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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

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト

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

best 5

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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RealPlayer G2
Preview

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
種別：無償配布
配布元：リアルネットワークス社
関連ページ： http://www.real.com/

Win

おなじみのストリーミングコンテンツ再生ソフト「リアルプレイ
ヤー」の最新バージョン「リアルプレイヤー G2」が登場した。
これはリアルネットワークス社の最新ストリーミング配信システ
ム「リアルシステムG2」に対応したクライアントソフトで、現
在公開されているのは、ウィンドウズ用のプレビュー版だ。新し
くなったリアルプレイヤーG2 では、さらに高画質で高音質の動
画が楽しめる。また一段と進化したリアルプレイヤーG2を早速
使ってみよう。

●途切れずにストリーミング再生が可能！
リアルプレイヤーG2 ではスマートストリーム

2

という技術を使い、1つのファイルでユーザー
の回線速度に合わせたデータが自動的に配信
されるようになったため、今までのようにユー
ザー側で回線速度に合わせたファイルを選ぶ

ー形式のファイルだけではなく、プラグイ

れる（画面

必要がなくなった。また、回線が混んでいる

ンを使ってAVIファイルやVivoActive Player

ら選択し、

場合など、ストリーミングが途切れそうにな

のVIV ファイル、WAV やAIFF、AU といっ

ルプレイヤーG2 のチャンネルウィンドウに反

ると自動的に低レートのデータに切り替わる

たサウンドファイルも再生できるようにな

映される。次回からはチャンネルウィンドウを

ため、ユーザーは常に最適な動画を途切れず

った。また、W3Cが勧告案を公開している

選択するだけですぐにアクセスできるので、お

に受信できるようになった。

SMIL を利用して、ビデオ映像や音声とテ

気に入りの番組を登録しよう。

2

）
。ここで、見たい番組を

か

のボタンをクリックするとリア

キストや画像ファイルをシンクロ表示させ

●常に最新版を利用できる！

ることができるようになった。

今回のバージョンアップにより、また一段と

ップするたびに最新版をダウンロードしなけれ

●チャンネルを登録しよう

だが、それにともなって、再生するためには

ばならなかったが、リアルプレイヤーG2では、

リアルプレイヤーG2 では、右がムービーウィ

Pentium 100MHz、RAM 16Mバイト以上の

自動アップデート機能が装備され、常に最新

ンドウ、左がチャンネルウィンドウという画面

スペックのマシンが必要となった。なお、リ

版のリアルプレイヤーG2 を利用できる。

構成になった（画面

アルプレイヤーG2 の正式版は今年の夏頃発

今までのリアルプレイヤーでは、バージョンア

を選択

すると、WWW ブラウザーが起動し、チャン

リアルプレイヤーG2では、リアルプレイヤ
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）
。
「Option」メニュ

ー内の「Customize Channels」

●さまざまなファイル形式に対応

372

1

高画質で高音質になったリアルプレイヤーG2

ネルをカスタマイズできるウィンドウが表示さ

表になるとのことだ。正式版が発表され次第、
「ソフトウェア徹底解説」のコーナーで紹介す
る予定だ。
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バーチャルペインター
Ver.2.40J

動作環境
OS：ウィンドウズ95
Win
種別：シェアウェア 3,800円
作者：梅村高
CD-ROM収録先： A Win→ Virtualp
関連ページ： http://www.LiveCraft.com/

して使うことがで
する絵画のイメージは、キャンパスの素材や

きる。また、販売

タッチ、色づかいなどを細かく指定できるた

を担当している株

め、自分好みの絵画を簡単に制作できる。ま

式会社P&Aでは、このソフトを使った作品を

た、Adobe PhotoshopやPaintShop Proに

無償でインターネットに掲載するサイトを運営

バーチャルペインターは、デジタルカメラなど

対応したプラグイン版もあり、こちらを使え

しているので、よい作品ができたら応募して

で撮った写真を絵画風の画像ファイルに変換

ば、レタッチソフトのプラグインフィルターと

みよう。
（http://www.vpgallery.com/）

するソフトウェアだ。あらかじめ用意しておい
た画像ファイルをバーチャルペインターで読み
込み、水彩画や油彩画、色鉛筆画などと指
定するだけで、写真を簡単に絵画風の画像フ

HOTTEST
TOOLS

ァイルに変換してくれる。入力はTWAIN32
に対応しているので、デジタルカメラやスキャ
ナーがTWAIN32をサポートしていれば、それ
らの機器から直接画像の入力が可能だ。変換

KemaNet
Ver.1.72

動作環境

は、ネットワーク環境
が変わるたびにネット
ワークの環境設定のウ

ィンドウを開いて、その都度設定を書き換え

OS：ウィンドウズ95
Win
種別：フリーソフトウェア
作者： Nobuhiro Oki
CD-ROM収録先： A Win→ Kemanet
関連ページ：http://www02.u-page.

