テクニック
ICQ 入手先：http://www.icq.com/
ICQ99a は本誌付録の CD-ROM には収録されていません。上記 URL にアクセスして、ト
ップページの「Download ICQ」をクリックし、あとは指示に従ってダウンロードしてくだ
さい。3.94M バイトあるので、ISDN の 64K 接続なら約 10 分程度かかります。

手軽なコミュニケーションツールとして人気の ICQ がバージョンアップした。最新版の ICQ 99a（執筆時現在のバージョンは Beta
v2.13 Build #1700）は、送信メッセージを表示するフォントの種類やサイズ、色の変更、ボイスメッセージやグリーティングカー
ドの送信、登録ユーザーのグループ化などの機能が新たに加わり、今までにも増して便利で楽しいツールになった。インターネットに
接続している友人や知人とメッセージを交換できれば十分と言う人もいるかもしれない。だが、ここで紹介するワザをマスターすれば、
今まで知らなかった ICQ の新しい魅力を再確認できること間違いなしだ。
藪 暁彦

裏ワザ

1

メッセージを日本語で表 示せよ！

さまざまな新機能が加わった新バ

が付いているフォントは縦書き用だ。

ージョン99a のインストールも無事

これを選ぶと文字が横に寝てしまう

終わった。さっそくメッセージを送

ので注意しよう。必要に応じてスタ

ってみようと日本語を入力してみた

イルとサイ

ら文字化けだらけ。これじゃあ使い

ズも指 定

物にならない……。と、あきらめる

し、「O K 」

のはまだ早い。ICQ で日本語を表示

ボタンをク

するためには、日本語フォントを設

リックすれ

定しなければならないのだ。

ば設定完了

フォントを設定するには、メッセ

だ。これで

ージ送信ウィンドウに並ぶ3 つのボ

送信メッセ

タンのうち、左側の「Font」ボタ

ージだけで

ンをクリックする

なく、受信

。表示された

「フォントの指定」ダイアログで、

メッセージ

「MS P ゴシック」などの日本語フォ

も日本語で

ントを指定すればいいı 。ただし、

表示できる

フォント名の頭にアットマーク（@）

ようになる。

A

B

illustration: NANKIN

裏ワザ
A

「Message Archive」を日本語で表示せよ！
裏ワザ1 の方法で日本語
フォント

B
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さ れ て い る 「 Message Archive」
（Advanced Mode でしか利用できな

2

開いた「ICQ Message Archive」ウ
ィンドウの「V i e w 」メニューから

を設定し

い）の文字化けは直らない。しかし、 「Font」を選ぶ

ても、こ

ここもちょっとしたワザを使えばメッ

れまでに

セージを日本語で表示させられる。

。裏ワザ1 と同じ

「フォントの指定」ダイアログが表示
されるので、同じ手順で「フォント

やり取り

まず「Advanced Mode」になっ

名」
、
「スタイル」
、
「サイズ」を設定

したメッ

ていることを確認して、
「ICQ」ボタ

「OK」ボタンをクリックす
するı 。

セージな

ンをクリックしてメニューを開 き、

れば設定完了だ。これで、メッセージ

どが保存

「 Message Archive」 を選択する。

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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のログも日本語で表示される。

