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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

最新機能が
うれしい

ツール
3選

ー「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
今月の注目
ソフト

動作環境

1

[マッキントッシュ版インターネットエクスプローラ]

OS： Mac OS System7.1以上
メモリー： 8MB以上

Internet Explorer
for
Macintosh
Ver.3.0ß1
マック版インターネットエクスプローラの最新版
3.0 β 1 が発表された。
スタイルシートや表の機能拡張などの最新 HTML に対応し
ページの表現力はウィンドウズ版とほぼ同等になった。
カスタマイズできるツールバーや
「クイックリンク」ボタン機能が追加され
インターフェイスも洗練された。
この機会にマックで動くエクスプローラを
体験してみてはどうだろうか。

スタイルシートで書かれたページがマッキントッシュで見られる
配布元：マイクロソフト社
入手先：http://www.microsoft.com/ie/download/
マウスのドラッグでツ
ールバーをカスタマイ
ズしよう

図A

図B

●プラグインとJavaアプレット

● HTMLの表現力がアップ
ページ内のレイアウトが自由にできる「スタイ

も動く

ルシート」がマッキントッシュでも見られるよ

ActiveX コントロールには未対応だが、プラ

うになった。表を作成するためのHTML もウ

グインは問題なく動作する。また、アップル

ィンドウズ版と同様に拡張され、色や画像を

コンピュータ社の「Java Mac OS Runtime」

駆使したカラフルな表が楽しめるようになっ

をセットアップすればJava アプレットを使っ

た。フローティングフレームや「BGSOUND」

たコンテンツも楽しめる。

などのエクスプローラ独自のタグにももちろん

☆Java Mac OS Runtime の入手先

対応している。

jhttp://www.devtools.apple.com/mrj/

● AVIムービーに対応

●カスタマイズできるツールバー

Favorites」を選択すれば、表示中のページ

●ブックマークの管理もラクラク
「Favorites」メニューから「Add Page to
がブックマークに登録される。また、
「Open

マック標準のQuickTime ムービーに加えて、

ツールバーの上にマウスカーソルを載せて、手

Favorites」を選択すると現れる図 B のウィ

ウィンドウズ標準のAVIムービーファイルの再

の形に変わったら上下左右にドラッグしてみ

ンドウで、ドラッグアンドドロップによるブッ

生ができるようになった。音声ファイルもAU、

よう。これで、図Aのようにツールバーのイン

クマークの整理ができる。上部の「Toolbar

AIFF、MIDI、WAV にそれぞれ対応し、これ

ターフェイスをカスタマイズできる。普段は使

Favorites」の中にアイコンをドラッグすると

だけでマルチメディアを楽しむための環境はひ

用しないボタンを隠しておけば、ブラウザーの

ツールバーの「クイックリンク」ボタンに登録

ととおり揃うことになる。

表示画面が広々と使える。

される。
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HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

2

[アクティブXキャベーター]

Active
XCavator
Ver.1.0
オートインストール対応のActiveX
コントロールを安全に削除できるという
便利なツールが登場した。
アイコンをダブルクリックするだけで、
コンピュータにセットアップされている
ActiveX コントロールの詳しい情報が
表示され、ボタン1 つで簡単に削除できる。
エクスプローラユーザー必携の
ツールになりそうだ。

コントロールの削 除
は「Delete」ボタン
を押すだけ

配布元： WINDOWS Magazine
入手先： http://www.winmag.com/software/xcavate.htm

「Active XCavator」のアイコンをダブルクリ

●削除はボタン1発

ックするだけだ。これでコンピュータにセット

削除の仕方もいたって簡単だ。削除したい

アップされているActiveXコントロールの全リ

ActiveX コントロールを選択して、
「Delete」

ストが表示される。

ボタンを押す。操作はこれだけだ。例えばシ

●詳しい情報もひと目でわかる

ョックウェーブなら、右欄に「Macromedia

左の「Control File List」に表示されたファ

べて消していけばよい。

イルを選択すると、右欄に詳しい情報が表示
される。ActiveX コントロールの名称、配布

●間違って削除しても大丈夫

● ActiveXコントロールを探す

元、セットアップした日時、バージョン、バ

間違ってコントロールを削除しても心配はい

ージョンが変更された日時、ファイルのサイ

らない。そのコントロールが必要なサイトにア

ActiveX コントロールを探すというと、何か

ズなどがひと目でわかる。

クセスすれば、再び自動的にセットアップさ

動作環境
OS：ウィンドウズ95

Active Shockwave」と表示されるものをす

れる。

難 しそうな感 じがするが、 必 要 な操 作 は

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

3

動作環境

[マイクロソフトネットミーティング]

