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手軽にファイルを暗号化できるPC カード

PCKey-3

発売元

株式会社アイ・オー・データ機器

価格

34,800 円

問い合わせ先 076-260-1024（金沢）
本体寸法

Check!
専用フォルダーにコピーするだけでファイルを暗号化
56ビットDESをハードウェアで実現した堅牢性
暗号化ファイルをフロッピーやメールで送れる
PC カードに暗号化機能を持つ、新スタ

され、ユーザーフォルダーから読み出すと

イルのファイル暗号化システムが発売され

きに自動的に複号処理される。ユーティリ

た。企業だけではなく、個人においても情

ティーソフトを使って暗号化や復号を行う

報の漏洩に対する意識が高まっている時代

方式ではないので、操作が簡単でリアル

だけに、セキュリティー確保のための安価

タイム性が高い。またファイルをコピ

で確実な手段として注目したい製品だ。

ーした場合だけでなく、アプリケーシ

W54mm × D85.6mm × 5mm
（PC カード規格 TypeII）

対応 OS

ウィンドウズ95/98

www.iodata.co.jp/products/pccard/
pckey_3.htm

ョンでユーザーフォルダーにファイル

PCカードで高速＆確実な暗号化

PCMCIA TYPEⅡのPC カード。内
部に暗号エンジンが
あり、秘密カギもカー
ド内に保存する。

を保存するだけでも暗号化は行われ

PCKey-3 の最大の特徴は、56 ビット

る。実際に、メモ帳、WZ エディター4.0、

DES（Data Encryption Standard）暗号

マイクロソフトワード98、エクセル97 で試

LSI をPC カードに収め、ハード的に暗号

してみたが、ファイルはすべて暗号化され

化／復号を実現している点だ。PC カード

た。ただし、マニュアルにはテンポラリーフ

内に暗号エンジンと秘密カギの格納場所が

ァイルを作るアプリケーションでは復号が

あるため、PC カードがなければたとえパス

うまくいかないという記述もあるので、い

ワードが漏洩しても解読される心配がない。

ったん別フォルダーに保存したファイルを

つまり、PC カード自体がハード的なカギと

コピーするという手順のほうが確実なよう

しての機能も併せ持っている。

だ。なお、ネットワークドライブにはユー
ザーフォルダーは置けない。また、他人が

共用ノートPCに最適

暗号化したファイルを読むことはできない

PCKey-3 は、特に企業などで複数の人
が共用しているノートPC で威力を発揮す

が、書き換えたり削除したりはできるとい
う点に留意しておく必要がある。

る。PCKey-3 には3 ユーザーまでのパスワ
ードを保存できるため、3 人のユーザーがお

h暗号化ファイルをメールで送信

互いに見られたくないファイルを暗号化し

次に、暗号化したファイルのメール添付を

ておけば、安心してノートPCを共用できる。

試した。まず、PCKey-3 に登録する「ユ

また、個人の場合でも家族に見られたくな

ーザーID」
、
「パスワード」
、
「鍵情報」をメー

いファイルを暗号化するなど、プライバシ

ルを送る相手と一致させておく。この状態

ーを保護するためにも利用可能だ。

で、送り手側はユーザーフォルダーに入れ

暗号化されたファイルはそのままでは見ることができない
が、運用ソフトを起動してパスワードを入れると見えるよ
うになる。テキストファイルだけでなく、画像やワープロ文
書ファイルも暗号化される。

ておいた目的のファイルを運用ソフトを終

試用レポート

了させたうえでメールに添付する。受信側

h家庭からオフィスまで幅広く対応

も、運用ソフトを終了させた状態で添付フ

h 専用フォルダーで暗号化

家庭でのプライバシーの保護、ビジネス

ァイルをユーザーフォルダーにコピーする。

における企業情報の保護という両面で、こ

暗号化するときは、「運用ソフト」と呼

運用ソフトを起動するとそのファイルの暗

のPCKey-3 はセキュリティーの保護に役

ばれる暗号化ソフトを起動し、ユーザーID

号が解かれて読めるようになるという手順

に立つ。ファイルをコピーするだけで暗号

とパスワードを入れておくだけで、専用の

だ。送り側、受け側共に暗号のオンオフを

化されるという手軽な操作性のため、パソ

フォルダー（ユーザーフォルダーと呼ぶ）

使い分けねばならないためやや面倒ではあ

コンに不慣れなユーザーでも十分に使いこ

にコピーされたファイルが自動的に暗号化

るが、暗号化したファイルの交換は可能だ。

なせるだろう。
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ワイヤレスでインターネットに接続できるノートパソコン
発売元

松下電器産業株式会社

価格

オープンプライス

問い合わせ先 0120-873029
本体寸法

W255mm × D205mm × H23.8mm

重量

約 1.18kg

CPU

intel モ バ イ ル Celeron プ ロ セ ッ サ ー
366MHz

メモリー

標準 64MB SDRAM（最大 128MB）

ディスプレイ 10.4 型ポリシリコン TFT カラー液晶
（1024 × 768 ドット）
ビデオチップ NeoMagic 社製 NM2200 2.5MB
ハードディスク 6GB
インターフェイス CardBus 対応 PCMCIA Type II スロッ

Let's note CF-A1R
Check!
ワイヤレスステーションでインターネットに接続
携帯電話やPHSを接続するだけでメールを受信
わずか1.18kgのB5サイズ軽量ノートパソコン

ト× 1、ワイヤレスコムポート、拡張バ
スコネクター、i.LINK（IEEE1394）端
子、赤外線通信ポート（IrDA Ver.1.1:
最大 4Mbps）
、USB コネクター
付属品

Microsoft Windows 98 プロダクトリ
カバリーCD-ROM（2 枚）、外部 FDD、
17mm キーピッチの金属パンタグラ
フキーボードを採用。ストロークは
浅いがしっかりとした入力感があ
り、快 適 に文 字 をタイプできる。
キーボード左奥に見えるオレンジ
色の部分がワイヤレスユニットの
アンテナ。利用しないときは倒し
て収納できる。

ワイヤレスステーション、ワイヤレスス
テーション用 AC アダプター、AC アダ
プター、周辺接続ケーブル、モジュラー
ケーブル、標準バッテリーパック、取扱
説明書、他

www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/

本体はマグネシウム合金を採用し、メタリック塗装車と
同じクリアメタルコート塗装が施されている。そのため、
傷が付きにくく、ワックスをかけた車のボディーのように
景色が写り込む。非常に高級感のある仕上がりだ。

