集中企画

インターネットで
電話 FAXどこへでも

いとうくにお
＋
インターネットマガジン編集部

Photo : Nakamura Tohru
Illust : Hasegawa Takako
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や電話は一般的だが、このほかにもFAXや電報、

フレンド」と「ベルとも」の組み合わせのよう

電子メールといった方法で、私たちは他人との

に、他の通信手段を使うコミュニティーと頻繁

コミュニケーションをとっている。しかし、こう

に連絡を取り合うことはほとんどなく、限られ

した通信というものには、当然のことながら送信

たメンバーでコミュニケーションを続けることが

個人と個人をつなぐメッセージは、コミュニ

者と受信者が存在し、互いが1 つの同じ通信手

多い。本来、通信手段というものは、広く多く

ケーションにとっては欠かせないものだ。私たち

段でコミュニケーションすることが「約束」され

の人と交流するためにあるものだが、実際はヘ

は常に誰かとメッセージをやり取りすることでコ

ている必要がある。電話を設置して電話番号を

ビーユーザーになればなるほど、その交流範囲は

ミュニケーションをとり、日常生活を送ってい

取得する、インターネットに接続して電子メー

狭いのではないだろうか。

ると言っていい。しかしそんな中でも、誰かと連

ルアドレスを取得するといったことが、この「約

仕事や遊びの基本、
それがメッセージ!!

「ペンフレンド」
や
「ベルとも」が
「メールフレンド」にも
なる!!

絡をとろうとしたときに、
「でも、あの人の家、

束」に相当する。そして、手紙で文通を重ねる

FAX ないからなぁ…」とか「彼はメールアドレ

人同士を「ペンフレンド」
、ポケットベルで連絡

ス持っていないしなぁ…」などの理由で連絡が

を取り合うだけの他人のことを「ベルとも」と

とれなかったという経験を持つ人は少なくないだ

呼ぶように、ある通信手段で継続するコミュニ

ろう。現代社会において、他人とのコミュニケ

ケーションは、それを利用する人たちをして、コ

しかしインターネットの技術やサービスの進歩

ーションは不可欠であり、そのための連絡法と

ミュニティーを形成させていく傾向が強い。そ

によって、このようなコミュニティーを形成する、

しての通信手段は、すでにいくつもある。手紙

うしてできたコミュニティーが、たとえば「ペン

異なる通信手段同士の相互乗り入れが開始され
た。そうしたサービスを利用することで、手紙

誰もが電子メールを使えるわけじゃない…

を書くという作業なしでインターネットから手紙

それでもメッセージは
届けたい！
！

を送信したり、インターネットからFAX を送信
したりすることができるようになった。そのため
インターネットのメールしか使っていなくて、手
紙を書かない人でも、手紙を使って「ペンフレ
ンド」を作ることが可能になった。電子メール
の「メールフレンド」にメールを送るのと同じ要
領で、ポケットベルやPHS などにメッセージを
送ることもでき、
「メールフレンド」や「ベルと
も」などのコミュニティーの垣根が取り払われよ
うとしている。コミュニティーがインターネット
によって結ばれていくのだ。

インターネットがコミュニティーをつないでくれる
PHS
携帯電話

インター
ネット
メール
フレンド

ペン
フレンド

ベルとも
FAX
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では、インターネットで手紙やFAX など
が送れるようになると、われわれの生活

パソコンなくても
メールがOK！

はどのように便利になるのだろうか。

る。また、手紙しか使っていない人も、インタ
ーネットを使って、これまで連絡すら取れなかっ
た相手とコミュニケーションできるようになるだ
ろう。

コンピュータ以外の相手にメッセージを届け

電子メールをPHS やポケットベルなどに送れ

ることができるようになると、電子メールでコミ

るということは、電子メールをやるならパソコン

ュニケーションをとる機会が多い人にとっては、

が必要という常識を覆すことにもなる。つまり、

メッセージを送信できる対象が増え、コミュニ

PHS やポケットベルで電子メールを受信するこ

ケーションの幅を広げるチャンスが増すことにな

ともできるし、メールの内容を電話から音声で
確認できるサービスを利用することもできる。そ

インターネットならこんなに便利！

どこでも誰とでも
メッセージのやりとり

上

利
に便
んな
こ
ば
使え
手に

のため、外出先でメールを確認するためにノー
トパソコンを持ち歩く必要はなく、受信手段は
PHS やポケットベルなどの中から、自分に合っ
たものを選ぶことができるようになった。

！

費用や手間も
ほとんどかからない
今回紹介するサービスには、従来の通信方法
と比べて費用や手間がかからないものが多い。
PHS やポケットベルなどにメッセージを送るに
は、これまでは文字変換表とにらめっこしなが
らプッシュホンを押していたのが、コンピュータ
のキーボードでメッセージを作成できるようにな
る。企業のオフィスでFAX を使う場合には、
FAX 機があるところまで歩いて行く必要があっ
たが、インターネットで送ることができるのであ
れば、デスクにあるパソコン上で処理できる。さ
らに、国際FAX の場合は通信費もバカにならな
いが、インターネットを使うことで通信コストを
下げることもできる。また、郵便を送るには切
手や封筒などを用意する必要があるが、インタ
ーネットから郵便を送るのであれば何も必要な
い。郵便料金をクレジットカードで決済できる
ことを便利だと感じる人も多いはずだ。
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インターネットならこんな

メッセージが送れる
インターネットによってコミュニケーションが
とれるようになったコミュニティーを図にまとめ
た。ここで紹介したサービスの個々の解説は次
ページ以降で行っていく。

ポケット
ベル

PHS
携帯電話

（文字メッセージ）

インフォネクスト
VirtualPager

P.233

P.234

郵便

きゃらメール
P.232
MojiMail97
ハイブリッド
メールサービス

P.235

P.240

D-MAIL
P.241

電報

KCOMインターネット
FAXサービス

もしもしメール
サービス
Anet

P.238
返信もOK

P.236

P.239

F@xEm@ail
P.237

電
話
FAX
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10人までのPHSに
同時にメールが送れる！

