースの制約から、長い間電子メ

ウィンドウズで Eudora を使ってい

供されていますので、このほかのコンピュー

ールの大きさには制限が設けられていまし

ます。UUENCODE でメールを送っ

タでも工夫をすれば利用できるようになる

た。現在でも、パソコン通信や小さなオフ

てもらいましたが、いくつものメッセ

でしょう。このコマンドは下の場所から入

ィス、あるいは利用している回線速度の遅

ージに分割されています。これを復

手することができますが、本誌の付録 CD-

い組織では、受けとることのできる電子メ

元するために 1 つにまとめたいので

ROM にも収録されています。

ールの大きさに制限を設けているところが

すが、どうしたらいいでしょうか。
（笹原伸介さん）

ありますので、大量のデータを電子メール
で送らなければならない場合にはあらかじめ
相手に問い合わせるようにしたほうがいい
でしょう。しかし、MIME 形式で画像や音

ては大変です。このようなときに便利なコ

声、あるいは動画を送ることができるよう

マンドがuudx というコマンドです。ウィン

になった現在では、あまり気にしなくても

ドウズではDOS プロンプトから利用するこ

よい問題かもしれません。

とになります。分割されたメッセージを順番

いずれにせよ、こうした慣習から大きな

に、A1、A2、A3 というファイルに格納し

画像ファイルなどを電子メールで送る場合

た場合、これらを順に引数として指定し、

には、ファイルをUUENCODE 形式に変換

A>uudx A1 A2 A3

した後に分割して電子メールを送ることが

のように実行することで、ファイルを復元

多いようです。あるいは、こうした作業を

。このとき、各
することができます（図 5）

自動的に行うシステムもあります。しかし、

ファイルの電子メールヘッダーを取り除く

このようにして送られてきたデータを復元す

といった作業をする必要はありません。

る際に、各ファイルを一々手で編集してい

このコマンドは、UNIX とウィンドウズと

5uudx の実行画面。ウィンドウズ95 のMS-DOS ウィン
ドウからでもだいじょうぶ。
jftp://ftp.nisiq.net/pub/win/archiver/uudx/uudx_299.lzh
jftp://ftp.iij.ad.jp/pub/misc/win/archiver/uudx_299.LZH

（ミラーサイト）
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てしまうことも事実です。実は、V.42bis

232C ボードが販売されています。これらの

現 在 PC-9821BS を使 って

の圧縮機能を利用すると約 4 分の1 にデー

ボードでは、115.2Kbps までサポートして

14.4Kbps でインターネットに接続

タが圧縮されますから、14.4Kbps のモデム

いるものが多く登場しており、1 万円台か

しています。しかし、WWW ではス

を利用している場合でも57.6（=14.4 × 4）

ら3 〜 4 万円程度で入手できるようなので、

トレスを感じるので、28.8Kbps の

Kbps の性能を出すことが可能なのです（ウ

それほど投資をしなくても快適な環境が構

モデムへの買い換えを検討していま

ィンドウズ3.1 を使っている場合はもっと落

築できそうです。

すが、98 では 19.2K 以上の通信

ちますが）
。したがって、清水さんが利用さ

また、もう少し余裕があるならば、この

ができないと聞きました。買い換え

れているパソコンでは、14.4Kbps のモデム

際ISDN にしてしまうのはいかがでしょうか。

ても意味がないのでしょうか。また、

の性能も十分に引き出せていないことにな

ISDN ならばデジタル回線で64Kbps という

現在のパソコンで高速通信をする方

ります。

非常に快適な環境を構築することができま

法はあるのでしょうか。教えてくだ
ささい。
（清水真吾さん）

V.34 のモデムを購入してその性能を有効

す。C バスに設置できるISDN ボードも多数

に利用するためには、115.2Kbps 程度の通

登場していますから、これを利用すれば簡

信速度を実現できるインターフェイスが必

単にインターネット環境の構築ができるで

要になります。モデムと一緒に最新のマシ

しょう。 それに、 I S D N を利 用 すると、

ンを購入できればいいのですが、数万円の

64Kbps の回線を同時に2 回線利用できる

詳しい説明はさけますが、昨年発

モデムと違い、そうそう簡単に買い替える

ようになり、1 回線でインターネットを利用

表されたX Mate シリーズ以降に

ことはできませんよね。そこで登場するの

しながら、もう1 回線で友達と電話をする

発表されたモデルだけが19.2Kbps 以上の

が、拡張インターフェイスです。PC-9821

なんていうこともできるようになります。い

通信ができるようになっているようです。し

にはC バスと呼ばれるPC98 シリーズ専用

つもインターネットを利用していて電話が

かし、ご指摘のとおり、14.4Kbps での接

の拡張スロットが用意されていますが、い

利用できないと家族から責められている人

続ではヘビーユーザーにはストレスがたまっ

くつかの会社からこのC バス用の拡張 RS-

には最適ですよ。

A.

a 拡張 RS-232C ボード。写真はインターネット利用者向けに新発売されるメルコの
28.8Kbps モデム機能付き製品。44800 円
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aPC98 で使えるISDN ボード。写真はマイテックの「SURFING BOARD64」。64800 円。
インターネットソフトバンドル版もある
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入 門 者のための

A.

