テクニック
Becky! Internet Mail
for Windows95

ウィンドウズのエクスプローラ風のインターフェイスで多くのユーザーから支持を受けている Becky!
Internet Mail for Windows95。電子メールソフトとして必要とされる機能をすべてサポートして
いると言っても過言ではないほどの多機能さを誇る大人気メールソフトだ。インターネットエクスプ
ローラ、コミュニケーターと続いた今回で 3 回目の裏ワザシリーズでは、この Becky! Internet

裏ワザ

Mail for Windows95 最上級テクニックを紹介する。これを読めばあなたも Becky! パワーユーザ

1

ーの仲間入りだ。

メーリングリスト投稿用ショートカットを作成せよ！
メーリングリストに投稿する場合、
Becky ！の「メーリングリストマネ

Becky ！本体の場所が書かれてい
るはずだ（初期設定のままインスト

ージャー」機能を利用している人が

ールした場 合 は

多いはずだ。ここではメーリングリ

Files¥RIMArts¥Rebecca¥Rebec

C:¥Program

ストマネージャーを使うよりもさら

ca.exe ）
。このあとに続けて 「/a

に簡単で、宛先を間違えず確実に

internet-ml@xxxx.xx.jp」のよう

メーリングリストに投稿できるとっ

に「/a」と入力して、次にメーリン

ておきの裏ワザを紹介しよう。まず

グリストのメール投稿アドレスを入

は、デスクトップにBecky ！のショ

力する。
「/a」の前後にはスペース

ートカットを作成する。作成したシ

を忘れずに。これで、ショートカッ

ョートカットはメーリングリストの

トをダブルクリックすると投稿先の

名前などに変更しておこう。次に、

アドレスが入力されたメール作成ウ

そのショートカットを右クリックし

ィンドウが開く。メーリングリスト

て「プロパティ」を表示させる。す

ごとにショートカットを作成すれば

る と 、「 リ ン ク 先 」 の 欄 に は

便利なこと間違いなしだ。

裏ワザ

2

裏ワザ
メニューを英語表記にせよ！

メールをソートした順に保管せよ！

3

「英語メニューのほうが日本語メ

ューはなぜか日本語表記になってし

ニューに比べて文字数が少ないので

まう。実は、日本語版と英語版の

幅を取らない」といった理由や、

Becky ！本体はまったく同じものが

Becky ！では、アイテムウィンド

ーに移動し、ソートしたい項目でメ

「メニューやダイアログは英語表記

ウの上にある「件名」
、
「差出人」
、

ールを並べ替える。並べ替えが終わ

のほうが格好いい」といった理由で

ているウィンドウズが日本語版か英

「日付」
、
「行数」の欄をクリックす

ったら「編集」メニューの「全て選

英語版のネットスケープナビゲータ

語版かを見分けてメニュー表示を変

ると、それぞれの項目でメールが昇

択」を選択し、先ほど作成した新

ーを使っているユーザーも多いはず

更している。そこで、ウィンドウズ

順にソートされ、もう1 回クリック

規フォルダーにすべてのメールをド

だ。Becky ！にも英語版があるが、

のコントロールパネルにある「地域」

すると降順にソートされる。しかし、

ラッグする。すると、新規フォルダ

英語版 Becky ！を日本語版のウィ

を「日本語」から「英語（U.S.）
」

これは一時的なもので、フォルダー

ーにはソートした順番でメールが移

ンドウズにインストールしてもメニ

に変更してみよう。これで、次回か

を移動するとせっかく並べ替えたメ

動する。あとは元のメールフォルダ

ールが元の順番に戻ってしまう。こ

ーを削除して、メールを移動した先

ーやダイアログが英語表記になるぞ。

れをソートしたままの順番で保管す

の新規フォルダーに元のメールフォ

ただし、このワザはウィンドウズ95

る裏ワザを紹介しよう。まず、新規

ルダーの名前を付けなおすだけだ。

では残念ながら動作しない。ウィン

使われており、Becky ！は利用し

らBecky ！を起動したときにメニュ

フォルダーを1 つ作成する。次に、

ドウズNT4.0 でのみ有効だ。なお、

ソートしたいメールのあるフォルダ

このワザを使うと他のソフトウェア
も表示が変更されてしまう場合があ
るので注意が必要だ。
「コントロールパネル」→「地域」→「英語（U.S.）
」
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4

