New
Products
Review
低価格パーソナル向け11Mbps 無線LAN

11Mbps AIRCONNECT
WLA-PCM2-L11
SDMI 対応の著作権保護技術を搭載した携帯プレーヤー

バイオミュージッククリップ

MC-P10

ファームウェアのアップデートで各種のファイルフォーマットをサポート

Creative NOMAD Ⅱ Sports
大容量のバッファーメモリー搭載で速写が自慢の300万画素ズーム

CAMEDIA C-3030ZOOM
コストパフォーマンス抜群の334 万画素3 倍ズーム

QV-3000EX
通信機能を内蔵した214 万画素単焦点モデル

CAMEDIA C-21T.commu
プリンター共有機能付きネットワーク接続型20GB HDD

EtherFast 10/100
Instant GigaDrive 20GB
機能を組み合わせて利用できるPC カード

RealPort 2 Integrated
PC Card
携帯電話やWorkPad と連携するメールソフト

Shuriken Pro
i モードメールにも対応した携帯電話メモリー編集ソフト

ケータイ・リンクⅢ
条件を細かく指定して携帯電話やモバイル先にメールを転送

FlexMessenger Personal
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NewProductsReview
低価格パーソナル向け11Mbps 無線LAN

11Mbps AIRCONNECT
WLA-PCM2-L11

株式会社メルコ

価格

95,000 円

問い合わせ先 052-619-1827
本体寸法

W54mm × D118mm × H5mm
（WLI-PCM-L11）
重量

0.9kg（WLA-T1-L11）、

付属品

LAN ケーブル、ユーティリティーディス

45g（WLI-PCM-L11）
ク、ドライバーディスク、壁取り付け金
具、壁取り付け用ネジ、マニュアル、他

www.melcoinc.co.jp

アクセスポイントは2Mbps のものとまっ
たく同じだ。11Mbps のカードをセ
ットすると、1、2、5.5、
11Mbps のすべての通信
速度をカバーできる。

試用レポート

線LAN として評価の高いAIRCONNECT シ
リーズに、新たにIEEE802.11b 規格準拠の
11Mbps 対応 PC カードが加わった。将来
のバージョンアップでアップルコンピュータ

hインストールは難しくない
無線LAN の導入は、アクセス
ポイントの設置、ノートPC への

の「AirMac」との接続も可能になる予定と

無線 LANカードのインストール

なっており、相互接続性でも期待の無線

という順序で進める。難しいと

LAN 製品だ。

W243mm × D169mm × H41mm
（WLA-T1-L11）、

Check!
11Mbpsの高速通信で低価格を実現
PCI対応オプションカードでデスクトップPCでも使える
AirMacとの相互接続に対応予定
低価格で個人ユーザーにも使いやすい無

発売元

ころはないので、初心者でも簡単だ。アク
セスポイントには、最初にIPアドレスを設定

待望の11Mbps 無線 LAN 登場

する必要があるが、
「アクセスポイントマネー

従来の2Mbps対応の無線LANシステムで

ジャ」というツールが用意されており、DHCP

も、インターネットのアクセスラインとしてはま

でIPアドレスを設定できる。
あとは、ESSID

ったく問題のない速度だった。だが、数台

と呼ばれる無線 ID を設定するだけだ。
クラ

程度のLAN でもファイル共有で同時にアク

イアント側も、無線 LAN カードをプラグアン

セスすると、数百 K バイト/秒程度しか速度

ドプレイでインストールした後、
「クライアント

が出ず、LAN としては十分な速度とは言え

マネージャ」という専用ツールをインストー

なかった。後述するように11Mbps といっ

ルし、
ESSID をアクセスポイントと同一に設

ても実質的な性能では10BASE-T より劣る

定するだけで無線データ通信ができる。

カードの外観も 2Mbps のものとほとんど同じ。突起が少
なくスラッとした印象だ。

が、それでも2Mbps に比べると5 倍程度の
性能アップが図られている。特にオフィス
のLAN で実用的に活用するには、11Mbps
はどうしても欲しいスペックだったのだ。
WLI-PCM-L11 は、新たにルーセントのチ

h通信速度は10BASE-Tよりやや遅い
ウィンドウズのFTP コマンドで有線 LAN
側にあるサーバーとのデータ転送テストを
行って、その実力を測定してみた。今回テ

