テクニック

使い込めば使い込むほど、受け取るメッセージの量が増えていく。電子メールのヘビ
ーユーザーなら誰もが抱える問題がこれだ。メーリングリストやニュースメールなど

1

の貴重な情報が、机のうえに無造作に積まれた書類のようになっていないだろうか。
これでは、あとで欲しい情報をみつけることは不可能。なんとかならないものか。
その答えがここにある。電子メールの最上級テクニック「 技 整理術」をマスターして、
仕事にプライベートに 200 パーセント活用してほしい。
山田祥平

確実に振り分ける
こんな人に
オススメ

◆いくつものメーリングリストに参加している
◆多くのニュースメールを購読している

メーリングリストのメールや購読

う。多くの場合、どちらも個人のメ

アップして読み

しているニュースメールなど、1 日に

ールアドレスではなく、そのシステム

たい場合に有効

数百通のメールが届くユーザーは、

の代表的なメールアドレスになって

それを1 つのフォルダーで受け取って

いるはずだ。このアドレスは変更さ

「Java」という

いるようではだめだ。重要な仕事の

れることが少ないため、振り分け条

キーワードを指

メールがその中に埋もれてしまうな

件には最も適している。

定しておけば、

んてことも起こりかねない。まずは、

だ。たとえば、

また、
「Becky! Internet Mail」や

振り分け先のフ

「AL-Mail32」
などは、ヘッダーの

ォルダーには

「X-Sequence」
や
「Sender」
などの

Java に関する

要は、メーリングリストやニュー

項目を振り分け条件にできるが、こ

ニュースが書か

スメールごとに保存用のフォルダー

こに書かれたアドレスもメーリングリ

れたメールだけ

を作成し、受信したメールが自動的

ストでは有効なことが多い。受信し

が保存される。

に振り分けられるように設定すれば

たメールのヘッダーを調べてみよう。

電子メール整理術の基本中の基本
「振り分け」からマスターしよう。

いいわけだ。

Eudora Pro では、まず最初の「ヘッダ」で「From:」か「To:」
を選び、任意のアドレス指定をする。次に「かつ」を選び、下の
「ヘッダ」には「本文」を入れ、検索したい語句を指定する。
「移
動」先のフォルダーを選べば完了だ。

さらに高度な設定として、メール

ポイントは「振り分け条件」
。メ

の「本文」に含まれる文字列を条件

ーリングリストやニュースメールの場

にする方法がある。特に、ニュース

合、まず宛先や差出人を調べて見よ

メールで気になる話題だけをピック

s
s
s

オススメソフトはこれ！
h 本文の文字列を振り分け条件に指定できる
● Eudora Pro
●アウトルック 97（仕訳ウィザードのセットアップが必要）
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上図はインプレス発行のニュースメール「Movie Watch」のヘッダー部分
だ。注目すべきポイントは「To:」
、
「From:」
、
「Sender」の3 つだ。ここ
には個人宛てのメールアドレスではなく、システムを代表するアドレスが
書かれているはず。この3 つを調べて、必ず同じアドレスになっているも
のを検索条件に指定する。これが振り分けに最も適している。
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2
ニュースメールを資料として活用する
こんな人に
オススメ

