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ネットワークから入手できるソフトウェア情報

READ Me

ネットワークから最新のソフトウェアをダ

ウンロードできることは、
インターネットの
大 きな魅 力 の 1 つです。このコーナー

一度使うと
やめられない

マウスカーソルが手の形になる場所
をクリックするとブラウザーが起動し
て、関連ページにジャンプする。

ツール
3選

「READ Me」では、ネットワークから入手
できる最新のソフトウェアに焦点をあて
て、必ず役に立つ情報満載でお届けしま
す。まずは今月の注目ソフトから。

HOTTEST TOOLS

動作環境

今月の注目
ソフト

OS：ウィンドウズ3.1、95、NT
ディスプレイ： 256色以上
（65000色以上推奨）

1

[インターネットテレセーバー]

Internet
TELESAVER
Ver.0.52
インターネット文字放送ソフト
あの「Internet TELETEXT」のスクリーンセーバー版
「Internet TELESAVER」が登場した。
コンピュータを使用していない時間に
自動的に起動して最新の情報を表示する。
マウスによるチャンネルの切り替えや
ブラウザーの起動などインタラクティブな機能も加わり
インターネット文字放送がますます楽しくなりそうだ。

画面の上で右クリックすると
チャンネルが切り替わる。

コントロールパネルの
「画面のデザイン（画面
のプロパティー）
」からス
クリーンセーバーの「設
定」をクリックするとこ
の画面が現れる。

配布元：株式会社インプレス
CD-ROM収録先： Win→ Telesavr
入手先：http://www.impress.co.jp/

● 設定はとても簡単

teletext/saver/

セットアップのあと、コントロールパネルの
「画面のデザイン」
（ウィンドウズ95は「画面
のプロパティー」
）から「スクリーンセーバー」

ダイアルアップ接続の場合
ここをクリックして情報を
更新する。

● チャンネルを切り替える

を選 択 する。 次 にスクリーンセーバーが

「Internet TELESAVER」はマウスで操作で

「telesaver」になっているかどうか確認する。

きるスクリーンセーバーだ。画面の上で右ク
リックをするとニュースのチャンネルが切り替

● 画面を自由自在にスクロール

わり、別のジャンルの情報が見られる。

ニュース画面の文字にマウスカーソルを載せ
ると、カーソルが上向きまたは下向きの矢印

ダイアルアップでインターネットに接続してい

● ホームページにジャンプ

る場合、設定画面の「情報の更新」をクリ

タイトル部分にマウスカーソルを載せ、手の

と、矢印の方向に情報がスクロールする。こ

ックして、表示されたチャンネルの中から興

形になったところでクリックすると、表示中

れで読み逃した内容をもう一度表示させたり、

味のある話題を選択する。次に「OK」をクリ

のニュースに関連するホームページがWWW

興味のない話題を読み飛ばしたりできる。な

ックすると最新の情報が自分のコンピュータ

ブラウザーに表示される。同様に広告表示部

お、スクリーンセーバーを終了させる場合は、

に送られてくる。次回のスクリーンセーバー起

分をクリックすると、広告関連ページにジャ

マウスカーソルの形が変化しない場所をクリ

動時にここで取得したニュースが表示される。

ンプする。

ックすればよい。

これでセットアップは完了だ。

● 情報を更新する
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[ノートン・クラッシュガード]

NORTON
CrashGuard
Ver.1.0a

この画面が出たら「Fix」を
クリックする。そしてすか
さずデータを保存しよう。

動作環境

「NORTON CrashGuard」は
動かなくなったアプリケーションを
一時的に復旧し、データを保存する
チャンスを与えてくれる夢のようなツールだ。
ブラウザー、画像ビューア、エディターなど
複数のアプリケーションを同時に使用する
ホームページ作成には
欠かせないツールになりそうだ。