必要なメールだけをサーバーに残せ！
1 つのメールアカウントでポストペ

ダ」 を「 X - M a i l e r 」、 検 索 を

ットを利用している場合など、特定

「PostPet」と設定すれば、ポスト

のメールだけはサーバーに残してお

ペットで送られたメールだけをサー

きたいという人もいるだろう。バー

バーに残しておくことができる。

ジョン1.24 からはメー
ルの振り分け設定で、

裏ワザ

特定のメールだけをサ

5

ーバーに残しておくとい
う振り分け設定ができ
るようになった。たとえ

リモートメールボックスを使いこなせ！

ばこれを使って、振り
分け設定項目の「ヘッ

「ツール」→「設定」→「アカウント」→「振り分け」

illustration: NANKIN

PHS で外出先からモバイル通信

ーに接続され、サーバーに保存され

をしているときや、出張先のホテル

ているメールの件名と差出人、送信

からダイアルアップしているときな

日付、ファイルサイズの一覧が表示

ど、「すべてのメールを受信してい

される。この中から今すぐに必要な

る暇はないので、今すぐ必要なメー

メールを選択して「受信」ボタンを

ルだけを受信したい」と思ったこと

押せば、そのメールだけが受信され、

はないだろうか。こんな場面に役立

他のメールはサーバーに残したまま

つワザを紹介しよう。

にしておける。
「Ctrl」キーを押しな

ツールバーにある「リモートメー

がらメールを選択すれば複数のメー

ル」をクリックするとメールサーバ

ルの選択が可能だ。また、読む前
から不必要と思われ
るメールは、
「リモー
トメールボックス」
のウィンドウで「削
除」ボタンを押せば、
受信をする前に削除
できる。

