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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
「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。
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HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

配布元：ポイントキャスト株式会社
CD-ROM収録先： A Win→ Pcast
入手先： http://www.japan.pointcast.com/

1

[ポイントキャスト]

a を押すと画面内にWWW ブラウザーが表
示される。

PointCast Network
Ver.2.0 ßata1 日本語版

プッシュ型情報サービスの代名詞にもなっているポイントキャスト社
が、10 月 16 日から日本語での情報提供サービスを開始した。こ
れに合わせてビューアーソフトである「PointCast Network」も
日本語化された。いままで海外のニュースばかりで、あまりありが
たみを感じていなかった人も、これでポイントキャストの魅力を体
感できるはずだ。

●コンテンツは10種類

クを追加したいときはここで設定する。ダイ

注目されていたコンテンツは、日本語版では

アルアップユーザーは、登録するトピックをあ

8 種類のチャンネルが提供されている。25 社

る程度絞って少なくしておき、データの更新

の株式の動向をチェックできる「企業」
、日

に時間がかからないようにするのも手だ。

本全国の天気をチェックできる「お天気」
、各

●便利なティッカーと

産業のニュースが読める「産業」、asahi.
com に掲載されているニュースが読める「朝

ティッカー

ツ」、ほかに「ライフスタイル」や「ニュー

ら表示されるので、ほかの作業をしながらで

ス」
、
「CNN」といったチャンネルがある。今

も情報をチェックできる。パソコンで作業を

後、さらに日経BP社とインプレスのチャンネ

していないときは、スクリーンセーバー形式の

ルが追加される予定だ。

スマートスクリーン

●自分好みにカスタマイズ

●バージョンアップは

を押すと自分好みにチャン

a自分の興味のあるトピックだけを選ぶことがで
きる。

スマートスクリーン

日新聞」
、日刊スポーツが提供する「スポー

「カスタマイズ」

aスクリーンセーバー形式でニュースが表示される。

は、ニュースがスクロールしなが

動作環境

OS：ウィンドウズ95、NT4.0
CPU： 486、Pentium以上
メモリー： 16Mバイト以上

を使おう。

インターネットで

バージョンが出ると

のような表示になり、

ここを押すと自動的に最新のソフトウェアに

ネルを設定できる。はじめから登録されてい

PointCast Network のバージョンアップは、

バージョンアップされる。ダウンロードとセッ

るトピックを削除したいときや、新たにトピッ

インターネット経由で簡単に行える。最新の

トアップの手間が省けるわけだ。
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d白黒のページだから分からないが、HTMLタグが色分けして
表示されるので分かりやすい。

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

2

[ホームサイト]

HomeSite

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT4.0

Ver.2.5J

HomeSite は自動的にHTML タグを入力してくれるHTML エディターの中
でも、タグ派のユーザーに絶大な人気を誇るソフトウェアだ。スタイルシー
トやHTML 3.2 など、対応しているタグの多さも群を抜く。今回紹介する
待望の日本語版では、英語版のバージョン2.5で問題のあった日本語のイン
ライン入力も問題なくできる。さっそくタグ派必携のHTML エディターを試
してみよう。

●対応しているタグの多さは圧倒的

には複数のHTMLタグを登録することがで

「HomeSiteのウリは、対応しているタグの

きる。たとえば、ボタン1つで <CENTER>

a注目のスタイルシートも思いのまま。サンプル
が表示されるので分かりやすい。
配布元：アレイア社
CD-ROM収録先：
B Trial→ Win→ Homesite
入手先： http://www.allaire.co.jp/