図 A の表示が出ない場合は
このボタンをクリックする。

OS：ウィンドウズ95

が動かなくなる瞬間を監視してくれる。

イコンをダブルクリックする。＜図B＞のウィ

●アプリケーションが動かなくなると

ンドウが現れたら「Anti-Freeze」ボタンを
クリックしよう。起動中のアプリケーションの

アプリケーションがハングアップすると＜図

一 覧 から動 かなくなったものを選 んで

A＞の画面が表示される。ここで「Fix」ボタ

「Unfreeze」をクリックする。これで一時的

ンをクリックすれば、再び動作可能になる。

に動作可能になる。

ただしこの時点で、コンピュータはかなり不安
定になっているので、データを保存したら必

●自動的にバージョンアップ

ずコンピュータを再起動しよう。

＜図 B ＞の「LiveUpdate」ボタンをクリッ

●手動で復旧

クすると「CrashGuard」が最新のものかど

セットアップが終わるとタスクバーにアイコン
が表 示 される。 設 定 はこれで完 了 だ。

＜図 A ＞の画面が表示されずにアプリケーシ

があればインターネットに接続して自動的に

ョンが動かなくなった場合は、タスクバーのア

ファイルが更新される。

配布元：株式会社シマンテック
CD-ROM収録先： Win→ Crashgrd
入手先：http://www.symantec.com/

crashguard/downloadcg.html

●タスクバーからしっかり監視
「CrashGuard」はここからアプリケーション

うかを調べてくれる。バージョンアップの必要

動作環境
＜ウィンドウズ＞
OS：ウィンドウズ95
＜マッキントッシュ＞
Ver.3.01（ビデオ通信未対応）
OS：漢字 TALK7.5.1以上

●待望のテレビ電話機能
以前はアニメーションが表示されていた画面
部分に、通話相手のビデオ映像が表示される
ようになった。QCam などのビデオカメラが
あればこちらの映像も送信できる。特定の相
手を呼び出す場合、画面下の「Call」の右欄
に相手のIP アドレスを入力する。

発売元： VocalTec LTD.
入手先： http://www.vocaltec.com/
価格： 49.95ドル

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

IPアドレスを入力して
通話相手を呼び出す。

3

[インターネットフォン]

●ボイスメールを送ろう
画面左上のボタンをクリックすると、ボイス
メール作成ウィンドウが現れる。ここでメッセ
ージを録音して送信する。メッセージは添付
ファイルとして送られるので相手は通常のメ
ールソフトでこれを受信できる。

●チャットルームでフリートーク
特定の通話相手がいない場合は、「OnLine
Directory」ウィンドウから世界中のユーザー
に電話をしてみよう。名前を選択して、
「Call」
をクリックすればよい。

このボタンをクリ
ックしてボイスメ
ールを送信する。

Internet
Phone
Ver.4.5.0.4
ビデオカメラがあれば、
インターネットテレビ電話が楽しめる。
マイクがあればボイスメールが送れる。
チャット、ホワイトボード機能も
もちろん搭載。
元祖インターネット電話ソフト、
あのインターネットフォンの最新版は
魅力満載だ。
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チャットルームには世界中のインター
ネットフォンユーザーが集まっている。

INTERNET magazine 1997/1

369

J a n . 9 7

よくあるソフトウェアに

Vol.3
このコーナーでは、
みなさんから寄 せら
れたソフトウェアに関

ついての質問

FAQ

する質問や疑問についてお答えして

さい。メールには必ず「READ Me

いきます。

FAQ 係」の 1 行を入れてください。

「セットアップができない！」
、
「こんな

なお、電子メールでの回答はできま

ソフトはないの？」などなど、困って

せんのでご了承ください。

いることがありましたら電子メールで

宛先：ip-cdrom@impress.co.jp

質問を編集部までどしどしお寄せ下

Q
ウィンドウズ95で使わなくなった
ソフトウェアを削除するには
どうしたらよいのでしょうか？
1

名前を選択して、
「追加と
削除」ボタンをクリックし
ます。ソフトウェアに付属
しているアンインストーラ
ーという、ソフトウェアを
削除するためのツールが起
動して、ソフトウェアの削
除が始まります。

アンインストーラーはソフトウェアによって若干
の違 いがあります。 中 には「 A u t o m a t i c 」、
「Custom」などの削除の方法を聞いてくるもの
もあります。この場合は「Automatic」を選択す
ればよいでしょう。

1「スタートメニュー」→
「設定」→「コントロール
パネル」を選択します。

2「アプリケーション
の追加と削除」をダ
ブルクリックします。

INTERNET magazine 1997/1
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3削除したいソフトウェアの

「アプリケーションの追加と削除」
を使用する場合
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1 の「アプリケーションの追加と削除のプロパティー」にソフトウェア
名が見つからない場合は、スタートメニューからアンインストーラーを
起動する方法があります。

2

2アンインストーラーを選択するだけで、
ソフトウェアの削除が始まります。

スタートメニューに登録されている
アンインストーラーを使用する場合
1ソフトウェアをセットアップすると
「スタートメニュー」の「プログラ
ム」に登録されるものがあります。
この場合、同時にアンインストーラ
ーも登録されるものが多く、ネット
スケープナビゲーター用のプラグイ
ンソフトなどによく見られます。

