インターネット・ニュースの見方

1
NETWORLD+INTEROP '98 Las Vegasレポート

企業の情報基盤として根付く
コンピュータネットワーク
5 月 4 日から8 日まで、米国ラスベガスでコンピュータネットワーク最大の展示会と
コンファレンス「NETWORLD+INTEROP'98」
（主催：ソフトバンクフォーラム）
が開催された。このイベントはワールドツアーとして世界各地でも開催されており、
日本でも来る6 月 3 日から幕張メッセにて開催される予定だ。

本誌編集長：中島由弘

基調講演に立つワールドコムのジョン・シグモア氏

企業の情報基盤となる

したが、
「NETWORLD+INTEROP」はさ

スではなく、
「情報通信回線」が欲しいわけ

コンピュータネットワーク

らにそれを印象づけるに十分なものであった。

で、だから音声とデータの総合的なデジタル

米国で開催されるネットワーク関連イベン
トとしては「INTERNET WORLD」がある

通信サービスを提供するのである。もちろん

話題はVPN とテレフォニー

光ファイバーを使った高速のデジタル通信回

が、こちらは主にコンシューマー向け商品が

「NETWORLD+INTEROP」の最大の話

線であり、すでにインターネットは従来の電

出 展 されている。これに対 して「 N E T

題は、VPNとテレフォニーの2つだ。VPNと

話やファクシミリと同格の、必須といえる通

WORLD+INTEROP '98」では企業で導入

は「バーチャル・プライベート・ネットワー

信手段となっているのだ。

するネットワーク機器が主に出展され、どち

ク」の略で、離れたところにある複数のネッ

らかというとネットワークのプロフェッショ

トワーク同士をインターネットでつないでも、

ービスはベストエフォート型のサービスであ

ナル向けの展示会という性格がある。

また、これまでのTCP/IP ベースの接続サ

単一のネットワークであるかのように使える

り、あるときは品質が悪いということもあり

いずれの展示会からも、米国のコンピュー

技術である。また、テレフォニーはコンピュ

得た。しかし、ここにきてギャランティー型、

タネットワーク事情は企業の情報基盤として

ータネットワークを使って音声を送り、電話

つまり保証された帯域をVPN として買うこ

定着しつつあり、日本のコンピュータネット

として機能させようというものである。

とができるような品目も用意され始めている。

ワークとの温度差がますます広がっているこ

実はこの2 つの話題は表裏一体だ。なぜ
なら、この2つは回線を持つ通信事業者（キ

とがうかがえる。
昨 年 秋 に開 催 された「 I N T E R N E T

ャリア）兼プロバイダーが接続サービスの品

現実味のあるxDSL
日本でもNTT による実証実験が始まった

WORLD」でもe-Business というキーワー

目として双方とも提供しているものだからだ。

り、また有線放送電話網を使った実験の成

ドが目立ち始め、コンピュータネットワーク

つまり、企業は電話を引きたいとか、インタ

果が発表されたりと、にわかに話題を集めて

が企業の情報基盤になりつつあることを紹介

ーネットをつなぎたいとかいう個別のサービ

いる技術であるxDSL に関しても、多くの製
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品群が出展されていた。あらためて説明をし
ておくと、xDSL は既存の銅線を使ったメタ

インターネット・ニュースの見方

ルケーブルで数Mbps の通信を実現する技術
であり、通信基盤の光ファイバー化を待た
なくても高速なデジタル通信ができるもので

日目がマイクロソフト社のパーソナル＆ビジ

ある。

ネスシステムグループ上級副社長であるジ

日本国内においては既存のISDN 網との電

ム・アルチン氏、3 日目がリアルネットワー

気的干渉の問題などがあり、理論値どおり

クス社のCEO であるロブ・グレイサー氏で

の性能が出ないという報告があることや、ユ

ある。

基調講演に立つプログレッシブネットワーク
ス社のロブ・グレイサー氏

ーザー側だけではなく電話局側にもxDSL の

エリック・ベナム氏はデータ通信と音声通

設備を用意しなければならないということか

信のコンバージェンスを進めていくための提

ら、NTT がサービスを提供しない限り利用

言、ジョン・シグモア氏はキャリアとしての

信に関しては手厚いとは言い難い。そもそも

できるようにはならない。

接続サービスのビジョン、ジム・アルチン氏

情報のデジタル化が遅れている日本で、イン

米国では複数の通信事業者間の競争があ

はウィンドウズNT サーバーを中心としたマ

フラストラクチャーだけが進むことにどれだ

るため、新たなサービスを競って提供するこ

イクロソフト社のエンタープライズネットワ

けの価値があるのかは疑問ではあるが……。

とから、xDSL も重要なサービス品目として

ークの構想について、そしてロブ・グレイサ

いずれにしても、誰でも「情報発信」が

位置付けられている。また、ハードウェアベン

ー氏はコンピュータネットワークでのマルチ

できるメディアとしてのインターネットとい

ダーもxDSL モデムを開発しており、光ファ

メディア情報の価値と自社のリアルプレーヤ

う捉え方ではなく、B to B（Business to

イバーを利用できない顧客に対して次善の策

ーG2 のプレゼンテーションとなった。

Business ；企業間）によるビジネス基盤と

としてのxDSL を提供しようというのである。

いずれの話題も夢や理想などセンセーショ

してのネットワーク利用という捉え方をして

米国ではメタルケーブルでもメガ単位の通

ナルなものというよりは、すでに目先の課題

いる米国市場との違いをあらためて感じるこ

信を見据えているというわけだ。一方で

となっている企業の情報基盤であるコンピュ

ととなった。今後、企業におけるコンピュー

ISDN の普及率は低く、日本のような高機能

ータネットワークをはっきりと見据え、より

タネットワークのアクティビティーが企業体

で低価格なターミナルアダプターの姿はない。

戦略的なビジネスを展開していくための青写

力の違いになっていったときに本格的な国際
競争力が問われることになるのかもしれない。

こうした動向を見ると、xDSL は実験とか

真を広げた形である。日本の情報基盤や企

夢の技術ではなく、すでにサービス可能なも

業におけるコンピュータネットワークの利用

のとして存在しているという印象が強い。

の実情を思い描きながら聞くと、どうも浮世

このような新手のサービス品目を用意して

離れした話題に聞こえてしまうが、米国内に

いる米国のプロバイダー事情については、本

おいては、具体的な話題として冷静に捉え

誌次号の「米国インターネット最先端レポ

られているのだろう。

ート」
（小池良次氏）にて詳しく紹介する予
定にしているのでご期待いただきたい。

果たして日本は…

日本も通信市場の開放によって、米国大

日本におけるNETWORLD+INTEROP の

手通信事業者であるワールドコム社が参入

展示会は本誌発売直後の6 月 3 日から幕張

してくるなど、国内の動向を占ううえでも、

メッセで開催されるが、果たしてその内容は

こうした米国通信事業者の動向は対岸の火

どうなるのだろうか？

事というわけにもいかない時代は、もうそこ

停滞する日本の経済状況のなかでコンピ
ュータネットワークへの投資は加速している

まできているかもしれない。

とは言い難く、しかも回線のコストも米国ほ

基調講演はセンセーショナルでは

ど恵まれているわけではない。
政府の経済対策に情報通信という話題は

ないが…
米国のコンファレンスのお楽しみといえば

含まれていても、一番はやはり道路をはじめ

キーノートスピーチだが、今回は初日にスリ

とする土木事業が主たるものであり、情報通

ーコム社のCEO であるエリック・ベナム氏
展示会場風景

とワールドコム社のジョン・シグモア氏、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

INTERNET magazine 1998/7

379

Technology

HP社が暗号技術の対日輸出許可を取得

VerSecureテクノロジー発表
5 月 12 日から 14 日までの 3 日間、東京ビッグサイトにおいて「HP WORLD '98」が
開催された。いくつかの発表の中でもっとも興味深いのは、HP 社が 128 ビットのトリプ
ルDES 暗号技術「VerSecure」の対日輸出許可を米国政府から取得したという話題だ。
同イベントのため、ルー・プラット会長兼 CEO とともに来日したVerSecure 担当ディレ