◆ニュースサイトを毎日見ている
◆過去のニュース記事を仕事に活用している
ルは原則として読まないことにする。

になる。そして、調べたいキーワー

ールで配信してくれるニュースメー

各専門分野ごとに最新の情報をメ

その代わりに、最新の情報はニュー

ドがあるときにメールソフトの検索

ルを購読しているというユーザーは

スサイトなどでチェックする。もちろ

機能を使い、過去のニュースメール

多いだろう。過去の記事を検索でき

ん、ウェブサイトでは過去の記事検

全部からそのキーワードを含むメー

るため、仕事に欠かせない重要な資

索機能が完全でないことが多い点

ルを探し出すのだ。

料にしている人も少なくないはずだ。

や、複数のサイトにまたがる記事検

使用するメールソフトには全文検

でも、あれもこれもと購読している

索ができない点に不満を感じるだろ

索機能が必須になる。また、コンテ

うちに、フォルダーに未読メールが

う。この点をニュースメールで補う

ンツは、インプレスの「PC Watch」

たまっていくのが気になってしようが

と考えればいい。

ない。そんな、忙しい人におすすめ
の整理術を紹介しよう。
まず、購読しているニュースメー

や「Internet Watch」
、日経 BP 社

届いたニュースメールは目を通さ

の「Nikkei BizTech Daily News」

れることなくフォルダーに振り分け

など、ニュースメールとウェブサイト

られ、検索されるのを待機する状態

が連動しているものが最適だろう。

オススメソフトはこれ！

メールソフトをデータベースとして使うなら、
検索機能が充実していることが重要だ。ヘッ
ダーだけでなく全文検索ができることが最低
条件。さらに、複数のフォルダーにまたがっ
た検索ができれば最高だ。上図はアウトルッ
ク97 の検索画面。サブフォルダーのどれを
検索対象にするかを細かく指定できる。

h 複数フォルダーにまたがってメッセージの全文検索ができる（結果はヘッダーのみを一覧表示する）
● AL-Mail32
●アウトルックエクスプレス
●アウトルック 97

3
忘れずに返事を出せるようにする
こんな人に
オススメ

◆毎日多くのメールが届く
◆すぐに返事を書くひまがない

比較的多くのメールを受け取るユ

しいこともある。

ただし、返事は書かずに未完成のま

ーザーの悩みは、いかにして忘れず

こんなユーザーに役立つ技を紹介

ま閉じて下書きフォルダーに保存し

に返事を書くかだろう。読んだ瞬間

しよう。メールソフトに付属の「草

ておく。そして、あとで時間に余裕

に「返信」ボタンを押してメールを

稿」や「下書き」などの機能を活用

があるときに下書きフォルダーの中

書かなければ、必ずといっていいほ

するのだ。まず、受信したメールに

のメッセージに順に返事を書いてい

ど出し忘れが発生する。とはいうも

ざっと目を通し、それに返事が必要

く。これだけで、重要な要件に返事

のの、返事を書くひまもないほど忙

な場合はその場で返信ボタンを押す。

を出し忘れることはなくなるはずだ。

オススメソフトはこれ！
h 書きかけのメールを「下書き」
、
「草稿」
、
「Drafts」などに保存する機能がある
● AL-Mail32（送信箱）
●アウトルックエクスプレス（下書き）
● Becky! Internet Mail（草稿） ●ネットスケープメッセンジャー（Drafts）
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返事を出す必要があるメールを見つけたら、
とにかく返信ボタンを押す。メッセージは書
かずに草稿フォルダーなどに保存しておく。
時間があるときにまとめて草稿フォルダーに
たまったメールに返事を添えて送信する（上
図はBecky の草稿を使った）
。
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4
複雑な検索条件をファイルに保存しておく
こんな人に
オススメ

◆同じキーワードで頻繁に検索する
◆検索に複雑な条件を指定する

先に、ニュースメールをデータベ

むがB は含まない」など、検索条件

ース化して過去の記事を検索する方

を考えるだけで一苦労だ。こんなユ

法を解説した。ところが、顧客から

ーザーにおすすめの技がこれだ。

始されるわけだ。
Becky!のように、一
度検索したキーワード

の膨大な量のアンケートメールを整

メールソフトはかなり限定されて

を検索条件とともに記

理したり、ユーザーサポートを電子

しまうが、アウトルック97 のように

憶しておける機能も結

メールで行ったりする場合、もっと

一度指定した検索条件をファイルに

構使えるはずだ。

複雑な検索が必要になることがある。

保存しておけるソフトを使う。こう

「何日から何日まで」と日付を指定

しておけば、そのファイルをダブルク

したうえに「A というキーワードは含

リックするだけで自動的に検索が開

オススメソフトはこれ！
h 細かな検索条件を保存しておき、次回からワンタッチで検索ができる
● Becky! Internet Mail
●アウトルック 97

アウトルック97 では、
「検索す
るフォルダー」
、
「受信日時」
、
「A は含むが B は含まない」、
「差出人」など複雑な条件を
指定できるうえに、上図のよ
うにその条件をファイルに保存
しておける。次回からの検索
は該当するファイルをダブルク
リックするだけ。

