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READ Me

ネットワークから最新のソフトウェア

1

をダウンロードできることは、イン

最新

ターネットの大きな魅力の1つです。

リアルタイム
オーディオ

このコーナー
「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

ビデオ

立つ情報満載でお届けします。

3選

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

ウィンドウズ
OS：ウィンドウズ95、NT
マッキントッシュ
CPU：パワーPC

1

[リアルプレイヤー]

RealPlayer

aウィンドウの中央にある6 つのボタンが新たに追加さ
れた「Destination Buttons」だ

3

Ver.4.0β2

2

ステレオ、CDクオリティー、そしてリアルタイムビデ
オと、進化を続けてきたリアルプレイヤーがさらにパワ
ーアップ。今回は「Destination Buttons」と呼ば
れる番組選択ボタンと、それらをカスタマイズするため
のボタンがウィンドウの中央部分に現れた。さらに、1
クリックでウィンドウを小さくするボタンも追加された。
ますます使いやすくなったリアルプレイヤーを今すぐ体
験してみよう。

a小さくなったウィンドウ

●好きな番組が登録できる

した。ときどきアクセスして、面白い番組が

新しいリアルプレイヤーを起動してまず目に付

追加されていないかチェックしてみよう。

くのが、 ウィンドウの中 央 部 分 に現 れた

●小さくなるウィンドウ

「Destination Buttons」と呼ばれる番組選択
ボタンと、それらをカスタマイズするためのボ
タンだ（図1）
。まず

を押して番組を選択

a あらかじめ用意されている番組の中から好き
なものが選べる

のボタンを押すと、ウィンドウが小さくな
る（図3）
。大きなウィンドウだと、ほかの作

するページにアクセスしよう（図2）
。
「News」
、

業をしながら番組を見るということがやりにく

「 T e c h 」、「 S p o r t s 」、「 F i n a n c e 」、

かったが、この大きさならあまり邪魔にならず

「Entertainment」の5 分野、計38 番組があ

気にならない。テレビのように番組を気軽に

配布元：プログレッシブ・ネットワークス社
CD-ROM収録先： Win→ Realplay
入手先： http://www.real.com/

らかじめ用意されており、これらの中から好

楽しめる。

きな番組が選べる。
「Submit Choices」ボタ
ンを押すと、リアルプレイヤーの5つのボタン

●充実してきたビデオ番組

に番組がそれぞれ登録される。
「MSNBC」や

本誌97年5月号の小冊子でリアルプレイヤー

イドでは、スポーツ番組は2つしかなかったの

「CNET」
、
「CBS」など、本格的なニュース

の番組ガイドという企画を取り上げてから、

が11番組に、テレビや映画の番組は数えきれ

番組ばかりなので、アメリカの最新情報をキ

わずか数か月の間にリアルビデオに対応した

ないほど増えている。さらに、U2 をはじめと

ャッチするにはもってこいだ。番組も続々と

番 組 が急 激 に増 えてきた。 T i m e c a s t

するメジャーアーティストのページなど、質の

増えており、映像が流れるビデオ番組も登場

（http://www.timecast.com/）のビデオガ
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高いビデオが続々と登場している。
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1

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

2

s こんなにたくさんのチャン
ネルが用意されている

[ザ・ディージェープレイヤー]

TheDJ Player
Ver.2.1

TheDJは、50以上もの音楽のジャンルが登録されているインタ
ーネットラジオ番組だ。1 曲まるごと聴くことができ、しかもノン
ストップで曲がかかり続ける。TheDJ Player は、TheDJ 専用
のソフトウェアで、なんとプログレッシブ・ネットワークス社のリア
ルオーディオの技術を利用している優れものだ。