松 下 電 器 産 業 から発 売 された L e t

外出時もワイヤレスでインターネット

s

ーションの間はPIAFS 64K でデータ通信を

note の最新モデル「CF-A1R」は、ワイヤ

行う。そのため、電話線を気にせずにベッ

CF-A1R は、左側面に携帯電話やPHS が

レス通信機能を内蔵した家庭向けのノート

ドの上やベランダ、庭など、家中どこから

接続できるインターフェイスを装備してい

パソコンだ。モデムを内蔵した「ワイヤレ

でも気軽にインターネットにアクセスでき

るため、外出時にデータ通信用のPC カー

スステーション」が付属し、本体とワイヤ

る。本体とワイヤレスステーションの間の

ドを持ち歩く必要がない。別売りの専用ケ

レスステーションの間は無線で通信を行う

通信可能な距離は見通し100 メートルとな

ーブル（価格 4,500 円）を使って携帯電話

ため、配線を気にせずに家中どこからでも

っているので、家庭内で使うには十分だろ

やPHS を接続するだけで通信できる。接続

インターネットが楽しめる。

う。また、ワイヤレスステーションには

可能な端末は、デジタル携帯電話やNTT ド

Dsub 9 ピンのシリアルポートも装備されて

コモとアステルの PHS で、cdmaOne や

いるので、ISDN 回線の場合はシリアルポー

DDI ポケットのPHS は利用できない。イン

家中どこでもインターネットに接続
CF-A1R の最大の特徴は、PHS の内線通

トにTA を接続すれば64Kbps で通信ができ

ターフェイスにケーブルを接続するだけで

信規格を応用した、自営標準第 3 版に準拠

る。シリアルポートにはTA だけではなく、

ダイアルアップ接続を行い、メールを自動

のPIAFS 64K のワイヤレス通信機能を内蔵

別のPC を接続することもできるため、CF-

受信した後に回線を切断する「メール自動

している点だ。本体にはV.90/K56flex 対応

A1R とシリアルポートに接続したPC との間

受信機能」があるので、外出先でも簡単に

のモデムを内蔵するワイヤレスステーショ

でファイルを転送するといった使い方もで

メールのチェックができる。

ンが付属しており、本体とワイヤレスステ

きる。
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i.LINK 端子を搭載
Let

s note シリーズでは初めて i.LINK

端子を搭載した点にも注目したい。i.LINK
にデジタルビデオカメラを接続すれば最大
30 コマ/秒で動画を取り込め、取り込んだ

本体左側面：左からワイヤレスユニット、I/O 拡張コネクター、携帯電話/PHS インターフェイス。携
帯電話やPHS は別売りの専用ケーブルを利用して接続する。

動画はプリインストールされている「ムー
ビーオンメール」を利用すれば、メールに
添付できる程度のサイズに圧縮され、添付
ファイルとして送れる。

本体右側面：左から電源スイッチ、Type II PC カードスロット、USB ポート、電源コネクター。

試用レポート
hケーブルのない快適さ

本体正面：左からIrDA ポート、i.LINK（IEEE1394）ポート、マイク入力、ヘッドホン出力。

ノートパソコンはどこにでも持ち歩いて
利用できるのが特徴だが、インターネット
にアクセスするときは電話線を接続しなけ
ればならないため、モジュラージャックのあ
る場所でしか利用できない。これではせっ
かくのノートパソコンの機動性が台無しだ。
そんな悩みを解決してくれるのが付属のワ
ワイヤレスステーション：ワイ

イヤレスステーションだ。これを利用する

ヤレスステーション左側面に電
源スイッチとDsub 9 ピンのシ
リアルコネクターを装備する。シ
リアルコネクターには、TA のほ
かPC も接続できる。

ことにより、AF-C1R ではインターネット
に接続する際でもすべての配線から解放さ
れる。この快適さは一度味わってしまうと
やめられない。
実際にワイヤレスステーションの電波は
どの程度まで届くのかを鉄筋コンクリート
のビル内で試してみたところ、同一フロア
内はもちろん、階下でも問題なく通信がで
きた。一般家庭ならば、家中どこからでも
通信できるだろう。

h面倒な設定は不要
ワイヤレスステーションと本体との設定

はなく、ワイヤレス通信モジ

は出荷時になされているため、面倒な設定

ュールの代わりに56K モデム

をする必要はまったくない。タスクバーに

を内蔵したCF-A1V というモ

常駐している「電波状況モニター」を開い

デルも用意されている。価格

て「ワイヤレス通信モジュール」の電源を

はCF-A1R が実売予想 30 万

オンにするだけですぐに通信が可能だ。あ

円程度、CF-A1V が実売予想

とは、通常どおりダイアルアップネットワ

27 万円となっている。CF-

ークの「新しい接続」を選択して、プロバ

A1R のほうが3 万円ほど高い

イダーの情報を入力すればインターネット

が、主に家庭内で利用するな

に接続できる。

らばワイヤレス通信ができる

ワイヤレスステーション底面：ワイヤレスステーション底面にAC アダプターや
電話回線を接続するコネクターが配置されている。

CF-A1R が断然おすすめだ。

h本体にモデムを内蔵した機種もある
Let's note A1 シリーズはCF-A1R だけで

（編集部）

電波状況モニター：画面左下のスイッチを「ON」にするとワイヤレスステーシ
ョンと通信できる。
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光学5 倍ズームを搭載した個性派211万画素デジカメ
発売元

ソニー株式会社

価格

125,000 円

問い合わせ先 03-5448-3311
本体寸法

W107.2mm× D135.9mm× H62.2mm

重量

435g

付属品

4MB メモリースティック、リチャージ
ャブルバッテリーパック、AC アダプタ
ー／チャ−ジャー、AV 接続ケーブル、

Cyber-shot
DSC-F505

Check!