多 さだ。HTML3.2 の大 部 分 に加 え、

<H3><B>という3種類のタグを一度に入力

<MULTICOL> や<SPACER> などのネット

することも可能なのだ。

スケープが独自に拡張したタグや、
<MARQUEE>といったマイクロソフト独自

●スタイルシートに対応

のタグにも対応している。これらのHTML

面倒なカスケーディングスタイルシート（CSS）

●内部ブラウザーはIE

タグは、ボタンを押せば自動的に入力され

も簡単に設定できる。複雑なタグを入力しな

内部ブラウザーにインターネットエクスプ

るが、ほとんどのタグにショートカットキ

くても、メニューから各項目を選ぶだけでス

ローラを使用しているので、作成したペー

ーが割り当てられている。頻繁に使うタグ

タイルシートのタグが入力される。

ジの確認が楽だ。ネットスケープの場合は、

はショートカットキーを使ったほうがより

されるサンプルを見ながら、いろいろ項目を変

残念ながら外部ブラウザーとして登録する

入力が楽だ。さらに、

更してみよう。

しかない。

のカスタムボタン

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

3]

に表示

配布元： ForeFront社
CD-ROM収録先： A Win→ Linksync
入手先： http://www.ffg.com/linksync/

動作環境
OS： Windows95、NT

[リンクシンク

LinkSync
Ver.1.1

f 同期中はこのアイコン
が変わる

ネットスケープナビゲーターとインターネットエクスプローラという2 大 WWW
ブラウザー双方がHTMLを独自に拡張しているため、ページによってブラウザー
を使い分けている人は多いはずだ。こんな場合にやっかいなのが、
「ブックマー
ク」と「お気に入り」の内容がバラバラになってしまうこと。そんな悩みを解決
してくれるのが、このLinkSync だ。自動的に「ブックマーク」と「お気に入
り」を同じ内容にしてくれる優れもののソフトウェアだ。

●「ブックマーク」と

「お気に入り」を同期する

d設定は、それぞれのブックマーク
ファイルを指定するだけでOK

けでOKだ。

をダブルクリックすると同期す

る。編集部で試したところ、最新のネットス
ケープナビゲーター4.0 とインターネットエク

LinkSync をセットアップすると、タスクトレ

スプローラ4.0 でも問題なく動作した。

イにアイコン

●同期時間も思いのまま

が表示される。アイコンを選

択して右クリックするとメニューが表示される
ので「Configure」を選ぶ。ここでネットス

LinkSyncの優れたところは、定期的に同期

ケープナビゲーターの「ブックマーク」の場所

させるように設定できるところだ。 に同期

とインターネットエクスプローラの「お気に入

させたい時間間隔を入力するだけで、
その時間

り」の場所をそれぞれ選択する。設定はこれだ

になると自動的に同期してくれるようになる。
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ブラウザーの最新動向をお伝えする

WWW Browser

Hot Line

バージョンアップ情報
やバグ情報、新しいプ
ラ グインの情 報 など、
次から次へと飛び込ん

でくるWWWブラウザー関連の最新ニュースをまとめて紹介す
るのが WWW Browser Hot Lineのコーナーです。今月は、
ついに登場したインターネットエクスプローラ4.0 日本語版製
品版のニュースからお届けします。

WWW Browser
Hot Line

インターネットエクスプローラ4.0
日本語版製品版登場！

aこれがIE4.0 製品版のデスクトップだ。IE4.0 などのアイコンが
変更されている。

1
セットアップのメニ
ュー画 面 。まず
「IE4.0 のインスト
ール」を選ぼう。

ついにウィンドウズ版インターネットエクスプローラ4.0 日本語版の製
品版が登場した。IE4.0の一番の目玉機能であるOSとの統合もより完
成度が高くなり、一段と使いやすくなっている。さらに、注目のアクテ
ィブチャンネルにも20 社の企業がコンテンツを提供することを発表し
た。さっそく、ウィンドウズ98 を先取りできるという意味でも注目さ
れているIE4.0 製品版の最新機能を紹介しよう。

