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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
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

best 7

ます。まずは今月の注目ソフトから。
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使ったチャットシステムで、日本で
もいくつかのIRCサーバーが公開さ
れている。しかし、いままでマッキ
ントッシュのIRCクライアントソフ
トほとんどなく、マッキントッシュ
ユーザーは英語版のircle などを使ってチャッ
トをするしかなかった。IRcatは、数少ないマ
ッキントッシュ用の日本語 IRC クライアント
ソフトだ。もちろん、日本語のインライン入
力をサポートしている。

IRcat
Ver.0.2.1

動作環境
OS：マッキントッシュPPC、68K
種別：フリーソフトウェア
作者：田上敦士
CD-ROM収録先： A Mac→ IRcat
関連ページ： http://www.pp.iij4u.or.jp/

Mac

~tagami/macintosh/IRcat/

●マッキントッシュ用

クライアントソフト

日本語 IRCクライアントソフト
IRcat はマッキントッシュ用日本語 IRC クラ
イアントソフトだ。IRCとはインターネットを
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simails
Ver.2.03

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
種別：フリーソフトウェア
作者： maple
CD-ROM収録先： A Win→ Simails
関連ページ： http://maple.cup.com/

●シンプルで使いやすい

Win

simailsは、自動でメールを受信し、そのメー
ルを指定先のメールアドレスに転送するソフ
トウェアだ。会社で利用しているマシンで
simailsを起動しておき、メールの転送先を個
人で利用しているプロバイダーのメールアドレ
スに設定しておけば、休日や帰宅後に会社の

IRcatはとにかくシンプルで使いやすいよう
に作られている。そのため、残念ながら複
数サーバーへの接続や、DCCによるファイ
アドレスに届いたメールを自宅で
読むことができる。転送するメー
ルはサーバーに残しておくことがで
きるので、後日会社でメールを読
み返すときも問題ない。また、転
送先のメールアドレスは複数登録ができるの
で、専用のメールアカウントを1 つ用意すれ
ば、親しい仲間同士の簡易メーリングリスト
としても利用できる。メーリングリストの登録
や削除といったコマンドはメールのサブジェク
トにコマンド名を記入すれば実行できるため、
外部からの操作が可能だ。

HOTTEST
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Ver.1.62

動作環境

~a-kaneko/weblink/weblink.htm

ホームページを作成するうえで一番面倒なの
がリンクのチェックだろう。ページの少ない初
めのうちはいいが、ページのイメージを変更し
たりページの更新を繰り返したりしていると、
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気づかないうちにリンクが
外れてしまうことがある。
しかし、1 つずつWWW ブ
ラウザーでリンクをクリッ
クしてすべてをチェックす
るのは非常に面倒だ。そんなときに役に立つ
のがこのWebLinkだ。このソフトは作成した
ホームページのリンクが外れていないかをチェ
ックするリンクチェック機能と、リンクチェッ
クをしたページをサーバーにアップロードする
FTP 転送機能を備えているので、リンクの外
れているファイルを簡単に発見することができ
る。また、WebLink はローカルのハードディ
スクにあるファイルだけでなく、URL で指定
した外部へのリンクもチェック可能だ。

WebLink

Win
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
種別：シェアウェア 1,500円
作者：金子敦
CD-ROM収録先： A Win→ Weblink
関連ページ： http://www.bekkoame.ne.jp/
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ルの送受信などはできないが、そのぶん操
作は簡単なため、すぐに使い方を覚えられ
るだろう。初期設定も簡単で、初めて起動
したときにニックネームとメールアドレス、
サーバーのアドレスを入力するだけですぐ
にチャットが楽しめる。基本的な操作はす
べてキーボードから入力できるようになっ
ているため、チャット中にキーボードから
手を離したくないヘビーユーザーにもおす
すめだ。
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Web Exchange
Ver.2.13

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
種別：フリーソフトウェア
作者：鈴木聖史
CD-ROM収録先： A Win→ Webexch
関連ページ： http://www.toyota.ne.jp/

Win

~kawauso/web/

ホームページを作成する場合、まずローカル
のハードディスクにホームページの全データを
作成し、それをFTP ソフトを使ってプロバイ
ダーのサーバーにアップロードしているといっ
た人がほとんどだろう。更新する際はハード
ディスクのデータを書き換え、それをFTP ソ
フトを使ってアップロードしているはずだ。し