裏ワザ

7

裏ワザ

6

メッセージの必要な部分だけを保存せよ！

「From」
を書き換えて送信したい！
会社から個人的なメールを送信す

いるメールアドレスや差出人名を書

いったことがあるだろう。そんなと

るときなど、
「現在利用しているア

き換えればOK だ。ただし、これは

トをあとで検索しやすいように変更

きには、編集したいメールを選択し

カウントとは別の個人アカウントで

「From」行を書き換えるだけなの

しておきたい」
、
「長いメールを要点

てツールバーの「メッセージ編集」

メールを発信したい」といった場合

で、送信したメールのヘッダー情報

だけに絞って保存しておきたい」と

ボタンをクリックしよう。ビューウ

や「友人宛のメールは本名ではなく

を見ればどこから発信したのかは簡

ィンドウに表示されている

ハンドル名で送りたい」といった場

単に判別できる。あくまでも一時的

メッセージのサブジェクト

合など、一時的に差出人名を変更

に差出人名を変更するときだけ利用

と本文が編集できるように

したいときに利用できるワザを紹介

しよう。

なる。サブジェクトを変更

しよう。メッセージ作成ウ

したり、本文中の不必要

ィンドウの「追加ヘッダ」

な部分を削除したりし終え

ボタンを押して、表示され

「送られてきたメールのサブジェク

たら、もう一度「メッセー

るダイアログボックスの

ジ編集」ボタンをクリック

「From」行に表示されて

しよう。すると、編集後の
メッセージが保存される。

ツールバー「作成」→「その他」
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9

裏ワザ

8

定型メールで効率よく送信せよ！

同報メールを一部の人だけに返信したい！

仕事でメールを利用していると見

て保存する。これで次回からは「テ

「To」や「Cc」に何人もの宛先

宛先の中から一部の人だけに返信を

積書や依頼書など定型のメールを扱

ンプレートボタン」をクリックする

が書かれて送られてきた同報メール

したいこともある。そんなときは、

うことが多い。また、メールの書き

だけで定型の文章が表示されるぞ。

に返信をする場合、Becky ！では、

ミドルバーにある「アドレス確認」

出しや締めくくりの文章はいつも決

なお、テンプレートには本文だけで

まっているという人も多いはずだ。

なくメールアドレスやサブジェクト

そのような定型の文章を作成すると

も保存できる。

「差出人のみに返信」と「全員に返

のボタンをクリックしよう。すると、

信」の2 つが選択できる。しかし、 「To」や「Cc」などのアドレスが一
覧表示されるので、ここで

きには「テンプレート機能」を

返信をしたい人だけを選択

利用してメールのひな形を作成

して「選択アドレスに返

しておこう。ツールバーの「メ

信」をクリックしよう。こ

ッセージ編集」ボタンをクリッ

れで、選択した人のみに返

クしてメッセージ作成ウィンド

信ができるぞ。

ウを開き、ひな形となる定型の
文章を入力したら、
「テンプレ
ート保存」ボタンをクリックし

ツールバー「作成」→「テンプレート保存」

裏ワザ

リマインダーを使いこなせ！
仕事の依頼や会議の打ち合わせ

10

メールが届くように設定しておこう。

予定、プライベートでは友人との約

予定や約束に関係するメールを受信

束など、忘れては困る用件がメール

したら、そのメールをリマインダー

で届くという人もいるだろう。メー

フォルダーに移動し、メールをダブ

ルが届いたときに予定を覚えておけ

ルクリックする。すると、メール編

ばいいのだが、予定日がかなり先の

集ウィンドウが開くので、ツールバ

話だったりするとどうしても忘れて

ーから「リマインダー」アイコンを

しまう。こんなことがないように、

クリックして、予定日の前日を指定

予定日の前日にもう一度自分宛に

しておく。これで、前日にもう一度
自分宛にメールが届く

裏ワザ

指定日にメールを送信せよ！

11

ぞ。送られてきたメール
だけでなく、自分で作成

裏ワザ10 で紹介したリマインダ

い日を指定する。次に、
「振り分け

したメールもリマインダ

ー機能を応用して、指定日に相手

マネージャー」で作成したメールの

ーとして設定できるので

にメールを送信するワザを紹介しよ

サブジェクトを振り分け条件に指定

備忘録としても有効だ。

う。まずは送りたいメールを作成し、

して振り分け先を送信箱にする。さ

リマインダー機能を使って送信した

らに「転送」を指定し、転送先に
メールを送りたい相手
のメールアドレスを入
力する。これで、指定
日になると受信箱に届
いたリマインダーのメ
ールが自動的に送信
箱に振り分けられて、
次回送信時に相手に
送信される。
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12