ヒューレット・パッカード社会長兼CEO

クターのダグ・マクガウアン氏は、新しい暗号技術の可能性を語ってくれた。

ルー・プラット氏

編集部

止国に暗号技術が使われる危険はなくなる。

各国の政策に応じた
暗号の流通を実現
VerSecure は今年の2 月 27 日にヒュー
レット・パッカード（HP）社によって発表
された128ビットのトリプルDES 暗号技術。

「E-Commerce」
、
「E-Consumer」など

PGP やSET など、既存の技術との関係

のキーワードをあげ、企業や家庭における

についてマクガウアン氏は次のように解説

情報交換の多くがインターネットで行われ

している。

る世界「エレクトロニック・ワールド」につ

「VerSecure は新しい暗号アルゴリズム

いて語った。なかでも、
「スマートカード」に

現在、暗号技術として提供されているアル

ではなく、既存のアルゴリズムへのアクセス

よるインターネットバンキングや電子支払い

ゴリズムのほとんどがこれに含まれている。

をコントロールする、あるいは補完するもの

システムの普及といった話題が強調された。

すでに、イギリス、ドイツ、フランス、デ

です。これによって、現在のPGP やSET を

マクガウアン氏はVerSecure がスマート

ンマーク、オーストラリアの5 か国への輸出

輸出可能な形に変えられるのです。暗号化

カードの普及にも大きな役割を果たすと予

許可を取得している。5 月12 日の発表で日

技術を国際的に統合するプラットフォーム

想する。

本が6 番目の輸出認可国となった。

と考えてください」

この技術の特徴は、出荷時には暗号メソ
ッドが動作しない状態になっており、各国

「その用途から考えて、暗号技術を含む
スマートカードは今後ますます増えていくは

銀行などの企業をSDA に

ずです。ところが、多くのベンダーがすでに

に置 かれた「 SDA」（ Security Domain

VerSecure の運用には、インストールと

発表しているようなJava アプレットを組み

Authority）と呼ばれる組織が配布する

管理およびトークンの配布を行うSDA が大

込んだカードの場合、これに暗号をかけた

「トークン」によって起動できるという仕組

きな役割を担う。日本では日本ヒューレッ

瞬間にスマートカード自体が輸出できなく

みにある。トークンには、暗号に使用する

ト・パッカード株式会社が最初のSDA とし

なります。VerSecure の技術を使うことで

メソッドの種類や鍵の長さ、有効期間、キ

て米国政府から承認されている。

このような事態を避けられるのです」

ーリカバリーを採用するかどうかなど、各
国政府の政策を定義できるようになってい
る。これによって、SDA を持たない輸出禁

今後の展開についてマクガウアン氏は次
のように予想する。

暗号技術の標準を目指す

「SDA はエレクトロニックコマースにおけ

HP 社は、VerSecure を国際的な制限を

るデジタル認証の発行機関とほぼ同じ役割

持たない初めての暗号技術であり、インタ

を果たします。日本に新しいSDA を設置す

ーネットを利用した貿易や海外との情報交

る場合、HP 社がアメリカ政府に承認を得

換を推し進めるものだと主張する。また、

る必要があります。つまり、アメリカ政府

暗号技術の標準を目指すため、自社の製品

が知らないような企業をSDA にするのは不

にバンドルするだけでなく、ライセンス契約

可能です。候補としては銀行や金融機関、

を結んだすべてのベンダーにこれを提供する

電気通信事業者などが考えられます」

としている。

スマートカードの輸出にも貢献

ような形で製品化され、どのような分野で

日本に輸入されたVerSecure が、どの

VerSecure 担当ディレクター
ダグ・マクガウアン氏
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活用されるのか、今後も注目していきたい。

CEOのルー・プラット氏は、
「E-Business」
、
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初心者にも使いやすい検索サイトへ

検索サイトgoo が大幅リニューアル
インターネット上のホームページを自動的に歩き回るロボット型検索エンジンとしておな
じみの goo がリニューアルし、多面性を持った検索サイトとして生まれ変わった。今回の
リニューアルでは、ニュースなどの情報提供やディレクトリー検索、ウェブベースのフリー
メールサービスなど、検索サイトとしては異例の新しいサービスも加わることになった。
編集部

検索の基礎部分がパワーアップ！
「パワーサーチ」

バリューサーチの画面。データベース利用の可能な
ことがわかる

索キーワードから類推されるカテゴリーも同

ドや、シェアウェアソフトの検索、ダウン

時に表示される。そのカテゴリーをクリッ

ロードサービスも提供される。

5 月 23 日にリニューアルした新しいgoo

クすることで検索結果の絞り込みができる

基本サーチ以外のこれらの部分は、NTT

は、これまでの検索オプションのプルダウン

ようになり、複雑な検索式を使って直接入

が行っている「情報流通実験」として提供

メニューが並んでいたトップページが一新、

力できない初心者でも、目指す情報を素早

される。これは従来のオンラインショッピン

サービスごとのタグとフレームで構成された

く見つけることが可能となった。加えて、

グや情報課金システムが今ひとつ伸びてい

画面となった。

WWW 以外のデータベースも利用できるよ

ないことを踏まえて、今後電子商取引の場

今回のリニューアルの特徴は、まず検索

うになり、検索結果によってはニュース記

として成立するウェブサイトを作るためのス

エンジンのパワーアップがあげられる。ロボ

事や企業、書籍などのデータベースの情報

テップとして、検索をはじめとしたさまざま

ット型検索エンジンであるgoo は、WWW

も得ることができる。これらデータベースサ

なコンテンツを持つポータル（玄関）サイ

を定期的に巡回して情報を収集・更新して

ービスに対応する課金系プラットフォーム

トがふさわしいという発想から生まれた。こ

いるが、これまで2 週間に一度程度だった

も構築していく考えだ。

れによりgoo を「情報流通プラットフォー

巡回を、今回のリニューアルで平均 1 週間

ム」として捉え、総合的なコンテンツを提

に一度行うようになった。さらにニュース

検索以外のコンテンツの追加で

供することになった。今回の実験のなかで

サイトなどの頻繁に更新されるサイトには1

ポータルサイトへの道へ

ワンストップで情報の検索・閲覧から購入

日に数度の巡回が行われるようになり、検

このリニューアルでは、検索以外の新し

索精度を大幅に向上させた。また、今まで

いコンテンツも追加された。1 つは「ホット

同じURL のサイトが検索結果の中にいくつ

チャネル」と呼ばれる情報提供サービス。

も表示されていたが、自動的に同じURL の

ウェブ上の情報をニュー

サイトを判断して外す機能が加わり、結果

スを中心に提供するもの

として検索のスピードも上がった。従来

で、ニュース、スポーツな

「基本検索」と呼ばれていた検索のベーシ

ど各ジャンルの最新情報

ックな部分は、今後は「パワーサーチ」と

を知ることができる。2 つ

いう名称で呼ばれることになる。

めはウェブベースの無料メ

まで可能なサイトを目指していく構えだ。
jhttp://www.goo.ne.jp/

ールサービスである「フリ
ーメール」
。ウェブサイト

初心者にも使いやすい

上 から登 録 するだけで、

「バリューサーチ」
今回、新しい検索手法として「バリュー

WWW ブラウザーから送

サーチ」が登場。あらかじめ絞り込まれた

受信可能なメールサービ

約300 万の有用なウェブサイトのなかから、

スを利用することができ

ムダなくより要望に合った情報を検索する

る。ほかにもWWW 利用

ことができる。またバリューサーチでは、検

の無料グリーティングカー

新しいgoo のトップ画面。バリューサーチとパワーサーチはタグをクリッ
クして選択する
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テレビとインターネットのメディアミックスを可能にする

