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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

HOTTEST
TOOLS

Ver.1.79

動作環境
OS：ウィンドウズ95/98、NT4.0
種別：フリーソフトウェア
Win
作者：界外年応氏
関連ページ： http://www.toxsoft.com/nextftp/

NextFTP Liteはわかりやすい操作で人気の日
本語FTPクライアントソフト「NextFTP」の
フリーソフトウェア版だ。シェアウェア版であ
るNextFTP との違いは、ホストへのログイン
アカウントがanonymous に限定されてしま
う点やホームページ転送機能が使用できない
点、漢字コードの変換機能がない点、任意の
コマンドが実行できない点などだ。そのため、

HOTTEST
TOOLS

best 5

NextFTP Lite
残念ながら作成したホームページの
ファイルをプロバイダーにアップロ
ードするといった使い方はできない。
操作方法や画面表示は使いやすい
ことで定評のあるシェアウェア版と
まったく同じで、ドラッグアンドド
ロップで簡単にファイルをダウンロ
ー ド で き る 。 NextFTP Lite は 、
anonymousFTP サーバーなどから
ファイルをよくダウンロードするユ
ーザーにお勧めしたいFTPクライア
ントソフトだ。

3受け取った暗号化メールを復号する際に自
分の秘密鍵を使って復号する。

PGP
Ver.5.5.3iJ

動作環境

たい相手に事前に配布し、秘密鍵は自分が
保存しておく。
2 相手から暗号化したメールを送ってもらう
時に自分の作成した公開鍵を使って相手に
メールを暗号化してもらう。

Win

OS：ウィンドウズ95/98、NT4.0
種別：フリーソフトウェア（個人利用に限る）
作者：株式会社クニリサーチインターナショナル
CD-ROM収録先： A Win→ Pgp
関連ページ： http://www.kuni.co.jp/

といった手順になる。
なお、株式会社クニリサーチインターナシ
ョナルが提供するPGP 5.5.3iJ は個人利用に
限って無料で使用できる。会社などで商用利
用する場合は製品版を購入する必要がある。

PGPは非常に強固な暗号アルゴリズムをも
った暗号化ソフトウェアで、現在世界中で
400万人以上が利用しており、事実上の世界
標準と言ってもよいほど普及しているソフト
ウェアだ。PGP を利用することにより、イン
ターネットを使った電子メールのやり取りが安
全に行える。PGP は公開鍵と秘密鍵と呼ば
れる2 つの鍵を使って暗号化や復号を行って
いる。利用法を簡単に説明すると、
1公開鍵を暗号化したメールを送ってもらい
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WinProxy
Ver.1.48

動作環境
OS：ウィンドウズ95/98
Win
種別：フリーソフトウェア
作者： SapporoWorks
CD-ROM収録先： A Win→ Winproxy
関連ページ： http://www.asahi-net.or.jp/

~gm7s-hruc/

WinProxyは1台のモデムやTAで、LAN接
続されている複数のコンピュータからインター
ネットにダイアルアップで接続できるプロキシ
ーサーバーソフトだ。モデムやTA のつながっ
たコンピュータでWinProxy を起動しておけ
ば、 L A N でつながっている他 のマシンは

HOTTEST
TOOLS

能だけではなく、イントラネット用のWWW
サーバーやメールサーバーとしても利用できる
ので、簡単にイントラネットで掲示板を作成
したり、通常のインターネット用電子メール
ソフトを利用してイントラネット内だけでメー
ルのやり取りを行ったりもできるだ。

登 録 した
いURL は
ネットスケ
ープナビゲ
ーターやイ
ンターネットエクスプローラに登録
してあるブックマークからインポー
トが可能で、WWWブラウザーで表
示しているページもボタン1 つで登
録できる。
また、登録したホームページが更
新されたかどうかをチェックする機
能やホームページの自動巡回機能も
備えているため、更新されたホーム
ページだけをウェブブラウジングするといった
使い方をすれば、通信時間の節約になるだろ
う。もちろん、更新されたページのみを自動巡

