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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
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
ます。まずは今月の注目ソフトから。

HOTTEST TOOLS
今月の注目
ソフト
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Hatch inside
Ver.2.0

動作環境
OS：ウィンドウズ95
種別：フリーソフトウェア
作者：ディアンドアイシステムズ株式会社
関連ページ： http://www.hatch.co.jp/

Win

WWW ブラウザーでホームページを表示させ
るには、URL アドレスやIP アドレスを入力し
なければならないが、それらは入力が面倒だ。
そんな面倒なURLアドレスの代わりに、
「イン
ターネット番号」と呼ばれる数桁の番号を入
力するだけで簡単にホームページにアクセスす
るためのツールが、このHatch insideだ。
Hatch inside を起動するとタスクバーに常駐
する。この状態でWWWブラウザーを起動し、
URLの入力欄にインターネット番号を入力す
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るだけでホームページが表示される。
あらかじめ登録されているインターネ
ット番 号 はハッチのホームページ
（h t t p : / / h a t c h . o n . a r e n a . n e . j p /
noinfo.htm）に掲載されているので前
もって調べておこう。
また、Hatch insideはよく見るホーム
ページを自分で短縮番号として登録で
きるのも特徴だ。たとえばインプレスの
ホームページ
（http://www.impress.
co.jp）を「i」とHatch inside に登録
しておけば、WWWブラウザーのURL
入力欄に「＊i」と入力するだけでインプレス
のホームページが表示される。Hatch inside
は、WWW ブラウザーをまるで電話機の短縮

ダイアルのように簡単に扱うことができるソフ
トウェアだ。

WebBBS
Ver.1.97

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT 4.0
種別：フリーソフトウェア
Win
作者：万代和明氏
CD-ROM収録先： A Win→ Webbbs
関連ページ： http://www.alpha-city.co.jp/~WebBBS/

WebBBS はウィンドウズ95 のPersonal
Web ServerやウィンドウズNT 4.0のIIS上で
動作するCGI プログラムで、簡単な設定をす
るだけでホームページに掲示板を作成できる
ソフトウェアだ。利用するユーザーをID によ
って管理できるため、ゲストユーザーは読み込
みのみ、一般ユーザーは読み書き可能といっ
た制限を設定できる。
CGI を使った一般的な掲示板システムは発
言数が多いとどこまで読んだのかがわからなく
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なることが多いが、WebBBS では
ユーザーごとに未読の発言を管理で
きるので、自分がどの発言までを読
んだかが一目で分かる。未読の発
言だけを選択して読める点も嬉し
い。発言内容の検索もできるため、
過去に読んだ記事を参照するのも
簡単だ。
また、掲示板の発言にはファイ
ルを添付できるので、簡易ファイル
サーバーにするといった使い方も可
能だ。WebBBS はインターネット
だけではなくイントラネットでも利
用できるので、
「会社の部署内で簡
単に掲示板を運用してみたい」といった使い
方にもおすすめだ。
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電波少年的懸賞生活ソフト
なすびの部屋 Ver.1.03

動作環境
OS：ウィンドウズ95
Win
種別：無償配布
作者：株式会社ハドソン
CD-ROM収録先： A Win→ Nasubi
関連ページ： http://nasubi.hudson.co.jp/

「電波少年的懸賞生活ソフト〜なすびの部
屋」は、毎週日曜日に日本テレビ系列で放送
されている「進ぬ！電波少年」の人気コーナ
ー「電波少年的懸賞生活」を元にしたインタ
ーネット対応ゲームだ。ゲームを始めるには、
まずハドソンのウェブサイト内にある「なすび
の部屋」のページで会員登録をし、そのペー
ジで販売されている1 セット30 枚の電子はが
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きを購入する。
ゲームは、応募したい懸賞を選択し、購入
した電子はがきを使って画面上の「なすび」
にはがきを記入させ、懸賞に応募させること
で進行する。ゲーム上で懸賞に当選すると画
面上に賞品が表示され、なすびの生活が変化
していく様子が楽しめる。
また、ゲームで応募した懸賞データはハド
ソンに送られ、実際の懸賞を行っているそれ
ぞれのスポンサーにも届けられる。ゲームを楽
しみながら実際の懸賞にも同時に応募できる
仕組みだ。
なお、ゲーム上での懸賞と実際の懸賞とは
連動しているわけではなく、それぞれ別々に