きゃらメール
このサービスはきゃらメール契約をした
PHSでしか利用できない
サービス料金…月額 100 円、きゃらメ
ールの読み出しには1 通あたり5 円が必
要
送信可能文字… 69 文字までのカタカナ
や英数字、ひらがなやアルファベット小
文字はカタカナや大文字に変換される
問い合わせ … 0120-898956
URL … http://www.nttphs.co.jp/
chuo/index.html

きゃらメール
NTTパーソナル
PHS でインターネットの電子メールが受信で
きる！ NTT パーソナルの文字メッセージサー

着信通知

ビス「きゃらメール」がインターネットからも
送れるようになり、通常のメールソフトでメッ
セージを送れるので操作も簡単だ。

メッセージ
インター
ネット

PHSのディスプレイ
に電子メールが！

読み出し
文字
メッセージ
サービスセンター

PHS でのやり取りは女子高生の専売特許だと思
っているアナタはもう古い！ これからはPHSがオジ

このサービスを利用するには「きゃらめー

サンたちの必須アイテムになる？
！ なぜなら今やビジ

る」の契約をしなければならない。これから

ネスでは当たり前になった電子メールが、PHSで受

PHSを購入する人は購入時に手続きをすると

信できるんだから！ そんなサービスが「きゃらメー

いいだろう。

ル」のインターネットサービスだ。通常のメールソ

■10 人まで同時に送信する方法

フトから最大10 人までのPHS へ同時にメッセージ
を送ることもできる。メッセージがすぐに相手に届

1

くので、シグナル（信号）として使うことで、ミー
ティングの時間連絡や友人との待ち合わせなどのグ
ループ行動にはもちろん、個人的なちょっとした言

2
3
4

付けにも利用できる便利なサービスだ。

返答先の番号も
送れる！

①サブドメインはグループ各社で異なる
②相手のPHS 番号（複数ある場合はカンマ
でつなぐ）

メッセージの作成は普通の電子メールとほぼ同じ

③送りたいメッセージ

で、メッセージ本文の前にMSG=を入れるなどの簡

④返答先番号

単な約束ごとしかないので簡単だ。送信先のPHS

※「Subject」欄は記入不要、
「宛先」や

番号は、アドレスの中に入力する方法と、本文の中

「TO」の欄に○○○-○○○-○○○○

に入れる方法とがある。メッセージと一緒に返答先

@cmchuo.nttpnet.ne.jp というように相

の番号も送れるので、本人が外出中の「○○さん

手のPHS 番号を入力すれば、本文中に相

が連絡を欲しいそうです」などといった連絡事項を

手のPHS 番号（PHSNO=）を入力する

きゃらメールで送るときに、相手の電話番号をメッ

必要はない。

セージと一緒に送ると親切だ。メッセージを受信す
るとPHS のディスプレイに受信通知が表示される。

■サブドメイン一覧

受信したメッセージを確認するには、PHSから専用

パーソナル中央 @cmchuo.nttpnet.ne.jp

番号でメッセージセンターにアクセスしてメッセージ

パーソナル東北 @cmtohoku.nttpnet.ne.jp

を受け取ることになる。

パーソナル東海 @cmtokai.nttpnet.ne.jp
パーソナル関西 @cmkansai.nttpnet.ne.jp
PHS編

「69 文字では何にも送れないよ」と言う前に、こ
の69 文字という「きゃらメール」のメッセージの文
字数を上手く利用することを考えてみよう。
かなが送れるようになる以前のポケットベルで、女
子高生が数字でメッセージをやり取りしていたのはご
存知だろうが、あのメッセージ送信法には、文字数
を減らせるというメリットがある。というのも、メッ
セージをきゃらメールでは「゛
」
（濁点）や「゜
」も 1 文
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字としてカウントされてしまうので、10105（イマ
ドコ？）や105216（ドコニイル？）などといった
「女子高生ポケベル用語」を使えば、メッセージの文
字数を少なくすることができる。
また、頻繁にメッセージをやり取りする相手とは、
お互いに理解できる省略語を決めておくのもいいだろ
う。とくに、自分や相手の名前などは、メッセージ性
が低いわりに文字数を使ってしまう。241（フジイ）
や5884（コバヤシ）
、24（ニシ）などと略してしま
うのもワザだ。

パーソナル中国 @cmvhugoku.nttpnet.ne.jp
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ポケットベルに漢字交じりの
メールが送れる！
インフォネクスト
NTTドコモ
最近のポケットベルはスゴイ！ 数字やカタカナだけでなく、漢字や
ひらがなだって送れるし、インターネットからポケベルにメッセージ
を送ることだってできるのだ！

なんてったって
漢字がOK！

インフォネクスト
サービス価 格 … 1,800 円 （呼 び出 し
50回まで、以降 200円/10回）より
対応機種…インフォネクストシリーズ
サービスエリア…関東甲信越
文字数… 100 バイト（全角 50 文字）
以内
問い合わせ… 0120-377-360
URL… http://www.nttdocomo.co.jp/

ポケベルでのメッセージ送信というと、
「4649
（ヨロシク）
」や「10519（ドコイク？）
」といっ
た一見意味不明のポケベル用語に恐怖感を持っ
てしまうオジサマ方も多いのではないだろうか。
でも今ではそんな心配は不要！ NTT ドコモのイ
ンフォネクストシリーズなら、漢字やひらがな交
じりのメッセージを、なんとインターネットから
でも送ることができる。キーボードでメッセージ
の作成ができるということは、送信する側にと
っても使いやすくて便利なサービスだと言える。

ポケベルは
プッシュメディアだ！

インター
ネット

ドコモ
ポケベルNW

送信は、普段使っている電子メールソフトか
■メールソフトの新規メール作成画面

らできるので簡 単 だ。 N T T ドコモのウェブ

エラー時の通知メールあり

（http://www.nttdocomo.co.jp/）にはメッセー
ジ送信フォームがあり、必要事項を入力するだ
けで送信することもできる。受信する側は通常

1

のポケベルのメッセージと同じだ。メッセージが
NTTドコモのサーバーに届くと、すぐにポケベル
に向けて発信される。メールが来るたびに手元
まで届けられるのはポケベルならではで、この特