レンズキャップ、リストストラップ

www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/
Consumer/DSC/DSC-F505K/

38 〜190mm 相当の光学 5 倍ズーム
多彩なアングルで撮影しやすい回転レンズ
高い質感と個性的なフォルムのボディ
抜かれる。ほとんどの人は、ポケットに入
るコンパクトなズームモデルを望んでいたと
思うが（もちろん、筆者もその1 人だ）
、高
い光学性能を持ったズームレンズはそれな
りの光学系が必要で、単焦点レンズに比べ
るとどうしてもレンズ部が大きくなる。3 倍
ズームを搭載して中途半端な大きさになっ
てしまうくらいなら、ズーム倍率を5 倍と高
くして、妥協しない光学性能を確保したほ
うが潔い。そう考えると、F505 のフォルム
巨 大 なズームレン
ズの独特なフォルムが
目 を引 く。ボディーには
マグネシウム合金を採用して
おり、質感は高い。

とスペックが納得できる。
ちなみに、F505 のレンズは上 90 度から
下50 度まで任意の角度に回転できる。残念
ながら自分撮りはできないが、ローアングル
やハイアングルでも液晶モニターを見なが

倍という高倍率ズームを搭載したこと

ら撮影できる点は便利だ。光学ファインダ

でレンズ部が巨大になり、カメラというより

ーがないのでホールディングが不安定にな

レンズに可倒式液晶モニターを付けたよう

りやすいが、液晶モニターを上に向けて腰

にさえ見える個性的なデザインだ。

から腹のあたりにカメラを押し付けるよう
に構えると、超望遠撮影時でも手ブレを抑

光学 5倍のカールツァイスレンズ

えられる。液晶モニターは透過・反射兼用

バリオゾナーを搭載

のハイブリッドタイプで、上に向けると太

春に発売されたCyber-shot DSC-F55K

陽の光を反射しやすくなるので一石二鳥だ。

は、単焦点モデルとしては高めの価格設定
にもかかわらず、その個性的で物欲を刺激
液晶モニターは透過・反射兼用のハイブリットタイプで
屋外でも高い視認性を誇る。

げランキングで常に上位をキープし続けて
きた。それだけにCyber-shot のズームモデ
ソニーからCyber-shot のズームモデル

試用レポート

するフォルムと質感が人気を集め、売り上

ルを待望する声も多かった。

hシャープでキレの良い描写力に加え
作画のための撮影機能も充実
F505 の描写は、単焦点モデルのF55 と

「DSC-F505K」が発売された。ドイツの名

その声 に応 えて登 場 したのが D S C -

基本的には似たような傾向で、非常にシャ

門カールツァイスのバリオゾナーレンズを搭

F505K だが、まるで大砲のようなレンズに

ープでキレの良い描写が魅力だ。
「ツァイス」

載した211 万画素のデジタルカメラで、驚

小さなボディーがくっついているという、

というブランドを盲信するわけではないが、

かされるのはその奇抜なフォルム。光学 5

大胆でアンバランスなフォルムには度肝を

逆光でもフレアが少なく、コントラストの
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1/2 インチ211 万画素 CCD は原色タイプを採用。コダックやフジのような鮮烈な彩度の
高さはないが、補色のようなニゴリもない。

AF ではピントが合わなかったが、マニュアルフォーカスに切り替え、フォーカスリングで調
整。この程度の夜景ならなんとか写る。

高いキレのいい描写はさすがだ。ただ、ズ

アルを回転すれば露出補正が

ームレンズでレンズ構成枚数が多いためか、

できるようになれば理想的な

ゴーストは出やすいようだ。また、絞りが

のだが、従来と同じように、

菱形で、その形がボケやゴーストに反映さ

メニュー内で設定する仕様の

れるのはちょっと残念な点だ。

ままだ。

レンズ先端にはマニュアルフォーカスリ

AF スピードはどちらかと

ングがあり、液晶モニターを見ながらマニ

言えば遅く、背景のコントラス

ュアルフォーカスで撮影ができる。液晶モ

トが強いとピントがそちらに

ニターには、フォーカスインジケーターが表

引きずられやすい。シーンに

示され、ピント位置を大まかに教えてくれ

よってはマニュアルフォーカス

るのも便利だ。また、52mm 径のフィルタ

に切り替えたほうが無難だ。

ー溝が刻まれているので、市販のフィルタ

また、グリップ部が小さく、

ーやフードも装着できる。

カメラを構えると指が余って

レンズ側面には、ホワイトバランス、ス
ポットメーターボタン、マクロ撮影切り替

しまい、シャッターボタンが
押しづらいのも気になる。

近くに寄れない被写体をアップで写せるのが5 倍ズームの魅力。路面電車を引
き立たせるため、ローアングルで撮影してみた。

Cyber-shot DSC-F505
レンズ

38〜190mm 相当（35mm フィルム換算）

CCD

1/2インチ211万画素 CCD

記録メディア

メモリースティック

えボタンが並んでいて、ワンタッチでモー

しかし、こうしたいくつか

ドを切り替えられる。特に、ホワイトバラ

の不満や欠点はあるものの、

ンスは、F55 ではメニュー内で設定する必

それを上回る魅力があるのも

要があって操作が面倒だったが、F505 では

事実だ。5 倍ズームでなけれ

瞬時に操作できるので、明らかに使用頻度

ば撮れない被写体、1 クリッ

が多くなった。できれば露出補正もプッシ

プあたり最大 60 秒の動画が撮れるMPEG1

持つ喜びと満足感が得られる数少ないデジ

ュ・アンド・ロータリー式のダイアルを側面

ムービー、そして、Cyber-shot、ソニー、

タルカメラの1 つと言えるだろう。

に付けて、ワンプッシュでAE ロック、ダイ

ツァイスというブランドイメージ。F505 は、

最多記録枚数（8MB）
1600 ×1200ピクセル

ファイン16 枚、スタンダード30 枚

液晶モニター

2 型 TFT ハイブリッドLCD

電源

充電式インフォリチウムバッテリー
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高倍率ズームとマクロが魅力の130 万画素モデル
発売元

カシオ計算機株式会社

価格

100,000 円

QV-8000SX

問い合わせ先 03-5334-4828
本体寸法

W142.5mm × D71mm × H77.5mm

重量

330g

付属品

8MB コンパクトフラッシュカード、ス
トラップ、ソフトケース、ビデオコード、
ワイヤードリモコン、 アルカリ電 池
（LR6 × 4 本）、レンズキャップ、リモ
コン用電池、CD-ROM

www.casio.co.jp/QV/

QV シリーズならではの回転式レンズを搭載。8 倍光学ズ
ームながら、レンズ部は270 度回転できる。

Check!
40 〜320mm 相当の回転式 8 倍ズーム
レンズ前 1cm のマクロ撮影
最長 64 秒までの長時間露出
アルフォーカスなど、写真表現に欠かせな
い各種機能も搭載されている。
さらに、パノラマ撮影モードを使えば、
液晶モニターで継ぎ目を確認しながら分割
撮影ができ、しかもカメラ内で簡易パノラ
マ合成をして再生することも可能だ。この
ほか、インターバルタイマー撮影やムービ
ー撮影（音声は記録できない）といった多
彩な機能を備えている。