違点は、WebTV がウェブティービー社の

最新インターネット端末
「NCTV」登場

みが接続サービスとコンテンツサービスを提

オラクル社の子会社、ネットワークコンピュータ社
（NCI）
はテレビにつなぐインター

供しているのに対し、NCTV では接続サー

ネット端末のNCTV を発表した。NCTV は単にテレビにつないでインターネットに接

ビス提供会社が専用の接続サーバーさえ用

続できるだけではなく、インターネットとテレビ映像との融合を目指している。編集部

意すれば、ユーザーはどのサービス提供会
社にでも接続でき、各社が提供する独自コ
ンテンツも楽しめることである。

このたび発表されたNCTV はエイサー社

たIC カードスロットも用意されており、イ

製で、テレビチューナーとビデオ入出力ポ

ンターネットの接続は、接続サービス各社

ート、ダイアルアップ接続用の33.6Kbps

が提供するIC カード（ダイアルアップ先や

作するためのNCTV 専用のHTML タグを使

モデムのほか、ダイアルアップルーターや

各種設定、ユーザー情報が登録されている）

用すれば、テレビ映像と組み合わせた今ま

CATV のケーブルモデムの接続を考慮した

を挿入するだけとなっている。

でにないコンテンツを配信できる。

イーサネットポートが装備されている。ま

この独自コンテンツ中にテレビ映像を操

さらにソフトウェアとしてネットスケープ

現在NCTV の接続サービスにはいくつか

ナビゲーター3.01 ベースのWWW ブラウザ

のプロバイダーが参加を予定している。ま

ーや電子メールクライアントなどが組み込

た、DTI はオラクル社とともにNCTV 向け
のサーバー構築事業を行うと発表している

まれている。
類似の端末であるWebTV とNCTV の相

（P412 参照）
。
テレビ映像とウェブコンテンツを組み合
わせたものとしては、現在はテレビ朝日の
ADAMS への対応が予定されているが、さ

NCTV 英語版の画面。テレビ番組と併せてチャッ
トが楽しめる

Technology

エイサー製NCTV

らなるコンテンツの充実に期待したい。

街角で気軽にインターネット接続できる

ニターは2000 人程度の募集で、6 月30 日

ISDNステーション
「ComBase」
の実用化実験開始

までComBase 実験ホームページより登録

昨年10月に発表されたNTTのキオスク型マルチメディア情報端末の「ComBase」

ができる（定員に達し次第モニター募集は

が、5 月15 日より本格的に実用化実験を開始した。高度マルチメディアサービス展

終了）
。モニターには、ComBase でメー

開に向け、
「PHOENIX プロジェクト推進協議会」会員の協力の下に始動したCom

ルを使うのに必要な情報がすべて登録され

Base の実験概要をここに説明しよう。

次世代公衆電話ともいわれるComBase

編集部

に接続したいというニーズが高まっている。

たID カードが、無料で発行される。
今後は、この実験結果を踏まえ、Com

は、その実験1 号機が3 月20 日にマクドナ

そこでNTT では、電話と同じような感覚で

Base の設置場所や技術的な検証を進め、

ルド赤坂見附店に設置され、すでに実験は

気軽にISDN を使える環境を提供しようと、

ユーザーにとって

開始されていた。その実施方法は、メール

この実用化実験を進めている。ComBase

使い勝手のよいモ

を使っている一般ユーザーからモニターを

の利用形態はISDN を経由してインターネ

バイル環境を目指

募集して、Com Baseを利用した感想など

ットやイントラネットへの接続のほか、携帯

し、製品化へ向け

をアンケートとして回収したものであった。

情報端末とComBase との間で赤外線ポ

さらなる取り組み

今回は第二期実験として、ComBase を都

ート（IrDA）を使用してデータの送受信を

が行われる。この

内約40 か所に設置する予定になっている。

行ったり、事前に発行されるID カードを使

ISDN ステーショ

本実験の第 1 号機は5 月 15 日に紀尾井町

ってメールをComBase で閲覧するといった

ンを街で見かける

のニューオータニガーデンコート内「オカム

利用が想定されている。

機会がますます増

ラショールーム」に設置された。

今回の実験は来年の3 月 31 日までの予

モバイルコンピューティングの利用者が

定で、前回同様にモニターによる利用後の

増えてきた現在、外出先でインターネット

アンケート回収という形で実施される。モ
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Product 日本サンが
企業向けJava 製品
2 種を販売開始

Product ディアイエスが
インターネット便利ツール
統合パッケージを発売

Product 日本サン・ソフトが
プログラミング不要の
開発ソフトを発売

日本サン・マイクロシステムズは、ネッ

ディアイエスはインターネットに便利な8

日本サン・ソフトは、JavaBeansコンポー

トワークコンピュータ「JavaStation」と

種類のツールを1 つのパッケージにした「ネ

ネント組み立てソフ
ト
「Java Studio1.0日本語

その運用のためのサーバーソフト「Netra j

ット君の知恵袋」を4 月 17 日より発売し

版」の販売を6月11日から開始する。Javaや

2.0 ソフトウェア」を6 月に出荷予定と発

た。これは、気に入ったホームページを簡単

JavaBeansコンポーネントの技術を応用した

表した。Java を利用した、プラットフォー

に保存できる「Web ショット」やアルバム

簡単に作成できる製品のため、通常のJava

ムに依存しないシステムの構築によりTCO

感覚でブックマークを保管できる「Web ペ

開発ツールとは異なり一切プログラミング

削減を狙う企業向けの製品である。

ージホルダー」などが収録されている。価

を行う必要がない。ウィンドウズ95/NT4.0

格は9,800 円でウィンドウズ95/NT4.0 用。

用で、価格は16,800 円（1 ライセンス）
。

問い合わせ●㈱ディアイエス エンタープライズソ
リューション本部 営業部 TEL 03-5814-2500
jhttp://www.dis.co.jp/

問い合わせ●日本サン・ソフト
TEL 03-5562-7578
j http：//www.sun.co.jp/

問い合わせ●日本サン・マイクロシステムズ㈱カ
スタマー・ネットワーキング・センター TEL 035717-5033
jhttp ：//www.sun.co.jp/

JavaStation は100 ％Pure Java ベースのNC

収録ソフト単体の体験版

1 ライセンスの学割パック

はウェブページからダウ

（9,000 円）も同時に発売

ンロードできる

Product ソフトフロントが
オールインワンのサーバー
機器を発表

Product カシオが
中小企業向けインターネッ
トサーバーを発売

される

Product 京セラが
ネットワーク対応高速 A3
レーザープリンターを発売

ソフトフロントは、インターネット／イ

カシオ計算機は、専門知識を持たない人

京セラは、ドラムカートリッジを使い捨

ントラネット向けのオールインワンサーバー

でも簡単にインターネットサーバーが利用

てずにトナーのみ補給可能なノンカートリ

「EasyServer GP-2000」を7 月に発売予

できる「エクストラキューブ」を発売した。

ッジ技術（独自開発）採用のECOSYS プ

定 であると発 表 した。 EasySever GP-

これは中小規模の企業向けオールインワン

リンターシリーズ高速モデル「LS-6700」

2000 はインターネット接続に必要なルータ

タイプのサーバーで、あらかじめユーザーの

を発売した。毎分 20 枚の高速プリントア

ーと各種サーバーをセットとし、もともと

要望に合わせて、インターネット接続に必

ウトを実現し、最大1,350 枚の給紙ができ

異なる設定インターフェイスの製品を1 つ

要な設定や電子メールアドレス、購入企業

る。本体価格は258,000 円でイーサネット

のプログラムで簡単に設定できるようにな

のホームページのドメインネームなどを本体

カードは別売りとなっている。

っている。利用できるのはWWW、電子メ

に登録して納品される。

ール、FTP、DNS の各サーバーで、ルータ

問い合わせ●カシオ計算機㈱ TEL 03-5334-4638

問い合わせ●京セラコミュニケーションシステム㈱
TEL 03-3708-3871
jhttp://www.kccs.co.jp/

3.2G バイトハードディスク2 基とハブ、TA、
モデムを内蔵

本体の外寸は幅483 ×奥行き411 ×高さ350 ミリ

ー側ではDHCP やフィルタリング、NAT な
どに対応している。リモートメンテナンス
も可能で、SOHO や企業の事業所向けの
製品となっている。予価は550,000 円。
問い合わせ●㈱ソフトフロント サービスセンター
TEL 011-736-8330
jhttp://www.softfront.co.jp/
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Product 理経が
ポケットサイズの
プリントサーバーを発売