回してダウンロードするといった設定もでき
る。PageLink は毎日決まったサイトをチェ
ックしているといった人におすすめだ。

PageLink
Ver.4.00

動作環境
OS：ウィンドウズ95/98、NT4.0
Win
種別：シェアウェア 1,500円
作者：池田健作氏
CD-ROM収録先： A Win→ Pagelink
関連ページ： http://www.vector.co.jp/vpack/

browse/software/win95/net/sn072839.html

PageLink はホームページのURL 管理をメ
インとした、ウェブブラウジングの手間を軽減
するソフトウェアだ。ウィンドウズのエクスプ
ローラ風のインターフェイスを備えており、数
多くのURL をジャンル分けして管理できる。

HOTTEST
TOOLS

WinProxy の起動しているコンピュータ
をプロキシーサーバーとして指定するだ
けで、インターネットが利用できるよう
になる。ダイアルアップ接続はテレホー
ダイに対応しており、テレホーダイの時
間帯は常に接続したままといった設定も
可能だ。プロキシーサーバーとして対応
しているプロトコルはHTTPやPOP3、SMTP、
NNTP、FTP、TELNET などで、クライアン
トマシンはTCP/IP プロトコルが導入されてい
ればよいので、ウィンドウズだけではなく、マ
ッキントッシュやUNIX からも利用できる。
また、WinProxy はプロキシーサーバー機

Lite
Ver.1.05

動作環境
OS：ウィンドウズ95/98、NT4.0
種別：シェアウェア 2,000円
作者： Nemo氏
CD-ROM収録先： A Win→ Lite
関連ページ：

Win

http://www.jah.ne.jp/~nemo1/lite/

WWW ブラウザーの定番といえばネットスケ
ープコミュニケーターやインターネットエクス
プローラだろう。それらは非常に多くの機能
を備えており多機能だが、少し前のスペック
のマシンでは動作が遅く、起動するのさえも

非常に待たされてしまい
イライラしてしまう。そん
な人におすすめのWWW
ブラウザーが「Lite」だ。
Lite は動作が軽いことを
コンセプトとしたWWW
ブラウザーで、実行ファイルはわずか700Kバ
イト程度と非常にコンパクトだ。
W W W ブラウザーの基 本 性 能 としては
HTML3.2 に準拠しており、日本語のページ
も問題なく表示できる。残念ながらJavaなど
を利用したページには対応していないが、動
作が遅くなる原因の1 つであるJava のサポー
トは、このWWW ブラウザーには不必要な機
能とも言えるため、問題はないだろう。
また、ページのキャッシュは独自の保存方式
となっており、ウェブサーバーと同じディレク

トリー構造でファイルをローカルディスクに保
存している。このため、ウェブブラウジングを
したページは後からオフラインで簡単に表示で
きる点も特徴だ。
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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

ネットバーガー・ミーツβ3
ネットバーガー・ミーツはハンバーガーをイメージした、簡単でわかりやすいインター
フェイスのコミュニケーションソフトウェアです。このソフトウェアは大きく分けて2
つの機能があり、1 つは「具」と呼ばれるさまざまなコンテンツを表示する機能、そ
してもう1つは「バーガーメール」と呼ばれるネットバーガー・ミーツを利用している
人同士が簡単にコミュニケーションをとれるメッセージ送信機能です。これらの機能
を使って誰もが手軽にインターネットを楽しむことができます。

Win

OS：ウィンドウズ95/98、NT4.0、
マッキントッシュPPC
種別：無償配布
作者：株式会社サードステージ
CD-ROM収録先：
【Win 】A Win→ Netburg
【Mac】A Mac→ NetBurger
関連ページ： http://www.netburger.ne.jp/

3

ネットバーガー・ミーツを
インストールしよう

1

ネットバー
ガー・ ミー
ツのウィン
ドウズ版 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。マイコンピュータ
を開いて「Mar99̲a」→「Win」→
「Netburg」の順にフォルダーを開き、
その中にある「NB3.1install̲all」を
ダブルクリックします。

2
312

ネットバーガー・ミーツのセットア
ッププログラムが起動するので「次
へ」をクリックします。
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ソフトウェアの使用許
諾 契 約 が表 示 されま
す。よく読んで特に問
題 がなければ「 はい」
をクリックします。