試用レポート
カシオのQV デジタ
ルシリーズは、デジタルカメラの黎
明期には圧倒的なシェアを誇っていたが、

2.5 型の大型液晶モニターを採用。日本語対応のわかり
やすいメニューで操作性が向上した。

hレンズ部が大きく収納性は良くないが
非常に軽快で使い勝手も抜群

他社がコンパクトで高画質な製品を次々と

光学8 倍という高倍率ズームを搭載してい

発売したことで、徐々にシェアを落として

るだけあって、レンズ部はボテッとボリュー

きたという経緯がある。

ムがあり、ハッキリ言って収納性は良くない。

しかし、今回のQV-8000SX は、カシオ

しかし、見かけによらず使い勝手は非常に

のただならぬ意気込みが感じられる製品だ。

良く、グリップは大きめでしっかり手にフィ

40 〜 320mm 相当の光学 8 倍ズームを搭載

ットする。回転レンズを利用してウエスト

した131 万画素モデルで、オプションで0.7

レベル（液晶モニターを上に向けて腰のあた

倍ワイコンや1.5 倍のテレコンも11 月に発

りで構えること）で撮影すれば、超望遠で

カシオから8 倍光学ズーム搭載の131 万

売予定となっている。また、ワイド端では

もブレにくい。液晶モニターは2.5 型で、屋

画素モデル「QV-8000SX」が発売された。

レンズ前 1cm というクローズアップ撮影も

外でもそれなりの視認性を維持している。

光学 8 倍という高倍率ズームにもかかわら

可能。レンズには43mm 径のフィルター溝

撮影モードの切り替えはダイアル式で直

ず、レンズ部が270 度回転できるあたりは、

が刻まれているので、市販のフィルターも

感的に操作でき、露出補正もシャッターボ

さすがQV-10 を世に送り出したカシオの製

簡単に装着できる。

タン脇の＋/−ボタンで瞬時に行える。絞り

品だ。はっきり言って収納性はあまり良く

カメラとしての機能も充実しており、通

優先 AE やシャッター優先 AE、ホワイトバ

ないが、ローアングルやハイアングルでの撮

常のプログラムAE に加え、ポートレート、

ランスの設定などはメニューで行うが、電

影や自分撮りには非常に便利だ。また、写

風景、夜景といったシーン別プログラムAE

源再投入時に前回の設定を引き継ぐかリセ

真表現のためのさまざまな機能が盛り込ま

も搭載されていて、撮影ダイアルを回すだ

ットするかを機能ごとに選べるのは便利だ。

れているのも特徴だ。

けで簡単に設定できる。絞り優先 AE、シ

また、5 コマ分のバッファーメモリーを搭

ャッター優先AE、64 秒までの長時間露出、

載しており、随時バックグラウンドでメモ

光学 8倍の高倍率ズームだけでなく

バルブ撮影などもメニューで設定でき、ホ

リーカードへの書き込みが行われるので、

非常に多機能なデジタルカメラ

ワイトバランスのマニュアル設定やマニュ

いたずらにシャッターボタンを押しっぱなし
にしない限り、次のシャッターが切れない
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レンズが回転するので、地面スレスレのローアングル撮影も楽な姿勢で行える。地面に置い
て撮影すれば望遠撮影でもブレを防ぐことができる。

64 秒までの長時間露出とマニュアルでの絞り選択（3 段階）
、マニュアルフォーカスが行え
るので、花火撮影もバッチリ。ND フィルターも装着可能だ。

ワイド端ではレンズ前 1cm まで被写体に近寄れ、驚くほどのクローズアップ撮影が行える。
43mm 径のフィルター溝もあるので、各種フィルターも装着できる。

早朝の雰囲気を演出するため、ホワイトバランスを電灯光に設定して、全体の色調をブルー
でまとめてみた。

というケースは稀だ。電池が残り少なくな

気になる画質も、130 万画素モデルとし

影が終わった直後にシャッターを閉じたま

ってくると、データが失われないよう、安

ては十分なレベルで、多少絵作りの粗さを

ま同じだけ長時間露出を行い、ノイズ成分

全のために1 コマごとに記録するモードに自

感じる面もあるが、原色CCD ということも

だけを記録する。そして、カメラ内部でソ

動的に切り替わる。電源は単 3 アルカリ電

あって非常に発色が素直で好感が持てる。

フト的にノイズ成分を除去するので、お手

池 4 本だが、ニッケル水素充電池を使えば

オートホワイトバランスでの撮影は多少黄

軽コンパクト路線の他のデジタルカメラで

電池の持ちは非常に良好だ。

色っぽさが目立つが、マニュアルセットを

は撮れないような夜景もバッチリ撮れる。

さらに、USB にも対応しており、付属の

使 えば驚 くほどきれいな撮 影 ができる。

このように Q V - 8 0 0 0 S X は、 4 0 〜

USB ケーブルをパソコンに接続するだけで

306dpi のA6 昇華型プリンターに出力した

320mm 相当の高倍率ズーム、1cm のマク

QV-8000SX がPC カードリーダーとしてマ

ところ、200万画素モデルとの画質差はまっ

ロ撮影、64 秒の長時間露出、各種マニュ

ウントされ、高速にCF カードのデータを読

たくなく、むしろ発色の良さでQV-8000SX

アル機能、軽快なレスポンスと、カタログ

み書きできる。また、PhotoLoader という

で撮影したもののほうがきれいに見えるく

を飾るだけのスペックではなく、写真を撮

付属のユーティリティーを常駐させておけ

らいだ。ただ、青空をバックにしたひまわ

影する楽しみを実感させてくれるスペック

ば、新しいメモリーカードやカメラを認識

りのように、特定の色境界ではギザギザが

QV-8000SX
を備えたデジタルカメラだ。
（伊達淳一）

すると、自動的に指定したフォルダーにデ

目立つのが惜しい。

ータをコピーし、サムネイルや撮影情報を

特筆すべきは最長64 秒までの長時間露出

レンズ

40 〜 320mm 相当
（35mm フィルム換算）

CCD

1/2.7インチ131万画素CCD

だ。通常、デジタルカメラは長時間露出にな

記録メディア

コンパクトフラッシュカード

るほど、また、温度が高いほどノイズが増え

h原色 CCD ならではの発色の素直さ

最多記録枚数（8MB） F13 枚、
1280×960 ピクセル N16 枚、E29 枚

て画面に数々のスポットが現れる。QV-8000

液晶モニター

2.5 型TFT低反射カラー液晶

64 秒までの長時間露出も魅力

SX は、1 秒を超える長時間露出時には、撮

電源

単 3 アルカリ電池 4 本

記録したHTML ファイルを作成してくれる。
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小型タブレットがセットになった手書きメールソフト
発売元