5
テキストエディターでメールを整理する
こんな人に
オススメ

◆ 高度な検索機能を持ったメールソフトを
◆ メールソフトの検索機能に満足していない

メールソフトに高度な検索機能が

索が可能だ。

どを削ってサイズを小さくし

ない、それでもほかのソフトに乗り

たとえば、「 秀 丸 エディタ」 の

てある。そのうえ、メッセー

換えるつもりはない、そんなユーザ

grep 機能などを使えば、特定のフ

ジも1 つのテキストファイル

ーは普段から使い慣れたテキストエ

ォルダーにあるすべてのテキストファ

に保存されるので、エディタ

ディターや検索ツールを使う方法が

イルから指定した条件に見合う行を

ーを使った検索と組み合わせ

抜き出し、そこから該当するファイ

て使えばかなり強力なメール

ルを即座に表示できる。

ソフトに変身するはずだ。

おすすめだ。
Al-Mail32 など、メール1 通につ
き1 つのテキストファイルに保存する

運べるメールソフトとし

ない技だが、受信したメール本文か

て話題の「どこでも読メ

らかなり高度な条件を設定しての検

ーラ」は、検索機能な

オススメソフトはこれ！
h メール 1 通につき 1 つのテキストファイルに保存する
● AL-Mail32
●どこでも読メーラ
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フロッピーディスクに入れて持ち

タイプのメールソフトでなければでき
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1

使っていない

3

秀丸エディタの「検索」メニューから「grep の実
行」を選び、検索条件を入力する。
「フォルダ」欄
はAL-Mail32 をインストールしたフォルダー内にあ
る「Mailbox」を指定して「OK」を押す（図 1）
。
検索結果が表示されたら、
「その他」メニューから
「タグジャンプ」を選ぶ（図 2）
。
これで、該当するメッセージが秀丸エディタに表示
される（図 3）
。
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6
プロバイダー経由で会社宛てのメールを読む
（POPサーバーに直接アクセスできない場合）
こんな人に
オススメ

◆ 会社のPOPサーバーに別のプロバイダーからアクセスできない
◆ 社外から会社宛てのメールを読む機会が多い

会社によっては、セキュリティー

るといったことができるが、営業で

人で使用しているプ

上の理由からプロバイダーなど他の

外回りをするような日常業務ではそ

ロバイダーのアドレ

ネットワーク経由では自社のPOP サ

うもいかないだろう。さらに、長期

スに転送するように

ーバーにアクセスできないようになっ

休暇中に海外から会社宛てのメール

設定する。プロバイ

ている。つまり、自分がどこにいて

を読むとなると、国際電話を使うし

ダーのメールアドレ

も、常に会社のRAS サーバーに直接

かない。そんなユーザーにはこの技

スを確保したり接続

ダイアルアップする以外にはメール

をおすすめする。

したりするために要

を読む手段がないということになる。

会社にある自分のデスクトップマ

するコストは自前だ

長期の出張なら、システム管理部

シンでメールソフトを起動しっぱな

が、背に腹は代えら

門に申請書を出して指定したアドレ

しにしておき、届いたメールをその

れない。

スに転送してもらえるように依頼す

場ですべて別のアドレス、つまり個

オススメソフトはこれ！

（キャプション）
振り分け結果を「転送」に指定しても「送信」フォルダーにコピ
ーするだけで、実際の送信は手動で行うソフトが多い。必ず実験
をして自動的に送信されるかどうかを確かめよう。Becky!なら、
「ツール」→「設定」→「受信」の「受信時に配信」にチェック
を付ければいい。
上図はEudora Pro の設定画面だ。
「結果」の欄で「転送」を選
び、転送先のアドレスを入れるだけでOK だ。