4

●ウィンドウズ版

Mac

動作環境

ネットバーガー・ミーツをインストー
ルする先のフォルダーを指定します。
通 常 は特 に変 更 する必 要 がないので
「次へ」をクリックします。

5
6

インストールが始 まりま
す。上の画面が消えるま
でしばらく待ちます。

インストールが終了すると下のウィンドウが表示されます。現在、イ
ンターネットに接続している場合は「はい」を、接続していない場合
は「いいえ」をクリックします。以上でインストールは完了です。
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2

ネットバーガー・ミーツのマッキントッ
シュ版 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。
「Mar99̲a」
→「Mac」→「NetBurger」の順にフ
ォルダーを開き、その中にある「nb3.0install̲all」
をダブルクリックします。

e

ーザー登録の画面は初めて起動したときのみ表示されます。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。

1
3

ネットバーガー・ミーツをインスト
ールする先のフォルダーを指定しま
す。 通 常 は特 に
変 更 する必 要 が
ないので「 イン
ストール」 をク
リックします。

M

ネットバーガー・ミーツを利用するにはユーザー登録が必要です。ユ

ネットバーガー・ミーツ
のセットアッププログラ
ムが起動するので「続け
る...」をクリックします。

4

D

ネットバーガー・ミーツを
ユーザー登録をしよう

●マッキントッシュ版

1

A

ネットバーガー・ミ
ーツを初めて起動す
ると「新規ユーザー登録」のウィンドウが表示されます。
「バ
ーガーネーム」の欄にニックネームを入力し、性別のボタンを
クリックします。入力を終えたら「OK」ボタンをクリックしま
す。学校内や社内などでプロキシーの設定が必要な場合は「プ
ロキシ設定」のボタンを押してプロキシーサーバーの設定をし
ます。

ソフトウェア
の使 用 許 諾
契 約 が表 示
されます。よ
く読んで特に問題がなければ
「同意」をクリックします。

5

2
「新規登録サーバー選択」の画面が表示さ
れます。通 常 は何 も選 択 せずにそのまま
「OK」ボタンをクリックします。

3

しばらくすると登録が
完了し、左の画面が表
示されます。

6
インストール完 了 のダイア
ログが表 示 されるので、
「OK」をクリックします。

4

インストールが始まりま
す。上の画面が消えるま
でしばらく待ちます。

7

インストーラーを終了させるダイアロ
グが表示されるので、
「終了」をクリ
ックします。
以上でインス
トールは完了
です。

「バーガーネームを登録中」の画面が表示
されますので、そのまま待ちます。

5

以上でユーザー登録は完了
です。登録が完了するとネ
ットバーガー・ミーツのメ
イン画面が表示されます。
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ネットバーガー・ミーツを
使ってみよう

■ About ボタン

ネットバーガー・ミーツのバージョンや作成
者などの紹介画面が表示されます。

インストールが完了したら、早速ネットバーガー・ミーツを使ってみま
しょう。ネットバーガー・ミーツには、さまざまなコンテンツを表示する
機能と「バーガーメール」と呼ばれるネットバーガー・ミーツを利用し
ている人同士でコミュニケーションをとる機能の2つがありますが、ここ
ではネットバーガー・ミーツのコンテンツ表示について解説します。

■オンライン／オフラインボタン

このボタンをクリックするたびにオンラ
イン（ネットバーガー・ミーツのサーバ
ーに接続された状態）
、オフライン（サ
ーバーに接続されていない状態）が切
り替わります。赤がオンライン、青がオ
フライン状態を示します。ネットバーガ
ー・ミーツはオフラインでも楽しめます
が、一部のコンテンツはオンライン状態
でないと利用できません。
■設定ボタン