ネオスコーポレーション株式会社

価格

9,800 円

Pen@mail joy

問い合わせ先 045-321-9951
本体寸法

W172mm × D150mm × H7.8mm

重量

296g

付属品

専用ペン、キーボードパワーアダプター
（PS/2 キーボードコネクター用 × 1、
AT キーボードコネクター× 1）、セット
アップCD-ROM、フロッピーディスク

www.neoscorp.co.jp

Check!
付属の小型タブレットで手書き入力ができる
HTMLメールにイラストや文字を書き込める
手書き入力に対応したメールソフトが付属
インターネットの

シリアルポートに接続す
る付 属 の小 型 タブレット。タブ
レットとペンは線でつながっている。

ールde おえかきでは、テキストと画像の重

急速な普及で、電子

ね描きはできない。Penpal Mail を使えば、

メールの使われ方にも

テキストメールには不可能な手描きの味を

変 化 が生 じてきた。

出せるほか、文章の添削など実用的な用途

「Pen@mail joy」は、メ

にも使えそうだ。ただし、Penpal Mail から

ールソフトに手書きの文字

出したメールは、Penpal Mail でしか開けな

やイラストを書き込めるソ

い。Penpal Mail を持っていない相手に出

フト「メール de おえかき」、

すときは、付属の「Ink Viewer」を添付す

手書き入力対応メールソフト

る。このソフトを使えば、Penpal Mail で送

「Penpal Mail」と小型タブレット

った手書き文字やイラスト付きメールを見

がセットになった、若年層や女性ユ

られる。なお、このソフトはコピーフリー

ーザー向けパッケージだ。

2つのソフトで手書きメールを作成

で、容量はわずか19K バイトだ。

試用レポート

メールde おえかきは、どんなメールソフ
トにも文字やイラストを書き込めるわけで
はなく、HTML メールに対応したメールソ

右下がメール de おえかきのウィンドウ。HTML モードに
したアウトルックエクスプレス5.0 の新規メールに、絵を
挿入している。

Penpal Mail は、本文に手書き文字を入力できるメール
ソフトだ。文章を添削するのにも使えるだろう。
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h難点はハードウェアのセッティング
メールde おえかきもPenpal Mail も使い

フトに限られる。発売元のネオスコーポレ

方はとても簡単だが、少々気になるのがハ

ーションでは、アウトルックエクスプレス、

ードウェアのセッティングだ。製品にはタ

アウトルック98/2000、ユードラPro4.0 以

ブレットに電源を供給するための接続端子

上、ネットスケープメッセンジャー4.0 以上

が3 本あるケーブルが付属している。これを

での動作を確認しているという。

PC のキーボードコネクターに取り付け、も

メールde おえかきを起動すると、小さな

う1 つの端子とキーボードを接続し、残り

ウィンドウが表示される。ここからペンや

の端子をタブレットから出ているケーブル

ブラシを選び、線の太さや色を決めて、送

に接続する。また、タブレットから出てい

信メールに好きな絵や文字を描くのだ。付

るもう1 つのコネクターをパソコンのシリア

属のツール「クリップマネージャー」には、

ルポートに接続しなければならない。製品

90 種類以上のイラストやアニメーション

のターゲットが女性や若年層であることを

GIF 画像が用意されており、ドラッグアン

考えると、マニュアルの説明は少々不親切

ドドロップで送信メールに貼り付けること

ではないかと感じた。

ができる。クリップマネージャーには、自

しかし、それさえクリアすれば、遊び心

分で描いたイラストや、デジタルカメラな

いっぱいのメールをすぐ書くことができる。

どから取り込んだ画像の登録もできる。

2 つのソフトには機能的に物足りなさを感

もう一方のPenpal Mail は、入力したテ

じないでもないが、機能が増えれば操作は

キストに手書きの文字やイラストを重ねて

それだけ複雑になる。シンプルさが逆にい

描けるのが特徴だ。HTML メールを使うメ

いのだろう。
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必要な機能を簡単に運用できるインターネットサーバー

InterJet II

発売元

ホイッスルコミュニケーションズ

価格

オープンプライス

問い合わせ先 03-5216-3450

Check!

CPU

Cyrix 233MHz

メモリー

32MB SDRAM

ハードディスク 6.4GB
インターフェイス 10/100Base-TX × 2、シリアルポー

インターネット接続に必要な機能を網羅
ブラウザーを使った簡単設定
PC であることを意識させない専用設計
中小の事業所で、本格的なインターネッ

が、その実体は非常にうまくオブ

ト接続の環境を構築しようとする際、もっ

ラートで包んだ P C だ。C P U に

とも障害となってくるのは、サーバー環境

Cyrix 製プロセッサー233MHz を

の構築とメンテナンスではないだろうか。

採 用 し、 3 2 M バイトメモリー、

そうした悩みに、Whistle InterJet II は十二

6.4G バイトハードディスクが搭載

分に応えてくれる。

され、UNIX（Free BSD）をベー

ト× 1

www.whistle.co.jp

スにカスタマイズされたOS が動

キーボードもモニターも不要な専用サーバー
さまざまなソフトウェアをインストールで
きる汎用のサーバーは、柔軟性や拡張性が
高い反面、インストールや運用が面倒であ
ることは否めない。