裏ワザ

3

「Message Archive」のメッセージ一 覧や
コンタクトリストを日本語 化せよ！

裏ワザ1 と裏ワザ2 の方法でも解消

ンドウズが起動しなくなる可能性があ

されない文字化けがある。
「Message

る。ファイルを書き替える前に、必ず

Archive」 の 「 Message Dialog」

バックアップを取っておこう。

MS Sans Serif=System,128,3
Win.ini を書
き替えたら保

や「Received」などの一覧表示は相

まず、
ウィンドウズの「スタート」メ

存して、ウィ

変わらず文字化けしたままで、ここで

ニュー→「検索」→「ファイルやフ

ンドウズを再

紹介するワザを使わないかぎりこの文

ォルダ」を選択する。開いたウィンド

起動する。こ

字化けはなくならない。ただし、この

ウの「名前」の欄に「win.ini」と入

れでMessage

ワザはウィンドウズの起動時に読み込

力して「検索開始」ボタンをクリッ

Archive のメ

まれる「Win.ini」
（通常は起動ドラ

クする。Win.ini が見つかたら、
メモ帳

ッセージ一覧がしっかり日本語で

イブの「Windows」フォルダーに保

やふだん使っているテキストエディタ

表示される。また、コンタクトリス

存されている）という重要なファイル

ーでファイルを開く

。ファイル中に

トに表示される登録メンバーのニッ

を書き替えなければならない。不用意

「FontSubstitutes」という項目があ

クネームも、日本語で表示される

に変更すると、最悪の場合にはウィ

る。ここに次の1 行を追加するı 。

A

B

ようになる。

裏ワザ

4

メニューを日本語化せよ！

多くの日本人にとって英語版のア

版」を使うのだ。右下 URL からこの

注意したいのは、これがまだアルフ

プリケーションはツラい。メニューや

日本語化パッチをダウンロードして展

ァ版だということ。もしこれが原因

ダイアログが英語のせいで、いまいち

開し、復元したファイル「icq99pac̲

でトラブルが起こっても、ICQ を開

操作がわかりづらいのだ。それはICQ

alpha」をICQ がインストールされて

発したICQ 社のサポートは受けら

でも同じこと。ICQ 99a を十二分に

いるフォルダーにコピーして（たとえば

れない。

使いこなそうと思ったらこのワザだ。 「Program Files」→「Icq」
）実行する。
ICQ のメニューを日本語化してしまう

これだけで、ICQ のメニューやダイア

「P&C 版 ICQ99a 日本語化パッチα

ログの大半が日本語表示に変わる。

●P&C 版 ICQ99a 日本語化パッチα版入手先
jhttp://www.atw.ne.jp/˜pockets/
cyber/icq/patch.html

6

裏ワザ

フローティングを利用せよ！

5

コンタクトリストにたくさんのメ
ンバーを登録しても、頻繁にメッセ

コンタクトリストをカスタマイズせよ！
ICQ に登録するのはニックネーム

のグループ名が表示される。グルー

だから、登録しすぎると誰が誰だが

プを変更するには、ユーザーのニッ

わからなくなってくる。こんなとき
に便利なワザを紹介しよう。
Advanced Mode にするとコンタ
クトリストの上部に2 つのタブが表
れる。左側のタブが「All」のときは
すべてのメンバーが表示されるが、
「All」タブをクリックすると、接続中
のメンバーだけが表示される。

裏ワザ

クネームをクリックして、
「Move To
Group」を選択。サブメニューから
移動先のグループを選べばよい。こ
れを利用すれば、誰からのメッセー
ジなのかがわかりやすくなる。

ージのやり取りをする相手はごく少

ンタクトリストが最小化されている
ときも有効だ。
ICQ を終了するとフローティング

数だろう。とくに仲の良い相手には、

も消えるが、再度起動すれば、フロ

ここで紹介する「フローティング」

ーティングもまた現れる。ただし、

を作ってみよう。

このフローティングはごみ箱にドラ

フローティングの作り方は簡単だ。

ッグしても削除できない。削除する

コンタクトリストからデスクトップ

には、作ったときとは逆に、コンタ

に、メンバーをドラッグするだけで

クトリストにドラッグすればいい。

いい。フローティングをダブル
クリックするだけで、そのメン
バー宛てのメッセージ送信ウィ
ンドウが開くのだ。これは、コ

ICQ99a の新機能に登録ユーザー
のグループ化 があり、 最 初 から
「Family」などの4 つのグループが設
けられている。「User」タブをクリ
ックすると、表示が「Group」に変
わり、コンタクトリストにはこの4 つ
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©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1999/6