1 で削除したいソフトウェア名が見つからず、2 にもアン
インストーラーがなかった場合は、手動で削除するしかあ
りません。

3

手動で削除する場合

多くのソフトウェアは「Program Files」
の中にセットアップされます。まず、こ
のフォルダー内に削除したいソフトウェ
アがあるかないかを確認しましょう。も
し、見つからなければ「スタートメニュ
ー」→「検索」→「ファイルやフォルダ」
を選択して、削除したいソフトウェアを
検索してみましょう。このときに関係の
ないファイルまで見つかることがあるので
削除する際には十分な注意が必要です。
また、ソフトウェアを削除する前に、フ
ォルダーを開いてアンインストーラーがあ

るかどうかを確認しましょう。スタート
メニューに登録されていなくてもアンイン
ストーラーが存在する場合があります。
ソフトウェア自体を削除しても、スター
トメニューの「プログラム」や「スター
トアップ」に関連したファイルが残って
いる場合があります。とくに「スタート
アップ」の中に削除したソフトウェアの
ショートカットが残っているとエラーの原
因になります。スタートメニューに登録
されているファイルは、
「マイコンピュー
タ」→「C ドライブ」→「Windows」→
「スタートメニュー」→「プログラム」から
削除することができます。

●ソフトウェアが起動した状態では削除で
きないことがあります。一度アプリケーシ
ョンを終了させてから削除してください。
●アンインストーラーを使用してソフトウ
ェアを削除しても、いくつかのファイルや
フォルダーが残る場合があります。例えば
ネットスケープナビゲーターのようなWWW
ブラウザーではブックマークファイルが残り

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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ファイルを
削除する際の
ポイント

ます。電子メールソフトの場合は
メールが保存されているフォルダーが残り
ます。残ったファイルやフォルダーが必要
なければ、削除したいファイルをマウスで
選択して、右クリックします。メニューの
削除を選択すればファイルはすべて削除さ
れます。また、これらの残されたファイル
は、同じソフトウェアを再度セットアップ
すれば使用できます。
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PC

プログラマーにインタビュー

rogramer's

T

ool

alk

シェアウェアやフリーソフトウェア

を集めたサイト
「秋保窓」が、
「窓の

プレスサーバーにやってきました。

PCT

そこで、い つもはプログラマー の

番外編

方々のインタビューをお届けするこ

シェアウェア、フリーソフトウェア
の宝庫、あの「窓の杜」管理人

杜」という新しい名前とともにイン

のコーナーに、
「 番外編」として「窓
の杜」管理人のひぐちたかしさんを

ひぐちたかし

お招きしました。

Q

NO.

Q

「窓の杜」で、ひぐちさんがやりた

いことは何ですか？
ひぐち

僕が今までソフトウェアを通じて受

けてきた恩恵というのは計り知れません。こ
れをギブアンドテイクというか、自分のできる
範囲でお返ししたいと思っています。でもそ
れは誰かのためにやっているのではありません。
ネットワークから入手できるソフトがもっと普
及すれば、僕自身もまたより良いソフトを利
用できるようになるわけですから。
Q