く。動作するサーバーソフトは、
すべてUNIX 上で標準的に利用
されているものばかりだ。

コンパク
トにまとまっ
たオールインワンサ
ーバー。本体の設定
キーとウェブブラウザ
ーからすべての操作が可能。

ウェブサーバーにはApatch が
採用されており、インターネット側

Whistle のInterJet II は、サーバーを構築

とイントラネット側でそれぞれ独立したタ

する際に必要な、ウェブサーバー、メール

スクとして起動する。同様にBIND を利用

サーバー、FTP サーバー、ファイアウォー

するDNS もそれぞれのネットワーク向けに、

ル、DNS、ファイル共有といった機能がす

別々のタスクとして起動させられる。メー

べて収められた、簡単に利用できる製品だ。

ルサーバーに関しては、どのソフトウェア

コンパクトなInterJet II のきょう体には、設

かは記載されていないが、SMTP、POP3、

定用のキーと10 キーが配置されており、本

IMAP4、APOPといった代表的なプロトコル

うことだ。ブラウザーでアクセスする設定

体のIP アドレスや動作設定などはこれらの

にはすべて対応している。ファイアーウォー

や運用管理のページはわかりやすく、ダイ

キーだけで行える。

ル機能はアドレス変換機能とIPフィルタリン

アルアップルーターを設定する程度の知識
でも十分にサーバーを立ち上げそうだ。

試用レポート
h小規模事業所がインターネットに
接続するための一番の近道
試用しての印象は、とにかく簡単だとい

インターフェイスは、シリアルポートと100

グを組み合わせたものだが、カーネルやファ

BASE-TX × 2（サブネット側と上流側）
のみ

イルシステムに手を加え、独自のものにす

インターネットに小規模事業者が接続す

だ。シリアルポートにはTAを接続し、自動で

ることでより高いセキュリティーレベルを達

る際にもっともつまづきやすいのは、おそ

ダイアルアップさせるために利用する。また、

成しているという。さらに、ファイル共有機

らくUNIX のサーバーを立ち上げ、設定し、

既存のルーターをゲートウェイとしてインタ

能も持っており、ウィンドウズなどSMB ネ

運用していかなければならない部分だと思

ーネット接続用に利用することも可能だ。

ットワーククライアント向けにはSamba、

う。メールサーバーやDNS などは、一度設

Mac OS 向けにNetatalk が動作する。

定してしまえば、それほど大幅な変更を加

InterJet II にはUPS（無停電電源装置）
が組み込まれており、停電時にはシステム

これら多くの機能は、すべてウェブブラ

えずに使えるが、何かあったときに自分た

が自動的にシャットダウンされる。このた

ウザーを用い、画面に表示される説明を見

ちで対処できるかどうかは大きなポイント

め、不意の停電でデータが破壊されるとい

ながら設定やメンテナンス、運用ログの閲

だろう。InterJet II は、インターネットに関

ったトラブルはまず起きないだろう。

覧を行えるので、コマンドラインの操作を

わる機能のほとんどを、UNIX を意識せずに

まったく行わなくても運用可能だ。もちろ

利用できる。中小の事業所レベルでサーバ

UNIXをベースにカスタマイズされた

ん、ベースのOS がUNIX であるため、エキ

ーを構築するのにInterJet II は最適だろう。

ソフトウェアで動作

スパートユーザーならばコマンドラインベー

（本田雅一）

表面上、PC には見えない InterJet II だ

スのメンテナンスも行える。
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ルーターでも使えるISDN 専用ファックスソフト
発売元

メガソフト株式会社

価格

19,800 円

問い合わせ

06-6386-2072

OS

ウィンドウズ95/98、NT4.0

RVS-COM 2000

HDD

40MB 以上の空き容量

メモリー

ウィンドウズ 95/98 の場合 32MB 以
上、NT4.0 の場合 48MB 以上

www.megasoft.co.jp

Check!
イーサーネット接続でファックスを送受信
市販ファックスソフトと組み合わせての使用も可能
G3/G4 ファックスに対応
のバージョンアップでは、MN128-SOHO
SL11（ファームウェアバージョン1.30以降）
やヤマハ製ルーター（対応予定だが機種は

hNT でリモートPC 管理
ファックスの陰で目立たない存在だが、

未定）など「RVS ISDN-DCP 機能」対応の

RVS-COM にはPC をリモートコントロール

ルーターを使ってイーサネット接続でファッ

したり、ファイルを送受信したりする「ト

クスが送受信できるようになった。最大 4

ランスファーマスター」という機能がある。

台までのPC でルーターをファックスモデム

これを使うと、TA やルーターを介して公衆

として利用できる。また、モデムエミュレ

回線で接続したPC をリモートコントロール

ーションが可能になったため、PC から仮想

できる。RVS-COM 2000 はNT のサービス

モデムとしても利用できるようになった。

として動作するため、NT のリモート管理に

これを使えば、STARFAX99 などのファッ

も使える。また、G4 ファックスに新たに対

クスソフトでもルーターをファックスモデム

応し、従来のバンドルソフト「OKREADER

として扱える。RVS-COM のやや貧弱な

Ver3.1 LE」による受信したファックスの

GUI に代わって、使い慣れたファックスソ

OCR 処理ができるなど、19,800 円という

フトの充実した機能と資産が利用できるメ

価格からは想像できないほどの多彩な機能

リットは大きい。なお、このモデムエミュ

を提供する。

レーション機能は、シリアルポートやUSB
接続のTA でも利用できるが、着信はイーサ
ネットのみの対応となっている。
インストールされたコンポーネント。
「インボックス」でフ
ァックスや留守電メッセージを統合して扱う。コムセンタ
ーは管理ユーティリティーだ。
「新規のファックス」でも
簡単なファックスは送れる。また、
「電話」では、PC の
マイクとヘッドフォンを使って電話がかけられる。

hPC の性能に注意
マニュアルにはモデムエミュレーションを
使う際は少なくともPentium 200MHz 以上

試用レポート

の P C が必 要 と書 かれている。 実 際 、
PentiumPro

180MHz のマシンで、秀タ

hMN128-SOHO SL11でLAN接続

ームエボリューションを使ってニフティサー

「RVS-COM」の新バージョンである「RVS-

早速、イーサネット経由でファックスの

ブへのパソコン通信をしてみたが、ところ

COM 2000」が発売された。今回のバージョ

送 受 信 を試 してみた。 R V S - C O M は

どころでスクロールが引っかかるような感

ンでは、NTT-ME のダイアルアップルータ

Windows Messaging に対応しているため、

じがあった。高速なPC ならばもっとスムー

ー「MN128-SOHO SL11」を使ってイーサ

マイクロソフトワード2000 やアウトルック

ズな処理ができるだろう。

ネット接続でファックスを送受信できるよ

2000 など Windows Messaging 対応のア

うにするなど、LAN 経由で使える機能が充

プリケーションからもファックスを送ること

実している。

ができた。また、受信も電話、留守番電話、

オフィスや自宅でダイアルアップルータ

ファックス受信の自動切り替えができ、留

ーを使っているなら、LAN 経由で使えるフ

守電のメッセージはサウンドファイルとし

ァックスは非常に便利だ。たった19,800 円

ルーターでもファックスを送受信

hISDN とPC を統合する

従来もRVS-COM を使ってルーターでフ

て保存されるのが便利だ。なお、モデムエ

の出費で簡易ファックスサーバーが実現で

ァックスを送受信することはできたが、そ

ミュレーション機能で他のファックスソフ

きる RVS-COM 2000 はなかなか快適で、

れはあくまでもシリアルポートに接続して利

トを使う場合は、この自動切り替えは使え

お薦めのISDN ファックスソフトだ。

用する「TA モード」での対応だった。今回

ず、ファックス専用となる。
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「新種ウイルス対策補償サービス」の付いたウイルス対策ソフト