so-net.or.jp/rb3/nobuoki/dl/
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に持 ち歩 いている人

なければならない。KemaNetは、あらかじめ
複数のネットワーク環境を設定しておくこと
で、そのようなわずらわしい環境設定を簡単
に変更することができるソフトウェアだ。DNS

ノートパソコンが

はダイアルアップルーターを使ってインターネ

普 及 し、 いつで

ットに接続し、会社では社内のネットワーク

どをあらかじめ複数設定しておき、簡単に切

もパソコンを携帯

環境を使ってインターネットに接続している

り替えることができるので、ノートパソコンを

する人が増えてき

という人も多いはずだ。しかし、ウィンドウズ

常に携帯してさまざまなネットワーク環境で

た。ノートパソコ

95は複数のネットワーク環境を簡単に切り替

利用しているモバイルユーザーに最適のソフト

ンで、 自 宅 から

えることができないため、ノートパソコンを常

ウェアだ。

Worlds Chat/J3

サーバーの設定やIP アドレス、ログオンID な

が変更になり、表示され
ているアバターをクリック
することで、すぐにそのユ
ーザーの情報を見たり、クリックした相手だ

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT
種別：無償配布
Win
作者：凸版印刷株式会社
CD-ROM収録先： A Win→ Wldchat
関連ページ： http://www.globewarp.or.jp/

Worlds Chat/J3はアバターと呼ばれるキャラ

料ともに無料で楽しめる点が人気の理由だろ

けにメッセージを伝えたりといった操作ができ

う。そのWorlds Chat が大幅にバージョンア

るようになった。また、機能も強化され、日

ップして、Worlds Chat/J3 として公開され

本語のインライン入力や3D 表示画面のワイ

た。 今 回 のバージョンアップによって、

ド化など、さらに使いやすくなっている。まだ

Worlds Chat/J3 は、表示色数が増え、さら

試したことのない人も、新しくなったWorld

に表現力が増した。また、インターフェイス

Chat/J3を使ってチャットをしてみよう。

クターを操作して、3Dの画面上を移動しなが
ら他のユーザーと文字による会話を楽しむ3D
チャットソフトだ。サービス開始から早くも2
年が経ち、インターネットを使った3Dチャッ
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トでは老舗のオンラインサービスだ。ユーザー
も35,000 人と、3D チャットでは日本最大規
模を誇っている。クライアントソフト、接続
CmdSOHO は、6 月号のこのコーナーで紹介

CmdSOHO
Ver.1.3.1

動作環境
OS：マッキントッシュPPC、マッキントッシュ68K
種別：シェアウェア 900円
作者：遠藤茂行
Mac
CD-ROM収録先： A Mac→ CmdSOHO
関連ページ：http://member.nifty.ne.jp/ender/

したSOHOman と同じく、NTT-TE 東京の

プロバイダーを利用
している人は、テ
レホーダイの時間
帯は回線を繋いだ

ままにしておきたいと思うはずだ。そのような
人におすすめしたいのが、このCmdSOHOだ。
このソフトウェアを使えば、接
続や切断を手動で行ったり、
タイマー設定で接続や切断を自

MN128-SOHO 用のダイアルアップ接続支援

バイダーへのダイアルアップを意識しないで利

動化したりできる。また、複数

ソフトだ。SOHOmanはウィンドウズ95用の

用できるため非常に便利だが、そのため通信

の接続先を簡単に切り替える

ソフトウェアだったが、こちらはマッキントッ

代が心配になることがある。また、ダイアル

機能もある。MN128-SOHO

シュ用のソフトウェアとなっている。ダイアル

アップルーターは一定時間通信が行われてい

を使っているマッキントッシュ

アップルーターはTA やモデムとは違い、プロ

ないと自動で回線が切断されるが、定額制の

ユーザーは一度試してみよう。
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インターネット必須ソフトウェアを徹底解説
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Let's Try!

「便利なソフトがあるみたいだけど、使い方がよくわからない」とか、
「英語
版のソフトを使ってみたいけど、英語が読めないからちょっと……」などと
思っている人はいませんか？ このコーナーでは、そんなあなたのためにフリ
ーソフトウェアやシェアウェアのインストール方法からソフトウェアの活用法
までしっかり解説いたします。

今月の徹底解説ソフト

動作環境

QuickTime 3.0
日本語版
QuickTime 3.0 日本語版はMPEG、AVI、MOV、JPEG、BMP、GIF アニ
メーションなど数多くのファイルフォーマットに対応したマルチメディアコンテ
ンツ再生ソフトです。今回のバージョンでは、ウィンドウズ版とマッキントッシ
ュ版のバージョンが統一され、どちらのプラットフォームでも全く同じように各
種ファイルが再生できるようになりました。また、ストリーミング再生に対応す
るなど、インターネットへの対応も強化されています。