抽選が行われる。そのため、ゲーム上
で懸賞に当選して賞品が届いたから
といって、実際の懸賞に当選したわけではない
ので注意しよう。

FARLUX COLOR
REDUCER
Ver.1.0Beta2

動作環境
OS：マッキントッシュPPC
Mac
種別：シェアウェア 5,000円
作者：有限会社スタジオブルテリア
CD-ROM収録先： A Mac→ COLORREDUCER
関連ページ： http://www.studiobt.com/

FARLUX COLOR REDUCER はデジタル
カメラなどで撮影したり、スキャナーで取り込
んだりしたフルカラーの画像ファイルを劣化を
抑えながら256 色以下に減色し、ファイルサ
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イズを小 さくするためのソフトウェアだ。
FARLUX COLOR REDUCERはプレイステー
ションやドリームキャストなどのゲーム開発に
使われている業務用グラフィックソフトウェア
「FARLUX」と同じ減色エンジンを採用して
おり、減色後も劣化の少ない高品質な画像を
保つことができる。ホームページに掲載する画
像ファイルはなるべく容量の小さいものにした
ほうが読み込む時間が短い。また、プロバイダ
ーから割り当てられたホームページの容量が決

まっている場合などには1つ1つの画像ファイ
ルのサイズが小さいほうがより多くの画像ファ
イルを掲載できる。画像のサイズは変更したく
ないが、
ファイルのサイズは小さくしたいとい
ったときに利用するといいだろう。

Aladdin
Expander 2.0

動作環境
OS：ウィンドウズ95、NT 4.0
種別：フリーソフトウェア
Win
作者： Aladdin Systems,Inc.
CD-ROM収録先： A Win→ Stuffit
関連ページ： http://www.aladdinsys.com/expander/

Aladdin Expander 2.0は、マッキントッシ
ュで一般的なファイル圧縮形式であるStuffIt
形式のファイルを展開するソフトウェアだ。
StuffIt 形式のファイルだけでなく、ZIP 形式
やgzip 形式、ARC 形式のファイルの展開も
できる。また、マッキントッシュでよく使われ
るBinHex 形式やMacBinaly 形式のデコード

機能も備えている。
Aladdin Expander 2.0の前バージョンと言
えるStuffIt Expander for Windows は16 ビ
ットアプリケーションであったために、ロング
ファイルネームをサポートしていなかった。そ
のため、マッキントッシュユーザーがロングフ
ァイルネームのファイルをStuffIt 形式で圧縮
したものをウィンドウズユーザーは展開できな
かったが、今回のAladdin Expander 2.0 で
は32ビットアプリケーションとなり、ロングフ
ァイルネームをサポートしたため、ウィンドウ
ズユーザーでも問題なくロングファイルネーム

のStuffIt ファイルを展開できるようになった。
Aladdin Expander 2.0はマッキントッシュ
ユーザーとファイルのやり取りをする機会の多
いウィンドウズユーザーに必須のソフトウェア
だ。
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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。
動作環境
OS：ウィンドウズ3.1、95、NT 4.0、マッキントッシュ
種別：無償配布
配布元：アドビシステムズ株式会社
Win Mac
CD-ROM収録先：ウィンドウズ版 Win→ Acrobat
マッキントッシュ版 Mac→ AdobeAcrobatReader
関連ページ： http://www.adobe.co.jp/product/acrobat/

今月の徹底解説ソフト

Adobe Acrobat
Reader 3.0aJ

Adobe Acrobat
Readerを
インストールしよう

Adobe Acrobat Reader は、PDF
（Portable Document Format）
形
式のファイルを画面で表示したり、
プリンターで印刷したりするためのソフトウ
ェアです。PDFファイル はHTMLでは表現できないような複雑なレイアウトの
文書を、プラットフォームに依存せずにどのような環境でも 同じように 表示で
きるのが特徴です。最近ではソフトウェアのマニュアルや新聞の速報などが
PDF ファイル化され 、
インターネットで 配布されています。

■ウインドウズ版

1
2

ウィンドウズ版 Adobe Acrobat Reader
はインターネットナビゲーターCDÅ に収
録されています。
「Nov98̲a」→「Win」
→「Acrobat」の順にフォルダーを開い
て、フォルダーの中にある「ar32j30a.
exe」をダブルクリックで起動します。