ウイルスバスター 2000
Check!
ウイルスに感染したら購入代金を返金
感染ファイルを解析センターで調べてくれる検疫機能
ファイルの差分ダウンロードで高速アップデート
メリッサやエクスプローラーZIP など、メ
ールから感染するタイプの強力なウイルス
が流行したため、ウイルス対策ソフトが注

発売元

トレンドマイクロ株式会社

価格

8,500 円

問い合わせ

03-5334-3650

OS

ウィンドウズ95/98、NT4.0SP4 以降

HDD

12MB 以上の空き容量

メモリー

24MB 以上

www.trendmicro.co.jp

試用レポート
hブラウザーからの感染を防ぐ
WebTrap 機能

目を集めている。トレンドマイクロのウイ

ActiveX コントロールがセキュリティー

ルスバスター2000 は、単なるウイルスの駆

ホールになり得るというニュースはよく見

除だけではなく、さらに一歩踏み込んだ機

かける。しかし、実際にブラウザーがそれ

能を備えた最新のウイルス対策ソフトだ。

をいつダウンロードして実行するのか、ま
た、それが安全であるのかどうかがユーザ

ウイルス対策保険サービスをサポート
ウイルスバスター2000 がサポートする

ーには分かりにくい。ウェブサイトをブラ
ウジングしている間、サイトを監視して不

「新種ウイルス対策補償サービス」とは、

正 なプログラムをブロックしてくれる

登録ユーザーがウイルスバスター2000 を使

WebTrap の機能は、悪意のあるサイトに

っているにもかかわらず、ウイルスに感染

アクセスしただけでウイルスに感染してし

した場合に購入代金相当額を返金するとい

まうという不安を取り除いてくれる。一方、

うもの。ウイルス防御に対するトレンドマ

WebFilter はユーザーがアクセスしたくな

イクロの自信がうかがえるサービスだ。

いURL を逐一登録しなければならないの

インターネットを使ったウイルスが増えて

で、WebTrap に比べてウイルス防御とい

いることから、ブラウザーを使って感染する

う効果は低い。しかし、好ましくないペー

タイプのウイルスを防御する機能も強化さ

ジに子供たちや経験の浅いユーザーがアク

れた。ウェブサイト上にある不正なActiveX

セスするのを防ぐには便利な機能だ。

セキュリティー上 好 ましくないサイトをブロックする
WebFilter の設定画面。危険なページへの不用意なアク
セスを防ぐ機能だ。

コントロールやJava アプレットの実行をブ
ロックする「WebTrap」に加えて、セキ
ュリティー上好ましくないウェブサイトへ
のアクセスを禁止する「Web

Filter」と

hユーザーに動作を意識させない
ノートンアンチウイルスと比較すると、ノ
ートンではファイルを検査をするたびに小さ
なウィンドウが開き、検査中であることを表

いう機能が追加されている。

ウイルスに感染した疑惑のあるファイルを隔離する「検
疫機能」の画面。疑惑ファイルをトレンドマイクロ社に
送信して解析してもらうこともできる。

また、ウイルスの感染経路が従来のフロッ

示するのに対し、ウイルスバスター2000 は

ピーでのファイルの受け渡しによる感染か

何も表示せず、その動きをユーザーにまった

ら、メールの添付ファイルによる感染へと変

く意識させない。場合によってはメッセー

というのは、かなり面倒で時間もかかる。

化してきたたため、送られてきたメールのウ

ジが出たほうが安心することもあるだろう

そのため、ついついパターンファイルの更

イルスを検知する「E-Mail 検索機能」も追

が、違和感のない操作性という意味ではウ

新を怠りがちになってしまう。ウイルスバ

加された。これは受信したメールを開封す

イルスバスター2000 のほうが評価できる。

スター2000 では、新たに追加されたパタ

また、パターンファイルが差分形式になっ

ーンファイルだけをダウンロードするので

る前にリアルタイムでチェックする機能だ。
さらに、ウイルスに感染している疑いの

た点も他のウイルス対策ソフトに対するア

短時間で作業が済み、更新が容易になって

あるファイルをトレンドマイクロに送信す

ドバンテージだろう。新種のウイルスが発

いるという点も評価できる。

ると、48 時間以内に解析結果を返送して

見されるたびに更新され、2M バイト前後の

もらえる「検疫機能」も備わっている。

パターンファイルを毎回ダウンロードする
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400 万人以上が利用する世界標準の暗号化ソフト
発売元

株式会社ソース

価格

6,800 円

問い合わせ

03-5350-4844

OS

ウィンドウズ95/98、NT4.0SP3 以降

HDD

15MB 以上の空き容量

メモリー

封印 PGP Ver.5.5.5J
Check!

メールソフトにプラグインで対応
ボタン1 つでメールを暗号化
すぐに使える2ライセンス入りパッケージ

8MB 以上

www.source.co.jp

から選択するだけなので、面倒な操作は不

ードの拡大だ。今回の5.5.5J では、クリッ

要だ。また、アウトルックエクスプレスや

プボードとメールソフト内で処理を行う場

ユードラPro などのプラグインに対応してい

合、従来のShift-JIS に加えてISO-2022-

るため、対応しているメールソフトなら暗

JP（7bit のJIS コード）を指定することもで

号化や復号はさらに簡単に行える。

きるようになった。Shift-JIS だけではメー
ルソフトや送受信した環境によって文書が

PGP の仕組み

文字化けしてしまうことがあったが、これ

PGP は、公開鍵と秘密鍵の2 つを使って

によって幅広い環境で正しく暗号化や復号

メールやファイルなどの機密を守るための

ができるようになった。また、パスフレー

暗号化ソフトだ。利用するには、まず公開

ズを入力するときにIME を自動的にOFF に

鍵と秘密鍵を作成し、公開鍵をメールを送

する機能が追加され、IME の起動や誤変換

信したい相手とあらかじめ交換しておく必

による入力ミスを防止するようにもなった。

要がある。暗号メールを送る際には、相手
の公開鍵を使ってメールを暗号化して送信

試用レポート

する。受信側は、自分の秘密鍵を使ってメ
作 成 した公 開 鍵 はメールなどで直 接 渡 すだけでなく、
PGP 専用の公開鍵サーバーにアップしておくこともできる。