昨年は異常と思えるほど「インタ

1. 世界中の人と文通ができます。

ーネット」という言葉が世の中に

パソコンのイベントやセミナーに行

2. 海外の人とテレビ会議ができます。

氾濫していました。しかし、どのマスコミ

っていろいろなホームページを見せ

3. 対戦型ゲームだってできます。

も「何がすごくてどう役に立つのか」とい

てもらいましたが、インターネット

4. 個人輸入だって簡単にできてしまいます。

う疑問には答えてくれなかったと思います。

のどこがすごいのか今ひとつわかり

5. アニメの同好会だってあります。

ですから、ご質問のように、
「結局、何が

ません。新聞などで騒がれているほ

6. 坂本龍一のコンサートだって見ることが

すごいの？」と思っている人も大勢いらっ

どのものじゃないと思います。何が

しゃるのではないかと思います。

すごいのか教えてください。

私はインターネットがまだインターネット

（長州幸子さん）

できます。
7. Virtual Sex だってできるかもしれません。
9. アメリカの国立図書館にアクセスするこ

とは呼ばれない時代からインターネットに住

とだってできます。

んできましたが、今やインターネットなしで
は仕事にならないぐらいになってしまいまし

10.クリントン大統領の飼っている猫の声だ
同様の道具に「コンピュータ」があります。

って聞けます。

た。インターネットになんらかの魅力がある

実は、この質問はコンピュータを利用したこ

11.ネットワーク
上に会社を作ることもできます。

からここで生活しているわけで、私にはこ

とがない人から「コンピュータってどこが面

とにかく、あげたらきりがないぐらい、い

の質問に答える義務がありそうです。

白いの？」と言われるのに似ています。

ろいろなことができます。しかし、それらが

ところで、この質問に答える前に、皆さ

コンピュータは、そこに格納されるソフ

自分に興味のないことだったり、自分がや

んに逆に質問したいと思います。
「皆さんは

トウェアによってさまざまな目的を達成す

りたいと思うことじゃなければ、
「だからど

何か道具を選ぶときに、これから自分が何

る道具に変身します。しかし、とくに目的

うしたの？」と思ってしまうでしょう。

をしたいのか考えずに選びますか？」どうも

も持たずにコンピュータに触れると、なんだ

インターネットはコミュニケーションの道

「今インターネットが流行しているらしいか

かややこしい箱だなあと思ってしまうかもし

具、あるいはさまざまな情報がつまった箱

ら自分もインターネットをやらなければなら

れません。結局、
「難しいからきらいだ」と

なのです。そういった道具が自分の目の前

ない」という強迫観念でインターネットを

か「役に立たない」と評されることになっ

にあるとしたら、自分は何をしたいのかを

始めてしまった人が多いように思われます。

てしまいます。でも、これはコンピュータが

まず考えてみてください。そして、それがイ

ところが、何をしたらいいのかわからなくて

悪いわけじゃないでしょう。インターネット

ンターネットでできるのかをいろいろ人に尋

放り出す人が多いのではないでしょうか。

の魅力は、
「インターネットを何のために利

ねてみるといいでしょう。もし、自分がや

用するのか？」ということを考えながらで

りたいことができないのならば、あなたにと

ないとわからないのです。

って「インターネット」は不要な道具なの

我々が炊飯器を選ぶ場合には、
「おいし
いご飯を炊きたい」ということを考えてい
るはずです。また、のこぎりについて考えて

インターネットは、電話やテレビといっ

いる場合には、何か木材を楽に切りたいと

た道具と同じ範疇の道具になります。しか

いう要求があるのではないでしょうか。イン

し、電話は遠くの人と会話をするための道

筆者はいろんなところでいろんな人に言

ターネットも、炊飯器やのこぎりと同様、

具、テレビは画像を含む情報を入手するた

っていますが、マスコミが煽る「インターネ

我々人間が利用できる道具の1 つにすぎま

めの道具ですが、インターネットは電話や

ットバブル」に踊らされないでください。自

せん。ただ1 つ異なるのは、炊飯器やのこ

テレビなどが提供する機能も包括した統合

分にとって必要な道具かどうかを考えてほ

ぎりと異なり、1 つの目的を達成するため

的な通信の道具なのです。ここではいろい

しいのです。そこから、あなたのインターネ

だけに利用される道具ではないのです。

ろなことができます。

ットへの第一歩が始まるのです。

です。将来、自分がやりたいことができる
ようになってから使えばいいのです。
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