2 種類のパッケージと
WWWWWW
追加コンポーネント

アイコンのデザインも一新

付属CD-ROM 内のIE4.0 のインストーラーを

セットアップして初めに気が付くのが、アイコ

WWWWWW

起 動 すると「 I E 4 . 0 のインストール」 と

ンの変更だ。IE のアイコン以外にも、アクテ

「IE4.0追加コンポーネントのインストール」と

ィブチャンネルやアウトルックエクスプレス、

いう2 つのメニューが表示される 1 。まず

デスクトップの表示などのアイコンも変更され

「IE4.0のインストール」を選ぼう。IE4.0のイ

ている。さらに、よく見ると、マイコンピュ

ンストール方 法 を「 標 準 インストール」
（ 1 6 . 3 M バイト）と「完全 インストール」
（25.5M バイト）の2 種類のパッケージから選
ぶことができる。
「IE4.0 追加コンポーネント
のインストール」では、韓国語を表示できる

ータやネットワークコンピュータ、ゴミ箱のア
イコンも変わっていることがわかる。

2
IE4.0 の画面。エクスプローラバーのデザイン
が変わり、検索サービスも4種類に増えた。

ブチャンネルを見るときだけだったが、このボ
タンを押せばどのページでも全画面表示でき
るようになった。

より洗練された
WWWブラウザー

WWWWWW

ほかに、Yahoo! Japan のみだった「検索」
もあちゃらNAVI、goo、infoseek Japan が
追加されたり、エクスプローラバーのデザイン

ようになる「韓国語サポート」やリンクをク

まずWWW ブラウザーを起動してみて感じる

リックする度に「カチッ、ポン」と効果音が

のが、ホームページの表示が速くなっているこ

でるようになる「Internet Explorer サウンド

とだ。複雑な表組を使っているページもスム

パック」など、IE4.0 をパワーアップするコン

ーズに表示される。

ポーネントがインストールできる。

また、Preview2 の段階で報告されていた

さらに、今回の正式版には「リアルプレイヤ

Java VMやJavaScript関連のセキュリティー

IE4.0の目玉機能の1つである「OSとの統合」

ー」や「VDOLive Player」といったリアルタ

ホールも修正されている。

がさらにパワーアップしている。フォルダー内

イムオーディオ＆ビデオ再生ソフトが含まれて
いるもの見逃せない。
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が変わったりといった変更もある2。

WWWWWW

ウィンドウズ95との統合

「全画面表示」ボタンは製品版から付いた便

のHTML ファイルや画像ファイルを選択する

利な機能だ。全画面表示になるのはアクティ

と、そのプレビューが表示されるようになった
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3
3。この機能はホームページを作る際に役立
ちそうだ。ほかにも、
「マイコンピュータ」で
はハードディスクの使用状況がグラフで表示
されたり 4、
「コントロールパネル」では、各
項目の説明が表示されたりするなど細かな機
能アップが行われている。

4

さらに、
「スタートメニュー」からアクティブ
デスクトップやタスクバーの設定が可能となっ
た。これらの機能は次期OSであるウィンドウ
ズ98 の姿を垣間見せてくれる。

WWWWWW

アクティブチャンネルも充実

HTML ファイルや画像ファイルのプレビューが表示
されるようになった。

注目のアクティブチャンネルのコンテンツも充
実。新たに「日本経済新聞ニュースチャンネ
ル 」、
「 Disney」、
「 ELLE」、
「 WNI Cyber
Weather World」の4 つのチャンネルが加わ
マイコンピュータを選ぶと、ハードディスクの使用状況が表
示される。

った。
さらに、朝日新聞のニュースサイトである
asahi.com は、アクティブチャンネルを使っ
たプッシュ配 信 コンテンツ「 a s a h i . c o m