メールを確実に振り分けろ！
発言が活発なメーリングリストに

いった項目が付加されている。ここ

いくつも加入していると、1 日に数

に書かれている文字列は、メーリン

百通のメールが届くなんてことも珍

グリストごとに異なり、また、変更

しくはない。もちろんBecky ！ユー

されることがほとんどないため振り

ザーならば、メーリングリストごと

分け条件にはもっとも適している。

に保存用のフォルダーを作成し、受

もちろんBecky ！ならこれらを振り

信したメールをメーリングリストご

分け条件にできる。もし、メーリン

とに振り分けるように設定している

グリストを「Subject」の文字列に

だろう。メーリングリストからのメ

よって振り分けているようなら、
「X-

ールの振り分け設定には「Subject」

Sequence」や「Sender」を使っ

に含まれる文字列を設定していると

て振り分けるように設定を変更しよ

いう人もいるのではないだろうか？

う。

裏ワザ

13
ワンタッチでカラーラベルを付けろ！
Becky!ではメールごとにカラーラ

をすることができるわけだ。カラー

ベルを付けて色分けをすることがで

ラベルを付けるには、メールを選択

きる。重要なメールは赤色に、返事

し「ツール」メニューから「カラー

を書く必要のあるメールは青色にと

ラベルを付ける」を選択すればよい

いったように自分であとから色分け

が、もっと簡単にカラーラベルを付
ける方法を紹介しよ

しかし、サブジェクトを使って振り

う。カラーラベルを付

分ける方法ではうまく振り分けが行

けたいメールの封筒ア

われない場合もある。メーリングリ

イコンを右クリックし

ストからのメールにはヘッダーに s
「X-Sequence」や「Sender」と s

てみよう。するとパレ
ットが表示されるので
色を選択する。これだ
ツールバー「設定」→
「アカウント」→「振
り分け」

けでOK だ。簡単なワ
ザだが今まで見逃して
いた人も多いはずだ。
封筒アイコンを右クリック

裏ワザ

15
裏ワザ

カラーラベルを自動で付けろ！

14

○○さんから届いたメールは赤色

ツールバーの「設定」をクリック

に、△△君からのメールは黄色にと

して「アカウント」タブの「振り分

いうふうに、差出人ごとにメールに

け」ボタンを押す。振り分け条件

カラーラベルを設定しておけば、フ

は、ヘッダーの欄に「From」を選

ォルダーを開いたときに誰から届い

択し、検索の欄にはカラーラベルを

たメールなのかが一目瞭然だ。

付けたい人のメールアドレスを記入

インターネットエクスプローラからBecky！を
使え！
インターネットエクスプローラで

が起動するように変更するうれしい

ウェブページの「mailto:」タグをク

ワザを紹介しよう。ただし、このワ

リックすると、通常はインターネッ

ザを使うには古川章人氏作成のフリ

トメール＆ニュースやアウトルック

ー ソ フ ト ウ ェ ア 「 Power Up

エクスプレスのメール作成ウィンド

Internet Explorer」のインストール

ウが起動する。これを「mailto:」

が 必 要 だ 。 Power Up Internet

タグをクリックしたときにBecky ！

Explorer は本誌 CD-ROM Å の

する。移動先の欄
は「カラーラベルを
付 加 」 を選 択 し、
右のメニューから付
けたい色を選択す
る。これで特定の
人からメールが届い
た瞬間にカラーラベ
ルが付加されるぞ。

「Win」→「Powerie」フォ
ルダーに収録されているので、
この中にある「Puie28.lzh」
をインストールする。インスト
ール後、コントロールパネル
内にある 「インターネット
のプロパティ」で、使用する
メールソフトをBecky ！に変
更しよう。これで、インター
ネットエクスプローラから
「mailto:」をクリックしたと
きにBecky ！が起動するぞ。

ツールバー「設定」→「アカウント」→「振り分け」
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ネットスケープナビゲーターから
Becky！を使え！
裏ワザ15 ではインターネットエ
クスプローラからBecky ！を使う
方法を紹介した。しかし、裏ワザ
15 で紹介した方法は残念ながら