f 昔のラジオを彷彿とさせる
デザインだ

d を押すと自分だけのジャ
ンルを設定できる画面が開く

動作環境

●リアルオーディオの技術を利用
TheDJ Player は、音声再生にプログレッシ

OS：ウィンドズ95、NT
※リアルオーディオプレイヤー3.0以上が必要

2

配布元： Terraflex Data Systems Inc.
入手先： http://www.thedj.com/

ブ・ネットワークス社のリアルオーディオの技
術を利用しており、CDクオリティーのステレ

択肢があれば、必ず自分の好きなジャンルが

オサウンドが楽しめる。設定もリアルオーディ

あるはずだ。しかも、ノンストップで曲がかか

オのものが流用されるので、改めて行う必要も

り続ける。気に入った曲がかかったら「Buy

ない。セットアップしたらすぐに使える。

This CD」ボタンを押す。WWW ブラウザー

● 50以上の音楽チャンネル

が起動して、オンラインで購入できるCDショ

10チャンネルを選んで登録できる（図2）
。通

ップにアクセスしてくれるのだ。

常は同じチャンネルがかかり続けるのだが、登

80年代ロックやジャズ、クラシックなど50以

●気に入ったジャンルを登録する

録してから

上ものチャンネルが用意されており、自分の
好みのものが選べる（図 1）
。これだけの選

50以上のチャンネルの中から、自分の好きな

フィンのお供に最適のソフトウェアの登場だ。

HOTTEST TOOLS

ボタンを押すと、ランダムに選

曲してくれるようになる。まさに、ネットサー

配布元： VDOnet社
CD-ROM収録先： Mac→ VDOLive
入手先： http://www.vdo.net/

今月の注目
ソフト

3

[VDOLiveプレイヤー]

VDOLive Player
Ver.2.1 β1

aインプレスのW-Visionもこのとおり

マッキントッシュ版 の V D O L i v e
Player がついにインラインビデオ再
生に対応した。いままでWWW ブラウ
ザーの中で表示されるビデオが見られ
ず悔しい思いをしていたマックユーザ
ーも一安心だ。また、インストーラー
もついてセットアップもラクチン。コ
ンテンツもますます充 実 してきた
VDOLive Player。今後も目が離せ
ないソフトウェアだ。
動作環境
OS： MacOS System 7.1.2以上
CPU： PowerPC

充実してきたコンテンツをより快適に見られ

●インラインでビデオが表示できる

る環境が整ったわけだ。

今回のバージョンアップで最も注目すべき点

●複数のブラウザーに対応

は、なんといってもインラインビデオに対応し

ネットスケープナビゲーターとインターネット

たことだ。いままでウィンドウズ版でしか見ら

エクスプローラのほかに、アメリカオンライン

れなかったWWW ブラウザーの中にプレイヤ

のブラウザーにも対応した。5 月末現在、日

ーが埋め込まれているコンテンツも、快適に

本ではウィンドウズ版のみでマッキントッシュ

表示されるようになった。これで、ますます

版は配布されていないが、期待して待とう。
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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

よくあるソフトウェアに

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422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

ありましたら質問を編集部までどしどしお寄せ下さい。

でご了承ください。

メールには必ず「READMe FAQ係」の一行を入れてく

宛先：ip-cdrom@impress.co.jp

Q
ソフトウェアを探しています。以前、このコーナーで紹介され
ていた「MacintoshOS.com」や「TUCOWS」といったシェ
アウェアサイトを探しましたが見つかりませんでした。ほかに方
法はありませんか？

A

FTP サーバーからソフトウェアを探
し出してくれる「Archie」というサ
ービスがあります。

このウィンドウからソフトウェアを登録でき
たり、作者のホームページに行けたりする。
試しに使ってみる場合はウィンドウを閉じる。

2

前回はウィンドウズ用のArchie ソフト「fpArchie」を使ったソ
フトウェアの探し方を紹介したので、今回はマッキントッシュ用
のArchie ソフト「Anarchie」を使った方法を解説しましょう。

付録 CD-ROM の「Mac」フォルダーの中にある

1 「Anarchie」フォルダーを、ハードディスクにコ

ピーする。フォルダーの中にある「Anarchie-201.sit」
をStuffIt Expanderで展開する。展開したフォルダーの
中にある「Anarchie」をダブルクリックしてソフトウェ
アを起動する。
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Anarchieの使い方のコツを教
えてくれるウィンドウが開く。
一通り目を通して「Done」ボタン
を押す。

3
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R
4

Anarchie が起動したら

E

A

D

M

e

を押す。

Archie サービスを行っているサ
ーバーの一覧が表示される。日
本のサーバーは「archie.kuis.kyotou.ac.jp」と「archie.wide.ad.jp」が
登録されている。もし、日本のサー
バーで見つからなかったら海外のサー
バーで試してみる。