Microsoft
NetMeeting
Ver.2.0ß1
インターネット会議ツール
あのネットミーティングの最新版が登場した。
インターネットエクスプローラ風の
ツールバー、会議への参加者がひと目で
わかるウィンドウなど、インターフェイスが
強化されたほか、ネットミーティング以外の
ツールとの通信も可能になった。

OS：ウィンドウズ95、NT
CPU： 486/66以上
メモリー： 8MB以上
通信速度： 14.4Kbps以上

配布元：マイクロソフト株式会社
CD-ROM収録先： WIN→ Msnetmtg
入手先： http://www.microsoft.com/

ie_intl/ja/download/addondl.htm

●会議参加者と通信可能な

右クリックでメンバーを退席
させられるようになった

メンバーを同時に表示

●ほかのツールとの通信ができる

メインのウィンドウが上下に分割された。上
のウィンドウにはユーザーロケーションサービ

●会議参加者を退席させる

音声会議の通信規格「H.323」に対応してい

ス（ULS）サーバーにログオンしている世界

もう1 つの新機能として、会議の主催者が参

れば、ネットミーティング以外の会議ツール

中のユーザーの一覧が、下のウィンドウには

加者を自由に退席させられるようになった。

とも通信ができるようになった。代表的なツ

自分が参加している会議の参加者がそれぞれ

操作方法は、退席させたいメンバーの名前を

ールとして、インテル社のインテルインターネ

表示される。これによって、会議中に別の参

右クリックして、ポップアップメニューから「会

ットフォンなどがある。

加者を探すことが簡単になった。

議から強制退席させる」を選択すればよい。
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よくあるソフトウェアに

Vol.4
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
関する質問や疑問に

ついての質問

FAQ

ついてお答えしていきます。
「セットアップができない！」
、
「こんなソフトはないの？」などなど、困っていることが

ださい。投 稿 してくれた
方にはダイレクトプラスを
発行します。採用分には
最低でも50,000 プラス

を発行します。詳しくは398ページをご覧ください。な
お、質問に対する電子メールでの回答はできませんので

ありましたら質問を編集部までどしどしお寄せ下さい。

ご了承ください。

メールには必ず「READMe FAQ係」の1行を入れてく

宛先： ip-cdrom@impress.co.jp

Q
インターネットのどこを探せば欲し
いソフトウェアが見つかりますか？

A

ソフトウェアの情報を
集めたサイトがたくさ
んあります。

ウィンドウズ95の情報満載

マッキントッシュの
ソフト情報ならここ

Windows95.com

MacintoshOS.com

jhttp://www.windows95.com/

jhttp://www.macintoshos.com/

Windows95.comは、名前のとおりウィ
ンドウズ95に関するさまざまな情報が集
められているサイトだ。新たに登録され
たソフトウェアは「Newest Shareware」
から、すでに登録されているものは「32bit Shereware」からそれぞれダウンロー
ドができる。ソフトウェアの簡単な解説
やバージョンといった基本的な情報も得
られる。さらに、ダウンロードだけでな
く、自分で作ったソフトウェアを登録す
ることもできる。

マッキントッシュの歴史から売ります買
いますコーナーまである M a c i n t o s h
OS.com。ソフトウェアの情報はトップ
ページから「Shareware Library」を選
択する。インターネット用のソフトウェ
アはもちろん、画像や音声処理用のソフ
トウェア、パワーブック用のソフトウェ
アなどのカテゴリーがある。数こそ多く
はないが、選び抜かれた便利なソフトウ
ェアが紹介されている。特にオススメの
ものには"WOW"マークが付いていて分か
りやすい。

これらは電子メール関連やWWW関連といっ
たようにカテゴリーで分類されています。お目
当てのソフトウェアを見つけたらダウンロード
もできます。ほかにもソフトウェアの簡単な説
明や最新のバージョン、作者のホームページ
へのリンクといったさまざまな情報も得られま
す。もちろんインターネット関連のソフトウェ
アだけでなく、ありとあらゆるソフトウェア情
報が集められているページもあります。
以前ならFTP サーバーと呼ばれるフリーソフ
トウェアやシェアウェアを集めている場所から
見つけるのが一般的でしたが、どこに何があ
るかが分かりづらく、ある程度の知識がなけ
れば欲しいソフトウェアを探せませんでした。
今回紹介するページにアクセスすれば簡単に
最新のソフトウェアを入手できます。
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R
親切丁寧な
ソフトウェア情報が嬉しい