267

裏ワザ

7

ICQ 番号を使いわけろ！

新バージョンをインスト

のICQ 番号を登録しておく

ードが立ち上がる。この3 番

Active User」を選

ールしたときに新しいICQ

といい。仕事用とプライベ

目の画面で、登録したいICQ

ぶと、そのサブメニ

番号を取得したり、2 台目

ート用を使い分けるなど、

番号とパスワードを入力す

ューに登録済みの

のマシン用のICQ 番号を取

何かと便利だ。

ればよい ı 。この後、ICQ

ユーザーが表示さ

得したりと、1 人で複数の

「ICQ」ボタンをクリック

サーバーに接続し、入力した

れる。ここから選

ICQ 番号を持っているユー

してメニューを開き、
「Add/

データに間違いがなければ

択するだけで、い

ザーも多 いだろう。 実 は

Change Current User」→

追加登録が認められる。

つでもメッセージ交

ICQ には、複数のICQ 番

「Add Another Registered

号を登録できるのだ。いく

User」
を選ぶ

つもICQ 番号を持っていた

ICQ のインストール直後と

。すると

ら、1 台のマシンにすべて

同じように、ICQ 登録ウィザ

登録後、
「ICQ」ボタンを

換に使うICQ 番号

クリックしてメニューを開き、

を切り替えられる。

「 Add/Change

A

B

Current

User」→「 Change the

裏ワザ

8

不要なICQ 番号は削除せよ！

裏ワザ7 で、複数のICQ 番号を

められ、入力すると今

使い分けるワザを紹介したが、あま

度は「本当に削除し

りたくさんの番号を登録しても意味

てもいいのか？」と念を押されるが、

がない。それに、ほかのユーザーが自

画面の指示に従っていけば選んだ

分のICQ 番号を登録するときに、

ICQ 番号が削除される。

A

どれを登録したらいいのかがわから

この方法では、パソコンからICQ

なくなってしまう。そこで今度は、登

番号の登録が取り消されるだけだ。

録したICQ 番号を削除するワザだ。

ICQ サーバーからも完全に抹消した

まず「ICQ」ボタンをクリックし

いときは、
「ICQ」ボタンをクリックし

てメニューを開き、
「Add/Change

てメニューを開き、
「Add/Change

Current User」→「Remove ICQ

Current User」→「 Unregister

# From Computer」を選ぶ。この

Existing User」を選ぶ

サブメニューに表示された中から、

表示されるダイアログで、削除した

削除したいICQ 番号を選択する。

いICQ 番号とパスワードを入力すれ

確認のためにパスワードの入力が求

ば削除できる。

。続いて

裏ワザ

起動時の不要な表示は消せ！
ICQ を起動すると、エコーのかか

10

やめるには、設定の変更が必要だ。

ったブザー音に続いて、
「Welcome

まず、コンタクトリストの左下にあ

To ICQ」
と「ICQ Announcement」

る
「ICQ」ボタンをクリックして、開

の2 つのダイアログが表示される。

いたメニューから「Preferences」

Welcome To ICQ にはICQ を使用

を選ぶ。ダイアログの「Contact

するにあたってのセキュリティー上

List」タブをクリックして、表示さ

。これで削

の注 意 が書 かれ、 ICQ Announ

れた画面の「Don't Show Announ

ていると、コンタクトリストはすぐ

除完了だ。一度削除してしまうと

cement にはICQ からのお知らせが

cements」をチェックする

に登録メンバーでいっぱいになる。

もう元には戻らないので注意しよう。

表示される。うるさいダイアログな

をクリックすれば設定は完了だ。こ

中にはほとんどメッセージのやり

しで、すぐにICQ を起動したいなら

れで、次回からブザー音のあとにダ

取りをしないメンバーもいるはず

このワザだ。

イレクトにICQ が起動するようになる。

裏ワザ

9

親しくないメンバーは削除せよ！

おもしろがってメンバーを登録し

「Delete」を選択する

Welcome To ICQ を表示しない

だ。せっかく登録させてもらった
のに申し訳ないが、こういう相手

ようにするのは簡単だ。ダイアログ左

は削除してしまおう。

下の「 Don't show this message
again」を、チェックすればいい。一

まず、削除したい相手をクリ

方、ICQ Announcement の表示を

ックしてメニューを開き、
「More
（

268

Rename, Delete...）」 →
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裏ワザ

11

同じメッセージを複数の人に同時に送れ！

同じ内容のメールを複数の相手に
送ることがあるように、ICQ でも同じ