Product ソフトウェア・トゥーが
GoLive CyberStudio
3.0 の発売を発表

理経は、10BASE-T/100BASE-TX 対応
の小型プリントサーバー「Fastport-100」
（57,000 円）
を発売した。この製品は外付け

Product 日本 HP が
ウィンドウズCE 2.0
搭載機を発売

ソフトウェア・トゥーは、独 GoLive 社

日本ヒューレット・パッカードは、マイ

が開発したマック用ウェブデザインツール

クロソフトのウィンドウズCE 2.0 を搭載し

の最新バージョン「GoLive CyberStudio

たカラーパームトップPC「HP 620LX 日本

型で、プリンターのパラレルポートに直結する。

3.0 日本語版」を6 月に発売する。これは、

語版」を5 月末に発売する。約590 グラム

TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalkなどのプロト

マックのインターフェイスと同様に操作で

と軽量なうえ、連続して7 時間使用できる

コルに対応しているほか、ユーティリティーソフ

き、スタイルシート（CSS 1）の作成や編

充電池を装備している。内蔵ソフトではス

ト
「Printset」
で簡単にプリンターの管理や

集を視覚的に確認しながら簡単に進めら

ケジュール管理ツール「M o n t h - a t - a -

設定が行える。

れ、HTML4.0にも対応。価格は56,800円。

Glance」などがある。価格は140,000 円。

問い合わせ●㈱理経 TEL 03-3345-2189
jhttp://www.rikei.co.jp/hbm/fastport100.htm

問い合わせ●㈱ソフトウェア・
トゥー TEL 03-56762177

問い合わせ●日本ヒューレット・パッカード㈱カ
スタマーサポートセンター TEL 03-3335-8333
jhttp://www.jpn.hp.com/go/mobile/

外形寸法は、幅65 ×奥行き

ダイナミックHTML などを作成する際の操作性やサイ

115 ×高さ30 ミリ

ト管理ツールも充実している

Product ヤマハがルーター製品の
ラインアップを強化
2 機種を新発売

Product NEC がUSB 強化のTA
Aterm IT65 EX シリーズ
を新発売

ヤマハは、インターネット/LAN 間接続

1 時間以上録音可能なボイスレコーダーを内蔵

Product エプソンが
130 万画素 CCD 搭載の
デジタルカメラを発売

NEC は、Aterm IT65 シリーズの後継モ

エプソンは、130 万画素 CCD を採用し

用のルーター2機種を5月21日に発売した。

デルTA として、USB 機能を強化した新製

たデジタルカメラの新製品「CP-600」を

1 つはリモートルーター「RT-140p」で、

品「Aterm IT65 EX シリーズ」を5 月25 日

発売する。2 インチTFT カラー液晶を搭載。

1.5Mbps までの高速専用線接続に対応し

に発売した。今回発売されたのはDSU 内

露出とホワイトバランスをマニュアル設定

たほか、専用線多重方式やINS1500 の接

蔵型の「Aterm IT65 EX/D」
（42,800 円）
と

によって調整できるのが特徴。10 枚まで可

続も可能になっている。もう1 つは、イー

非内蔵型の「Aterm IT65 EX」
（34,800 円）

能なVGA 連写のほか、撮影モードも多様。

サネットポートを2 つ、BRI ポートを1 つ装

で、ともにUSB ケーブルが標準添付になっ

また、4M バイトの内蔵メモリー以外に、
CF メモリーカードも装着できる。価格は

備したローカルルーター「RT-140e」で、

たほか、128Kbps 通信時のパフォーマン

フレームリレーに対応している。

スアップや着信履歴機能が強化された。

84,800 円。

問い合わせ●ヤマハ㈱システム機器事業部 TEL
0539-63-0082
jhttp://www.yamaha.co.jp/

問い合わせ●NEC パーソナルコミュニケーション
インフォメーションセンター TEL 0120-361-138
jhttp://www.mesh.ne.jp/aterm/

問い合わせ●エプソンインフォメーションセンタ
ー TEL 0424-99-7133
jhttp://www.i-love-epson.co.jp/

USB ポートのセットアップも簡略化された

デジタル2 倍ズームを搭載

写真は「RT-140p」で価格は640,000円、
「RT-140e」
は320,000 円
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Product サンヨーが
音声付き動画撮影可能な
デジタルカメラを新発売