16

でインストールしてみよう。収録
先は「Win」→「Webexpdr」
だ。インストール後、スタートメ
ニューからWeb Expander を実

ネットスケープナビゲーターでは

行し、
「メール」タブの「詳細設

利用できない。だが、諦めないで

定」ボタンをクリックする。
「メー

欲しい。ネットスケープナビゲー

ルプログラムファイル名」の欄に

ターにも「mailto:」タグをクリッ

Becky ！の収録してある先を入

クしたときにBecky ！を起動する

力しよう（Becky ！の初期設定

「Web Expander」というソフト

では、C:¥Program Files¥RIMA

ウェアがある。このソフトウェア

rts¥Rebecca¥Rebecca.exe）
。

もCD-ROMÅ に収録してあるの

これで、ネットスケープナビゲー

メッセージを広く表示せよ！

17

ノートパソコンなど画面の表示領

を移動して「Ctrl」＋「Enter」キ

域が狭いパソコンでは、ウィンドウ

ーを押 してみよう。 メールが

を3 分割するBecky ！はメール本文

Becky ！のウィンドウいっぱいに表

を表示する領域が狭く、メールを読

示される。もう一度ミドルバーをダ

むのに不便なことが多い。そんなと

ブルクリックするか、「C t r l 」＋

きはミドルバーをダブルクリックす

「Enter」キーを押せば元の3 分割の

るか、ビューウィンドウにカーソル

画面に戻る。ビューウィンドウでス
ペースキーを押すと次々と未
読メールだけを読むことができ
るので最大化したままでもメー
ルのチェックが可能だ。
ミドルバーをダブルクリックする
か、ビューウィンドウにカーソル
を移動して「Ctrl」＋「Enter」

ターから「 m a i l t o : 」
をクリックしたときに
Becky ！が起動する。

裏ワザ

18

裏ワザ

19

ウィンドウの分割デザインを変えろ！

裏ワザ17 ではノートパソコンなど

したままでもスペースキーを押せば

れで下半分がすべてビューウィンド

画面の表示領域が狭いパソコンでも

次々と未読メールを読むことはでき

ウになる。1 行に表示できる文字数

メールが読みやすいように、ビュー

るが、やはりフォルダーウィンドウ

が増え、表示領域の狭いパソコンで

ウィンドウを最大化する裏ワザを紹

やアイテムウィンドウは表示してお

も横方向にスクロールせずに表示で

介した。ビューウィンドウを最大化

いたほうが使い勝手がいい。ツール

きるわけだ。また、ツールバーの

バーの「設定」から「画面」 「設定」から「画面」タブを選択し、
タブを選択し、
「ロングツリー

「ビューウィンドウは縦方向にのみ最

ビュー」に付いているチェッ

大化」のチェックボックスをチェッ

クマークを外してみよう。こ

クすると、ミドルバーをダブルクリ
ックしたとき
に、フォルダ
ーウィンドウ
を残して縦方
向にのみ最大
化される。

メールを移動ではなく
コピーしたい！
Becky ！では、メールをドラッ
グアンドドロップするだけで好きな
フォルダーへメールを移動すること
ができる。しかし、移動ではなく、
メールをコピーして複数のフォルダ
ーに保存しておきたいといった場合
もある。そんなときは、
「Ctrl」キ
ーを押しながらメールをコピーした
い先のフォルダーにドラッグアンド
ドロップしよう。元のフォルダーに
メールを残したまま移動先のフォル
ダーにメールを保存できるぞ。

「設定」→「画面」→「ロングツリービュー」のチェックマークを外す
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「Ctrl」キーを押しながらドラッグアンドドロップ

裏ワザ

20

自動改 行の文字数を変更せよ！

裏ワザ

印刷余白を設定せよ！

21

Becky ！のメール作成ウィンドウ

ダー内にある「Rebecca.INI」とい

次もRebecca.INI を編集するこ

のエディターは、初期設定では73

うファイルを編集することで変更が

とで設定を変更できるワザを紹介す

PrintTop=5

文字で自動的に改行するようになっ

可能だ。
「Rebecca.INI」をメモ帳

る。Becky ！の標準の設定では、

PrintBottom=5

ている。しかし、1 行が73 文字では

やテキストエディターなどで開いて

メールを印刷すると用紙いっぱいに

PrintLeft=5

ちょっと長すぎるという人もいるだ

みよう。すると、下記のような行が

印刷されてしまう。しかし、これで

ろう。 自 動 改 行 する文 字 数 は、

見つかるだろう。

は文字が読みにくい。Becky ！の

の各値を変更すれば、余白の設定

# 自動桁折り位置

印刷メニューには余白に関する項目

ができる。

AutoSplitCol=73

がないが、これもRebecca.INI

Becky ！をインストールしたフォル

この「AutoSplitCol=」

をテキストエディターで開いて下

の数値を変更することで自

記の行を変更することが可能だ。

# マージン（mm 単位）

PrintRight=5

動改行の文字数を変更で
きる。

「スタート」→「プログラム」
→「Netscape Comunicator」
→「Utilities」
→「Netscape Mail Notification」