5

6

に探し出したいソフトウェアの名
前を入力する。ファイル名が正確に
分からなくても、一部が分かれば検索でき
る。
「Find」ボタンを押すと検索が始まる。

該当すると思われるファイル
が見つかったら、ファイルを
ダブルクリックする。これでダウ
ンロードが始まる。

8

見つかったソフトウェア
の中には、新旧さまざま
なバージョンが存在する場合が
ある。そのときは、ファイルの
名前や日付で区別する。

7
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CD-ROM収録先： Mac→ Anarchie
配布元： Peter N Lewis
【URL】 http://www.share.com/share/peterlewis/
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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ウェ

PCT
10

ているのかどうかを調べてくれるソフトがあれ

更新されたホームページをラクラクチェック

ジにだけアクセスすれば時間の節約にもなる

あの「WWWC」の作者

し、ダイアルアップIP 接続をしている人には

中島智秋

去年の12月にVisual Basicで作ってホームペ

話などを聞かせていただこうというの

NO.

がこの Programer's Cool Talk の
に入りのホームページが更新されてい
るかどうかを高速にチェックしてくれ
る「WWWC」の作者、中島智秋氏
です。
Q

でも、そ

うたびたびアクセスしていたんじゃ仕事になら

アの作者の方々をお招きして、制作秘

テーマです。第10 回のゲストはお気

ジにアクセスしたくなりますよね？

ない。そこで、自動的に、ページが更新され
ばいいなと思ったんです。更新されているペー

お金の節約にもなりますからね。
ージからダウンロードできるようにしておいた
んです。でも、評判が悪かった（笑）
。そこ
でC 言語で作り直して、見た目

プログラムを始めたき

も格好良くして、窓の杜メーリ

っかけは何ですか？
10年くらい前に、父が

ングリストに情報を流したんで

NEC のPC-6601SR というパソ

す。その後一気にアクセスカウ

コンを買ってきたんです。それを

ンターが1000 を超えました。

中島

いじっていて、いつのまにか覚え
Q

てしまったという感じですね。最

毎日のように新しいバ

初はゲームで遊んでいただけでし

ージョンがアップされるのはなぜ

たが、そのころのゲームというの

ですか？
中島

はフロッピーディスクに入ってい

とりあえず新しい機能

て、よくプログラムが壊れたんで

を付けたら、バージョンアップし

すよ。バックアップの仕方も知ら

ています。わたしが最初に考え

なかったので、何度も悔しい思い

ていたWWWC の機能は、とっ

をしました。それで、BASIC の
本や雑誌を読みながら自分でゲ

「アイコンだけは変えろと言われても譲れない」

ームのプログラムを始めたんです。たくさん作
っているうちに、だんだんコツを覚えていきま

［プロフィール］
生年月日： 1975年 11月 11日
好きなもの：見た目が格好良いソフトウェア（特にアイコン）
嫌いなもの：見た目が格好悪いソフトウェアと椎茸

くに通り越していて、いまは、
使っていただいている方からの要

望を反映したり、自分で使っていて気に入ら
ないところをちょこちょこ直したりしています。

した。中学の終わりぐらいまで、ずっとゲー
ムばかり作っていました。人には見せられな

ールという概念も分かりませんでした。人に

いようなものですが（笑）
。

聞きながら少しずつ覚えていきました。

中島

本格的にプログラムを始めたのは、コンピュ
ータ関係の専門学校に通って基礎知識を身に

Q

つけてからですね。去年いまの会社に就職し

さい。

て、初めてウィンドウズ95 やVisual Basic に

中島

さわりました。そして、11 月くらいからC 言

Q

WWWCを作った経緯を教えてくだ

次のソフトウェアの構想はあります

か？
3 つくらいありますが、まずホーム

ページのリンクをチェックするソフトを作りた
いと思っています。仕事が忙しくなってしま

インターネットができる環境で仕事

をしていると、どうしても気になるホームペー

って、なかなか時間がとれないので、まだ頭
の中で考えているところです。
それから、ちょっと遊びで作りたいと思って

語で頑張り始めたところなんです。

いるのがネットワークで対戦できる五目ならべ
なんです。五目ならべは得意なんです。最近、

まだ1 年もたっていないんですね。

Q

オセロのネットワーク対戦ゲームで遊んでいる

では、インターネットを始めたのはいつごろか
らなのですか？
中島

それも、いまの会社に就職してウィ

ンドウズ95 にさわってからです。それまでイ
ンターネットにはまったく興味はありませんで
した。テレビのCM とかで見るくらいですね
（笑）。始めたころは難しいなと思いました。
URL が何なのかも分からなかったし、電子メ
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CD-ROM収録先
WWWC Ver.0.5.2： Win→ Wwwc
[プログラム環境]
PC： PC-9821La10/8
OS： Microsoft Windows95
言語： Microsoft Visual Basic、Microsoft C
エディター： Dana
ホームページ
jhttp://www.kinet.or.jp/naka/tomo/