5

NewsCard」を10 月 1 日より開始した 5 。
http://www.asahi.com/information/news

右上に表示されているのが「asahi.com News Card」
。
決められた時間に自動的にニュースが更新される。

card/newscard.html で登録できる。

WWW Browser
Hot Line

WWW Browser
Hot Line

「IE4.0に対応して
「VBScript」と「JScript」
が3.0にバージョンアップ

プッシュ機能を提供する
Netscape Netcaster
のマッキントッシュ版が登場

マイクロソフト社は、インターネットエクスプ

ネットスケープ社は、プッシュ機能を提供する

ローラ4.0 製品版に対応した「VBScript」と

Netscape Netcasterのマッキントッシュ版を

「JScript」を発表した。ともにバージョン3.0

リリースした。PowerPC 版のみでバージョン

となる。VBScript は、ダイナミックHTML を

は1.0 Preview Release 1となる。起動するの

記 述 するうえで有 用 なスクリプト言 語 。

に時間がかかったり、動作が遅いなどの問題は

【CD-ROM収録先】
A Mac→ Internet Explorer4
【配布元】 マイクロソフト株式会社
【URL】 http://www.microsoft.com/
ie_intl/ja/

情報募集！

JScriptは、JavaアプレットやActiveXコント

あるものの、安定して動作している。現在、

このコーナーでは、ネットスケープコ

ロールといったコンポーネントを操作するのに

下記のFTPサイトからスマートアップデート方

ミュニケーターやインターネットエク

有用なスクリプト言語だ。ともに、今後のウェ

式でインストール可能だ。

スプローラといったWWW ブラウザー

ブページ作成には欠かせない技術となりそうだ。

ftp://ftp.netscape.com/pub/communicator/
4.03/shipping/english/ma c/PPC/smart_update/

http://www.microsoft.com/japan/developer/
vbscript/(VBScript)

関する情報を募集しています。新し
いプラグイン、便利なTIPS、裏技
などの情報を、編集部まで送ってく
ださい。

http://www.microsoft.com/japan/developer/
jscript/(JScript)

宛先は、

ip-cdrom@impress.co.jp
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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

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

NO.

イアルアップIP接続のための機能が
満載されている電子メールソフト「電
信八号」の作者、
石岡隆光氏です。

Q

して燃え上がる野望（笑）とで、1995 年の
春に作りはじめました。

14

のがこのProgramer's Cool Talk
のテーマです。第14 回のゲストはダ

自分が使いたいということと、ニッチを発見

ダイアルアップユーザー必携の
電子メールソフト

あの「電信八号」の作者

石岡隆光

Q

「電信八号」のセールスポイントは

なんだと思いますか？
石岡

やはり、ダイアルアップIP接続環境

での使用を念頭に置いて設計したということ
です。それから、メールのデータが「単純な
テキスト形式である」ということがなぜか受け
ているみたいです。わたしは特に意識してそ
うしたわけではないのですが（笑）
。

コンピュータを使い始めたき

っかけはなんですか？
石岡

Q

大学のとき、英語が専攻で

ソフトウェアを作成するう

おもに翻訳をやっていたのですが、新

えでこだわっていることはあります

聞で「機械翻訳」というものがあるこ

か？
石岡

とを知り、興味を持ちました。いま考

まずプログラムのソースをき

えるとあまりに大それたことなのです

れいに書くことですね。これは設計の

が、自分で翻訳システムを作れないも

美しさとコーディングスタイルの両方

のかと思って当時発売されたばかりの

の意味です。処理効率より美を優先

NEC のPC-8001 を買いました。これ

したいと思っています（笑）
。

がきっかけですね。まあ、なんとなく

それから、機能モジュールを極力再

ではあるけれどパソコンに興味があっ

利用できるように設計することです。

たということもあります。
Q

プログラミングを始めたころは、ど

のようなソフトウェアを作っていたのですか？
石岡

まぁ、これは教科書どおりですね。

「GUI はある意味で、悪魔の発明なんです」
生年月日：1957年 5月12日
好きなもの：マグロ、椎茸、ビール、マンガ「ガラスの仮面」
嫌いなもの：鳥皮、モツ、早起き、満員電車