かし、頻繁にホームページを更新するうちに
画像ファイルやHTML ファイルの数が増えた
りディレクトリー構造が複雑になったりして、
ファイルのアップロードミスをしてしまうこと
がある。Web Excangeを使えばボタンをクリ
ックするだけで新規に作成されたファイルや更
新したファイルだけをアップロードするので、
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Cherry
Ver.1.2.8

動作環境

Win
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
種別：フリーソフトウェア
作者：ふみぃ
CD-ROM収録先： A Win→ Cherry
関連ページ： http://www.din.or.jp/~fummy/
Cherry は高機能なフリーのMIDI シーケンサ
ーソフトだ。最近はコンピュータの処理能力
が向上しため、ソフトウェアシンセサイザーが普
及し、外部MIDI 音源がなくてもコンピュータ
にサウンドボードさえ搭載してあればハイクオ
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WakeupRouter
Ver.1.1

動作環境

Mac
OS：マッキントッシュPPC
種別：フリーソフトウェア
作者：浅利哲
CD-ROM収録先： A Mac→ WakeupRouter
関連ページ： http://www.asari.meguro.tokyo.jp/
ダイアルアップルーターには一定時間通信が
行われなかった場合、自動的に回線を切断す
る機能がある。このため、ユーザーは回線の
ダイアルアップ接続や回線の切断を意識せず
にインターネットにアクセスすることができ非
常に便利だ。この機能は昼間にアクセスする
場合などには非常に有効だが、テレホーダイ

の時間帯は接続したままにしておきたい。そ
のようなときはWakeupRouterを起動してお
こう。WakeupRouter は、定期的にPing を
送信することによって回線を自動で切断しな
いようにするためのソフトウェアだ。指定され
た時間帯のみ動作させることができるので、
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そのようなアップロードミスを防げ、ホームペ
ージを簡 単 に管 理 できる。 また、 W e b
Exchange は複数のサーバーをアップロード
先として設定できるので、ミラーサイトとして
同じ内容のホームページを複数のサーバーに
作成している人でも簡単にホームページの更
新が可能だ。
リティーなサウンドを再生できるよ
うになった。そのため、自分で作曲
したMIDI データをホームページに
アップロードして、アクセスしたとき
に曲が鳴るようにしたいと思ってい
る人も多いはずだ。しかし、MIDIデータを作成
するには、外部MIDI音源に付属の作曲ソフト
ウェアを使ったり、市販の高価なシーケンスソ
フトが必要なためにあきらめていた人も多いだ
ろう。Cherryはそんな人におすすめのMIDIシ
ーケンサーソフトだ。フリーソフトウェアながら、
非常に多機能かつ高性能で、市販ソフトにも
劣らない。MIDI データの入力方法も多彩で、
キーボードからのリアルタイム入力はもちろん、
ステップ入力や数値入力、ピアノロール入力
など、自分に合った入力方法を選択できる。

「テレホーダイの時間帯だけ」といった指定も
可能だ。また、モデムやTAで通信をしている
人でも、一定時間通信がないと自動的に回線
を切断するプ
ロバイダーが
あるので、そ
のようなプロ
バイダーに加
入しているユ
ーザーにもお
すすめだ。
画像ファイルも一緒
に保存されるので、
ページのイメージを
そのまま保存できる。
また、Javaアプレッ
トやShockWave を使ったページの保存も可
能だ。使い方も非常に簡単で、保存したいペ
ージを見つけたら、
「Shot」ボタンをクリックす
るだけだ。Web ショットは、カメラを持ち歩
いて気に入った風景写真を撮るように、ネット
サーフィンをしていて偶然見つけた面白いペ
ージを保存し、あとでゆっくり見るといった用
途に最適なツールだ。また、ニュースサイト
などのようにすぐに内容が変わってしまうペー
ジを保存しておくといった使い方にも便利だ。

Web ショット
Ver.1.2.6

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
種別：シェアウェア 2,100円
作者：株式会社ディアイエス
CD-ROM収録先： A Win→ Webshot
関連ページ： http://www.dis.co.jp/

Win

o3/products/webshot/

Web ショットは表示しているホームページの
内容をまるごと保存し、あとからオフライン
でも参照できるようにするツールだ。WWW
ブラウザーの「名前を付けて保存」とは違い、
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インターネット必須ソフトウェアを徹底解説