グループに登録したメンバー全員に同

Recipients」と書かれたボタンı が

じメッセージを送れる。

表れる。これをクリックすると、今度

メッセージを複数のメンバーに送りた

メッセージを送る全員が同じグルー

はウィンドウが右側に広がる。新しく

いことがある。こんなときに便利なワ

プに登録されているとは限らない。そ

表示された領域には、コンタクトリス

ザを紹介しよう。

ういった場合は、2 つ目のワザを使お

トと同じように登録メンバーがリスト

まず1 つ目はICQ 99a から追加され

う。まず、メッセージを送るメンバー

アップされている。ここからメッセー

たグループ機能を利用する方法だ。グ

の1 人を選び、メッセージ送信ウィン

ジを送りたいメンバーを選ぶ。これで

ループ名をクリックしてメニューを表

ドウを開く。次に、左下の「More」

選択したメンバー

示 させ、「 Send Message To」 →

ボタン

全員に同じメッセ

「Entire Group」を選ぶ。これでこの

をクリックすると、ウィンド

ウが下に広がり、右下に「Multiple

ージが送られる。

A
B

裏ワザ

12

ステータスモードを活用せよ！

ICQ を起動していても、ちょっと席

などで長 時 間 席 を離 れるときは

を離れたり、席に着いてはいるが忙し

「N/A」、緊急のメッセージ以外お断

くて手が離せなかったりすることがあ

りというときは「Occupied」といっ

る。ICQ はこうしたユーザーの状況を

た具合だ。

登録メンバーに知らせることができる。

アラートメッセージ
が送られる。
オンラインステー
タスの変 更 は簡 単

また、実際はオンライン状態だが、

だ。ICQ がオンライ

これをオンラインステータスといい、

ほかのメンバーにはオフライン状態の

ンの状態のとき、コ

メッセージの交換ができる状態を示す

ように見せられる「Privacy」という

ンタクトリストの下 に表 示 される

「Online」を含めて、全部で8 種類の

ステータスもある。そして「Online」 「Online」をクリックするとメニュー

ステータスが用意されている。ちょっ

以外のステータスのときにメッセージ

が表示される。ここから適当なステー

と席を離れるときは「Away」
、会議

を送ろうとした相手には、注意を促す

タスを選べばいい。

裏ワザ

14

裏ワザ

13

ユーザーごとにステータスやアラートを変えろ！

ステータスやアラートメッセージを日本語化せよ！
裏ワザ12 のオンラインステータス

る。その左側の「Rename」ボタ

は便利な機能だが、ステータスの名

ン

をクリックすれば、ステータス

前も表示されるアラートメッセージ

名も変えられる。

も英語だ。この機能をさら有効に利

ステータスを変更すると、「メッ

用するために、オンラインステータ

セージの変更/確認」ダイアログが

スを日本語化するワザを説明しよ
う。

表 示 される。 この左 下 にある
「Select Message」ボタンをクリッ

まず、「ICQ」ボタンをクリック

クして、ポップアップメニューから

して、メニューから「Preferences」

新しく設定したステータス名を選べ

を選ぶ。表示されたダイアログの

ば、アラートメッセージも新しく設

「Status」タブをクリックすれば準

定したものが表示されるようになる。

備完了だ。設定を変更したいステ
ータスをリストボックス

A

から選

んだら、下の入力フィールドı に、 C
新しいアラートメッセージを入力す

B

裏ワザ12 は登録している相手す

この相手に対しては、入力した文章

べてに同様のステータスを表示した

が「Preferences」で設定したア

り、アラートを送ったりする。しか

ラートメッセージに優先して表示さ

し、特定の相手にはオフラインに見

れるようになる。

えるようにしたいといった場合もあ

また「Status」タブでは、特定

るだろう。こんなときに便利なワザ

の相手だけにほかのメンバーとは異

を紹介しよう。
まず、設定を変更したいメンバー

なるステータスを表 示 したり、
「 A l e r t 」 タブでは、 効 果 音 や

をクリックし、メニューから「More

「Away」や「N/A」から「Online」

（Rename, Delete...）」→「Alert/

に戻ったとき相手に出すアラートを

Accept Modes」を選ぶ。画面に5

個別に設定したりすることもできる。

つのタブが付いたダイアログが表示

使い方を誤ると煩雑になるだけだが、

されるので、必要なタブをクリック

うまく使えば効果的だ。

して設定を変更する。たとえば
「Message」タブをクリックし
て、「 Customize Message」
にチェックを入れ、入力フィー
ルドに文章を入力する。すると
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裏ワザ

