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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

楽しい ション
ケー
ニ
ュ
コミ
ソフト

ターネットの大きな魅力の1つです。
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
立つ情報を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
今月の注目
ソフト

1

[ポストペット]

1

動作環境
OS：漢字 Talk7.5.1以降
CPU： 68040以上
配布元：ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社
入手先： http://www.so-net.or.jp/postpet/

2

PostPet

※ポストペットパークに入園するに
は月額 300 円（So-net の会員
は 9 月末まで無料、10 月以降
月額100 円）のパスポートが必
要になる。

Ver.1.0.2

ベータ版のころから注目されていた愛玩メールソフト「PostPet」の
正式版がついに登場した。メールソフトといっても、近頃の機能満載
型のメールソフトとはまったく違う。育て系ゲームの要素も盛り込んだ
コミュニケーションツールなのだ。正式版ではペットにメールを届けて
もらうと発生するさまざまなイベントも盛り込まれている。さっそく、
手塩にかけて育てた可愛いペットに大事なメールを届けてもらおう。

●可愛いペットが4種類

aこの部屋でポストペットとの生活が始まる。自分
宛のメールを届けに、ほかのペットもやって来る

セットアップのときに、育てるペットをテディ
ベア、ネコ、カメ、ウサギの4 種類の中から

とそのメールを相手が読むまで帰ってこない。

選べる（図 1）
。この可愛いペットたちに餌

世界に1匹だけのペットだからだ。ペットにメ

をやったり、体を洗ってやったり、そしてお

ールを届けてもらう場合は、相手もポストペ

使い（メールを届けてもらう）を頼んだりす

ットの飼い主だと分かっている場合にしよう。

る。このときのペットたちの仕草がいじらしい

相手がユードラやネットスケープメールなどの

くらい可愛いのだ。いつのまにか「誰かに用

メールソフトを使っている場合や、メーリング

件を伝えるためにメールを書く」のではなく、

リストなどに投稿する場合はポストマンに頼

「ペットにお使いを頼みたいからメールを書く」

もう。1日のメールの数が多い人は、ポストペ

ようになってしまう。

ット用のアカウントを取得するのも手だ。

●ペットとポストマンを使い分ける

●ポストペットパークに

電子メールとしての機能は必要最低限のもの

3

入園すれば楽しさ100倍

しか付いていないので、使い方は非常に簡単

ポストペットパークとはペットの楽園だ。新し

ポストペットの飼い主のためにメールフレンド

だ。メールの送信方法には、ペットに届けて

いおやつやインテリアなどのプラグインがダウ

募集の掲示板も用意されていて、毎日ものす

もらう方法とポストマンに届けてもらう方法

ンロードできたり、遠足や運動会といったさま

ごい量の書き込みがある。すでに一種のコミ

ざまなイベントが毎月開催されていたりする。

ュニティーができあがっているのだ。

（図2‐
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[マイクロソフトチャット]

Microsoft Chat
Ver.2.0

2
aマンガのようにコマ割りされてチャットが進む

1

マイクロソフト社の一風変わったチャットソフト「Microsoft Chat」がインタ
ーネットエクスプローラ4.0 やMSN のスタートアップキットに同梱されるよう
になった。表情豊かなキャラクター、コメントが表示される吹き出し、そして
コマで割られた世界と、まさにマンガの中に入り込んでしまったかのようなチ
ャットソフトだ。さっそくこのマイクロソフトチャットの世界に足を踏み入れて
みよう！

配布元：マイクロソフト株式会社
CD-ROM収録先： Win→ Msie40
関連ページ：http://www.microsoft.com/japan/

●個性豊かなキャラクター

support/tdoc/doc/chat/

アメリカンコミックに出てきそうな個性豊かな
キャラクターが12 種類用意されており、この

a 男 性 、女 性 、原 始 人 、宇 宙 人 など、
姿形もさまざま

中からチャットの世界の自分を選ぶ
（図1）
。

ームのテーマが表示されている「トピック」

これらのキャラクターは、入力したメッセージ

の欄を参考にして、自分の興味のあるルー

によって表情と仕草が変化する。例えば「こ

ムに参加してみよう。

んにちは」と入力すれば片手を挙げ、
「それは

また、知り合いだけが入れるようなプライベー

何ですか？」と入力すれば、質問しているよ

トルームも簡単に作成できるので、友人たち

うな表情に変わる
（図2）
。

とチャット三昧といった使い方もある。

●1000以上のチャットルーム

●ほかのアプリケーションとの連携

的にネットミーティングが起動して相手を

自由にチャットルームを作成できるので、

相手の名前を選択して「メンバー」メニュ

アクセスしたり、相手にメールを送ったり

時間によっては1000ルームを超える。各ル

ーから「NetMeeting」を選ぶだけで、自動

することもできる。

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
CPU： 486以上（Pentiumを推奨）
メモリー： 16Mバイト以上