最後にひぐちさんが使

っているインターネットツールを

秋保窓を作ったきっか

教えてください。

けは何ですか？
ひぐち 大学の友人から、ソフ

ひぐち W W W ブラウザーは

トウェアを集めたFTPサーバーの

「インターネットエクスプローラ」

管理を手伝わないかと誘われたの

です。理由は起動が早いことと、

が始まりです。彼がマッキントッシ

HTMLファイルをダブルクリック

ュを、後から加わった僕がウィン

したときに新しいウィンドウを作

ドウズをそれぞれ担当したんです。

らないからです。ウィンドウは1

ソフトを集めていくうちに、これを

個、これが好きですね。電子メ

もっと多くの人に、わかりやすく

ールは「AL-Mail」です。これは

紹介する方法はないかと考え始め

32 ビット版の発表が待ち遠しい

ました。そんな時にWWW で、

ですね。 F T P クライアントは

オークランド州立大学の「ソフト

「FTPエクスプローラ」が一推し

ウェアデポジトリー」というホー
ムページに出会ったんです。今か

「ネットワークは人と人とのつながりです」
［プロフィール］
生年月日：ひみつ
好きなもの：ほかほかごはん
嫌いなもの：ゴキブリ

ら思うと、ファイル名とソフトの簡単な説明が
羅列されていただけなんですが、
「これだ！」と

す。FTPサーバーの名前が仙台の温泉地「秋
保（あきう）
」だったので、秋保 for ウィンド

フォルダー」です。どちらも圧縮ファイルを
普通のフォルダーのように扱えて便利です。こ
の2 つが合体すると最高なんですが。画像ビ

思いました。早速、僕のホームページにFTP
に置いたソフトの説明を載せるようにしたんで

です。 ファイルの圧 縮 展 開 は
「エクスプローラLZH」と「Zip

Q

「窓の杜」のインプレスサーバーへ

の引越しは無事に終了しましたか？
ひぐち

東北大からの引越しにあたって、400

ューアーは「IrfanView」が起動が早くておす
すめです。画像の編集には「PaintShop Pro」
とマイクロソフト社の「イメージコンポーザー」

以上あるソフトウェアの作者の方々に許諾をい

を使っています。画像変換は操作が簡単とい

ただくための電子メールをお出ししたのです

う理由で「GIX Pro」を使っています。プラ

が、これが大変でした。皆さんにまったく同

グインは、ブラウザーがバージョンアップする

じ定型文を送るのは好きじゃないので。ネッ

とすぐにセットアップし直すのであまりいれな

ひぐち パソコン通信の掲示板に「こんなソ

トワークやオンラインソフトの世界では人と人

いんです。ショックウェーブとリアルオーディ

フトがおすすめ」なんて書いてあるのを読んで、

とのつながりが大切だと思います。僕がソフ

オ、クイックタイムプラグインぐらいですね。

フリーソフトウェアを使いはじめました。初め

トを紹介して、利用者がそれを使う。利用者

は、
「便利なソフトが無料で使えてラッキー」

の喜びや、注文が作者にフィードバックされ

程度のものでしたが、そのうち「フリーソフト

る。この3者のつながりはおざなりにしたくあ

ウェアの精神」みたいなものに惹かれるように

りません。そんなわけで作者の方々にはでき

なりました。自分の力で作ったソフトを公開し

るだけ個別のメッセージを添えてメールを書き

て、みんなに使ってもらうっていう考え方です

ました。そのあとソフトの引越しとホームペー

ね。僕はプログラムの知識はないので、ソフト

ジのバージョンアップですから。1週間の予定

を広めるほうにまわることにしたんです。

が、結局1か月以上かかってしまいました。

ウズで「秋保窓」という名前をつけました。
Q

シェアウェアやフリーソフトウェア

に興味を持ったのはどうしてですか？

窓の杜 atインプレス
jhttp://www.forest.impress.co.jp/
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What's New !
インターネットツール
最新情報
このコーナーでは、ネットワークから入手できるインターネットツールのうち、

What's Up !

定番となっているもののバージョンアップ情報をお知らせします。自分で使
っているツールのバージョンが最新のものかどうかを、月に一度このコーナー
でチェックしましょう。また、便利なツールの新着情報も随時お伝えしていく予定です。
入手先の欄にURLが記載されているソフトウェアは、CD-ROMに収録されていません。
それぞれのホームページやFTP からダウンロードしてください。

[ウィンドウズ]