15

16

翻訳機能を活用せよ！

秘話モードを利 用せよ！

ICQ で知り合った海外の友人とメ

リックして表示されたメニューの

第三者に邪魔されずに、特定の

ッセージのやり取りをしている人も

「Other Services」から「Babylon

相手とじっくりメッセージのやり取

「Privacy （Invisible）
」にすると、

される。 オンラインモードを
通常、ほかのメンバーのコンタクト

多いだろう。でも、
「この単語はど

Translator」 の 「 English ->

りをしたいときがある。たとえば、

ういう意味だ？」ということもしば

Japanese」を選ぶı 。次に、入

仕事の打ち合わせやデートの約束を

リストには「Offline」と表示され

しば。ICQ にはこんなときに使える

力フィールドに「customize」と入

するときなどだ。こんなときはこの

る。ところが、
「Visible List」に登

便利なワザがあるのだ。

力して

録した相手にだけは「Online」と

、
「GO」ボタンをクリッ

ワザ「秘話モード」を利用しよう。

「Web Search Panel」の「Other

クすればよい。数秒待てば、WWW

まず、「ICQ」ボタンをクリック

Services」には、翻訳サービスも

ブラウザーが起動して日本語の意味

し、 メニューから「 Security &

ただし、裏ワザ 2 6 で説明する

あるのだ。利用できる翻訳サービス

が表示される。

Privacy」を選んだら、「Visible

「Web Aware」がチェックされてい

List」タブをクリックする。ここに、

ると、My Communication Center

コンタクトリストからこっそり話を

には「Online」と表示され、ウソ

したいメンバーをドラッグ＆ドロッ

をついていることがバレてしまうの

プすれば、その相手がリストに登録

で注意しよう。

は、
「Altavista Translation」と翻

A

訳ソフト「瞬訳名人バビロン」を開

B

発したバビロン社 の「 B a b y l o n
Translator」の2 種類がある。このう

表示されるのだ。

ちBabylon Translator では、
英語か
ら日本語への翻訳もできるので、日
本人にとっても利用する価値大だ。
たとえば、
「customize」の意味
を調べるには、

C

の矢印ボタンをク

裏ワザ
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効果音を消せ！

ICQ ではメッセージが届いたり、 「Preferences」を選び、
「Events」
ファイルが送られてきたりすると、

タブをクリックする。画面下部の

それぞれ違った効果音が再生され

「Play Sounds」のチェックをはずせ

る。しかし、仕事中などに鳴るとほ

ば、全効果音が再生されなくなる。

かの人の迷惑にもなり、非常に困っ
てしまう。この効果音を消したり変
更したりするワザを説明しよう。
効果音を消すには、
「ICQ」ボタ
ンをクリックしてメニューから

裏ワザ

サーチ機能を利用せよ！
メッセージ

が持つイメージをはるかに超えるさま

るサブメニューから使いたいサーチエ

のやり取りを

ざまな新機能を備えている。その1 つ

ンジンを選択するı 。ただし、登録

していて、そ

がコンタクトリストの下にある「Web

されているのは英語版サーチエンジン

の話 題 につ

Search Panel」だ。ここに、「Alta

だけだ。サーチエンジンを指定したら、

いて検 索 し

Vista」や「Excite!」といった代表

パネル上の入力フィールドに検索キー

てみようと思

的なサーチエンジンを使ってICQ から

ワードを入力する。右側の「GO」ボ

うことがよく

検索できる「Web Search Engines」

タンをクリックするとWWW ブラウザ

ある。このちょっとしたワザを使えば

がある。

の矢印ボタンをクリックし

ーが起動して、指定したサーチエンジ

気軽に検索できるようになるはずだ。

て表 示されるメニューから「W e b

ンにアクセスし、数秒後には検索結果

ICQ99a は、従来バージョンのICQ

Search Engines」を選ぶ。表示され

が表示される。

B

A
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セキュリティーレベルを「High」にせよ！
「ICQ」ボタンをクリックして、メニュ

を変更したり、セキュリティーやプラ

気なくメッセージログを見たり、冗談

ーから
「Security & Privacy」
を選択。

イバシーの設定を変更したりするとき

半分でパソコンの所有者のフリをして

表示されたダイアログの「Security」

だけでなく、ICQ を起動するたびにパ

メッセージを送らないとも限らない。

タブをクリックし、
「Security Level」

スワードを要求される。面倒くさいと

悪気はなくても、いたずらはいたずら。

で「High」をチェックする。右下の

思うかもしれない

特に職場や学校では、こうしたトラブ

「Save」ボタンをクリックするとパス

が、安全を考え

ルを避けるためにちょっとしたワザを

ワードを求められる。セキュリティー

たらこの程度のこ

使おう。

レベルを「High」にすると、個人情報

とは我慢しよう。

マシンの前を通りかかった人が、何

裏ワザ
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パスワードを忘れても慌てるな！

裏ワザ19 のようにセキュリティーレ

ザを使おう。

メールアドレス宛てに、パ

ベルを「High」に設定すると、個人

このワザは非常に簡単。ICQ のウ

スワードが書かれたメール

情報を変更するときはもちろん、ICQ

ェブサイトで調べればいいのだ。アク

が送られてくる。パスワー

を起動するたびにパスワードを入力し

セス先 の U R L は「 h t t p : / / w w w .