h 受信メールの自動転送に対応している
● Becky! Internet Mail
● Eudora Pro
●アウトルック 97

7

メッセージを他のドキュメントと区別せずに管理する
こんな人に
オススメ

◆ プロジェクト内の意見交換をメールで行う

電子メールをとことん使いこなし

て交わしたメールも同様で、あとで

ているメンバーがそろっていれば、プ

見る可能性のある資料性の高いもの

ロジェクト内で交わされる意見交換

は、ファイルとして同じ専用のフォ

のほとんどをメールで行うことも不

ルダー内に保存しておく。こうして

可能ではない。そんなユーザーには

おけば、データを参照する際にわざ

すぐにこの技が役立つはずだ。

わざメールソフトを起動する必要も

特定のプロジェクトが開始したら、
まずハードディスク内にそのための専

ないし、なによりも、1 つのまとまっ
た資料として管理できることになる。

用フォルダーを作る。ワープロで作

ほとんどのメールソフトには、メ

成した企画書、表計算ソフトで作成

ールの内容をテキストファイルとし

した見積もりデータ、プレゼンテー

て保存する機能があるが、ドラッグ

ション用のファイルなど、アプリケ

アンドドロップでメールをファイルと

ーションの種類を問わずすべてのフ

してコピーできるアウトルック97 や

ァイルをここに保存する。

アウトルックエクスプレスが便利だ

さらに、そのプロジェクトに関し

アウトルックエクスプレスならメ
ールをドラッグアンドドロップで
フォルダーに移動するだけ。保存
されたメールはダブルクリックす
ればすぐに中身が表示される。

ろう。

オススメソフトはこれ！
h ドラッグアンドドロップでメッセージを
ハードディスク
（フォルダー）に保存できる
●アウトルックエクスプレス
●アウトルック 97
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8
電子メールを備忘録
（リマインダー）
にする
こんな人に
オススメ

◆電子メールで仕事の依頼が届く
◆電子メールで会合のスケジュールを決める

重要な会合の日程や仕事の期限

そこで、約束や締め切りなど期日

などがメールで送られてくるというユ

に関するメールを受け取ったら、そ

あたかも差出人から直前の確

ーザーも多いはずだ。先に紹介した

の前日にもう一度同じメールが自分

認メールが届いたかのような

「忘れずに返事を書く」こと以上に、

のメールボックスに届くようにするの

イメージだ。これなら、約束

この手のメールは絶対に見逃すわけ

がおすすめだ。このためには、指定し

をうっかり忘れることもなく

にはいかない。
「重要」などのフォル

た日に自分宛てにメールを送信して

なるはずだ。

ダーを作って日程が書かれたメール

くれる機能が必要にな

を保存しておくという手もあるだろ

る。

う。でも、これだけではまだ甘い。

ト」（回送）が可能なので、

2

Becky!のリマイン

保存したことさえ忘れてしまうのが

ダー機能にある転送設

人間だ。

定では、「リダイレク

期日に関するメールを受け取ったら「リマインダー」フ
ォルダーに入れる（図 1）
。
移動したメールを開いて「メッセージ」メニューから
「リマインダー」を選び、
「リマインダー指定」で自分
に送信する日を設定する（図 2）
。