2
3

性を活かした時事ニュースや天気予報などの情
報配信サービスもある。まるでプッシュメディア
①このアドレス宛てにメールを送る

を使っているようだ。

②送信先のポケベル番号
③メッセージ本文
※Subject は必要ない。
ポケットベル編
ポケットベルやPHS は、常に所有者の手元
にあるのが普通で、メールの受信者がサーバー
にアクセスして初めてメッセージの着信が確認
できるインターネットの電子メールと違い、受
信者の意志に関わらずメッセージの着信が通知
される。急用や必ず伝えたいメッセージを電子
メールで送るときには、ポケベルはPHSのサー
ビスと併用することで、着信のシグナルを相手
に伝えることができる。
ニフティサーブがポケベル対応の新サービス
ニフティサーブは 12 月 24 日から、ポケッ
トベル向けの「電子メール着信通知サービス」

を開始する。新サービスはNTTドコモのネクス
トサービス対応ポケットベルを対象としたサー
ビスで、これまで提供してきたポケットベルの
着信通知サービスが関東甲信越・東海・近畿
地方に限定されていたのに対して、NTTドコモ
の協力を得ることで全国的なサービスの提供が
可能になった。
サービス利用料金は、設定料金 100円／月、
呼び出し料金 10円／回。なお、1998年 3月
31 日までは、ネクストサービス対応ポケット
ベルを対象としたサービスについては「設定料
金」と「呼び出し料金」を無料で提供する。
問い合わせ…0120-508-502（一般）
0120-22-1200（会員）
URL… http://www.niftyserve.or.jp/release/
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エラー時の通知メールなし

1

2
①相手のポケベル番号
②メッセージ本文
※Subject は必要ない。
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ウェブからPHSやポケベルに
メッセージを送信！
VirtualPager
ユニデン（株）VirtualUni
VirtualPager は、ホームページ上からPHS やポケベルに文字メッセージ
を送信するサービスだ。WWW ブラウザー上でメッセージの作成ができるの
で、メールソフトなどのメッセージソフトをインストールする必要がない！

アナログ
公衆網

モデム
インター
ネット

Virtual Uni

各PHS、
ポケベルの
メッセージセンター

サーバー

WWWブラウザーから
PHSやポケベルに！
VirtualPager は、WWW ブラウザーで入力し

VertualPager
サービス料金…基本料金 3000円（1年間）
、15
円（1 回）※アステル北海道、アステル四国への
送信は25円（1回）
。価格は消費税別

たメッセージをPHS やポケットベルに送信する
サービスだ。メールソフトの設定などが必要ない
ので、外出先などでもWWW ブラウザーが使え
る環境さえあれば利用できる。
「外出中にメッセージを送信したくなったけど、
さすがに他人のパソコンのメールソフトを使わせ
てもらうのはちょっと…」という人でも、たいて
いの人はWWWブラウザーくらいは使わせてくれ
る（？）ので、VirtualPager なら他人のパソコ

対応サービス

● PHS
きゃらメール（NTTパーソナル）
モジトーク（アステル）
● ポケベル
日本国内のポケベルサービス事業各社の各機種
使 用 できるクレジットカード… NICOS、JCB、
VISA、MASTER、AMEX、
問い合わせ… 03-5541-8280
URL… http://www.vuni.ne.jp/vpager/

ンを使ってメッセージの送信ができる。ただし、
相手にずうずうしいと思われないよう、ほどほど
に…。

ポケベルで
スケジュール管理を！
メッセージの作成は、ウェブ上で必要事項を
入力するだけなので操作も簡単。Virtual Pager
は送信日時を指定することもできるので、忘れ
そうな連絡事項は時間指定で送信しておくとい
いだろう。自分宛てにメッセージを送信すれば、
「10 時からミーティング」などといったスケジュ
ールを時間どおりに受け取ることもできる。うま

VirtualPagerはウェブ（http://www.vuni.ne.

必要事項を入力して送信すればOKだ。セキ

く使えばスケジュールの管理をポケベルやPHS

jp/vpager/）から会員登録を行う。お試し会員

ュアサーバーでデータを暗号化する「セキュア

でできるようになる。ただし、サービス利用料金

に入会すると、無料で3 回までサービスを利用

モード」も用意されている。メッセージが送信

は1件あたりについてかかるので注意しよう。こ

できる。クレジットカード番号は電話かFAXで

される時間を指定することもできる。メールア

のサービス料金に、各PHS やポケベルのサービ

VirtualUniに連絡する。登録終了後、ユーザー

ドレスを入力しておけば、通信報告がメールで

ス料金がプラスされる。

IDがメールで送られてくるのでメモしておこう。

届けられる。
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「ピッポッパッ」
をソフトが代行
PHSやポケベルにメールを
MojiMail97
かんたん送信！
いちいち相手のPHS やポケベルの機種を考えながら、女子

エキスパートマグネティックス
（株）

高生のように「ピッポッパッ」とプッシュホンを押すのは至
難の技だ。MojiMail97 は、文章を文字列に自動変換して
PHSやポケベルに送ってくれるメッセージソフトだ！

もうプッシュホンなんて
恐くない！

MojiMail97
価格…シェアウェア1000円
動作環境…ウィンドウズ95 ／ NT4.0、
モデムが必要
対応サービス
●ポケベル
NTT ドコモ、 NTT ドコモ、 NEXT、
NTT ドコモ、インフォネクスト、東京
テレメッセージ
● PHS ・携帯電話
きゃらメール
（NTTパーソナル）
モジトーク
（ASTEL）
ショートメール
（NTTドコモ）
問い合わせ… 0474-53-1655
URL… http://209.41.20.151/

みんなと連絡をとりたいんだけど、それぞれが
持っているPHS やポケベル、携帯電話がバラバ
ラで、いちいちプッシュホンのボタンでポケベル
にメッセージを送ったりするのも大変だ…。そん
なときにオススメなのが、このMojiMail97 だ。
モデムの発信音を利用してPHSなどに文字を送
るので、一般電話のプッシュホンから送ること
ができるすべての機種にメッセージを送ることが
できる。女子高生がプッシュホンのボタンを押し
てメッセージを送る作業を代わりにやってくれる
ソフトだ。TAやPIAFSカードからでは送信でき
ないが、なんでもかんでもパソコンからやりたい
というワガママな（？）人にはうってつけのソフ
トだ。

相手に合わせて文章を
自動変換してくれる！

MojiMail97はシェアウェア（1000 円）で、
エキスパートマグネティックス（株）のウェブ
（http://209.41.20.151/）からダウンロードす