のですが、勝てないんです（笑）
。
Q

えでこだわっていることはありますか？
中島

あるんですよ（笑）
。アイコンです。

これだけは変えろと言われても譲れないところ
ですね。
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©1994-2007 Impress R&D

最後に、ソフトウェアを作成するう
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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
インターネットエクスプローラ

4.0 Platform Preview マイクロソフト株式会社

WWWブラウザー

zWin→ Msie40

3.02

WWWブラウザー

アウトルックエキスプレス

Platform Preview マイクロソフト株式会社

zWin→ Msie

メーラー、ニュースリーダー

zWin→ Msie40

インターネットメールアンドニュース

1.0

ネットスケープナビゲーター

3.01

マイクロソフト株式会社

メーラー、ニュースリーダー

zWin→ Msie

ネットスケープ社

WWWブラウザー

New

ネットスケープコミュニケーター日本語版

4.0 Preview Release 3 ネットスケープ社

WWWブラウザー、メーラー、 zWin→ Communi

zWin→ Netscape

Up

ネットスケープコミュニケーター

4.0 Preview Release 5 ネットスケープ社

WWWブラウザー、メーラー、 zWin→ Communi

Shockwave The Works

14

マクロメディア株式会社

リアルプオーディオ

3.0正式版

プログレッシブ・ネットワークス社 リアルタイム音声ビューアー

zWin→ Raudio30

Up

リアルプレイヤー

4.0β 2

プログレッシブ・ネットワークス社 リアルタイムビデオ

zWin→ RealPlay

Up

リアルプレイヤー・プラス

4.0β 2

プログレッシブ・ネットワークス社 リアルタイムビデオ

http://www.real.com/

Up

PerMan Surfer波乗野郎

2.03

株式会社ビー・ユー・ジー

オートパイロット

zWin→ Perman2

AL-Mail

1.32

中村 匡志

メーラー

zWin→ Almail

Becky! Internet Mail

1.20

RIM-Arts software laboratory メーラ

Eudora Pro-J（32bit）

3.0-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→ Eudorap

WS̲FTP

4.50 97.05.17

Ipswitch社

FTPクライアント

zWin→ Wsftp

Tera Term Pro

2.0

寺西 高

Telnet

zWin→ Ttermpro

Lhasa

0.11

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

マイクロソフト株式会社

HTMLエディター、ディスカッションツール

HTMLエディター、ディスカッションツール

Up
Up

プラグイン（動画、音声）

zWin→ Shockwav

zWin→ Becky

[マッキントッシュ]
Up

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

3.01β

マイクロソフト株式会社

WWWブラウザー

zMac→ InternetExplorer

ネットスケープコミュニケーター

4.0 Preview Release 5 ネットスケープ社

WWWブラウザー、メーラー、 zMac→ NetscapeCommunicator

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

zMac→ Netscape 3.01

Shockwave The Works

14

マクロメディア株式会社

プラグイン（動画、音声）

zMac→ Shockwave

プログレッシブ・ネットワークス社 リアルタイム音声ビューアー zMac→ Radio30

HTMLエディター、ディスカッションツール

リアルオーディオ

3.0正式版

Up

リアルプレイヤー

4.0β 2

プログレッシブ・ネットワークス社 リアルタイムビデオ

zMac→ RealPlayer

Up

NCSA Telnet-J（吉田版）

2.7J11

Jim Browne、吉田昭男

zMac→ NCSA Telnet

Fetch-J

3.0.1J1

ハートコンピュータ株式会社 FTPクライアント

zMac→ Fetch-J

Eudora Pro-J

3.0-J

株式会社クニリサーチインターナショナル

zMac→ Eudora Pro

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

Telnet

メーラー

（日本語化は工藤清次）
StuffIt Expander

4.0.1

Alladin Systems, Inc.

Internet Config日本語版

1.3J

Peter N. Lewis ＆ Quinn """"The Eskimo!"""" 各種設定補助

圧縮ファイル展開

http://aladdinsys.com/
zMac→ InternetConfig-13J

（日本語化は大橋 猛と杉垣信義）

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
422ページで紹介しています。
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