窓の杜

E

A

D

数々の賞を総なめの
ピカイチサイト

M

e

対応プラットフォームの
数では一番

TUCOWS

jhttp://www.forest.impress.
co.jp/

（The Ultimate Collection Of Winsock Software）

SHAREWARE.COM

jhttp://www.tucows.com/

jhttp://www.shareware.com/

「秋保窓」として親しまれてきたウィンドウ

TUCOWS はWinsock Software という名

SHAREWARE.COMはcInetが提供するシ

ズ用のソフトウェアサイトが「窓の杜」と

前が付いているにもかかわらず、ウィンドウ

ェアウェア情報サービスで、ソフトウェアの

なってパワーアップ。プロバイダーによって

ズのソフトウェア情報のほかにマッキントッ

名前やファイル名、カテゴリーで検索でき

選べるミラーサイトも多数あってダイアル

シュの情報もある総合サイトだ。牛マークで

るのが特徴だ。UNIXやOS/2、Amigaとい

アップユーザーには嬉しい限り。海外のソ

ソフトウェアのオススメ度が分かるのが特徴。

った、ウィンドウズやマッキントッシュ以外

フトウェアも日本語で解説されているから、

YAHOO!の Site of the Week や MSN の

のプラットフォームにも対応していてるのも

いままで外国語の壁に悩まされていた人も

Pick of the Weekなど、数々の賞を受賞し

嬉しい。c I n e t にはこのサービスと似た

安心だ。

ている評価の高いサイトだ。

DOWNROAD. COMというサービスもある。

選び抜かれたInfo-Macの
情報がある

マック用ソフトの
最新情報ならここ

MuON Home Page

MacintoshTree

jhttp://130.87.82.104/

jhttp://www.sannet.or.jp/mactree/

マック初心者におすすめ

utexas mac archive
jhttp://wwwhost.ots.utexas.edu
/mac/main.html

マッキントッシュの日本最大のユーザーグ

Macintosh Tree は毎日更新されるニュー

テキサス大学にあるマッキントッシのソフ

ループであるMuON（Macintosh Users'

スや知っていると便利なTipsなど、マッキ

トウェア情報ページはいたってシンプル。紹

Group On Network）が提供する「MuON

ントッシュ関連の情報ならなんでもあるの

介されているソフトウェアも、
「とりあえず

Info-mac Selection」はマックユーザーなら

ではないかと思われるほどの充実ぶりだ。

これさえあれば」的なものが多い。インタ

必ずチェックしよう。膨大な数のソフトウ

肝心のソフトウェア情報も、ちょっとした

ーネット関連だけでなく、マックのソフト

ェアが登録されているFTPサーバー「Info-

コメントや更新日が記載されていて便利。

全般が紹介されていて、英語ながら必要な

Mac」の情報が整理され、そのうえ翻訳も

マックユーザーならブックマークに登録し

情報もバッチリ揃っている。マックの初心

されているなんともありがたいサイトだ。

ておいて損はない。

者におすすめのページだ。
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PC

プログラマーにインタビュー

rogramer's

T

ool

alk

普段あまりメディアに登場すること

のないシェアウェアやフリーソフト

制作秘話などを聞かせていただこ

PCT

うというのがこの Programer's

4

Cool Talk のテーマです。第 4 回

多機能メールソフトの注目株
あの「Becky!」の作者

ウェアの作者の方々をお招きして、

のゲストは複数のアカウントが利用
できるなどの便利な機能満載のメー
ルソフト「Becky!」の作者、乗松
知博氏です。
Q

ユーザーからの反響はありますか？
乗松

NO.