Product コダックが
ブラックボディーの高画質
デジタルカメラを発売

Product アイコムが
無線 LAN システムの
新製品を発売

サンヨーは、ストレスを感じさせない操

コダックは、総画素数 109 万画素の正

通信機器総合メーカーのアイコムは、配

作性にこだわった1/3インチ35万画素CCD

方画素 CCD を採用した高画質デジタルカ

線の手間を最小限に抑える無線ネットワー

搭載コンパクトデジタルカメラ「Multi-z

メラの「 コダック デジタル サイエンス

クシステム
「WAVEMASTER」シリーズを発

（マルチーズ）DSC-V100」を6 月1 日に発

DC210A Zoom デジタルカメラ」を5 月1

売した。アクセスポイントの「AP-1」とクラ

売する。音声付きの動画が撮影できたり、

日に発売した。DC210A Zoom は、先に

イアント側に接続する無線カード「UX-136」

最速 0.1 秒間隔で15 枚までの高速連写

発売されたDC210 Zoom の高画質はその

からなり、通信速度 2Mbps の伝送速度で

（VGA サイズ）ができるうえ、撮影・再生

ままに、8M バイトメモリーカードを付属

データ交換が可能。アクセスポイントのサービ

時はデジタル2 倍ズームが可能、液晶ディ

し、ブラックストーンの新しいボディーカラ

スエリアは半径50m。有線LAN に接続され

スプレイでは合成写真も作成できる。価格

ーやさまざまな機能を加えている。価格は

たパソコンとネットワーク共有ができる。価格

は58,000 円。

79,800 円。

はAP-1は168,000 円、
UX-136 は59,800円。

問い合わせ●三洋電機㈱記録メディア事業部 国
内販売部 TEL 0720-70-4184

問い合わせ●コダック㈱カスタマーサポート
TEL 03-5644-5050

jhttp://www.icom.co.jp/pc/seihin/

別売りの昇華型熱転写プリンターで自宅でも簡単に写

AP-1（左）とUX-136。AP-1 は10BASE-T/2 ポート

真画質のプリントが可能

を装備

スーパーワンチップLSI 搭載の小型ボディー

Product インターマートシステムズ
がパラレルポートに接続の
小型カードリーダーを発売

Product NTT DoCoMo が
赤外線インターフェイス
対応の携帯電話機を開発

Product オムロンがV.90 と
K56flex 双方に対応の
PC カードモデムを発売

インターマートシステムズは、パラレルポ

NTT 移動通信網は、移動通信端末のた

オムロンは、国際標準規格 ITU-TのV.90

ートに接続する小型カードリーダー「PCD-

めの赤外線通信規格IrMC に対応し、さら

と現在のK56flexの両規格対応のPCカード

30Pシリーズ」を発売する。PC カード用の

にデータ通信用のモデムアダプター機能を

モデム
「ME5614C」
を5月22日に発売した。通

PCD-30P、
コンパクトフラッシュ用のPCD-

内蔵した携帯電話機を開発した。この電話

信方式に合わせて、両規格を自動的に切り替

CF30P、スマートメディア用のPCD-SM30P

機は、赤外線対応のためパソコンへの接続

えて接続できる。2MバイトのフラッシュROM

の3 機種があり、PCD-30P はオプションの

ケーブルやデータカードがなくてもデータ通

の搭載で、V.90 の正式勧告時に規格変更が

PC カードアダプターを装着することで、すべ

信ができるのが特徴だ。また、携帯電話機

あっても、ソフトウェアのアップグレードで対

てのカードに対応できる。
また、PCD-SM30P

間や携帯電話機とパソコンとの間でのメモ

応できる
（無償）
。価格は23,800 円。

は、2、4、8、16M バイト
（3.3V ／ 5V）のス

リーダイアル（300 件）の一括交換などが可

問い合わせ●㈱インターマートシステムズTEL 035489-8301
jhttp://www.intermart.co.jp

マートメディアが使用できる。さらに、プ

能になっている。

リンターやZip ドライブなどの周辺機器を

jhttp://www.nttdocomo.co.jp/

同時接続できる拡張コネクターも搭載。デ
ータの転送速度は約 1.5Mbps。外寸は幅
96 ×奥行き69 ×高さ25.4 ミリ。価格は
19,800 円。ウィンドウズ95 用のみ。
問い合わせ●㈱インターマートシステムズTEL 035489-8301
jhttp://www.intermart.co.jp/

IrMC およびデータ通信用モデム内蔵携
帯電話試作機

ウィンドウズ95/NT4.0、MacOS 8 に対応
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Product エレコムが
ネットワーク監視ソフトを
ハブに標準添付開始
エレコムは、自社ネットワークブランド
「Laneed」
の一部のハブにネットワーク監視

Product 米マイクロソフトがWWW
用アニメーション作成ツー
ルのβ版を無償公開
米マイクロソフト社は、WWW 用アニメ

Product システムソフトがマック上
でウィンドウズアプリが
動くソフトを発売
システムソフトは、米Connectix 社が開

ーション作成ツール
「Liquid Motion 1.0」

発した、マック上でウィンドウズのアプリ

ソフト
「Navitool」
を5月末より標準添付する。

のβ版を5月4 日に無償公開した。現在この

ケーションを動かすことができるエミュレー

Navitoolをクライアント側のパソコンにインス

β版を使用できるのは英語版のウィンドウ

ションソフトの最新版「VIRTUAL PC 2.0

トールすれば、ネットワーク接続状況やトラフィ

ズ95 とNT のみで、正式版は6月にリリース

日本語版」を発売した。旧バージョンに比

ック量が一目でわかる。このため、トラフィック

される予定となっている。Liquid Motion 1.0

べて40 パーセントも高速に動作するほか、

量が多い場合は、それに合わせた上位モデル

はマクロメディア社の「Shoc kwave Flash」

ウィンドウズ95 だけでなく、ウィンドウズ

のハブへの切り替えなどの目安がわかるように

や「Shockwave for Director」のようにウ

NT や98、OS/2 の動作もサポートする。価

なる。

ェブページにアニメーションを組み込んで表

格は39,800 円（ウィンドウズ95 付き）
。

現力を増大させるツールで、再生にはJava ア

jhttp://www.systemsoft.co.jp/

問い合わせ●エレコム㈱総合インフォメーション
TEL 03-3981-4491

プレット対応のWWWブラウザーが必要。ま
た、
「Frontpage」との連動でHTML への組
み込みやWWW サーバーへの送信もできる
ようになっている。
jhttp://www.microsoft.com/liquidmotion/

ウィンドウズ95/98/NT 対応。単独販売の予定はない

Product 東芝がマイクロソフト
オフィスに対応した
翻訳ソフトを発売

簡単にクロスプラットフォームの環境ができる

Product アスキーサムシンググッド
が暗号メール機能搭載の
メールソフトを新発売

Product システムソフトが
ネットワーク対戦機能付き
麻雀ゲームを発売

東芝は、マイクロソフトオフィスに含ま

アスキーサムシンググッドは、多機能メ

システムソフトは、5 月30 日にインター

れるワード、エクセル、パワーポイントの3

ールソフト「Emily」にメールの暗号化や

ネット通信対戦機能付きの麻雀ゲームソフ

つのソフトに対応した翻訳ソフト「The 翻

電子署名の機能を内蔵してバージョンアッ

ト「アクセスガールズのインターネット麻

訳オフィス V1.0」を6 月 1 日に発売する。

プした「Emily Ver.2.0+」を5 月29 日に発

雀」を発売する。専用サーバーにアクセスし

同ソフトをセットアップするとオフィス各ソ

売する。また、同時に暗号メール機能のな

てユーザー同士で対戦できるほか、大原か

フトのメニューやツールバーに「The 翻訳

い「Emily Ver 2.0」も発売する。暗号メー

おり、パイレーツ、小島可奈子など16 人の

オフィス」の項目が追加され、英日・日英

ル機能では、S/MIME 規格を採用し、同

アイドルタレント扮するコンピュータキャラ

の翻訳が可能になる。23 万語の英日基本

じ規格を搭載したほかのメールソフトとの

クター
（雀士）
とも対局できる。価格は9,800

辞書（日英は8 万語）を搭載。価格は

相互運用性を保証している。価格は暗号メ

円（CD-ROM）
。ウィンドウズ95 版のみ。

16,800 円。

ール版が14,800 円、標準版が10,000 円。

問い合わせ●㈱東芝 TEL 03-3457-2725
jhttp://eiplaza.toshiba.co.jp/

jhttp://www.asg.co.jp/

問い合わせ●システムソフトインフォメーション
センター TEL 092-752-5264
jhttp://www.systemsoft.co.jp/

画面はEmily Ver.2.0+。

16 人のアイドルタレントと対局できる

ウィンドウズ95/NT に対応している
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Service ポイントキャストが
米国株式相場などの
コンテンツを強化