ドを書いたメモ用紙をディ

なければならなくなる。面倒くさいが、

mirabilis.com/password/」
。この

スプレイに貼っておくのは

これも安全のためだ。

ページにある入力フォームに自分の

論外だが、このURL はブ

ICQ 番号を入力し、
「Send!」ボタン

ックマークに登録しておく

をクリックすれば、登録時に指定した

といいい。

しかし、パスワードを忘れてしまっ
たら？

こんなときは慌てずにこのワ

裏ワザ
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B

むやみにメッセージを受け取るな！
My Communication Center に

裏ワザ

accept WWPager

は、
「World-Wide-Pager」と呼ば

messages」にチェックを入れれば、

れる機能が付いている。これはICQ

World-Wide-Pager からのメッセー

版 のポケベルだ。 My Communi

ジを無視するようになる

。ついで

しつこい相手は拒否せよ！

22

cation Center にアクセスすれば、

に、その右の「Do not accept Email

ICQ を持っていなくても、ICQ ユー

Express messages」もチェックし

ICQ を使った嫌がらせメッセージ

ザーにメッセージを送れる。これは

ておこうı 。ICQ のユーザー登録を

やいたずらメッセージ、迷惑な勧誘

「ICQ」ボタンをクリックして、メ

コミュニケーションを広げる便利な

すると、ユーザーホームページが作

メッセージを受け取ることがある。

ニューから「Security & Privacy」

機能だが、コンタクトリストに勝手

られるだけでなくICQ 番号@pager.

こうした内容のものは無視するのが

を選び、
「Ignore List」タブをクリ

に登録されないように設定してあっ

icq.com というメールアドレスも発

いい。しかし、いくら無視してもし

ックする。相手がコンタクトリスト

ても、World-Wide-Pager を使え

行される。このメールアドレス宛て

つこくメッセージを送ってくるよう

に登録されているときは、コンタク

ば、誰でもメッセージを送れてしま

に送ったメールをEmaiExpress と

ならこの「Ignore List」に登録し

トリストからIgnore List にドラッ

うという問題がある。この問題を回

いって、ICQ が受信する。Email

てしまうというワザを使おう。このリ

グ＆ドロップすればいい。登録され

避するワザを紹介しよう。

Express はICQ 番号を知っていれ

ストに登録した相手からのメッセー

て い な い 場 合 は 、「 Add To

ジは、ICQ が受信を拒否してくれる。

「ICQ」ボタンをクリックし、メ

ば誰でも出せてしまう。送信されたら

Invisible List」ボタンをクリック。

ニューから「Security & Privacy」

否が応でも受信しなければならない

ICQ 番号やメールアドレスなどか

を選択する。設定は「Ignore List」

が、
「Do not accept EmailExpress

ら該当者を検索できる。

タブをクリックした画面で行う。こ

messages」
をチェックしておけば

こに並んでいる5 つのチェック項目

受信しなくてすむのだ。

のうち、上から3 番目の「Do not
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ホームページにICQの機能を追加せよ！