zは本誌CD-ROMに収録されております

ソフトウェア名

最新バージョン

開発元／作者

カテゴリー

入手先

Up

インターネットエクスプローラ

3.01

マイクロソフト株式会社

WWWブラウザー

zWin→ Msie30

Up

インターネットメールアンドニュース

1.0

マイクロソフト株式会社

メーラー、ニュースリーダー

zWin→ Mailnews

Up

ネットスケープナビゲーター

3.01

ネットスケープ社

WWWブラウザー

http://home.netscape.com/comprod/mirror/client̲download.html

Up

ネットスケープナビゲーター・ゴールド

3.01

ネットスケープ社

WWWブラウザー、

http://home.netscape.com/comprod/mirror/client̲download.html

HTMLエディター
zWin→ Shockjp

Up

ショックウェーブ日本語版

7

マクロメディア株式会社

プラグイン（動画、音声）

Up

リアルオーディオ

3.0β 2

プログレッシブ・ネットワーク社

リアルタイム音声ビューアー zWin→ Raudio30

リアルオーディオ・プラス

3.0β 1

プログレッシブ・ネットワーク社

リアルタイム音声ビューアー http://www.realaudio.com/hpproducts/player/

GIF Constraction Set

1.0N

Alchemy Mindworks社

GIFアニメーション作成

PerMan Surfer波乗り野郎

1.04

株式会社ビー・ユー・ジー

オートパイロット

zWin→ Perman

AL-Mail

1.30

中村 匡志

メーラー

zWin→ Almail

Becky! Internet Mail

1.10

RIM-Arts software laboratory メーラー

zWin→ Becky

Eudora Pro-J（16bit）

2.2-J

株式会社クニリサーチインターナショナル

メーラー

zWin→ Eudora̲p

Eudora Pro-J（32bit）

2.2-J

株式会社クニリサーチインターナショナル

メーラー

zWin→ Eudora̲p

WS̲FTP

4.01 96.08.21

Ipswitch社

FTPクライアント

zWin→ Wsftp

Tera Term

1.3

寺西 高

Telnet

zWin→ Tterm

Tera Term Pro

2.0

寺西 高

Telnet

zWin→ Ttermpro

Lhasa

0.09

竹村 嘉人

圧縮ファイル展開

zWin→ Lhasa

WinZip

6.2

Nico Mak Computing社

圧縮ファイル展開、作成

zWin→ Winzip

Up

Up

zWin→ Gifconst

[マッキントッシュ]
ソフトウェア名

最新バージョン

開発元／作者

カテゴリー

入手先

Up

ネットスケープナビゲーター

3.01

ネットスケープ社

WWWブラウザー

http://home.netscape.com/comprod/mirror/client̲download.html

Up

ネットスケープナビゲーター・ゴールド

3.01

ネットスケープ社

WWWブラウザー、

http://home.netscape.com/comprod/mirror/client̲download.html

HTMLエディター

Up

ショックウェーブ日本語版

7

マクロメディア株式会社

プラグイン（動画、音声）

zMac→ Shockwave

Up

リアルオーディオ

3.0β 2

プログレッシブ・ネットワーク社

リアルタイム音声ビューアー

zMac→ RealAudio 3.0b2

リアルオーディオ・プラス

3.0β 1

プログレッシブ・ネットワーク社

リアルタイム音声ビューアー

http://www.realaudio.com/hpproducts/player/

GifBuilder

0.4

Yves Piguet

GIFアニメーション作成

zMac→ GifBuilder

NCSA Telnet-J（吉田版）

2.7J2

Jim Browne、吉田昭男

Telnet

zMac→ NCSA Telnet

NCSA Telnet-J（吉岡版）

2.6.1d3.J7

Jim Browne、吉岡文雄

Telnet

zMac→ NCSA Telnet

Fetch

3.0.1

James.W.Matthews

FTPクライアント

http://www.dartmouth.edu/pages/softdev/fetch.html

Eudora Pro-J

2.1.4-J

株式会社クニリサーチインターナショナル

メーラー

zMac→ Eudora Pro 2.1.4-J

FreePPP

2.5v2

FreePPP Group（Steve Dagley） ダイアルアップ接続

zMac→ FreePPP

MacPPP

2.5

アップルコンピュータ株式会社

z漢字 Talk7.5.3→漢字 Talk特別付録→ MacPPP 2.5

AccessPPP

3.1

Merit Network, Inc.、Michigan大学 ダイアルアップ接続

ダイアルアップ接続

zMac→ Accessppp

（日本語化は工藤清次）
StuffIt Expander

4.0.1

Alladin Systems, Inc.

圧縮ファイル展開

zMac→ StuffIt Expander

ソフト
ウェア
情報募集!

FAQの
質問募集!

編集部では、日々新しいソフトウェアを探してい
ます。注目ツール、面白いツール、便利なツール
などを発見したら、編集部までご連絡ください。
また、
「CD-ROMに収録されているツールがバージ
ョンアップしているぞ！」といった情報も大歓迎で
す。

FAQ ではソフトウェアに関する質問を募集してい
ます。
「インストールがうまくいかない」
、
「こんな
ソフトウェアはないの？」などなど、日ごろから思
っている疑問・質問を編集部までお寄せください。
宛先はip-cdrom@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）
。

投稿募集!
「READMe」へ投稿してくれた方には、ダイレク
トプラスを発行しています。採用分には最低でも
50,000 プラスを発行します。不採用でも少しだ
け発行します。投稿には必ずインプレスダイレクト
会員番号を付けてください。入会方法など詳細は
406ページで紹介しています。
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