裏ワザ
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22
会社と自宅のメールボックスを同期させろ！

23
カットアンドペーストした文章を整えろ！

会社のPC と自宅のPC の両方で

成される）というファイルが作成さ

メールを受信していると、両方のメ

れるので、そのファイルをフロッピ

Becky ！のメールエディターには

ーディスクなどに保存して自宅に持

自動改行機能が付いているので、入

たいと思うはずだ。ノートパソコン

ち帰る。自宅では、Becky ！を起

力した文章は常に指定した文

を携帯して常にノートパソコンでメ

動してメニューバーの「メール」か

字数で自動的に改行される。

ールを受信するのがベストだが、毎

ら「バックアップログからの受信」

しかし、他のアプリケーショか

日持ち歩くのも面倒だ。Becky ！

を選択し、持ち帰ったファイルを指

らカットアンドペーストした文

ならバックアップログ機能を利用し

定すると受信箱にメールが取り込ま

章は自動改行されずに元の文

て簡単にメールボックスを同期でき

れる。逆に自宅から会社にメールを

章のまま張り付けられてしま

る。メニューバーの「設定」ボタン

持っていくときは自宅のバックアッ

う。こんなときは、整えたい

を押して「受信」タブの「バックア

プログをフロッピーディスクに保存

範囲を選択し

ップログを残す」のチェックボック

し、会社で「バックアップログから

てツールバー

スをチェックする。すると、メール

の受信」を指定すればOK だ。これ

の「 再 整 形 」

フォルダーに Y Y Y Y M M D D . b k l

で、会社と自宅のメールボックスが

ボタンをクリ

（YYYYMMDD は受信日の日付。

同期できる。なお、バックアップロ

たとえば、1998 年 5 月 1 日ならば

グから受信したメールはすべて受信

19980501.bkl というファイルが作

箱に取り込まれるので、ツールバー

ールボックスを同じ内容にしておき

ックしよう。行末の整った見栄えの
いいメールが作成できるはずだ。

の「振分け」ボタンを押して
振り分けをしよう。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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25