Service ネットスケープとUSA.
NET が無償の電子メール
サービスの提供を発表

Service 全日空がツアー参加者に
GPS 機能付きPDA のレ
ンタルサービスを開始

ポイントキャストは、プッシュ型ニュー

米ネットスケープコミュニケーションズ

ス配信ソフト「ポイントキャストネットワ

とUSA.NET は、ネットスケープのウェブサ

新商品「ANA's 遊遊ナビ」で、参加者に、

ーク日本版 2.0」に、5 月22 日から海外企

イトの玄関口であるネットスケープネット

インターネット接続ができるGPS 機能付き

業情報などの新コンテンツを追加した。新

センターを通じて、無償で電子メールサー

情報携帯端末の無償貸し出しサービスを開

しい内容が加えられたのは企業チャンネル

ビスを行うことを4 月22 日に発表した。こ

始した。対象は「ANA's 遊遊ナビ」
（期間

で、米国株式市場−
−ニューヨーク
（NYSE）
、

の新しいサービスは「Netscape WebMail

7 月1 日から9 月30 日まで）の羽田着また

アメックス
（AMEX）
、
ナスダック
（NASDAQ）

by USA.NET」という名称で、インターネ

は伊丹／関西空港着のコース。このPDA

−−に上場している企業の株価（前日終値）

ットにアクセスできるすべてのユーザーに対

はセイコーエプソン製で、
「Mapion」や「ぴ

と、上場各企業の英文プレスリリースから

し、ウェブベースの電子メールを提供する。

あ」が情報提供という形で協力している。

なる「米国企業情報」のほか、東京証券

これは、 すでにサービスを行 っている

jhttp://svc.ana.co.jp/dms_svc/

取引所一部・二部上場企業の株式資産情

Netscape IN-BOX Direct やユーザー検索

報。すでにポイントキャストのユーザーであ

サービスのNetcenter Member Directory

れば、ポイントキャスト画面に表示されて

とUSA.NET の機能豊富なウェブベースの

いるアップグレードボタンをクリックするだ

電子メールと組み合わせて実現している。

けで、新たなコンテンツを受信することが

このサービスは7 月31 日までに開始される

できる。

予定。

jhttp://www.pointcast.ne.jp/

jhttp://home.netscape.com/news.html

Service 豊田通商が大容量データ
をインターネットで送信で
きるサービスを開始

Service 朝日新聞社が
辞書機能付き英文ニュー
スページを開設

全日空は、5 月14 日からパックツアーの

このPDA で東京・大阪への旅行が一層楽しくなる

Service ネットゥルー・コミュニ
ケーションズがインターネ
ットFAX サービスを開始

豊田通商は、米e-Parcel 社の技術を採

朝日新聞社は、
「asahi.com」で英文ニ

用して、大容量のデータをインターネットを

ュースを利用する人向けに、意味のわから

インターネットFAX ソフト「NeTrueFax

ネットゥルー・コミュニケーションズは、

使って安全に、速く、確実に送る電子宅急

ない英単語にマウスのポインターを当てる

Soft」を発売し、同時にFAX 送信サービ

便「e-Parcel Digital Delivery Service」を

だけで辞書機能が働き、ポップアップ画面

スを開始した。このサービスは特別なアク

5月18日より全国で開始した。独自形式で

で訳語を表示するサービス「ポップアップ

セスポイントではなく、ユーザーが現在利

送信データを圧縮、そのデータ量に上限はな

英和ニュース」を開始した。これはセンテ

用しているプロバイダー経由で利用できる

い。独自のクライアントソフトを使用するため、

ィアス社の和訳システム「RichLink」を採

のが特徴。ソフトの価格は7,800 円。FAX

プロバイダーのメールサーバーに負担をかけ

用している。このプラグインはasahi.com

送信では、インターネットを利用するため

ることなく、データの送受信が可能になる。

ページよりダウンロードできる。

コストが安い（アメリカへは1 分約40 円）
。

jhttp://www.e-parcel.ne.jp/

jhttp://www.asahi.com/information/popup. html

jhttp://www.netrue.ne.jp/

対象はasahi.com のEnglish News ページ内「Asahi
相手の受信状況もリアルタイムで知ることができる

Evening News」

詳しい料金体系はホームページを参照
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Service ジーアールホームネットが
学校向けネットワークサー
ビスを販売開始

Service 住友商事とIIJ が
米ライコス社と共同で
各種情報サービスを開始

Service 住友銀行が
ベリサインの電子証明
ソリューションを採用

ジーアールホームネットは、NTT が取り

住友商事とIIJ は、米ライコス社と共同

住友銀行は、インターネットバンキング

組んでいる教育分野へのさまざまな施策に

で、インターネット上で情報検索サービス

「Web ダイレクト」にベリサインの電子認

対して企画されたインターネット利用のサ

や各種情報提供サービス事業の新会社を設

証ソリューション「OnSite」の採用を発表

ービス
「えでゅけっと」
の販売を4月14日より

立、サービスを開始する。新会社名は「ラ

した。
「OnSite」は、サービス提供者が自社

開始した。これは、学校での子供たちによ

イコス・ジャパン」で、サービス名は「ラ

ブランドの認証証明書（デジタルID）をサ

るネットワーク利用を促したり、マルチメ

イコス・パーソナル・インターネットガイ

ービス利用者に対して発行できるソリュー

ディア能力を育てるとともに、学校と家庭

ド」となる。この新会社は、ウェブサイト

ションで、実際の運用、管理業務はベリサ

を結ぶ情報通信ネットワークの構築支援を

での検索をレーティング（格付け）や音声、

インがサポートする。また今回ベリサイン

目的としている。このため、インターネッ

画像などでできるようにし、使いやすく質

より販売されたこのシステムは、米国が金

トや電子メールが安く利用できる「アカデ

の高いサービスを目指す。そのほか、ニュ

融機関にのみ輸出を許可しているSSL128

ミックライセンス」や、ホームページ開設

ースや旅行ガイドなどの情報提供や無料電

ビット暗号に対応しており、同行はこの

用のサーバーを安価にレンタルできる「ア

子メール、チャットのコミュニティーサービ

SSL128 ビット暗号化通信を利用する最初

カデミックサーバー」
、簡単に学校のホーム

スなども展開する。収入はウェブサイトに

の金融機関となる。Web ダイレクトのサー

ページを作成できるツールなどのサービスが

付けるバナー広告により、ユーザーに対し

ビス開始は6 月22 日の予定。

用意されている。

ては無料でサービスを提供する。

jhttp://www.plala.or.jp/plala/academy/
academy.htm

jhttp://www.iij.ad.jp/whatsnew/lycosjapan.
html

jhttp://www.verisign.co.jp/
jhttp://www.sumitomobank.co.jp/

Service NTT PC コミュニケーショ
ンズがホスティングサービ
スの新ラインアップを発表
NTT PCコミュニケーションズは、6 月1

Service デジタルウェアがゼンリン
と提携しウェブ上で住宅
地図提供サービスを開始
デジタルウェアは、
自社の不動産マーケテ

Service 地図サイト「マピオン」の
サイバーマップ・ジャパン
が新サービスを開始
地図情報サイト「マピオン」を運営するサ

日からホスティングサービス「WebARENA」

ィングシステム
（コアネット）
会員に対して、ゼ

に新たなラインアップと、WWW コンテン

ンリンと提携してインターネットで地図情報を

凸版印刷の2社に加え、新たに電通、ヤフー、

ツにさまざまな機能を追加するソリューシ

簡単に取得できるサービスを独自に開発、

シャープの3 社が資本参加した。同社では、

ョンパックの提供を開始する。新ラインア

提供を開始した。パソコン画面上の「ゼン

ヤフーのサイトと提携して地図情報を提供

ップには、帯域制御技術「PacketShaper」

リン電子地図97」
から目的の地域をマウス

する「Yahoo! Mapion」や、NTT中央パー

を利用した「Gold」サービスとエントリー

で指定してクリックするとその位置の住宅

ソナルの「PHS 位置情報サービス」
を利用

クラスの「Bronze」のサービスを追加し

地図が瞬時にブラウザー上に表示できる。

してPHS 所有者の位置が確認できる
「いま

て、WebARENA のサービス体系を細分化

問い合わせ●㈱デジタルウェア システム営業部
TEL 03-5381-7481

どこマピオン」などのサービスを提供する。

コアネット上でのゼンリン電子地図からの住宅地図選択

インターネット地図情報を広告メディアとしても活用する

する。ソリューションパックには、アンケ

イバーマップ・ジャパンに、これまでのNTT、

jhttp://www.mapion.co.jp/

ート調査サービス「ARENA Research」
、
メーリングリストサービス「ARENA ML」
、
インターネットショッピング支援サービス
「ARENA EC」など、7 種類のサービスが
あり、WWW コンテンツに追加することが
できる。
jhttp://www.arena.ne.jp/
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Service NTT インターネットが
インターネットで選挙の
開票速報サービスを開始
NTT インターネットは、地方自治体など