MojiMail97はPHSなどへのメッセージ送信専

ることができる。ファイルをダブルクリックす

用ソフトだけに、普通のメールソフトにはない便

るとインストールを開始するので、指示に従

利な機能がある。メッセージ作成は、相手の

って進めていけばOK だ。インストール終了

PHS やポケベルなどの機種をメニューで選択し、

後、MojiMail を起動するとメッセージ送信画

文書入力欄に送信したいメッセージを入力する。

面が現れる。

そうすると、選択された機種に見合った文字列
にMojiMail が自動変換してくれる。機種ごとの
文字変換表を見ながら入力しなくていいのはと
ても使いやすい。リスト（アドレス帳）に各人
のPHS 番号や携帯電話の番号などを登録して
おくと、送信先を選択した時点で相手の機種が
選択されるので、相手の環境を意識せずにメッ
セージを送ることができる。

アナログ
公衆網

「メッセージ」欄に入力した文字が、相手

モデム

各PHS、ポケベル、
携帯電話の
メッセージセンター

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

の機種（
「種類」欄に表示）に合わせて自動
変換され、
「送信文字」欄に表示されている
文字列をトーン信号で発信する。

INTERNET magazine 1998/2

235

電F
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メX
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ルに
が
送
れ
る
！
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FAXを送るのに、紙にいろいろ書くのは面倒だ。

FK
AC
XO
サM
ーイ
ビン
スタ
ー
ネ
ッ
ト

それを送るのにFAX 機まで行くのはもっと面倒
だ。 そんな人にオススメなのが、この、メール
をFAXとして送ってくれるサービスだ。FAXモ
デムと違って、電話をかけるわけではないから、
遠方へ送る場合でも安上がりで、通常の FAX
ではできない同報送信も簡単だ。

KCOM インターネットFAX サービス
サービス料金…契約料 2000 円、月額基
本料 2000円（KCOM加入者は1000円）
1 ページの料金…米国・カナダ50 円、日
本 ・ イギリス 80 円 、シンガポール・ 香
港・台湾 100円など
使用できるクレジットカード… UC、AMEX、
ダイナース、DC、JCB、NICOS、VISA、
MASTER
添付可能ファイル
●Win …ウィンドウズ：エクセル6.0/7.0
とワード6.0/7.0
●M a c … エクセル 4 . 0 / 5 . 0 とワード
5.0/6.0
問い合わせ… 0120-03-8844
URL … http://w3.kcom.ne.jp/

インターネットと
電子メールで
安価にFAXを！

添付ファイルも
FAXで受信できる！

パソコンはないけどFAX なら持っているとい

自分のファクス宛てに何度かメールを送信し

う人は多い。そんな人に向けてFAX をメール感

たところ、だいたい4分から6分ほどでFAXが届

覚で送れるのがこのサービスだ。
「電話（FAX）

いた。ただしKCOM ではその時間で届くことを

番号 @ifax.kcom.ne.jp」へメールを送ると、

保証しているわけではない。メール送信後、FAX

FAX としてその電話番号へ送られるのだ。もち

送信結果レポートがメールで届き、送信がうま

ろん複数の宛先を指定すれば同報送信となる。

くいったかどうかが分かる。FAX 番号もメール

契約料と月額基本料の支払いが必要だが、遠方

ソフトのアドレスブックに登録しておけるのはち

へ送る場合、特に海外宛ての場合は割安となる。

ょっと便利だ。メールとFAX を同報で送れると

たとえばKDD で米国へ通常のFAX を送る場合、

もっといいのだが、メール中にパスワードを入れ

最初の1分は6秒ごとに21円なので、1ページに

なくてはならないのでそれはできない。ワード文

30 秒かかるとすると合計105 円ということにな

書を添付ファイルとして送ってみたところ、細い

る。このサービスを使えば、米国宛て1ページは

線が少しかすれる感じだが全体としてはきれい

50 円だ。ちなみに日本国内は80 円と米国より

だ。ワードで作ったイラストもちゃんと出た。

高い。

まずウェブ（http://w3.kcom.ne.jp/serv/
faxindex.html）から申込書をプリントし、ク
レジットカード番号や自分のメールアドレス
など必要事項を記入してFAXする。1週間ほ
どでパスワードがもらえる。このサービスを使
ってFAX を送るには、
81-3-1234-5678@ifax.kcom.ne.jp（031234-5678 の場合）
というように、FAX番号の前に国番号（日
本は81）と市外局番（先頭のゼロは省く）
を付ける。同様にCc やBcc も指定可能だ。
メールの1 行目には pw=xxxxxxxx

は送信されないが、パスワードとメールアドレ
スをチェックして正規の利用者かどうかを確
認するためだ。
あとは通常の

メール

画像データ

メールと同様
に送信するだ
けだ。
アナログ
国際電話網

インター
ネット
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式でパスワードを入れる。これはFAX として
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撮
影
協
力

：

送られてくるFAXを
電子メールで受信！

シ
ャ
ー
プ
︵
株
︶

F@xEm@il

FAX編

技研商事インターナショナル
（株）

電子メールをFAX機で受信できるサービスには、
他人とのコミュニケーション以外にも便利な使い
方がある。それは FAX 機をプリンターとして利用
する使い方だ。
出張にプリンターを持参して行く人はいないと
思うが、出張中でもノートパソコンのデータをプリ
ントアウトしたいと思うことはしばしばある。そん
なとき、宿泊先のホテルなどのFAX 番号を転送先
に設定して電子メールを送れば、ホテルのFAX 機
をプリンターとして利用することができる。それば
かりか、ホテルのFAX 機を使えば、普段ならFAX
機やプリンターまで歩いて取りに行っていた書類
も、ボーイが部屋までそっと届けてくれるだろう。
もちろん家庭用 FAX 機を簡易プリンターとして使
うこともできる。

与えられた自分のFAX番号宛てのFAXを電子メー
ルで受け取ることができるサービスが F@xEm@il
だ。FAX をTIFF 画像にしてメールに添付して送っ
てくれるので、FAX 機がなくてもコンピュータで
FAXを受信できるのは魅力だ。