4

インストール先を指定します。そ
のままでよければ「次へ」をクリ
ックします。

5

以 上 でインストールは
終了です。
「終了」をク
リックします。

インストールプログラムが起 動 します。
「はい」をクリックします。

■マッキントッシュ版

3
しばらく
すると上
の画面が表示されます。
「次へ」
→「はい」とクリックします。
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1

マッキントッシュ版 Adobe
Acrobat Reader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。「 Nov98̲a」 →
「Mac」→ 「AdobeAcrobat
Reader」の順にフォルダーを開
いて、 フォルダーの中 にある
「Reader3.0aJ Installer」をダ
ブルクリックで起動します。
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2

インストールプログラムが起動し
ます。
「続行」をクリックします。

R

3
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「承諾」をクリッ
クします。

E

A

D

M

e

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Adobe Acrobat Reader を使っ
てみましょう。ここではウィンドウズ版を使って解説しますが、マ
ッキントッシュ版も操作方法は同じです。
Adobe Acrobat Readerをインストー
ルしたフォルダーに「Help」というフ
ォルダーがあります。このフォルダー
内に「Reader.pdf」というファイルが
ありますので、サンプルとしてこのフ
ァイルを開いてみましょう。

4

5
6

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

「Reader.pdf」を開くと、左
のような画面が表示されます。
ウィンドウにはメニューバーと
ツールバー、そして PDF ファ
イルの 1 ページ目が表示され
ます。
PDF ファイルは拡大や縮小を
しても文字がなめらかに表示
されるのが特徴です。「拡大」
ボタンをクリックして読みやす
いサイズに変 更 しましょう。
ただし、画像ファイルは拡大
するとジャギー（画像が荒れ
ること）が目立ちます。
ツールバーの「次 ページ」ボ
タンをクリックすると次のペー
ジに進みます。

アラートが表示されます。他の
ソフトウェアが起動していない
ことを確認して「続行」をクリ
ックします。
■しおりとページボタン

■前ページボタン

■戻るボタン

■全幅表示ボタン

ウィンドウの右にページの
タイトルが表示されます

前 のページに戻 り
ます

リンク先に戻ります

ウィンドウの横幅に合わ
せてサイズを変更します

■ページのみボタン

■拡大ボタン

■次ページボタン

■全体表示ボタン

ウィンドウにページ
のみが表示されます

画 面 を 拡 大ま
たは縮小します

次 のページに進 み
ます

ページ全 体 が表 示 される
ようにサイズを変更します

インストールが完了すると上の
画面が表示されます。
「再起動」
をクリックしてマッキントッシ
ュを再起動します。
■手のひらボタン

■テキスト選択ボタン

■最終ページボタン

■実寸表示ボタン

画 面 の表 示 位 置 を
調整します

ファイル内のテキスト
を選択します

最終ページに移動し
ます

実際のサイズで表
示します

■サムネールとページボタン

■開始ページボタン

■進むボタン

■検索ボタン

ウィンドウ左に各ページを縮
小したものが表示されます

1 ページ目に移動し
ます

リンク先に進みます

表示ファイル内の単語
を検索します
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Adobe Acrobat
Readerの設定をしよう
Adobe Acrobat Reader は標準設定のままでも使えますが、環境設定
でWWW ブラウザーと連携したり、表示方法を変更したりすることによ
ってさらに使いやすくなります。
■レイアウト
「レイアウト」はPDF ファイルの表示方
法 の設 定 です。標 準 では「1 ページ」
になっていますが、「2 コラム」に変更
するとウィンドウに2 ページずつ表示さ
れます。

「ファイル」メニューの「環境設定」
から「一般」を選択すると右のよ
うな「一般の環境設定」のウィン
ドウが表 示 されます。 Adobe
Acrobat Readerを使いやすくカス
タマイズしましょう。

標準設定の1ページ表示の画面。

■大きい画像を表示

このチェックボックスを外すと
128K バイト以上の画像が表示
されなくなり、ページの表示が
速くなります。

2コラム表示の画面。右側に奇数ページ、左側
に偶数ページが表示される。

■ WebLink の環境設定
「ファイル」メニューの「環境設定」
から「WebLink」を選択すると上
のような「WebLink の環境設定」
のウィンドウが表 示 されます。
「WWWブラウザアプリケーション」
の欄に通常利用している WWW ブ
ラウザーを指定します。
PDF ファイルでURL がリンク指定
されていると WWW ブラウザーが
起動し、そのホームページが表示
されます。