乗松知博

そうですね。最近少しずつ増えてき

ています。
Q

海外のユーザーの意見で取り入れた

機能はあるのでしょうか？
乗松

ありますね。例えばワードラップ周

りの改善などです。それから、日本のユーザ
ーはあまり気にならないようなことで、エディ
ター部分の改行マークがあります。これは英
語圏の人は皆さん気になるようですね。とに
かく改行マークがうるさいという
意見が圧倒的に多かったので、

プログラムを始めたき

オンオフの切り替えをできるよう

っかけは何だったのでしょうか？
乗松

以前マンガ家を志望し

にしました。この辺が面白いと

ていたときがあって、大学3年く

思いますね。ただ、何が便利か

らいのときに、たまたまちょっと

というところに本質的な違いは

した賞をいただいたんですよ。そ

ないと思います。

のときの賞金でPC-8801MH を
Q

買ったのがきっかけですね。当時

プログラムをするうえ

大学にあったパソコンを先輩たち

で、気を付けている点やこだわ

が使っているのを見ていて、カッ

りというものはありますか？
乗松

コイイなあと思っていたものです

なるべく自分がマニア

から。それからはBASIC を使っ

ックにならないように心がけてい

てゲームなどを作っていました。

ます。ですから、初心者の方で

ですからプログラムを始めてから、
まだ10 年はたっていないですね。

［プロフィール］
生年月日： 1967年 3月 9日
好きなもの：ハラペーニョ
嫌いなもの：らっきょう

Becky!を制作するまでの経緯を教

Q

もウィンドウズ95やエクスプロー

「文房具のように使えるようにしたい」

ラをある程度使ったことがあれ

ば、とりあえず使えるというのが基本ですね。
それから、こだわりというとやはりユーザーイ
ンターフェイスをいかにシンプルに保つかとい

えてください。
うちのかみさんが仕事で電子メール

僕自身、ソフトウェアを使っていてあまり不

う事です。どんなに高機能でも、その機能を

をよく使っていたんですよ。そのころはマイク

満を感じないほうなんですよ。こういうものか

使うまでにいくつもの手順を踏まなければなら

ロソフトのエクスチェンジを使っていたんです。

という感じで使ってしまうんですよね。ですか

ないのでは、無いのと同じですから。

でも、重いし、いろいろ不便が多いというこ

ら、Becky!は自分が生み出したという感じは

とで他のソフトを探しては試していたんです。

しないですね（笑）
。

乗松

局「あなた作ってよ」ということになったん

Q

今後Becky!に追加したい機能はあ

りますか？

でも、どれも気に入らなかったみたいで、結
Q

Becky!はWindows95.com や

乗松

はい。アドレス帳が使いづらいとい

です（笑）
。

TUCOWS といった、海外のシェアウェアサ

う意見が多いので、いま大改造をしていると

その時は作れるわけないよと言っていたのです

イトにも登録されていますが、日本人以外の

ころです。それから、将来的にはHTML のメ

が、ずっと電子メールのことは頭に残ってい

ールが読み書きできるようにもしたいのですが、

て、少しずつ作っていたらだんだん形になっ

技術的に難しいですね。ですからこれはちょ

ていったので、本格的に作り始めて、それが

っと先の話になると思います。
基本的に、電子メールが手紙を書くための文房

Becky!になったわけです。
Q

では、Becky!の機能には奥さんの

意見がいろいろ取り入れられているのですか？
乗松

350

結構入っています（笑）
。

INTERNET magazine 1997/2

CD-ROM収録先
Becky! Internet Mail Ver.1.10： Win→ Becky
[プログラム環境]

具や電話のようなレベルで使えるような便利
な機能を追加できればいいなと思っています。

PC： SHARP Mebius Note MN-7250
OS： Microsoft Windows95
言語： Microsoft VC++ 4.0
エディター： Dana
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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

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

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

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

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

f2

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

3.0正式版

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/products/player/download.html

Up

リアルオーディオ・プラス

3.0正式版

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

1.31

中村 匡志

メーラー

zWin→ Almail

Becky! Internet Mail

1.10

RIM-Arts software laboratory メーラ

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

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

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

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

f2

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

3.0正式版

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/products/player/download.html

Up

リアルオーディオ・プラス

3.0正式版

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-J

3.0.1J2

ハートコンピュータ株式会社 FTPクライアント

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

FreePPP

2.5v2

FreePPP Group（Steve Dagley） ダイアルアップ接続

zMac→ FreePPP

AccessPPP

3.1

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

zMac→ Accessppp

Up

メーラー

zMac→ Fetch-J
zMac→ Eudora Pro 2.1.4-J

（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。
「セットアップがうまくいかない」
、
「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
398ページで紹介しています。
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