24

ウィンドウズ95とウィンドウズNTの両 方で
1つのメールボックスを使え！

送 受信したメールをスレッド表示させろ！
自分の送信したメールは送信箱に

とその返信が順番にスレッド表示さ

1 台のマシンにウィンドウズ95 と

OK をクリックする。これでウィンド

保存されるが、そのメールの返信は

れる。ただし、相手がヘッダーに

ウィンドウズNT の両方をインスト

ウズNT とウィンドウズ95 の両方か

受信箱に保存されるため、メールで

「Reference」や「In-Reply-To」

ールして使っているユーザーにオス

ら同じメールボックスを参照できる

長いやりとりをしていると途中経過

を付けないメールソフトを利用して

スメのワザを紹介しよう。まずはウ

ようになる。ウィンドウズNT のドラ

が分 かりづらい。 そんなときは

いる場合にはスレッドはつながらな

ィンドウズ95 にBecky ！をインス

イブにメールボックスを作成しても

「BCC」に自分のメールアドレスを

い。常に「Bcc」を送りたい場合

トールしてメールボックスを作成し

よいが、ウィンドウズNT のハードデ

入力して自分宛にメールを送信して

には、ツールバーの「設定」をクリ

よう。次にウィンドウズ N T にも

ィスクをNTFS でフォーマットして

おこう。メニューバーの「検索」か

ックして「設定」ウィンドウを開き、

Becky ！をインストールする。その

いると、ウィンドウズ95 からはその

ら「スレッド表示モード」にチェッ

「アカウント」タブの「その他」を

際、メールボックスを作成する場所

ドライブにアクセスができないので

クをしておけば自分の出したメール

クリックしよう。
「Bcc」の欄に自

を尋ねられるので、ウィンドウズ95

注意が必要だ。

分のメールアドレスを入力し

で作成したメールボックスの

ておけば、自分の書いたメー

フォルダーを指定する。
「こ

ルがいつでも受信箱に送られ

のフォルダはすでに他のユー

るようになる。

ザが使っています」と警告
のダイアログボックスが表示
されるが、利用しているの
は自分自身なのでそのまま

裏ワザ

26

署名を固定ピッチのフォントで
編集せよ！
Becky ！の署名作成のウィンド

裏ワザ

27

ージ」から「選択範囲を署名保存」

ウはプロポーショナルフォントで作

を選択すれば、その選択範囲が署名

成するようになっている。現在では

として保存される。

英文メールはスペルチェックをしてから送信せよ！

初期設定の表示フォントがプロポー

海外のメールフレンドにメールを

ックスが表示され、修正候補が表示

ショナルフォントのメールソフトが

送るときなど、英文メールを送ると

される。これでスペルミスによる恥

増えているため、固定ピッチのフォ

きに使えるワザを紹介する。英文メ

ずかしい思いをしないですむ。

ントでしか正しく表示されないよう

ール作成したら、送信する前

なデザインの署名は作成しないほう

にツールバーの「スペルチェッ

がいいのだが、それでも固定ピッチ

ク」ボタンを押してメールのス

のフォントでデザインした署名を作

ペルチェックをしてからメール

成したいという人もいるはずだ。そ

を送ろう。スペルミスや辞書に

んなときは、メールエディターで署

ない単語が発見された場合、

名を作成し、その署名の範囲を指

下の画面のようにダイアログボ

定しよう。メニューバーの「メッセ
「メッセージ」→「選択範囲を署名保存」
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28

音声メールを送信せよ！
Becky ！では、ウィンドウズ95
に標準で装備されているGSM6.10

はウィンドウズNT4.0 を利用してい
る必要がある。

フォーマットを利用して
WAV ファイルの音声メー
ルを作成できる。マイク
を用意してメッセージ作
成ウィンドウの「音声録
音」ボタンをクリックす
る。録音ウィンドウが表
示されるので、
「録音」ボ
タンをクリックして音声を
録音しよう。録音が完了
したら「OK」ボタンをク
リックすると自動的にメ
ールに添付ファイルとして
添付される。あとは、通

裏ワザ

常のメールを書くように本

30

文とアドレスを入力して
送信するだけだ。ただし、この音声
メールを受け取り側で再生するには、
受信相手もウィンドウズ95 もしく

右クリックでメールを送信せよ！

裏ワザ

送信と受信をワンクリックで
行え！

新規にメールを作成する場合、通

リックで行うワザを紹介する。メモ

常はBecky ！を起動してツールバ

帳などで空のテキストファイルを作

ーの「作成」ボタンをクリックして

成してデスクトップに保存しておく。

いるはずだ。ここではBecky ！の起

新規にメールを作成するときは作成

動とメール作成ウィンドウをワンク

した空のテキストファイルを右クリ

29

ックして「 送 る」 メニューから
「Rebecca」を選択する。すると、
Becky ！が起動し、
メール作成ウィンド
ウが表示される。ま

ついでに受信もできたほうが便利だ。

た、添付したいファ

メールを何通か書き終えたあとにイ

ツールバーの「設定」から「受信」

イルを右クリックし

ンターネットプロバイダーに接続し、

タブを選択し、
「受信時に配信」の

て「送る」メニュー

まとめてメールを送信しているはず

チェックボックスをチェックしよう。

から「 R e b e c c a 」

だ。Becky ！は送信ボタンと受信

これで受信ボタンを押したとき、同

を選択すれば、その

ボタンが別なので、通常は受信と送

時に送信箱に入っているメールの送

ファイルが添付され

信は別々に行う。でも、ダイアルア

信も行われる。

たメール作成ウィン

ダイアルアップユーザーの場合、

ップユーザーならメールを送信した

ドウが表示される。

ファイル→右クリック→「送る」→「Rebecca」

ツールバー「設定」→「受信」

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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