呼び出してくれる。ほかにホームページに

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

3

[ボトルメール]

動作環境
OS：ウィンドウズ95
CPU： Pentium 90MHz以上
※シェアウェア料金は300円

Bottle Mail

d 砂 浜 に打 ち上 げられた瓶 。
中にはどんなメッセージが入っ
ているかな？

2

Ver.1.0

リクルートが開発したボトルメール
は、出したメールが誰 に届 くか分
からないという究極のメールソフト
だ。思い思いのメッセージを瓶に詰
めて広大なインターネットの海に流
してみよう。どこか遠い場所で瓶
を拾った誰かからのメッセージが届
くかもしれない！

●メッセージを海に流す
ボトルメールが起動したら

の宝箱をクリッ

クする。宝箱の中から現れたスケッチブック
に色とりどりのクレヨンを使って好きな絵を書
いてみよう。絵が苦手な人は、何枚か用意さ
れているテンプレートを使ってもいいし、もち
ろん文字だけでもOK だ。返事が欲しいなら

1

自分のメールアドレスとホームページのURL
を書いておくことを忘れずに。

●返事を出してあげよう
瓶をどんどん海に流せば、受け取るメッセ
ージの数も増えるようだ。受け取ったメッ
セージにメールアドレスが書いてあったら、
普段使っているメールソフトで返事を出し

配布元：株式会社リクルート
入手先：http://www.kids.recruit.co.jp/bmail/

aマウスを使って絵を描くのは、なかなか難し
い。失敗したと思ったらごみ箱
（ ）にポイッ！

てあげよう。
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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

アの作者の方々をお招きして、制作秘
話などを聞かせていただこうというの

PCT

すが、わたしは「フリーソフトウェアが好きだ

12

フィードバックが多くなるという意見もありま

NO.

がこの Programer's Cool Talk の
テーマです。第12 回のゲストはイン
ターネットエクスプローラから起動す
るメールソフトの切り替えを可能にす
る「Power Up Internet Explorer」
の作者、ふるかわあきひと氏です。
Q

プログラムを作り始め

ないのですか？」という質問がよく来るので

インターネットエクスプローラを
パワーアップあの「Power Up
Internet Explorer」の作者

ふるかわあきひと

から」と答えています。シェアウェアにすると
すが、ユーザー数は確実に減ってしまうと思
うんです。わたしはパソコンを使い始めたばか
りの人にも使って欲しいのでフリーソフトウェ
アにしています。
Q

プログラマーを目指している人に何

かアドバイスはありますか？
ふるかわ プログラムを好きにな

たきっかけは何ですか？

ること。それから、プログラムを

ふるかわ 工業高校時代にコンピ

作ったら窓の杜のような大勢の

ュータ好きの友達がいて、その友

人の目に留まるような場所に公

達にプログラミングのことをいろ

開して、フィードバックを得られ

いろと教えてもらったんです。少

るようにする。アドバイスはこれ

しずつプログラムを覚えてくると

だけです。シェアウェアにするな

自分のコンピュータが欲しくなっ

ら、ベータ版からできるだけ目立

て、親にそうとうねだって中古の

つ場所に公開していくべきです。

MZ-80C を買ってもらいました。

インターネットが普及するまで

当時はプログラムを作るといって

は、大手BBSのIDを持っていな

も、ほかの人が作ったプログラム

いとパブリックな場所に公開で

を解析して自分なりにいじってみ

きなかったんです。大手BBS が

たり、簡単なゲームを作ったりし
ていただけなんですけどね。
Q

「遠く離れていても共同でプログラムを開発できるんです」
［プロフィール］
生年月日： 1965年 10月 4日
好きなもの：キリン一番搾り
嫌いなもの：キノコ全般