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
OS：ウィンドウズ95、NT4.0
種別：無償配布
配布元：ポイントキャスト株式会社
CD-ROM収録先：ウィンドウズ版 Win→ Pointc
関連ページ： http://www.pointcast.ne.jp/

Win

ポイントキャスト2.0
日本語版

ポイントキャスト2.0
日本語版を
インストールしよう

ポイントキャスト2.0 日本語版はサーバーから配信される情報を、テレビのチ
ャンネルを選択するように、ユーザーが欲しい情報だけを選んで表示できるプ
ッシュ型インターネット情報サービスです。朝日新聞や日刊スポーツ、日経
BP、インプレスなどがコンテンツ提供をしており、つねに最新のニュースを
必要なときにすぐ読むことができます。

ポイントキャスト2.0 日本語版はインターネットナビ
ゲーターCD A に収録されています。
「Sep98̲a」→「Win」→「Pointc」の順にフォルダ
ーを開いて、フォルダーの中にある「p32ips55.exe」
をダブルクリックします。

1

インストールプログラムが起動し
ます。
「Next」をクリックします。

3

続いて初期設定を
し ま す 。「 次 へ 」
をクリックします。

4

6
ポイントキャスト視聴者コミュニティに
参加する場合は、氏名、電話番号など
を入力します。参加しない場合は「次
へ」をクリックします。

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「同意す
る」をクリックします。

7
2

インストール先 を指 定 します。
そのままでよければ「Finish」
をクリックします。

5
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電子メールアドレス、年齢、性
別、郵便番号などを入力して
「次へ」をクリックします。
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専用線を使ってインターネットに接続してい
る場合は、
「直接接続」を選択します。ダイ
アルアップ接続の場合は、
「Windows95/NT
ダイアルアップネットワーク」を選択します。
「次へ」をクリックします。

R
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1

基本操作を
マスターしよう
インストールが完了したら、早速ポイントキャスト2.0 日本語版を
使ってみましょう。まずは基本的な使い方をマスターしましょう。

●ポイントキャストを使ってみよう
ポイントキャスト2.0日本語版を初めて起
動すると、上のような画面が表示されま
す。画面右下の「すべて更新」 をクリ
ックします。すると、 の部分に「更新
中」と表示され、ニュースの受信が始ま
ります。

2
しばらくすると、ニュース
が受 信 され、右 のような
画面になります。ポイント
キャスト2.0では、回線切
断後にゆっくり読むことが
できます。

■ニュースタイトル
チャンネルはさらに細分化されており、タブで
情報を選択できます。ニュースタイトルをクリ
ックすると、下のウィンドウに内容が表示され
ます。

■チャンネル

■最大化ボタン

テレビのチャンネルを切
り替えるように、クリック
して見 たいカテゴリーの
チャンネルを選択します。

このボタンをクリックすると、ニュースウィンド
ウの領域が広がります。表示領域の狭いノート
パソコンなどで利用します。

■ニュースティッカー
■印刷
ニュースの画面を画面イ
メージそのままで印 刷 す
ることができます。

ニュースヘッダーが電光掲示板のように次々と流れて表示さ
れます。通常はこのティッカーだけを表示させておき、興味が
あるニュースヘッダーが流れたきたらダブルクリックをして、
メインウィンドウを表示させるといった使い方ができます。

■ Webブラウザー
WWW ブラウザーを起動できます。
ポイントキャスト 2.0 のウィンドウ
の中にWWW ブラウザーが表示され
ます。通常のWWW ブラウザーと同
様の操作が可能です。

■バナー広告
ポイントキャストのウィンドウの右上にはつね
にバナー広告が表示されます。クリックすると
関連するホームページが表示されます。

8
7 で「Windows95/NTダイアルアップネッ
トワーク」を選択した場合、接続先を指定
します。
「直接接続」を選択した場合はこの
画面は表示されません。
「OK」をクリック
します。

9
ポイントキャ
ストで 利 用
する WWW
ブラウザーを選択します。利用しているパソコンにインタ
ーネットエクスプローラがインストールされている場合は
「Microsoftインターネットエクスプローラ」を選択します。
インストールされていない場合は「PointCast ブラウザ」
を選択します。
「次へ」をクリックします。
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10

以 上 で初 期 設 定 は完
了です。
「完了」をク
リックします。
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ポイントキャストを
カスタマイズしよう
ポイントキャストには、パソコンが使われていないときにニュースを自動
更新したり、スクリーンセーバーを表示させたりする機能があります。使
いやすいようにポイントキャストカスタマイズしましょう。