パソコンが
自分専用の
FAX機に!?
「オフィスのフロアのはじっこまでFAXを取り
に行くのが面倒」とか、
「会社で彼女からのラブ
ラブなFAX を受信した〜い」とか、そんな要望
に応えてくれるのがコレだ。F@xEm@il を申し

まず技研商事インターナショナルへ電話し

込むと自分専用のFAX 番号がもらえる。この番

て契約書を郵送してもらう。FAXを配信する

号へFAXが送られてくると、それがTIFF形式の

メールアドレスなどの必要事項を記入して返

画像データに変換され、メールに添付されて自

送する。契約完了後、指定したアドレスへメ

分のメールアドレスに届く。電話回線がなくて

ールが配 信 され

も、インターネットに接続してさえいればFAX

る。その中に自分

が受信できる。

用のFAX 番号が

F@xEm@il 用のFAX 番号はダイアルインで

記載されているの

23回線まで同時に受信が可能なので、企業など

で、それを確認し

で、サービスの申し込みやアンケート回収にFAX

てメールを返送す

を利用する場合にも有効だ。与えられるFAX番

れば手続きは終わ

号は今のところ03 のみだが、1 月中に札幌、名

り。

古屋、大阪でもサービスが開始される予定だ。

便利なだけじゃない、
環境にもやさしいぞ！

F@xEm@il
サービス料金
● 個 人 会 員 … 契 約 料 3000 円 、月 額 基 本 料 3000 円 、
1000 枚まで 25 円（1 枚あたり）、2000 枚まで 23 円、
2001枚以上は21円
●法人会員…契約料 10人分 20000円（11人からは1人
追加ごとに2000円）
、月額基本料 2500円（1人につき）
、
5000 枚まで25 円（1 枚あたり）
、10000 枚まで23 円、
50000枚までは21円、50001枚以上は19円
問い合わせ… 0120-548231
URL… http://www.giken.co.jp/

FAX がメールで届くのはなかなか快適だ。席
を立たなくてよいのも嬉しいし、ペラペラした紙
が散乱しなくてすむのもいい。不要になったらデ
リートするだけ。ゴミも出ない。FAX の画像デ
ータはMIME Base64 でエンコードされてメール
に添付されてくる。データはTIFF 形式なので、
対応したアプリケーションが必要だ。ウィンドウ
ズ 95 OSR2 以 降 で は 標 準 で 入 っ て い る
「Imaging」や、本誌CD-ROM に収録されてい

スキャン

FAX

る「 A C D S e e 」、 マッキントッシュでは

データ

「GraphicConverter」などが使える。TIFFファ

画像
データ

イルのサイズは送信側しだいでずいぶん違ってく
アナログ公衆網

る。文字だけの文書ならA4 サイズ1 ページで数
十 K バイトといったところだが、A4 サイズのカ
タログをハーフトーンで送ったところ600K バイ
ト以上にもなった。不要な模様などは、できる

FAX機

F@XEm@il
サーバー

インター
ネット

だけ省いて送ったほうがいいようだ。
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電子メールを
電話で聞こう！

申し込みはウェブ（http://www.mmmail.
ne.jp/）へ。1 週間ほどで契約申込書が郵送
されてくる。それにクレジットカード番号など

もしもしメールサービス

を記入して返送。それからまた1 週間ほどし
て手続き完了。全体で2 週間くらいかかるこ
とになる。
メールを聞くときは、東京、大阪、福岡の

NTT-TE東京

3 か所にあるアクセスポイントのいずれかに電

電子メールを電話やファクスで取り出せる。電話で電子メールに返信を出すことも可能
だ。携帯電話やPHSだけでインターネットを使いこなす、究極のモバイルだ。
ク書体でくっきりとしていて読みやすい。

普通の公衆電話で
OK！

返信を音声で送る場合は30 秒まで録音でき
る。試したところ30 秒で445K バイトの添付フ
ァイルが送られた。WAVE（PCM）ファイルな

メールが連絡手段の中心になってくると、外

のでウィンドウズのサウンドレコーダーやマッキ

出先からもメールをチェックしたい場合が出てく

ントッシュのムービープレーヤーで再生できる。

る。業務連絡が届いているかもしれないし、誰

話し、音声ガイドに従ってプッシュトーンで
会員番号、暗証番号を入力。メニューからメ
ールの読み上げを指定すると発信者、題名、
発信時刻、本文を読み上げてくれる。FAXで
の取り出しや返信操作などもすべてプッシュ
トーンで指示する。
ホームページの設定により、メールにフィ
ルターを設定したり、指定したホームページ
を読み上げたりもできる。ニュースサイトを指
定しておけば、電話で最新ニュースを読み出
すこともできるわけだ。

かからデートの誘いがきているかもしれないし…。
そんな人にオススメなのが「もしもしメールサー
ビス」だ。電話でメールを聞いたり、ファクス
でメールを取り出したりできて、返信を送るこ
ともできる。返信は、あらかじめ用意されてい
る定型文を番号で選ぶか、音声をサウンドファ
イルとしてメールに添付して送る。電話はプッ
シュトーンが発信できさえすれば携帯電話や
PHSでもOK。つまり歩きながらでもメールが聞
けるというわけだ。
サービス対象となるメールアドレスは、サービ
スの申し込み時に新たにもらえるメールアドレス
でもいいし、別のプロバイダーのメールアドレス
でもかまわない。メールを聞くだけならメールサ
ーバーから削除されないので、会社や家に戻っ
てからメールソフトでメールを受信することもで
きる。

電話の声が
メールになる！
メールの読み上げは、ところどころイントネー
読み上げ

ションがおかしいものの、充分聞き取れる。だ
が＋−＝◯×〜などの記号は飛ばしてしまうの
で、意味が取れない場合もあるだろう。そんな
インター
ネット

ときはFAX から電話をかけ、メールの内容をフ
ァクスで取り出す方法が有効だ。FAXは10ポイ

電話回線

もしもしメール
サービスセンター

ントほどの小さ目の文字で出てくるが、ゴシッ

電話編
電子メールの電話読み上げサービスを利用するにあたっては、メッセージ
を作成する送信側にもいくつかの注意点がある。
まず、本文中にあるテキストはすべて読むことになるので、不必要に長い
署名は入れないほうがいいだろう。英文の署名を使っている人は、自分の名
前や所属を日本語で書いておく程度でいい。相手が電話でメッセージを聞く
ことがあらかじめ分かっている場合には、相手に配慮した「ここからは重要
なのでメモを用意してください」などのメッセージを入れるのが親切だ。
この種のサービスは、相手がいつ読み出すのかが分からないので、急用を
伝えるのには向かない。利用するときは、受信者の都合を優先したサービス
だということを頭に入れておいたほうがいい。
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もしもしメールサービス
サービス料 金 … 入 会 金 3 , 0 0 0 円
（ 97 年 12 月 31 日 までは入 会 無
料）、基本料金なし、サービス利用
10円（1回ごと）
使用できるクレジットカード… JCB、
VISA、MASTER
アクセスポイント…東京、大阪、福
岡の3か所
問い合わせ… 0120-233-713
URL…http://www.mmmail. ne.jp