オススメソフトはこれ！
h 指定した日に自分宛てのメールを送信する機能がある
● Becky! Internet Mail

1

9

メッセージ内のURLをあとでまとめて見る
こんな人に
オススメ

◆ダイアルアップユーザー
◆ URLが多く書かれたニュースメールを購読している
しているユーザーはそうもいかない。

したいURL をメールを読みながらど

ていく。こうしておけば、接続時に

ソフトがメッセージ内のURL をクリ

最近では、ほとんどの電子メール

ノートパソコンなどでオフラインでメ

んどんショートカットにして保存し

まとめてウェブページを参照できる

ックするだけでWWW ブラウザーが

ールを読んでいる場合も同様だ。そ

起動してウェブページを表示する

こで、ちょっとした工夫でオンライ

「クリッカブルURL」機能に対応し

ン時にまとめてURL を参照できる便

ている。ニュースメールなどにも詳
細を記したウェブページへのリンク
が書かれていることが多い。

利な技を紹介しよう。
ネットスケープメッセンジャーやア
ウトルックエクスプレスなら、クリッ

専用線ユーザーなら、ニュースを

カブルURL をドラグアンドドロップ

読みながら気になるページを次々に

することで、デスクトップなどにイン

見ていくこともできるだろうが、ダ

ターネットショートカットを作成で

イアルアップでインターネットに接続

きる。これを利用して、あとで参照

オススメソフトはこれ！
h クリッカブル URL をドラッグアンドドロップするとインターネットショートカットとして保存できる
●アウトルックエクスプレス
●ネットスケープメッセンジャー
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ようになる。

10
定型メールを用意してすばやく送信する
こんな人に
オススメ

◆仕事の依頼や月例の会議招集など、
同じ書式のメールを送信することが多い

会議の招集や報告書、レポートの

く進める方法を考えるべきだろう。

成中のメールに名前を付けて一般の

督促など、一定の書式を持ったメー

そこで、メールソフトに付属の

フォルダーに保存すれば（ 技 7 を参

ルを繰り返しポストすることが多い

「テンプレート機能」を活用するこ

照）
、そのメールを定型メールのオリ

と思ったことはないだろうか。メー

とをおすすめする。Becky!やAL-

ジナルとして利用できるようになる。

ル全体とまではいかなくても、書き

Mail32 では自作のテンプレートをい

保存したメールを開き、追加事項を

出しや締めくくりの文章はいつも同

くつでも用意しておける。さらに、

書き込んで送信ボタンをクリックす

じという人は多いはずだ。さらに、

本文だけでなく件名も定型のものを

るだけの簡単な操作で定型メールが

イベントの案内のように同じ内容の

指定できるのがうれしい。

出せるわけだ。もちろん、元のメー

メールを大量に送信することもある。

テンプレート機能はないが、アウ

このようなケースに当てはまるなら、

トルック97 やアウトル

少しでもメッセージの作成を効率よ

ックエクスプレスでは作

ルはオリジナルのまま保存される。

Becky!のテンプレート設定画面。
「メッセージ
の作成」→「テンプレート保存」を選べば表示
される。通常のメール同様に必要事項を記入
すればいい。

オススメソフトはこれ！
h 自作の定型文書をテンプレートとして登録しておける
● AL-Mail32
● Becky! Internet Mail
●アウトルック 97
●アウトルックエクスプレス

アウトルック97 とアウトルックエクスプレスは、
ハードディスクに適当なフォルダーを作ってテ
ンプレートにしたいメールを保存しておけばい
い。
AL-Mail32 のテンプレート設定画面。
「ツール」→「オプシ
ョン」→「テンプレート」→「追加」を選べば表示される。
「ヘッダ」に「Subject:」に続けて件名にしたい文字を入れ
るのがポイントだ。

11

いつでもどこでもメールを読む
こんな人に
オススメ

◆ニフティサーブに入会している
◆ノートパソコンを持ち歩きたくない

技 6 ではEudora Pro やBecky!