OS：ウィンドウズ95、NT4.0、Mac OS 7.6.1以降
種別：無償配布（Pro版は29.99ドル）
配布元：アップルコンピュータ株式会社
入手先 http://quicktime.apple.co.jp/

QuickTime 3.0
日本語版の
インストール

3

■ウィンドウズ版

1

インストーラーを起 動 すると
「QuickTime 3.0へようこそ」と
いう画面が表示されます。
「次へ」
をクリックすると、インストール
の画 面 に移 り
ますので「 次
へ」 をクリッ
クします。

2

インストールするソフトウェ
アを選択します。通常、イ
ンストールするソフトウェア
は「 全 て」 を選 択 します。
「次へ」をクリックしします。

ソフトウェア
の使 用 許 諾 契
約 が表 示 されます。特 に問 題 がなければ
「はい」をクリックして次に進みます。

4
5

プログラムフォルダに登録するフ
ォルダー名を入力します。特に変
更 する必 要 がなければ、「次 へ」
をクリッ
クします。

QuickTimeはWWWブラウザーのプラグ
インソフトとしても動作します。プラグ
インをインストールするWWW ブラウザ
ーを選択して「次へ」をクリックします。

6

以上でインストールは終了です。
「終了」をクリックします。

7

インストールが正常に終われ
ば、サンプルのムービーファ
イルが起 動 します。再 生 ボ
タンをクリックするとサンプ
ルムービーが再生されます。

374
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QuickTime 3.0 の
設定をしよう

■マッキントッシュ版

QuickTime 3.0 を快適に使うためには、利用しているのコンピ
QuickTime 3.0 をインストールするには、Disk Copy
6.1 以降が必要です。Disk Copy6.1 以降を持ってい
ない場合は、アップルコンピュータ株式会社のホーム
ページ（http://ftp-info.apple.co.jp/reference/
disk̲copy613.html）からダウンロードできますので、
あらかじめダウンロードしてインストールしてお
きましょう。Disk Copy 6.1 以降がインストー
ルされていれば、上の画面のようなアイコンが表
示されますので、ダブルクリックをします。

2
3

1

ュータの環境に合わせた設定が必要です。まずは、QuickTime
3.0 を使う前に、環境設定をしましょう。

■マッキントッシュ版
アップルメニューから「コントロールパネル」→「QuickTime設定」
の順に選択して「QuickTime 設定」を開きます。接続速度のウィ
ンドウを開いてインターネットに
接続するときの通信速度を設定
します。以上で設定は終了です。

「QuickTime インストール」というディスク
イメージがデスクトップにマウントされます
ので、それをダブルクリックします。

「QuickTime イ
ンストール」 と
いうフォルダーが開きます。インス
トーラーをダブルクリックします。

5
ソフトウェアの使用許諾契約
が表示されます。特に問題が
なければ「同意します」をク
リックして次 に進
みます。

■ウィンドウズ版

4
起 動 すると「QuickTime 3.0 へようこ
そ」という画面が表示されます。「続け
る」をクリックします。

6

スタートメニューから、
「設定」→「コントロールパネル」の順に選択
してコントロールパネルを開 きます。 コントロールパネル内 の
「QuickTime」をダブルクリックして QuickTime 設定を起動します。
「ファイルタイプの関連
付け」のウィンドウでビ
ューアーの選択ができま
す。
「Windowsファイル
タイプ」や「インターネ
ットファイルタイプ」に
チェックを付 けると、
AVI や BMP、GIF、
JPEG ファイルなどを
QuickTime を使って開
くことができるようにな
ります。
「接続速度」の
ウィンドウではインター
ネットに接続するときの
通信速度を設定します。
以上で設定は終了です。

インストールするソフトウェアを選択し
ます。通常は「簡易セットアップ」を選
択します。インストール先のハードディ
スクを選択し、
「インストール」ボタンを
クリックするとインストールが始まりま
す。以上でインストールは終了です。
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● MoviePlayerを使ってみよう

基本操作を
マスターしよう

MoviePlayer はQuickTime ムービーやウィンドウズのAVI ファイル、MPEG
ファイルなどの動画ファイルとWAV ファイルやAIFF ファイル、MIDI ファイ
ルなどのサウンドファイルを再生できます。

QuickTime 3.0は「MoviePlayer」と「PictureViewer」の2つの
アプリケーションと W W W ブラウザー用 のプラグインソフト

開きたいファイルをMoviePlayer にドラ
ッグアンドドロップします。ファイルが
MoviePlayer に関連付けられていれば、
ダブルクリックをするだけでMoviePlayer
が起動し、ファイルが再生されます。