無料の電子メール
読み上げサービス
Anet
（株）
朝日広告社
（Anet事務局）、NTT
モバイル環境を作るお金はないけれど、外でメ
ールのチェックがしたい！ 電子メールの読み
上げや、メールアドレスの配布、他のアドレス
やFAX への転送ができる。しかもサービスは
すべて無料。そんなサービスがこのAnetだ！

やっぱり
タダはいいよね！
外出先でもメールがチェックできる安上がり
サービス料金…無料（電話での読
み上げとファクスでの取り出しは4
月以降に有料化の予定）
サービス内容…メール取り出し（電
話読み上げ、ファクス受信、携帯
端末やメールソフトでの取り出し）
メール転 送 （指 定 のアドレス、指
定のファクスへ転送）
※電話と FAX での取り出し用アク
セスポイントは東京と大阪の2か所
問い合わせ… 06-221-0072
URL… http://www.anet.ne.jp/

な方法はないものかとお考えのあなたにピッタリ
のサービスがこれだ。メールアドレスが取得でき、
そこへ届いたメールに対して、①電話で聞く、
②FAX で取り出す、③メールソフトや携帯情報
端末で取り出す、④指定のアドレスへ転送する、
⑤指定のFAXへ転送する、以上のことができる。
しかもすべて無料だ（ただし①、②は4 月から
有料化の予定）
。その秘密は広告。転送されて
きたメールとFAXには数行の広告文（各種企業
の製品情報やサービス案内）がメッセージの前
後に挿入されているのだ。
ただしメールアドレスをくれるとはいっても、
プロバイダーではないのでダイアルアップ用のア
クセスポイントを用意してくれるわけではない。
インターネットにアクセスでき、すでにメールア
ドレスなども取得している必要がある。

英語はちょっと
苦手なの…

インター
ネット

Anetサーバー
このほかにも FAX 機での取
り出しや、メールや FAX の
転送サービスがある（メッセ
ージには広告が挿入される）。

メールの読み上げサービスを利用してみた。こ
のほかのサービスはメッセージに広告が付けられ
るが、メールを読み上げる場合は広告は付かな
いのでいい。イントネーションはちょっと妙だが、

先はいつでもウェブで変更可能だ。電話での読

問題なく聞き取れる。記号は無視される。和文

み上げやFAX での取り出し（転送ではなくそ
のときかけている回線のファクスでの受信）を

にGo やLook などの単語が交じる程度なら英語
として読んでくれるが、英単語が続くと「英文

申し込みはウェブ（http://www.anet.ne.jp/）

利用するには、さらに別ページ（http://www2.

なので読めません」と言って飛ばされる。正確

から行う。このとき、好きな名前@anet.ne.jp

に内容を知りたいときはFAX で取り出すか、メ

というメールアドレスを申請するのだが、メー

anet.ne.jp/Audiotex.html）での申し込みが必
要だ。こっちの登録は数日かかる場合がある。

ールサーバーからメールをメールソフトで受信す

ルアドレスは早い者勝ちのうえ、すでに3 万人

サービスを利用するときは、東京と大阪にある

るほうがいいだろう。

以上の会員がいるのでありがちなものはだいた

アクセスポイントのうち登録時に選択したほう

無料なので、とりあえず出張時の連絡用など

い先客がいる。申し込んだ時点でチェックされ

に電話をかけ、音声の指示に従ってプッシュボ

にメールアドレスを1 つもらっておくのもいいか

るので、空いている名前が見つかるまで何度で

タンを操作する。これでメールを読み上げたり

もしれない。出張時はそのアドレスにメールを入

もトライできる。ウェブでの入力が終わると、

FAX で受信したりすることができる。

れてもらえば、いつでも電話やFAX でメッセー

すぐに登録完了のメールが届く。これで別アド

ジが取り出せるというわけだ。

レスやFAX への転送機能が利用できる。転送
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ウェブから郵便が送れる！
ハイブリッドメールサービス
（財）ポスタルサービスセンター
ホームページから封書が出せる便利なサービスがこれ。クレジットカードによる決済だから支払いも
簡単。すべてデスクトップで済むので出不精・筆不精の人にうってつけだ。

封筒や切手を買わずに
手紙が出せる！

ハイブリッドメールサービス
サービス料金… 110 円（用紙 1
枚）
、120円（2枚）
郵 送 可 能 用 紙 … A4 用 紙 最 大 2
枚まで
字数… 1 枚が39 文字× 43 行以
内（2枚目は61行まで）
使 用 できるクレジットカード…
JCB、VISA、MASTER
※宛先は 10 か所まで指定可能。
半角カナは使用不可
問い合わせ… 03-5720-2221
URL … http://www.furusatotayori.oe.jp/cgi-bin/h-mail/h̲
menu.chi/