ージ経由でもアクセスできるように

うしてメールを転送しておくことで、

メールをチェックするなんてこともで

を使ったメールの転送方法を紹介し

なった。もちろん、電子メールの送

再び利用する機会が増えそうだ。

きるわけだ。

た。自分宛てのメールを別のプロバ

受信もできる。そこで、自分のデス

たとえば、 営 業 先

イダーに転送するこの技を応用すれ

クトップマシンでメールソフトを起動

などにコンピュータが

ば、メールソフトがなくてもインター

しておき、受信したメールをニフテ

あり、WWW ブラウザ

ネットに接続できるPC さえあれば自

ィサーブの自分のアカウント宛に転

ーが自由に使えるので

分宛てのメールが読めるという、さ

送する。インターネットメールを使

あれば、ノートパソコ

らに進んだ技が使える。

うようになり、ニフティサーブのアカ

ンを持ち歩かなくても

ご存じのように、ニフティサーブ

ウント宛にメールが来ることは少な

訪問先でちょっと端末

にはWWW ブラウザーからウェブペ

くなくなったという人も多いが、こ

を拝借して自分宛の

オススメソフトはこれ！

h 受信メールの自動転送に対応している
● Eudora Pro
● Becky! Internet Mail

インターネットに対応したニフティサーブは、工夫次第
でこんなに便利な使い方ができる。
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12
PHSでメールの着信を確認する
こんな人に
オススメ

◆ PHSを使っている
◆外出先からノートパソコンを使ってメールを読むことが多い

ノートパソコンを常に持ち歩いて

外出時はオフィスのデスクトップパ

ーソナルでは、きゃらメールの契約

けば、PHS がそれを知らせてくれ、

頻繁にメールをチェックする人は、

ソコンでメールを常時受信するよう

をしておくことで、
「PHS 電話番号

本文にはFrom の内容だけが書かれ

どうしても空振りが多いのに閉口し

に設定する。次に、Becky!のテン

@cmchuo.nttpnet.ne.jp」にイン

ているため、誰からのものかがわか

ているはずだ。ちょっとした空き時

プレート機能と振り分けマネージャ

ターネット経由でメールを送ると、

るわけだ。そこでおもむろにノートパ

間に接続しても、届いているのはメ

を利用し、「To:」に自分の名前が

それをきゃらメールとしてPHS 端末

ソコンを取り出して接続し、メール

ーリングリストのメールやニュースメ

含まれるメールが届けば、
「From:」

で受信して本文を見られるようにな

の内容を確認すればよい。これで空

ールばかりで、緊急性の高いものは

行だけを切り出して本文にし、NTT

る。センター蓄積タイプなので圏外

振りはゼロになること間違いなしだ。

多くない。自分のメールボックスを

パーソナルの「きゃらメール」とし

にいても、圏内に入った時点で再通

チェックしなくても、誰かが「〜さ

て転送するように設定する。これで

知されるので読み逃しはない。1 通5

んからメールが来ているよ」と教え

完了だ。

円は量がかさむとこたえるが、ポケ

てくれればどんなに楽か。少々高度

Becky!では転送の際にテンプレー

ベルなどよりは安

なテクニックを使うが、これを実現

トが利用でき、そのテンプレートの

い。もちろんメー

する技がある。

本 文 に「 % f 」 と書 くだけで、

ルはサーバーに残

使用するソフトはBecky!。まず、

「From:」の内容だけを切り取れる
のだ。
NTT パ

2

す設定だ。
これで、自分個
人宛のメールが届

1

Becky!の「ツール」メニューから「振り分けマネージャ」を選ぶ。
「条件」の「ヘッダ」を「To」にして、
「検索」欄に自分の名前かメ
ールアドレスの一部を入れる。
「移動先」で「送信箱」をクリックして「転送」にチェックを付ける。
転送先のアドレスは「PHS 電話番号 @cmchuo.nttpnet.ne.jp」にす
る。
「使用テンプレート」には先にテンプレートを保存した際に付けた名
前と同じものを選ぶ。
「追加」を押して「完了」を押す。

まず、きゃらメールの契約を済ませておく。
次にBecky!の「メッセージの作成」を選び、
「テンプレート保存」ボタンを押す。
「PHS」
などの適当な名前を付けてテンプレートを保
存したら、本文に「%f」と入力してウィン
ドウを閉じる。

3

オススメソフトはこれ！

Becky!の「ツール」メニューから「設定」を選び、
「受信」タブの
「定期的にチェック」にチェックを付けて適当な時間を指定する。
下の欄の「受信時に配信」にチェックを付けて「OK」を押せば設定
は完了だ。デスクトップマシンでBecky!を起動したままにしておけば
いい。
あとは、PHS にきゃらメールが届くのを待つだけだ。

h 受信メールの自動転送に対応していて、転送の際に
From:行だけを切り取って送れる
● Becky! Internet Mail
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13
外出先で読み書きしたメールを常用の
メールボックスにインポートする
こんな人に
オススメ