人気のICQ とはいえ、知人や友人

「 Empower Your Website With

になっている。パネルをホームページ

のすべてが使っているわけではない。

Online Communication」と書かれ

に取り付ける方法は、それほど難しく

強引にインストールさせるのもなんだ

たコーナーがあるはずだ。そこではホ

ない。ダウンロードした圧縮ファイル

し……というときに便利なワザを紹介

ームページにアクセスした人がページ

を解凍してサンプルHTML ファイルと

しよう。自分のホームページにICQ の

所有者とコミュニケーションするため

画像ファイルを取り出し

機能を付けるのだ。

の、3 種類の「パネル」が紹介されて

たら、サンプルファイルの

「Services」ボタンをクリックして

いる。
「ICQ Communication Panel」

指定された場所を自分の

開いたメニューから「My ICQ Page」

がメッセージ送信専用のウェブ版の

ICQ 番号に書き替える。

→ 「 My Communication Center」

ICQ で 、「 ICQ Respond-Online

あとはパネル部分のHTML

を選択する。するとWWW ブラウザ

Panel」は送受信可能なウェブ版の

ソースを自分のホームペー

ーが起動して「Personal ICQ Web」

ICQ だ。名前をクリックすると、それ

ジにコピーして、画像ファ

というページを表示する。この画面の

ぞれの説明ページにアクセスし、必要

イルと一緒にサーバーにア

一 番 下 までスクロールしよう。

なファイルをダウンロードできるよう

ップロードするだけだ。

裏ワザ

PIM 機能を利用せよ！

A

よく、待ち合わせの時間が書か

タイマーだ。同 時に、 R e m i n d e r

リックしてみよう。表示されたショー

れたメッセージや、仕事の予定が

Note に書いておいたメモが表示され

トカットメニューを見るとわかるよう

書かれたメッセージが届くことが

る。
「Notes」はディスプレイに貼る

に、受信メッセージをこの3 つに「書

ある。このメッセージを再度見よ

メモ用 紙 のようなもの。 そして、

うと思っても、なかなか見つから

B

24

き写す」ことができる

。たとえば、

「ToDo」は仕事リストだ。今日やる

「今日6 時半に渋谷駅で会いましょう」

ないことがよくあるだろう。こん

仕事、今週やる仕事をToDo に登録

というメッセージを受け取ったら、約

なときに便利なワザを紹介しよう。

すると、タスクトレイにやるべき仕事

束を忘れないように「Notes」に移し

「Services」ボタンをクリック

があることを示す「2do」アイコンが

てデスクトップに貼っておくといいı 。

すると開 くメニューに、

表示される。この3 つのPIM 機能を

あるいは約束の時間に遅れないよう

利用するのだ。

に、
「Reminder」に移して、アラー

「Reminder」
、
「Notes」
、
「ToDo」
の3 つ項目がある。
「Reminder」は、
設定した時間になるとアラームが鳴る

メッセージ受信ウィンドウの左下に
ある「More Functions」ボタンをク

ムが6 時ちょうどに鳴るようにしてお
いてもいいだろう。

裏ワザ
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裏ワザ

ICQからメールを送れ！

ICQ はメール機能（送信専用）
を内蔵しているが、相手に届いたメ

Email Client」がチェックされてい

ールは文字化けしてしまうという問

Email client」 に 変 え る 。 次 に

題がある。しかし、あきらめるのは早

「Browse」ボタンをクリックし、い

い。ふだん利用している電子メール

つも使っているメールソフトのプロ

ソフトを使うというワザがあるのだ。

グラムファイルを指定する。これで

「ICQ」ボタンをクリックして表示

設定完了だ。メールを送りたい相手

されたメニューから「Preferences」

の名前をクリックして、表示された

を選び、
「Email」タブをクリックす

メニューから「Email」→「Send

る 。 初 期 設 定 で は 「 Use ICQ

Email」を選ぶと、設定したメール
ソフトが自動的に起動する。

272
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26

る。まず、これを「Use specified

My Communication Center に
注意せよ！

ICQ 番号を登録するとICQ のウ

い。ここに載る情報の中で特に気を

ェブサイトに「My Communication

付けたいのが、オンラインステータ

Center」と呼ばれるユーザーホーム

スとIP アドレスだ。ステータスを

ページが作られる。
「Services」ボ

「Privacy」に設定しても、このペ

タンをクリックして、メニューの

ージには「Online」と表示されてし

「My ICQ Page」→「My Communi

まうのだ。また、IP アドレスを公開

cation Center」を選べば自分のペ

すると、侵入など悪質ないたずらを

ージにアクセスする。積極的にメッ

される可能性がある。

セージ友だちを作りたければ、ここ

この2 つの情報を非公開にするに

で詳しい個人情報を

は、
「ICQ」ボタン→「Security &

公開するのも1 つの

Privacy」→「Security」タブで

手だが、逆にプライ

「IP Publishing」にチェックを入れ、

バシーを侵害される

その下の「Web Aware」のチェッ

原因にもなりかねな

クをはずせばいい。
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無制限にコンタクトリストに登録させるな！