田舎の両親や遠くの友達に手紙を出したいけ
ど、手元に便せんはないし、封筒もない。切手
はいくらだっけ？

初めての場合は、まず利用者登録を行う。

郵便ポストは遠いし…、あ

あめんどくさ〜い！！

これは一 度 行 えば次 からは必 要 ない。

と、そんな経験をお持ち

の方にオススメしたいのがハイブリッドメールサ

http://www.furusato-tayori.or.jp/cgi-bin/h-

ービスだ。

mail/h̲menu.cgi にアクセスし、
「封書郵便

このサービスは、サービスセンターのホームペ

サービス」の中の「利用者登録」をクリック

ージで文章を入力すればそれが封書になって宛

し、画面の指示に従って住所や氏名などを入

先に郵送されるというもの。受け付けは24時間、

力する。最後に利用者番号とパスワードが表

年中無休（システム保守時間である平日朝8 〜

示されるので、メモしておこう。次に画面で

9時を除く）だから、思いたったときにすぐ「手

指示された受付電話番号へプッシュフォンで

紙が出せる」
。電子メールの同報送信のように一

電話して、さっきメモった利用者番号とパス

度に10か所まで同じ内容の封書を送ることもで

ワードをプッシュ入力し、クレジットカードの

きる。

番号と有効期限を登録する。これで利用者登
録は完了だ。すぐにサービスが利用できる。

支払いはクレジットカード（JCB、VISA、
MASTER）で、申し込みから支払いまでがすべ

サービス利用時も前記のホームページにア

てコンピュータの前で済んでしまうのこの楽チン

クセス。
「封書郵便サービス」をクリックし、

さは魅力だ。

利用者番号とパスワードを入力すると、封書
の作成画面が表示される。本文と宛先を入力

24時間受け付けで
送信は1日 2回

し、
「送信」をクリックすると手続きは完了
だ。
本文は1 行39 文字（全角）以内で改行す

深夜 2 時にウェブにアクセスし、送信手続き

る必要があるので、あらかじめエディターなど

を行ったところ、翌々日には封書が宛先に届い

で整形して用意しておくのがよいだろう。ま

た（宛先は都内）
。申し込んだ手紙は9 時と15

た、43 行を超える分は2 ページ目に入力しな

時に日本橋郵便局に送信されるので、夜のうち

くてはならないので、安く上げるなら43 行以

に申し込んでおけば、朝イチでポストに投函し

内に収めるのがポイントだ。

たのと同じことになるわけだ。
封筒は白地に水色の帯が入った
横型のもの。便せんは白いA4サイ
ズの用紙で、文字は12ポイントほ
郵便編

どのゴシックフォントだ。いかにも
「レーザープリンターで印刷しま
した」という感じがするが、文
字が大きく読みやすいことは確か

ユーザー
照会

印刷・封入・封緘
配達

インター
ネット
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日本橋郵便局

インターネットから郵便が送れるハイブリッドメ
ールサービスは、SOHO などの小規模オフィスで
利用するのも便利だ。このサービスは、郵便物に
かかる切手代や封筒、便箋の料金をクレジットカ
ードで決済できるので、頻繁に封書を送る場合に
は領収書の処理が必要なくなり、クレジットカー
ドの引き落としで完了だ。10か所まで同じ内容を
送れるので、業務案内などをリリースするのにも手
間がかからない。電子メールで送れる相手には電
子メールで、電子メールを受け取れない相手には
封書で、といった使い分けもこのサービスなら楽に
できる。
また個人でも、郵便料金がクレジットカード引
き落としになることで、カードのショッピングポイ
ントを集めている人にとってはこのサービスの利用
価値は高いだろう。
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電報がウェブから送れる！
D-MAIL
NTT
従来 115 番で申し込んでいた電報がインターネットからも申し込
めるようになった。ホームページで台紙やメッセージが指定できる
から手続きも簡単。支払いはクレジットカードで決済 OKだ。

操作も簡単だから
初めての人も安心！
明日は恋人の誕生日なのに出張命令が…。そ
んなときはD-MAILでメロディー付き電報を送っ

D-MAIL
サービス料金
●慶弔電報… 25 文字まで 660 円
（以降 5文字ごとに90円）
●一般電報… 25 文字まで 440 円
（以降 5文字ごとに60円）
使 用 できる文 字 …全角文字は JIS
第 1 水準、第 2 水準。外字は使用
不可
使用できるクレジットカード… VISA、
MASTER、JCB、UC、MC、DC、
NTT Group VISA Card、AMEX、
ダイナース
※フラワー電報は申し込めない。
問い合わせ… 0120-699115
URL…http://denpo.isp.ntt.co.jp/

てみてはどうだろう。これは、115番に電話して
申し込む従来の電報をホームページでも申し込
めるようにしたサービスだ。24 時間受け付けて
いるので（115番は朝8時から夜10時まで）
、夜
のうちに明日の電報を申し込んでおくことがで
きる。午後 7 時までの申し込みなら、その日の
うちに配達してもらうこともできる。ホームペー
ジでは、台紙の選択やメッセージの作成が画面
上でできるので、電話で申し込むのに比べて分
かりやすい。
ホームページで申し込んだら、指定のフリー
ダイヤルに1時間以内に電話し、クレジットカー
ド番号などをプッシュ信号で知らせる。以上で
手続き完了。手間がかかると思われがちな電報
を、身近なものにしてくれる便利なサービスだ。

一目瞭然！
画面で台紙が選べる
D-MAIL のホームページはとても分かりやすく
作られているので、初めての人でも戸惑うこと

場にふさわしいメッセージは慣れないとなかなか
書けないものだが、D-MAILではメッセージ入力

ウェブ（http://denpo.isp.ntt.co.jp/）で

画面のところでおすすめの例文がいくつか用意さ

「電報を送る」をクリックすると申し込み画面
に入る。誕生日、婚約、結婚、出産など多

れているから安心だ。

数の選択肢から該当するシチュエーションを

電話でクレジットカード番号を入力するのは

はないだろう。画面の指示に従ってワンステッ

ちょっと面倒だ。会員

選ぶと、それに合った台紙が数種類表示され

プずつ操作していけば電報が申し込める。台紙

になれば電話でクレジ

る。台紙を選ぶと、メッセージ入力画面へ。

はおし花付き、刺繍付き、メロディー付きなど

ットカード番号を入力

その場でメッセージを入力してもいいし、画

があり、画面上で「目で見て」選べる。115 番

する手間が不要になる

面に用意されているお薦めのメッセージを使

で申し込む場合はこうはいかない。冠婚葬祭の

のだが、現在は手続

ってもいい。次は届け先の住所、氏名の指

きに1週間ほどかかる。

定。最後に、申し込み内容全体と料金が表

入会金や月会費など

示される。
「送信」ボタンをクリックすると、

は不要だから、いざと

仮受け付け番号と電話番号が表示されるの

いうときのために会員

で、これをメモする。電話して仮受け付け番

になっておくのもいい

号やクレジットカード番号を入力すれば操作

だろう。

は終了だ。

電報編
親しい友人の結婚式などに、ありきたりの電報
を送るのも面白くない。やはり相手によっては、
プライベートな内容の電報も送ってみたいものだ。
しかし、従来のオペレーターにメッセージの内
容を話す送り方では、ちょっとした冗談や内輪ネ
タの話題などを電報で送ることが何となく恥ずか
しくてためらわれてしまわないだろうか。でも、せ
っかくインターネットで送れるんだから、じっくり
と考えて、思わず吹き出してしまう内容のメッセ
ージなども電報で送ってみてはどうだろう。
また、受け付け時間が24 時間（午後 7 時まで
の受け付け分はその日中に配達）なのも嬉しい。
送りたいときの気持ちを、メール感覚でそのまま
電報として送信できる。これなら受け取った人の
印象に残るはずだ。