ールを復号するといった仕組みだ。
このような、本人であることを厳格に定

製品パッケージには2 枚のCD-ROM と2

義する機能に加えて、強力な暗号化アルゴ

組のライセンスが付属しており、暗号文書

リズムを持っているため、PGP はメールを

を交換したい人同士がすぐに利用できるよ

暗号化する際の事実上の標準ツールとなっ

うになっている点が嬉しい。

ている。

プラグインに対応したメールソフトならば、ツールバーに
メニューが表示されるため、暗号化や復号も簡単だ

hボタン1 つで暗号メールを作成

封印 PGP をプラグインとしてサポートす

なお、PGP にはフリーソフトウェア版と

るメールソフトは、マイクロソフトエクスチ

商用版があり、従来商用版はネットワーク

ェンジ、アウトルック、アウトルックエク

アソシエイツ社がMcAfee ブランドとして

スプレス、ユードラPro で、これらのメー

パッケージ発売を行ってきた。だが、今回

ルソフトを使っていれば、面倒な作業は最

のバージョンからは「封印 PGP5.5.5J」と

初の鍵の交換だけだろう。あとはツールバ

して、ソースネクストブランドで店頭発売

ーにメニューが表示されるので、ボタンを

されることになった。ただし、製品のサポ

クリックするだけで即座にメールを暗号化

ートは引き続きネットワークアソシエイツ

したり復号したりできる。プラグインに非

が行うことになっている。

対応のメールソフトを利用している場合は、
文書をいったんクリップボードにコピーし

日本の文字コードに対応

て、暗号化や復号をする必要がある。ボタ

電子メールやファイルの機密を守るため

今回の製品はマイナーバージョンアップ

ン1 つというわけにはいかないが、決して難

に、全世界で400 万人以上が利用している

だが、末尾に「J」が付いたことからも分かる

しくはないので、非対応のメールソフトだ

世界標準の暗号化ソフトがPGP だ。暗号

ように、日本語圏での利用に焦点を当てて

からといって、メールソフトを乗り換える

化や復号はメニューやダイアログボックス

いる。その1 つが暗号・復号時の対応文字コ

必要はないだろう。
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シンプルで軽快に動作するウェブグループウェア

サイボウズ
Office パック EX 3

発売元

サイボウズ株式会社

価格

198,000 円

問い合わせ

http://www.cybozu.co.jp/cb3/

サイボウズ OfficeパックEX 3（50ユーザー）
support/question.html
サーバーOS ウィンドウズ95/98、NT3.5.1、4.0
対応ウェブ
サーバー

Check!

IIS 1.0/2.0/3.0/4.0、
Peer Web Services 2.0、 Personal Web Server
4.0、サイボウズ Web サーバー、Netscape サーバー、オライリーWebSite

10分でセットアップ完了の簡単グループウェア
ユーザーごとにトップページのカスタマイズが可能
ブラウザーからメールが読めるウェブメール機能を搭載
グループウェアというと、管理が難しく

されるので、誰が最後にファイルを操作し

操作も複雑といったイメージがあるが、
「サ

たかがわかるようになっている。ワークフロ

イボウズ Office パックEX 3」はそんなイメ

ーは申請書や報告書などを回覧する機能

ージを払拭する、シンプルかつ高機能なグ

で、申請フォームや回覧順は自由に設定で

ループウェアだ。すべての機能はブラウザー

きる。回覧されてきた文書は、承認するか

を使って操作するため、クライアントソフ

却下するかを決定すると、次の回覧者に送

トをインストールする必要もない。

られる仕組みになっている。

シンプルで使いやすいウェブグループウェア

ブラウザー

ネットスケープナビゲーター 3.0 以上、
インターネットエクスプローラ3.0 以上

www.cybozu.co.jp

試用レポート

サイボウズ Office は、すでに国内で1500
社以上に導入されている実績のあるウェブ
グループウェアだ。すべてをブラウザー上

hセットアップは10 分で完了
サイボウズ Office パックEX 3 を、今とな

で操作できる使いやすいユーザーインター

っては非力な Pentium 133MHz のマシン

フェイスが特徴で、スケジュール、行き先

（ウィンドウズNT4.0 サーバーとIIS4.0 をイ

案内板、掲示板、施設予約、共有アドレス

ンストール済み）にインストールしてみた。

帳など数多くの機能を備えており、それら

インストール作業は非常に簡単で、わずか

は必要な機能だけを選択して利用できる。

1.5M バイトほどのインストーラーを画面の

今回のバージョンは、新たに「パーソナ

指示に従ってセットアップするだけで完了

ライズ機能」が追加された。これは、ログ

する。難しい設定はまったくないので、ウ

イン後に表示されるトップページをユーザ

ィンドウズのアプリケーションをインストー

ーごとにカスタマイズできる機能で、ここ

ルしたことのある人なら誰にでもセットア

には1 週間のスケジュールをはじめ、自分

ップができるだろう。あとは、ブラウザー

宛の回覧文書や新着メール、掲示板の最新

で利用するユーザーのアカウントを作成す

記事、ToDo リストなどが表示される。

るだけですぐに運用が可能だ。インストー
ルから編集部員15 人分のアカウントを作成

さらに便利な新機能を搭載

サイボウズ Office パックEX 3 をインストールしたサーバ
ーにブラウザーでアクセスするとログイン画面が表示され
る。設定を含めたすべての操作はブラウザーで行う。

ログイン後に表示される、ユーザーがカスタマイズできる
トップページ。1週間のスケジュールや新着メールの件数、
伝言などが表示される。

するまで、わずか10 分ほどで完了した。

また、新たにウェブメール、文書管理、
ワークフローの3 つの機能も追加されてい

誰もがすぐに使いこなすことができた。ま

h導入した日からすぐに活用できる

た、動作も軽快で、Pentium 133MHz 程度

る。ウェブメールは電子メールをブラウザ

サイボウズ Office パックEX 3 は、ブラウ

ーで送受信できる機能で、届いたメールは

ザーを利用したわかりやすいインターフェ

のマシンで運用してもまったくストレスの

フォルダーに分類できるほか、添付ファイ

イスなので、ブラウザーを使ったことのあ

サイボウズOfficeパックEX 3 は、製品版を

ルも扱える。文書管理は、ファイルをサー

る人なら、何も説明せずにすぐに利用でき

ウェブサイトからダウンロードして60日間試

バーにアップロードしてメンバー間で共有

るだろう。実際に編集部内で運用してみた

用できる。製品を購入する前にじっくりと検

できる機能だ。ファイルの更新履歴が表示

ところ、使い方をまったく説明しなくても

討できるという点も評価したい。（編集部）

ない運用が可能だ。
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［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。
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