■書類間リンクを同じウィンドウで開く

■グリーキング

これは、現在表示している PDF ファイルか
ら別のPDFファイルにリンクが指定されてい
る場合に、リンクされている別のPDFファイ
ルを同じウィンドウで開くかどうかの設定で
す。このチェックボックスを外すとリンク先
の別のPDF ファイルが新しいウィンドウで開
かれます。

指定したサイズ以下の小さい文字をグレーの線で
表示します。小さい文字が表示されなくなるので
ページの表示が速くなります。

「ツールバーボタンを表示」にチェックを付け
ると、Adobe Acrobat Readerのツールバー
に「Web ブラウザ」ボタンが表示され、この
ボタンをクリックすると「WWW ブラウザア
プリケーション」で指定したWWW ブラウザ
ーが起動します。
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WWW ブラウザーで
表示しよう
Adobe Acrobat Reader はプラグインを使ってWWW ブラウザ
ーでPDF ファイルを表示することができます。
Adobe Acrobat Readerをインストールする

ブラウザーで表示す

とプラグインも同時にインストールされるの

ることもできます。

で、特にWWWブラウザーの設定をする必要

必要なページのみ表

はありません。WWW ブラウザーでホームペ

示 できるのでサイズ

ージにあるPDF ファイルへのリンクをクリッ

の大きいPDF ファイ

クすると WWW ブラウザー内に PDF ファイ

ルすべてをダウンロ

ルが表示されます。操作方法はアプリケーシ

ードせずに、PDF フ

ョン版の Adobe Acrobat Reader とまった

ァイルの一部を保存

く同じように使えます。

したり印刷したりす

このプラグインは、ウィンドウズ版はネット

ることができます。

スケープコミュニケーター、インターネット

アプリケーション版

エクスプローラの両方に対応していますが、

のAdobe Acrobat Reader では拡大縮小は

マッキントッシュ版はネットスケープコミュ

1 つのボタンになっており、縮小する場合は

ニケーターのみの対応になっており、インタ

「ctrl」キー（マッキントッシュでは「option」

ーネットエクスプローラでは利用できません。

キー）を押しながらマウスをクリックします

マッキントッシュ版のインターネットエクス

が、プラグイン版では拡大ボタンと縮小ボタ

プローラではAdobe Acrobat Readerはヘル

ンが別のボタンになっています。また、プラ

パーアプリケーションとして動作します。

グイン版 の Adobe Acrobat Reader では、

サーバー側が Adobe Acrobat Reader に対

ツールバーをウィンドウの上下左右の好きな

応していれば、PDFファイル全体をダウンロ

場所に自由に移動できます。

ードして表示するのではなく、必要なページ
のみを1 ページずつダウンロードしてWWW

PDF ファイルを作成するには
Adobe Acrobat Reader はPDF ファイルを表示
するためのソフトウェアなので、PDF ファイルを
作 成 するためには製 品 版 の「 Adobe Acrobat
3.0J」が必要です。

s

Adobe Acrobat 3.0Jをインストールするだけで、
使い慣れたワープロソフトや表計算ソフト、DTP
ソフトなどどんなソフトウェアからでもPDF ファ
イルを簡単に作成することができます。PDFファ

ワープロなどのアプリケーションから印刷する際にプリン

イルの作成方法は、各アプリケーションの印刷ダ
イアログからプリンターに出 力 する代 わりに、

PDF Writer 3.0J」というプリンタードライバーがインストール
されます。

Writer3.0J」という仮想プリンターに出力するよ

s

Adobe Acrobat 3.0J に付属の「Acrobat PDF

ターを「Acrobat PDF Writer 3.0J」に設定します。
製品版の「Adobe Acrobat 3.0J」をインストールすると
「Acrobat

うに設定するだけです。プリンターに Acrobat
PDF Writer3.0J を選択すると、紙には印刷され

ウェアでも作成することができるのです。

ずにPDFファイルが作成されます。そのような仕

また、最新版のAdobe Acrobat では動画やサウ

組みのため、PDFファイルの作成には特定のアプ

ンドファイルをPDF ファイルにリンクするといっ

実行すればPDFファイルが作

リケーションを必要とせず、印刷メニューのある

た設定もできるのでマルチメディアコンテンツを

成されます。

アプリケーションソフトなら、どのようなソフト

簡単に作成することができます。
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このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。
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