Service 日本ビクターがカラオケの
コンテンツ配信サービスを
インターネットでも開始

Service 日本能率協会の
モバイルコンテンツ研究会
がウェブサイトを開設

日本ビクターは、6 月 1 日から、カラオ

日本能率協会のモバイルコンテンツ研究

からの委託を受け、選挙開票の速報をイン

ケのコンテンツ配信サービス「KingTong」

会は、モバイルユーザー向けのコンテンツを

ターネットでリアルタイムに行うサービスを

をインターネット上でも開始する。同時に、

集めた「モバイルポッケ」を開設し、99 年5

開始する。インターネットによる選挙速報

「ぷらら」上でのサービスもリニューアルし、

月まで試験運用を行う。内容は時刻表デー

はすでに千葉県の浦安市や柏市などが独自

マックに対応する。インターネット店では、

タベースと連携した経路探索・地図情報の

に手掛けているが、このサービスを提供す

NTT ビジュアル通信提供のマルシェアベニ

「トラベルナビゲータ」
、
「住所探索」
、
「ビ

ることで、同社は、各自治体の手間が省け

ュー（ダイヤルQ2 を利用した小額コンテン

ジネス姓名判断」
、各種リンク集など。試

るほか、より質の高いサービスが可能にな

ツ課金）を採用し、曲データの購入を簡単

用期間終了後にサービスを有料化するかに

るとしている。このサービスは各選挙管理

にした。

ついては、今後の研究会で検討する予定。

委員会より広報活動の一環として委託さ

jhttp://www.kingtong.com/（6月1日〜）

jhttp://www.mobilepocke.gr.jp/

6 月1 日リニューアルオープン予定のぷらら店

モバイルユーザー向けコンテンツが充実

れ、ホームページ上に選挙の開票率や候補
者別の得票数を選挙管理委員会の発表と
同時進行で掲載と更新を行う。この際の数
値は選挙管理委員会がチェックしたものを
使用することになる。
jhttp://senkyo.ntt-itn.co.jp/

Service 円谷プロがPanasonic
Hi-HO の協力で
公式ホームページを開設
円谷プロダクションは、松下電器産業が

Service インプレスが
ゴルフトーナメントのスコ
アをリアルタイムで発信

Service アイルが
「gTLD」の先行予約代行
サービスを開始

インプレスは、スポーツグラフィックス

アイルは、4月10日、
「.web」
、
「.shop」
、

運営するプロバイダー「Panasonic Hi-HO」

システムインテグレーターのテクノネットと

「.arts」など7 種類の新しい国際的トップ

の協力のもと、公式ホームページ「Official

共同で、国内で初めてゴルフトーナメント

レベルドメイン名「gTLD（Generic Top

Home Page TSUBURAYA」
を開設した。同

のスコアをリアルタイム中継する技術実験

Domein）
」の先行予約代行サービスを開

ページは、
「Digital Island」
、
「Tsuburaya

を開始した。
これは、
インプレスの「SPORTS

始した。予約の申し込みはホームページか

NEWS」
、などで構成され、文字だけでな

Watch」内で閲覧できる。サービスを開始し

ら行うことができる。申し込みの手数料は

く、動画や音声によるインターネット放送

たフジサンケイクラシックの初日には6 万ビュ

無料で、ドメインの登録料金は2 年間で

も行われる。また、ファンのためのフォー

ーを記録、今後も国内で行われるメジャー

100 ドル。ドメインが取得できなかった場

ラム（掲示板）も用意されている。

トーナメントをスコア中継していく予定だ。

合は料金はかからない。

jhttp://www.tsuburaya-prod.co.jp/

jhttp://www.watch.impress.co.jp/sports/

jhttp://top-domains.net/

円谷プロダクションの公式ホームページ

ゴルフトーナメントのスコア画面

ホームページから予約を申し込むことができる
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Service ターフ・メディア・シス
テムがJRA-VAN 競馬ソ
フトコンテストを開催

Service ジャストシステムと
ロータスが共同マーケ
ティング活動を実施

Service マイクロソフトとソニーが
ホームネットワーク実現に
向けた相互協力に基本合意

JRA-VAN を管理、運営しているター

ジャストシステムとロータスは、ジャス

米マイクロソフトとソニーは、コンシューマー

フ・メディア・システムは、JRA-VAN データ

トシステムが5 月末に発売するロータスの

向けAV 機器にPC を加えたホームネットワー

に対応した競馬ソフトコンテストを開催す

インターネット／イントラネット用のグルー

ク製品の実現に向けて、互いに協力し合う

る。このコンテストは今回で3 回目の開催

プウェア「ノーツ／ノーツドミノ」用情報

ことで基本合意した。両社はこの実現に向

で、審査会長は、競馬評論家の井崎脩五郎

検索システム「ConceptBase Search for

けて、それぞれ製品ライセンスの取得のた

氏がつとめる。応募条件は、JRA-VAN デー

Lotus Notes」において、共同マーケティ

めに検討を行っている。ソニーはウィンド

タに対応した競馬ソフトなら、オンラインソ

ング活動を実施していくことで合意した。

ウズCE ライセンスとソニー製品への搭載、

フトや市販ソフトのマクロなどの別は問わな

まず、既存のノーツユーザーに対してこの

マイクロソフトはソニーのネットワークモジ

い。応募期間は、平成 10 年 5 月 1 日から平

システムを積極的にプロモーションするほ

ュールのライセンスとウィンドウズCE への

成10年8月20日
（必着）
まで。審査発表は、

か、両社のビジネスパートナーやディベロ

搭載について検討している。これらのライ

平成 10 年 9 月 18 日の予定で、グランプリ

ッパーに対しては、相互にいち早く情報を

センスの取得がPC とAV 製品間の垣根を取

に選ばれたソフトウェアの作者には賞金300

提供する。また、ロータス主催のセミナー

り払い、ホームネットワーク化が進むもの

万円、準グランプリには100 万円、佳作に

メニューに同システムを加えるほか、共同

と見られる。また、デジタル放送分野に関

は30 万円、審査員特別賞には50 万円、努

プロモーションや共同広告の実施も検討し

しても、両社はデジタルTV のフォーマット

力賞には10 万円がそれぞれ贈られる。

ている。

もサポートする予定になっている。

問い合わせ●㈱ターフ・メディア・システム
TEL 03-3645-7851
jhttp://www.JRA-VAN.ne.jp/

問い合わせ●㈱ジャストシステム インフォメーシ
ョンセンターTEL 03-5412-3939、06-886-9300
jhttp://www.justsystem.co.jp/news/

jhttp://www.microsoft.com/japan/info/
releases/0408sony.htm

ディレクトリーサーバー中心のソリューションを提供

Product ネットスケープスイートスポットプラス3.5出荷開始

バーを中心と位置付けており、各サーバー

ネットスケープ社のサーバーソフト群、スイートスポット3.5 日本語版の出荷が6

ソフトとの連携を強める方針を打ち出して

月 4 日に開始される。スイートスポットは各種サーバーによって構成されるが、今

いる。今後、
「ミッションコントロールデス

回の発表では、各サーバーの単体販売も続けられることが明らかになった。 編集部

クトップ」というコミュニケーターのカスタ

製品とコミュニケーターなどのクライアント

出荷開始される日本語版スイートスポッ

エンタープライズサーバーでは特にパフ

マイズツールを使い、ディレクトリーサーバ

トは「プラス3.5」で、アドミニストレーシ

ォーマンスアップが図られたほか、フロント

ーに置かれたユーザーごとの設定をサーバ

ョンサーバー3.5、ディレクトリーサーバー

ページエクステンションやDB アクセスのマ

ー側からクライアント側に自動で送る仕組

3.1ja、エンタープライズサーバー3.5.1ja、

ルチスレッド処理、Java Servlet などに対

みを提供するとしている。

メッセージングサーバー3.5.1ja、コラボラ

応した。メッセージングサーバーにはウィン

このような戦略を裏付けるように、単体

サーバー3.5.1、カレンダーサーバー3.5.1

ドウズNT のドメインユーザー登録時の自動

販売の各サーバーにディレクトリーサーバ

の6つのサーバー製品で構成されている。ま

メールアカウント作成機能や、スパムメー

ーがバンドルされている。

た、顧客からの要望の多かった各サーバー

ルおよび踏台サイト対策のためのフィルタ

なお、今回の発表にあたっては、ユーザ

の単体販売も引き続き行われる。

ー機能が追加された。ほかにも、LDAP バ

ーからの要請を受けるかたちで日本法人と

対応OS は初期出荷ではインテル版ウィ

ージョン3 対応のディレクトリーサーバー

しては初めて「希望小売価格」を提示す

ンドウズNT とSUN Sparc 版 Solaris で、

や、今回初めて日本語に対応したコラボラ

る方針をとっている。スイートスポットの

これ以降HP-UX などUNIX プラットフォー

サーバーとカレンダーサーバーなど、注目

希 望 小 売 価 格 は、 1 5 クライアントで

ムへの対応も予定されている。

すべき点は多い。

198,000 円、50 クライアントで630,000 円

スイートスポットプラス3.5 で追加された
機能は次のとおり。
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ネットスケープ社は、スイートスポット
サーバー製品群の中でディレクトリーサー