照会
配達

届け先
インター
ネット

D-MAIL

NTT

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1998/2

241

届かなければ
受け取れなければ
意味がない!!
「どう使うか」
が
大切
これまで紹介してきたインターネットからメッ
セージを送れるサービスだが、PHS やポケット
ベル、FAX、手紙や電報など、メディアごとに
それぞれ特徴は異なる。これらのサービスを賢く
使うには、各メディアの特性を理解する必要が
ある。
PHSや携帯電話は、通信エリアや細かい機能

何究
を極
使の
うモ
べバ
きイ
かル
?!に
は

ノートパソコン
所有者には
必要ないか？
ノートパソコンと携帯電話（やPHS）があれ
ば、電子メールの送受信はどこにいてもできる。
インターネットでのメッセージのやり取りに限っ
て言えば、モバイル環境があれば事足りること
が多いだろう。しかし、これまで紹介してきたサ
ービスは、現在使っているPHSやFAX機などを
使って利用できるものがほとんどなので、新たに
ハードウェアなどを購入することなくサービス料
金だけで利用できる。それぞれのサービスは特徴
や用途が異なるので、どれか1つのサービスに決
めるのではなく、自分に役立つと思うものはい
くつでも導入を考えてみるのがいいかもしれない。
ハードウェアなどの購入コストがかからず、サー
ビス料金もさほど高額ではないとなれば、あとは

は異なるものの、自らが電話機として音声メッ

本人が便利だと感じるかどうかにかかってくる。

セージを発信する機能を持っているため、受信

今回は、無料のサービスや無料体験ができるサ

したメッセージに対して電話としてすぐに反応す

ービスも紹介しているので、興味があるならば百

ることができるクイックレスポンスなメディアだ

聞は一見にしかず、とりあえず使ってみてはいか

といえる。きゃらメールなどで返答先電話番号

がだろうか。

を送信することができる
もの、一方向通信にと
どまらないこれらのサー
ビスの狙いだろう。
ポケットベルは受信専
用端末なので発信はで
きないが、受信したメッ
セージが「すぐに」確認
できるのは魅力だ。最
近では、ニュース速報
や天気予報などをポケッ

たかがメッセージ
されどメッセージ

トベルに配信するサービスもあるが、ポケットベ
ルのプッシュメディアとしての特徴を活かしたサ
ービスと言えるだろう。送る側にとっても、
「と
りあえずすぐに見てくれる」ポケットベルの利用
価値は高い。
FAX は、情報が紙として残るということがポ
イントだ。音声情報やデジタルデータを保存す
るには録音などの処理が必要だが、FAX は送ら
れてきた情報がそのままプリントされるので、メ
ッセージの確認も容易だ。メッセージに限らず
何かの情報を多くの人に知らせるには、やはり
プリントアウトされた紙の有用性は高い。
手紙や電報は、人間が直接運ぶことによって、
どこにでも必ず届けられることが最大の利点だ
ろう。ダイレクトメールなどの一方的な押し付
けも可能だが、正しく送られた手紙や電報は、
受け取り人の意志にかかわらず、仮に時間がか
かっても必ず届けられる。

242

INTERNET magazine 1998/2

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

コミュニティー
カルチャーの理解が
コミュニケーションの近道
電子メールの常識は
通じるか
電子メールを送るとき、
「拝啓 時下ご清栄の
こととお慶び申し上げます…」などと書き始め
る人はいないだろう。一般的に電子メールの世
界では、時候のあいさつや季語などは必要なく、
必要なことだけ簡潔に伝えるのが望ましいとさ
れている。しかし、インターネット以外の相手
にメッセージを送るときには、相手がインターネ
ットではないということに注意が必要だ。自分
は電子メールと同じ感覚でキーボードを打って
メッセージを作成していても、それは電子メール
ではなく手紙として届けられ、インターネットで
送ろうが手で書こうが、受け取った相手にとっ
ては、それは手紙であり、そこには先に述べた
ような電子メールの世界の常識は通じない。

サービス特性チェックグラフ
今回紹介したサービスの特性がひと目で分かるよう、時間（すぐ届くか、いつでも届けられるか）と
場所（どこでもか、決まった場所でか）の軸でグラフ化した。

相手の
コミュニティーを
理解
キーボードばかり打っている人でも、手紙を
書くときには手紙のルールで書きたいものだ。時
候のあいさつはもちろん、頭語や結語なども正
しく使ったメッセージを送りたい。そのためには、
他のコミュニティーの常識や慣習を理解するこ
とが必要だ。このようなときに役立つのが、数
多くあるメッセージの文書作成の解説本だ。郵
便や電報における常識はもちろん、さまざまな
ケースにおけるメッセージの文例や語法について
も解説がされている。
インターネットによってコミュニティー同士が
つながった今、これまで紹介してきたサービスを
上手に使うには、電子メール以外のコミュニケ
ーションの方法について理解しておくのがいいだ
ろう。

■グラフの見方
①きゃらメール（232ページ）
、
②インフォネクスト（233ページ）
、
③ VirtualPager（234ページ）
④ MojiMail97（235ページ）
、
⑤ KCOMインターネットFaxサービス（236ページ）

⑥ F@xEm@il（237ページ）
⑦もしもしメールサービス（238ページ）
⑧ Anet（239ページ）
、
⑨ハイブリッドメールサービス（240ページ）
⑩ D-MAIL（241ページ）
の各サービスを時間と場所の軸で表示した。
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