◆デスクトップとノートパソコンの両方でメールを送受信する

オフィスではデスクトップパソコン

ーク経由でノート側のファイルを使

で、外出先ではノートパソコンを使

うようにする。これならいつサブノー

ってメールを読み書きするユーザー

トを持ち出しても、メールの状態は

の場合、双方に分散するメールの整

最新だ。

理に困ってしまう。受け取るメール
はサーバーに残すように設定すれば、
あとでもう一度受け取れるが、送信
したメールは片方のパソコンの送信
トレイなどに残らなくなってしまう。
この分散したメールをなんとか1 つに
まとめて整理できないものか。
アウトルック97 なら複数のメール
ボックスをオープンできるので、オフ
ィスに戻ったらノートパソコンのメー
ルボックスファイルをネットワーク経
由で開き、ドラグアンドドロップで、
メールを移動すればいい。
もっと高度な方法もある。メール
を保存しておくのはノートパソコン
側にしておく。アウトルック97 やウ
ィンドウズ95 標準の受信トレイで

デスクトップ側のアウトルック97 で「ファイル」メニューから
「ほかのフォルダを開く」→「個人用フォルダ」を選び、ノー
トパソコン側の「outlook.pst」
（通常はWindows フォルダー
内にある）ファイルを開く。すると、左図のように2 つの個人
用フォルダが表示される。下部にあるのがノートパソコンのも
のだ。あとは、デスクトップからノートへと必要なメールをド
ラッグアンドドロップで移し替えればいい。

は、 メールボックスを保 存 する
「.pst」ファイルを任意に指定でき
るので、デスクトップパソコンでメー
ルを読み書きする場合も、ネットワ

ネットスケープメッセンジャーなら、まずノート側のハードデ
ィスクにネットワークドライブ名を割り当てておく。次に、デ
スクトップ側で「スタート」メニュー→「プログラム」→
「 Netscape Communicator」 → 「 Utilities」 → 「 User
Profile Manager」を起動する。
「プロファイル名」の下の欄
に、 サブノートパソコン側 の「 P r o g r a m
Files¥Netscape¥Users¥ ユーザー名」フォルダーを指定すれ
ばメールボックスの共有ができる。

オススメソフトはこれ！
h1 つのメールボックスファイルを複数のパソコンで共有できる
●アウトルック 97
●ネットスケープメッセンジャー

この記事で紹介したソフトウェアの入手先
● AL-Mail32
CD-ROM 収録先：【A】Win → Almail32
価格： 2,000 円
URL ： http://www.almail.com/
● Becky! Internet Mail
CD-ROM 収録先：【A】Win → Becky
URL ： http://www.rimarts.co.jp/
価格： 4,000 円
● Eudora Pro
CD-ROM 収録先：【B】Trial → Win → Eudora
URL ： http://www.kuni.co.jp/
価格： 12,800 円
●アウトルック 97
URL ：
http://www.microsoft.com/japan/office/outlook97/
価格： 11,800 円

●アウトルックエクスプレス（IE 4.01 に同梱）
CD-ROM 収録先：【A】msie4̲01
URL ： http://www.microsoft.com/ie̲intl/ja/
価格：無償配布
●ネットスケープメッセンジャー（コミュニケーター 4.04 に同梱）
CD-ROM 収録先：【A】Win → Netscape（4.03）
URL ： http://home.netscape.com/ja/
価格：無償配布
●どこでも読メーラ
CD-ROM 収録先：【A】Win → Dokodemo
URL ： http://www.wind.co.jp/˜khf07113/
価格： 1,500 円
●秀丸エディタ
CD-ROM 収録先：【A】Win → Hidemaru
URL ： http://hidemaru.xaxon.co.jp/
価格： 4,000 円
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