「QuickTime Plug-in」で構成されています。まずはそれぞれの基
本的な使い方をマスターしましょう。

● PictureViewerを使ってみよう
PictureViewer はマッキントッシュでよく使われるPICT ファイ
ルやウィンドウズでよく使われるBMP ファイルのほか、JPEG

MoviePlayer にファイルが関連付けられ
ているファイルはこのようなアイコンにな
ります

ファイル、GIF ファイルなど、Photoshop ファイルなどの画像
ファイルを開くことができます。

操作は開きたいファイルをPictureViewer のア
イコンにドラッグアンドドロップするだけです。
ファイルがPictureViewer に関連付けられてい
れば、ダブルクリックをするだけで Picture
Viewerが起動し、ファイルが開きます。

次のページで紹介す
るPro版にアップグレ
ードをすると、開いた
ファイルをBMP 形式
やPhotoshop 形式な
ど、別のファイル形
式で保存することが
できます。

● QuickTime Plug-inを使ってみよう
QuickTime Plig-in はWWW ブラウザーでQuickTime ムービーやQuickTimeVR を再生
するためのプラグインソフトです。ウィンドウズ版、マッキントッシュ版ともにQuick
Time 3.0 をインストールすると、WWW ブラウザーのプラグインフォルダーに自動的
にインストールされますので、すぐにWWW ブラウザーでQuickTime Plug-in に対応
したページを楽しめます。

QuickTime Plug-inはQuickTime 3.0をインストールす
る際にWWW ブラウザーのプラグインフォルダーにイン
ストールされますので、特 に準 備 は必 要 ありません。
WWWブラウザーでQuickTimeを使ったページにアクセ
スすると自動的に再生されます。

QuickTime 3.0 はインターネットへの対応
が強化されました。QuickTime ムービーを
ダウンロードしている最中に再生が始まる
FirstStart 機能が搭載されたので、ダウン
ロードが完了するまで待つ必要がなくなり
ました。また、QuickTime ファイルにURL
を埋め込めるようになったため、再生中の
ムービー上をクリックして次のページを表示
させたり、ムービーを再生しながら関連の
あるページを自動的に表示したりといった
ことができます。
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QuickTimeVRでは初めにサイズの小さいモ
ノクロデータをダウンロードして全体像を表
示させてから、次にサイズの大きいカラーデ
ータをダウンロードして表示するといった方
法が使えるようになったため、ダウンロード
がすべて終わるまで何分も待つことなく、す
ぐにQuickTimeVRを使ったコンテンツを楽
しめるようになりました。
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さらに高度な使い方を
マスターしよう
QuickTime 3.0 はアップルコンピュータのホームページからアップグレード
キーを購入することによってQuickTime 3.0 Proにアップグレードできます。
QuickTime 3.0 Proを使うと、ムービーの編集機能やフルスクリーン表示が
利用できるようになります。

● QuickTime 3.0 Proにアップグレードしよう
QuickTime 3.0 からQuickTime 3.0 Pro にアップグレードするには、アップルコンピュ
ータのホームページ（http://quicktime.apple.co.jp/sw/upg̲pro.html）からクレジッ
トカードを使ってアップグレードキーを購入します。

購入は米アップルコンピュータ社のホームページで行
うので、住所や名前などを英語で入力しなければなり
ませんが、入力方法を説明した日本語のページがある
ので簡単に購入できます。アップグレードキーはメー
ルで送られてくるので、メールアドレスは間違えずに
入力しましょう。

購入したアップグレードキーはQuickTime設定の「ユ
ーザー登録設定」に入力します。購入の際にメールで
送られてくる名前とユーザー登録番号を入力します。

QuickTime 3.0 Pro に
アップグレードすると、
ファイルメニューや編
集メニューの項目が増
えます。さっそくムー
ビーの編集をしてみま
しょう。

● QuickTime 3.0 Proを使ってみよう
QuickTime 3.0 Proにアップグレードをすると、MoviePlayerを使ってムービ
ーの編集やフルスクリーン表示、ムービーにエフェクトをかけることが可能に
なります。Proだけの機能を使ってみましょう。
QuickTime 3.0

QuickTime 3.0 Pro

●ムービーの編集
MoviePlayer で編集したい素材映
像をMoviePlayerで開き、シフトキー
を押しながら画面下のスライダーをド
ラッグして必要な部分を選択し、編集
メニューでコピーをします。
ファイルメニューから「新規」を
選択し、新しいウィンドウを開きます。
編集メニューから「ペースト」を
選択するとコピーした素材映像が簡単
に挿入できます。素材映像から必要な
映像を次々とコピーアンドペーストす
れば編集の完成です。

●エフェクトをかける
エフェクトをかけたいムービーをMoviePlayerで開き、ファイルメ
ニューから「書き出し」を選択して「オプション」を選ぶと、特
殊効果を設定するウインドウが開きます。ここでぼかしやエンボ
スといった特殊効果を設定できます。
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