Power Up Internet Explorer を作

一次配布であって、そこから草
の根BBS に配布されるかどうか

は分からない。
今なら自分のホームページを一次配布の場所
にしたり、窓の杜のようなサイトを一次配布

るまでの経緯を教えてください。
ふるかわ ニュースリーダーの調子が悪くなり、

いような機能のほうがいいんじゃないかと思っ

の場所にしたりできます。それに、ソフトウ

どうしても復旧できなくなってしまったことが

ています（笑）
。

ェアの情報を集めているサイトはミラーリング
をしていることが多いので、日本中、あるい

あったんですよ。このとき手元にあったのがマ
イクロソフト社のインターネットメールアンド

Q

ふるかわさんのソフトウェアには

は世界中に一気に広めることも可能なんです。

ニュースだったんです。ただ、このソフトは、

「永久にフリーソフトウェアであることが保証

ニュースを投稿するときに間違ったMessage-

されています」という記述がありますが、シ

ID を付加するという問題がありました。この

ェアウェアにしない理由はなんですか？

トは強い味方ということですね。

問題を解決する方法はすでに分かっていたの

ふるかわ 電子メールで「シェアウェアにはし

ふるかわ そうですね。わたしは友人と一緒に

Q

プログラマーにとってインターネッ

で、どうせやるならプログラムを作っておこう

プログラムをしているのですが、彼は長野県

と思ったんです。

に住んでいるんです。わたしは横浜市に住ん
でいるので離れて一緒にプログラムをしている

Q

わけです。これもインターネットがなければで

今後、
Power Up Internet Explorer

にはどんな機能が追加されるのでしょうか？
ふるかわ 機能的には満足しているので、これ

CD-ROM収録先
Power Up Internet Explorer Ver.2.7：Win→ Powerie

対応している機能はいくつかあるんですけど

[プログラム環境]
PC：筐体だけGATEWAY2000 P5-90
OS：Microsoft Windows 95
言語：Microsoft Visual C++ 5.0 Professional
エディター：WZ EDITOR 3.00B

ね。基本的に常駐しないで、なくても困らな

ホームページ

からはInternet Explorer 4.0 対応にシフトし
ていこうと思っています。今のバージョンでも

きないことです。
インターネットはソフトウェアを公開するのに
便利だということもありますが、遠く離れた
人と共同でプログラムの開発をすることも可
能にしてくれるんです。

jhttp://www.imasy.or.jp/~akihitof/
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Vector Software PACK
http://www.vector.co.jp/

M
Win

e

窓の杜
http://www.forest.impress.co.jp/

おすすめの
ソフトウェア情報
サイトを一挙紹介！
このコーナーでは、インターネットか
ら入手できるソフトウェアの情報を
集めているサイトを紹介します。ブ
ックマークに登録して、自分で使っ
ているツールのバージョンが最新の
ものかどうかをチェックしましょう。
今回は日本にあるサイトをまとめて

ソフトウェア集「PACK シリーズ」を発行してい
る株式会社ベクターのサイト。キーワードによる
検索ができるのが嬉しい。ソフトウェアの解説が
詳しく、シェアウェアの場合、金額や送金方法
の記述まである。

国内のソフトウェアを中心に紹介。速報性が高
いのが特徴だ。ソフトウェアの解説も分かりや
すく、特におすすめのソフトには「イチ押し！」
などのマークが付いていて親切。ミラーサイトも
10サイトを超え、ますます充実してきた。

紹介します。

Win

Freeware Position
http://www01.tcp-ip.or.jp/~world/

フレームとウィンドウズ95のエクスプローラのよ
うなメニューが特徴。非常に細かくカテゴリー
分けされていて、目的のソフトウェアが探しやす
い。メーリングリストや掲示板が用意されてい
るほか、サイト内の全文検索も可能だ。

Mac

Info-Mac Home Page
http://www.pht.com/info-mac/info-macj/

世界最大のマッキントッシュ用オンラインソフト
集「Info-Mac」の日本語版のページだ。このペ
ージから直接ファイルを検索できるわけではな
く、外部の検索ページへのリンクがある。ここ
からFTP サイトへアクセスしよう。

Mac

Macintosh Tree
http://www.sannet.or.jp/mactree/

数こそ少ないが、厳選されたソフトウェアの情報
が得られる。新しいソフトも続々と登録されて
いるので今後が楽しみだ。ほかにも毎日更新さ
れるニュースや、知っていると得するTIPS など
があり、マックユーザーは必見のページだ。

投稿募集!

ソフトウェア情報募集!
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、CDROM 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。

「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
390ページで紹介しています。
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