一緒にウェブツアーを楽しめ！

世界中の人と文字でおしゃべりで

ているときは、誰にでも勝手に自分

ICQ はテキストメッセージだけで

イアログに自動的にそのURL が入

きるのが、ICQ の楽しみの1 つだ。

のICQ 番号を登録されてしまう。だ

なく、URL も送信できる。受信し

力される。ダイアログ下段の入力フ

しかし、残念ながらいたずら半分、

が 、下 の「 My Authorization is

たURL は、ブックマークに登録した

ィールドには、簡単な説明を入れて

からかい半分のメッセージも少なく

required」をチェックしておけば、

り、ボタンをクリックするだけで

おくと親切だ。
「Send」ボタンをク

ない。ダイレクトメールまがいの売

OK を出さない限り登録できなくな

WWW ブラウザーに表示することも

リックすれば、URL と説明が送信

り込みメッセージが届くこともある。

るのだ

できる。この機能を使えば、離れた

される。受信側の操作も、通常の

自分のICQ 番号が勝手に相手のコ

required」をチェックしておくと、

場所にいる相手と、メッセージを交

メッセージと変わらない。受信ウィ

ンタクトリストに登録されないよう

コンタクトリストに登録される前に

わしながらウェブツアーを楽しめる

に設定しておけば、こうした迷惑な

相手から承認を求めるメッセージが

のだ。

メッセージを防ぐことができる。
まず、
「ICQ」ボタンをクリックし
てメニューを開 き、
「 Security &

。「My Authorization is

届く。
「Authorize」ボタンı をク

URL を送る手順は、コンタクト

リックすれば承 認 、「 D e c l i n e /

リストで相手のニックネームをクリ

Ignore」ボタン

ックし、ショートカットメニューか

ICQ 仲間と一緒にウェブサイトを見

ら「Web Page Address （URL）
」

て楽しみたいときは、
「Go To URL」

を選べばよい。相手に伝えたいURL

ボタンをクリックだ。

が拒否だ。

Privacy」を選択する。次に、
開 い た ダ イ ア ロ グ の

ンドウにはURL と説明が表示され、
「Add To Bookmark」ボタンをク

A

「Security」タブをクリックす

をすでにWWW ブラウザーで

る。
「 Change ContactList

開いてあれば、表示されたダ

リックすれば、WWW ブラウザーの
ブックマークに自動的に登録される。

Authorization」には、2 つ
の項 目 がある。
「 All users
may

add

me

to

their

contact list」がチェックされ

C

B

裏ワザ
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デザインを変更せよ！
ICQ の画面はちょっと地

いうユーティリティーがあった。そ

味。最後にこのデザインを派

のバージョン99a 対応版もすでにリ

手にするワザを紹介しよう。

リースされているのだ。ICQ Plus の

前バージョンの I C Q には、

設定ダイアログを日本語化するパッ

画面デザインをカスタマイズ

チまである。興味があれば、下の

するための「ICQ Plus」と

URL からダウンロードしてみよう。

● ICQ Plus 入手先： http://www.icqplus.com/
● ICQ Plus 日本語化パッチ入手先： http://www.atw.ne.jp/˜pockets/cyber/icqplus/

裏ワザ
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パソコン起動時の自動接続を解除せよ！

ICQ はパソコンを起動すると同時に

ICQ の起動と同時にインターネット

自動的に起動し、頼みもしないのに

に接続してしまうのが問題だというの

更 新 する」、
IE5.0 は「ネ

勝手にインターネットに接続してしま

なら、次の設定をしてみよう。まず、

ットワークが

う。これをやめさせる方法がある。

IE4.0x/5.0 の「ツール」→「インタ

存在しないと

まず、
「ICQ」ボタンをクリックし

ーネットオプション」を選び、
「イン

きには、ダイ

て、メニューから「Preferences」ダ

ターネットプロパティ」を開く。ダイ

ヤルする」ま

イアログ→「Connection」タブを選

アログの構成はIE のバージョンによっ

たは「 通 常

A

択する。Connection ダイアログの

て異なるが、続いて「接続」タブを

の接続でダイヤルする」のチェックを

「Launch ICQ on Startup」のチェッ

クリックする。ここで、IE4.0x は「設

はずす。これで自動的にダイヤルアッ

クをはずすと、ICQ は自動的に起動

定」ボタンをクリックして表示される

プネットワークが立ち上がらないよう

しなくなる

画面で「自動的に接続して、購読を

になる。

。

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 1999/6

273

［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
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。

このファイルに関するお問い合わせ先
All-in-One INTERNET magazine 編集部
im-info@impress.co.jp
Copyright © 1994-2007 Impress R&D, an Impress Group company. All rights reserved.