PC-8001を使っていたころは、ロー

これらを実行するためには「後戻り

することを恐れない」ということが必要なの
で、いつもそう心がけています。コーディング
中でも設計が悪いことに気づいたら、どんど

マ字かな変換プログラムや迷路を作るプログ

ェアも試してみましたが、当時のものは起動

ラム、ルービックキューブの展開図を表示す

するといきなり接続ソフトが電話をかけにいっ

るプログラムといったものを作っていたのを覚

てしまったりしてダイアルアップIP 接続には

えています。プログラムを書くのが仕事にな

向かないと思ったんです。まぁ、ダイアルア

ってからは自宅でのプログラミングはほとんど

ップIP 接続なんて、当時のインターネット環

しなくなりました。数年前にMS-DOSでプロ

境としては異常な環境だったわけですから、そ

ったプログラムを書こうとしてみることが大切

グラミングを再開して、そのころは日英翻訳

の環境で使いやすいかどうかなんて考えてなく

だと思います。そして試行錯誤してみて、疑

システムとかLISP を作りました。

てあたりまえかなと思ったわけです。そこで、

問が溜まりに溜まったところで本を読めばい

ん後戻りして書き直しています。
Q

プログラマーを目指す人たちに何か

アドバイスはありますか？
石岡

勉強しようとしないで、まずまとま

い。
Q

「電信八号」はどのような経緯で生

それから、これは時代に逆行していることか

まれたのですか？
石岡

もしれませんが、初めからGUI 部分のプログ

自分で使うためです。1994 年にIIJ

CD-ROM収録先

ラミングにはまらないで、データの構造や機能

の個人向けダイアルアップIP 接続サービスが

電信八号： A Win→ Den8

の構成といった設計の部分に力を入れたほう

始まってすぐ加入しました。そのころは電子

がいいと思います。そのためにはウィンドウズ

フリーソフトウェアのEudoraは日本語が扱え

[プログラム環境]
PC：150MHz PentiumのAT互換機
90MHz PentiumのPC-9821
OS：Microsoft Windows 95、Windows NT 4.0
言語： VC++、Perl for Win32
エディター：自作エディター

なかったし、その後いくつか出てきたシェアウ

ホームページ

味で、悪魔の発明なんです。

メールソフトの数も少なく、使いやすいソフト
が見つからなかったんです。ウィンドウズ用の

ならコンソールプログラムを書くことですね。
標準入出力とパイプの威力を知らないプログ
ラマーにならないで欲しいです。GUIはある意

jhttp://www.threeweb.ad.jp/~ishioka/
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R

Get
Internet
Tools!

総合

E

A

D

SHAREWARE.COM
http://www.shareware.com/

M
総合

e

TUCOWS
http://www.tucows.com/

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。
今回は海外にあるサイトをまとめて

SHAREWARE.COMはc netが提供する総合ソ
フトウェア情報サイトだ。ウィンドウズやマッキ
ントッシュ以外のUNIX やOS/2、Amiga といっ
たプラットフォームにも対応している。ソフトウ
ェアの名前やファイル名、カテゴリーなどで検索
できるのが特徴。

牛のマークが強烈な印象を与えるTUCOWSは、
ウィンドウズ用とマッキントッシュ用のソフトウ
ェアの情報がまとめられている。牛のマークでソ
フトウェアのオススメ度が分かるのが特徴だ。日
本も含めた世界各国にミラーサイトが置かれて
いる。

紹介します。

総合

FilePile
http://filepile.com/

Win

登録ソフトウェアの総数が100 万を超えるとい
う超巨大な総合ソフトウェアサイトだ。ウィン
ドウズやマッキントッシュ以外に、UNIXやOS/2
などのOS もサポートしている。さらに画像やゲ
ーム、メディアといったカテゴリーもあり、目的
別に探すこともできる。

Windows95.com
http://www.windows95.com/

名前のとおりウィンドウズ95 に特化した情報を
提供しているサイトだ。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が得られる。
なんとこのサイトはすでにwww.windows98.com
というドメインを所得しているのだ。

Mac

MacintoshOS.com
http://www.macintoshos.com/

ソフトウェアの情報のほかに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マッ
クの総合サイトだ。インターネット関連のソフト
ウェアはもちろん、画像や音声、パワーブック
用のソフトウェアといったカテゴリーもある。

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、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！
歓迎です。
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