「マイカード」と呼ばれる「バーガ
ーメール」で利用する自分のプロ
フィールを作成するボタンです。こ
の機能は次ページで詳しく解説し
ます。

■ HELP ボタン

このボタンをクリックするとWWWブラ
ウザーが起動し、ネットバーガー・ミー
ツのウェブサイトにあるヘルプページが
表示されます。

■ OPEN ボタン

■ MODE ボタン

「OPEN」ボタンを押すと「ポストボッ
クス」や「ともだちボックス」といった
ウィンドウが表示されます。この機能は
次ページで詳しく紹介します。

「MODE」ボタンをクリックする
たびに時計表示／日付表示に切
り替わります。
■具

ハンバーガーをイメージしたネットバー
ガー・ミーツでは、各種のコンテンツを
「具」と呼んでいます。具をクリックす
ることで、コンテンツの内容を表示でき
ます。また、具のなかにはホームページ
へのリンクとなっているものもあり、そ
れらの具をクリックするとWWWブラウ
ザーが起動し、ホームページを表示しま
す。具はオンラインの時に自動的に更
新されます。

ネットバーガー・ミーツメイン画面

■フレンドパークボタン

オンライン時に、サーバーに接続しているユーザーの
一覧が表示されます。他のユーザーに「バーガーメ
ール」と呼ばれるメッセージの送信もできます。この
機能は次ページで詳しく紹介します。
■カスタマイズボタン

メイン画面に表示する「具」を選択で
きます。必要な具のみをドラッグアンド
ドロップで選択して表示できます。この
機能はオンラインの時のみ有効です。

■ CLOSE ボタン
■具の一例

314
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「CLOSE」ボタンをクリックするとネットバーガー・ミーツの
具が閉じてバンズの部分のみ表示されます。
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メッセージを
送ってみよう

A

D

M

e

●フレンドパークで友達を見つけよう
「Net Burgur Friend Park」ボタンをクリックすると「フレンドパーク」のウィンドウ
が表示され、現在ネットバーガー・ミーツのサーバーにアクセスしている人のプロフ
ィールが表示されます。プロフィールをクリックするとメッセージ送信ウィンドウに切
り替わり、その人にメッセージを送信できます。

ネットバーガー・ミーツの「バーガーメール」機能を利
用すると、現在ネットバーガー・ミーツのサーバーにア
クセスしている人同士でメッセージの送受信ができます。
また、プロフィールを作成して公開すれば、あなたに興
味をもった人からメッセージが届くかもしれません。

●プロフィールを作成しよう
ネットバーガー・ミーツのメイン画面にある「設定」ボタンをク
リックすると右のような「マイカード」と呼ばれる自己紹介の画
面が表示されます。ここに名前や年齢、自己紹介文などを記入
すると、オンライ
ンのときにフレン
ドパークにプロフ
ィールが表示され
ます。 入 力 が終
わったら「 O K 」
ボタンを押して登
録しましょう。マ
イカードはいつで
も内 容 を更 新 で
きます。

● OK ボタン

「OK」ボタンをクリ
ックすると記入した
メッセージが相手に
送信されます。

● RELOAD ボタン

「RELOAD」ボタンをクリックすると現
在オンライン状態の人の一覧を更新しま
す。通常は自動で更新されるのでクリッ
クする必要はありません。

● CLOSE ボタン

「CLOSE」ボタンをクリッ
クするとフレンドパークの
ウィンドウを閉じます。

●ともだちボックスウィンドウ

●友達カードをゲットしよう
初めての相手からメッセージを受信すると、相手のプロフィー
ルが表示されます。
「友達ボックスにGET!!」のボタンをクリ
ックすると、その相手が「ともだちボックス」のウィンドウに
登録され、次回からは「ともだちボックス」でそのユーザーが
現在オンラインかオフラインかを確認できます。

ともだちボックスには今までに集めた
友達のカードが登録されます。友達
にメッセージを送信するには、カー
ドをクリックして反転させ、送信ボ
タンをクリックします。同時に何人
にでも同じメッセージを送信できま
す。また、友達カードにはメッセー
ジのやり取りの回数によって「ただ
の友達」や「結構いい仲」など、友
達との親密度が表示されます。

左下の切り替えボタンをクリックする
たびに「ポストボックス」と「ともだ
ちボックス」が切り替わります。

●ポストボックスウィンドウ

ポストボックスでは、いままでにやり取りしたメッ
セージが参照できます。受信したメッセージを選択
して「返信」ボタンをクリックすれば、簡単にメッ
セージを送信できます。
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