●ポイントキャストの設定変更
右 下 のカス
タマイズボタン
をクリックして
「アプリケーショ
ンの設定」を選
択します。

■スマートスクリーンタブ
ポイントキャストをスクリーンセーバーとして
使う場合、チェックボックスにチェック印を付け
ます。次に解説する更新タブで、
「常時自動更新」
に設定している場合、スクリーンセーバー起動時
にニュースが自動的に更新されます。
スクリーンセーバーが起動するまでの時間を
設定します。
スクリーンセーバーから復帰する方法を指定
します。

■更新タブ
■ポイントキャストの
スクリーンセーバー
スマートスクリーンタブで、
「ポイントキャス
トをスクリーンセーバーとして使用」に設定した
場合、上のようなスクリーンセーバーが起動しま
す。スクリーンセーバーが起動中に、ヘッドライ
ンをポインターでクリックすると、スクリーンセ
ーバーから復帰し、クリックしたニュースが表示
されます。

ニュースの更新方法を指定します。インタ
ーネットに常時接続している場合は「常時自動
更新」に、ダイアルアップなどでインターネッ
トに接続している場合は「更新ボタンを押した
時のみ更新」もしくは、
「カスタムスケジュール
に基づいて更新」を選択します。
「カスタムスケジュールに基 づいて更 新 」
を選択した場合、更新時間や更新間隔などを
設定できます。ダイアルアップで接続している
場合、テレホーダイの時間帯だけ自動更新する
といった設定ができます。

■インターネットタブ
接続方法を選択します。通常はインストー
ルの際に設定した接続先が設定されています。
使用する WWW ブラウザーを選択します。
PointCastブラウザに設定した場合、次の「ポ
イントキャストブラウザの設定」の欄の入力が
必要です。
ユーザー名や電子メールアドレスなどを入力
します。これは、WWW ブラウザーからメール
を送信する場合に利用します。上の「使用する
ブラウザ」の項目で、PointCast ブラウザ以外
を指定した場合は、この欄に入力する必要はあ
りません。

358
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■プロキシータブ

■登録タブ

LAN 環境などからインターネットに接続し
ている場合、プロキシーサーバーを使ってアク
セスするしなければならない場合があります。
通常、ダイアルアップ接続の場合は、この欄は
なにも入力する必要がありません。

ユーザーの情報を入力します。インストー
ル時に入力した情報が登録されています。情報
を変更したい場合にここで変更します。
入力した情報を公開されたくない場合はこ
の欄をチェックします。
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チャンネルの
追加や削除をしよう
ポイントキャストでは、必要なチャンネルのみを表示させること
ができます。不要なチャンネルを削除することで、情報を更新

A

D
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e

●チャンネルの追加と削除
右下のカスタマイズボタンをクリ
ックして「チャンネルの追 加 ／
削除」を選択します。

する時間を短縮できます。

■チャンネルの削除

■チャンネルの追加

右側のウィンドウから削除したいチャン
ネルを選択し、
「削除」ボタンをクリック
します。削除したチャンネルは左のウィ
ンドウに移動します。

左側のウィンドウから追加したいチャン
ネルを選択し、
「追加」ボタンをクリック
します。追加したチャンネルは右のウィ
ンドウに移動します。

削除したチャン
ネルは、メイン
ウィンドウのチ
ャンネルボタン
から消え、表示
されません。

●チャンネルのカスタマイズ
右下のカスタマイズボ
タンをクリックして
「チャンネルのカスタマ
イズ」を選択します。

チャンネルを
カスタマイズしよう
ポイントキャストでは、チャンネルがさらに細分化され、カテゴリーごと
にタブ表示されています。どのカテゴリーを表示するかを選択しましょう。

カスタマイズしたいチャンネルのタ
ブを選択し、表示させたいタブのチ
ェックボックスをクリックします。
企業チャンネルでは、表示させたい株価の銘柄名
や証券コードを入力して株式銘柄を選択します。
正しい銘柄名や証券コードがわからない場合は、
「銘柄検索」ボタンをクリックします。

銘柄検索ウィンドウでは、会社名などで株式銘柄の検索
ができます。会社名の一部のみを入力するだけで該当す
る株式銘柄の一覧が表示されますので、その一覧から表
示させたい銘柄を選択できます。
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