を予定しているという。
jhttp://home.netscape.com/ja/
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※カレンダーの日程はあくまでも予定です。お出
かけの際は、問い合わせ先へお確かめください。

Event イベントカレンダー（1998 年 6 月〜9 月）
国 内
開始日 終了日
6月3日

6月5日

6 月 10 日 6 月 12 日

名称

概要

NETWORLD＋INTEROP 98 TOKYO 最先端のネットワーク技術＆情報に関するアプ
jhttp://www.sbforums.co.jp/
リケーションとインフラの展示会。
interop.htm
「楽しさ満開、便利にあれこれ、ケーブルテレ
ビ」をテーマに、ケーブルテレビを利用した新
しいサービスや技術の展示会やシンポジウム。

ケーブルテレビ '98
jhttp://www.catv.or.jp/

開催場所

主催・問い合わせ先

日本コンベンションセンター（幕張メッセ） 主 ・ 問 ソフトバンクフォーラム
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1
Tel.03-5642-8433
（社）日本 CATV
主 （社）日本ケーブルテレビ連盟、

池袋サンシャインシティ
東京都豊島区東池袋 3-1

問

技術協会、ケーブルテレビ番組供給者協議会
CATV '98 実行委員会事務局

Tel. 03-5551-9543

ビジネスシヨウ '98 OSAKA
6 月 10 日 6 月 12 日 jhttp://www.noma-businessshow.
or.jp/osaka/

東京でも開催された展示会で、
「情報通信」
、
インテックス大阪（大阪国際見本市会場）
「事務処理」
、
「情報処理」の3 つの分野の活動
大阪府大阪市住之江区南港北 1-5-102
を支援する。

ウィンドウズ対応ハードウェア＆ソフトウェア

7月1日

7月4日

問

WINDOWS WORLD Expo/Tokyo '98 の展 示 会 とコンファレンス。「 C o m p u t e r
jhttp://www.idgexpo.com/
Telephony World Expo/Tokyo '98」と併催。

マイドームおおさか
大阪府大阪市中央区本町橋 2-5

日本経営協会関西本部ビジネスショウグ
ループ
Fax 06-459-1626

主 ・ 問 （社）日本能率協会関西地域本部

Tel. 06-261-7151

主

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

Fax 03-5551-9549

（社）日本経営協会、大阪商工会議所

Tel. 06-443-6093

インターネットやLAN、WAN などのネットワ
ークについてのソフト、ハード、サービスに関
す る 展 示 会 。「 COMPUTER GRAPHICS
OSAKA 98」と併催。

NETWORK KANSAI 98
6 月 23 日 6 月 25 日 jhttp://www.jma.or.jp/
CONVENTION/cgnet98/

主

問

Fax 06-261-5852

IDG ワールドエキスポジャパン
WINDOWS WORLD Expo/Tokyo '98
統括事務局

Tel. 03-5276-3751

EXPO COMM WIRELESS JAPAN '98
7 月 8 日 7 月 10 日 jhttp://www.ejkrause.com/expocomm/
asia/japanwireless98.htm

モバイルコンピューティングや携帯電話などに
関する展示会とセミナー。

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

主

社
Tel. 03-3586-7865

主

日本経済新聞社

問

日本経済新聞社事業局総合事業部

JAVA COMPUTING EXPO '98 for
Java 関連製品を中心としたイントラネット/グ
ループウエアなどの企業情報システムや周辺機
7 月 15 日 7 月 17 日 ENTERPRISE
jhttp://www.nikkei.co.jp/events/jce/ 器などの展示会。

東京ビッグサイト
東京都江東区有明 3-21-1

ホームコンピューティングに関する展示会。パ
ソコンやインターネットが普及するなか、家族
で楽しむ新しいライフスタイルを展示する。ス
クールや相談コーナーなども用意。

東京ビッグサイト
東京都江東区有明 3-21-1

インターネット関連製品の展示会。情報・通
信機器メーカーが集合。

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

IBM 総合フェア98
9 月 16 日 9 月 18 日 jhttp://www.nikkeibp.co.jp/event/
ibm/

IBM がわかる総合プライベートショー。

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

主

日経 BP 社

WORLD PC EXPO 98
9 月 30 日 10 月 3 日 jhttp://www.nikkeibp.co.jp/event/
wpc/

特定の機種やOS に限定しないで、パソコンの
ハードやソフトからサービスに至るまで、あら
ゆる製品や技術が一堂に会するパソコン総合展
示会。

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

主

日経 BP 社

概要

開催場所

ぱそまる '98
7 月 24 日 7 月 26 日 jhttp://www.nikkei.co.jp/events/
pasomaru/

9月2日

9月4日

インターネットワールドジャパン'98
jhttp://www.idgexpo.com/iw98/iworld_top.html

Fax 03-5276-3752

・ 問 E.J.クラウス＆アソシエート日本支

Tel. 03-5255-2847

Fax. 03-5255-2860

主

日本経済新聞社

問

日本経済新聞社事業局総合事業部

Tel. 03-5255-2847 Fax. 03-5255-2860

主

IDG ワールドエキスポジャパン

問

Internet World Japan 98 統括事務局

Tel. 03-5276-3751

Fax. 03-5276-3752

海 外
開始日 終了日

名称

PC EXPO 1998
6 月 16 日 6 月 18 日 jhttp://www.pcexpo.com/
highlights.html

MACWORLD Expo
7 月 6 日 7 月 10 日 jhttp://macworld.zdnet.com/

Internet World Summer 98
7 月 13 日 7 月 17 日 jhttp://events.internet.com/
summer98/

7 月 21 日 7 月 24 日

8 月 11 日 8 月 13 日

9 月 23 日 9 月 26 日

Jacob K. Javits Convention Center
New York, NY, USA

Tel. +1-800-829-3976

マッキントッシュ関連のハードウェア、ソフト
ウェア、周辺機器などの展示会。

Jacob K. Javits Convention Center
New York, NY, USA

Tel. +1-800-645-3976

インターネットの総合展示会。

McCormick Place
Chicago, IL, USA

Tel. +1-203-226-6967

Palexpo
Geneva, Switzerland

Tel. +1-703-648-9888

Tel. +1-212-840-7280

インターネット学会による国際会議。

WebIT 98
jhttp://www.kingbird.com/webit98/

Web アプリケーションと企業のイントラネット
に関する展示会。

Hynes Convention Center
Boston, MA, USA

インターネットテクノロジーの展示会、カンフ
ァレンス。

Moscone Center
San Francisco,CA,USA

インターネットコマース関連の展示会。

Los Angeles Convention Center
Los Angeles, CA, USA

ICE（Internet Commerce Expo）
jhttp://www.idg.com/ice/

Miller Freeman Group USA

世界最大級のコンピュータテクノロジー総合展
示会。

INET '98 : The Internet Summit
jhttp://www.isoc.org/inet98/

COMDEX/Enterprise San
9 月 8 日 9 月 11 日 Francisco '98/Object World West
jhttp://www.comdexenterprise.
com/

主催・問い合わせ先

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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問

問

問

MACWORLD Expo/New York

Mecklermedia Corporation

Fax. +1-203-226-6976

問

Internet Society

Fax. +1-703-648-9887

問

KINGBIRD Media Group

Fax. +1-212-869-2110

問

SOFTBANK COMDEX

Tel. +1-781-433-1500

問

Internet Commerce Expo/IDG Expo
Management Company

Tel. +1-508-820-8675
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