ップを採用し、無線LAN の国際標準規格で

ストしたものは開発サンプル品だったため、

あるIEEE802.11b 規格に準拠したDSSS

発売される製品では別の結果となる可能性

（スペクトラム直接拡散）
方式の無線LAN だ。

もあることをご了承いただきたい。結果を

したがって、同じくルーセントが手掛けたアッ

見ると、10BASE-T のおおむね6 割程度の

プルのAirMac（米国名はAirPort）とも相性

転送速度が出ていることがわかる。

がいい。国内でAirPort の発売が遅れたた

「クライアントマネージャ」は、ESSID の変更や電波状態
の確認などを行う専用ユーティリティーだ。

FTPコマンドを使った転送速度測定結果
アップロード
10Base-T
無線

メルコの従来の2Mbps 製品は個人向けと

1056

512

め、すぐに相互接続するのは難しそうだが、

いう性格が強かったが、
11Mbpsの速度が出

ダウンロード

ドライバーなどのアップデートでいずれは相

せるとなればオフィスでも十分に活用できそう

10Base-T
無線

互接続できるようになる予定だ。なお、対

だ。2万円あまりで11Mbps 対応の無線LAN

K バイト/秒

応OS はウィンドウズ98/95、NT4.0 および

が使えることの意味は大きい。無線LANを使

ウィンドウズ2000（予定）のみで、残念だが

うことが特別なことという感覚は、
そろそろ捨

PowerBook には使えない。

てなければならないだろう。
（梅垣まさひろ）

測定条件： IBM ThinkPad 560X に無線 LAN カードをセ
ットし、アクセスポイントを 100BASE-TX スイッチハブ
に接続。有線側のペンティアムⅡ 400MHz の FreeBSD
サーバーとの間で転送を行った。10BASE-T の値は同一
マシンでの参考値。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

ESSID（イー・エス・エス・アイ・ディー）
：ワイヤレスLAN を識別するためのID。ワイヤレスLAN ではこのID が同じ機器同士しか通信ができない。

©1994-2007 Impress R&D
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SDMI 対応の著作権保護技術を搭載した携帯プレーヤー
発売元

ソニー株式会社

価格

オープンプライス

問い合わせ先 03-5454-0700
本体寸法

W21.5mm ×D24mm × H119.8mm
（直径 17mm）

重量

48g（単 3 形乾電池 1 本含む）

付属品

CD-ROM、USB ケーブル、ヘッドホン、
ネックストラップ、単 3 形アルカリ乾電
池、マニュアル、他

対応機種

ウィンドウズ98/98SE をプリインスト
ールした「バイオ」シリーズ

www.vaio.sony.co.jp

液 晶 画 面 と選 曲 やボリ
ューム調 節 用 のボタン
だけのシンプルなデザ
イン。 再 生 ボタンは
本体上面に配置され
ている。

バイオ ミュージッククリップ

MC-P10

Check!
暗号化されたATRAC3、MP3形式の音声ファイルを再生
付属のOpenMG Jukeboxで音楽 CDをパソコンに録音
インターネットで曲を購入し、ダウンロードできる

するための世界規格 SDMI に準拠した携帯

ページの紹介には、バイオ以外のパソコン

プレーヤーだ。音楽データは、ソニーが開

での動作は保証しないと書かれている。し

発した技術「OpenMG」で暗号化されてか

かし、クロック周波数 400MHz のCeleron

ら、ミュージッククリップに転送される。

を搭載したFMV-BIBLO を使ってみたとこ

データ転送や暗号化には付属「OpenMG
Jukebox for VAIO Music Clip」を使い、パ
ソコンとはUSB ポートを介して接続する。

背面にはヘッドホン端子のほか、
クリップとストラップ用の金具が
付いている。

OpenMG Jukebox の操作は簡単だ。ミ
ュージッククリップを接続すると自動的に

ージッククリップへのデータ転送を「チェック

OpenMG Jukebox が起動し、画面にパソ

アウト」
、その反対を「チェックイン」といい、

コンとミュージッククリップ内のデータが一

チェックインはチェックアウトに使ったパソ

覧表示される。チェックイン／チェックア

コンにしかできない。こうすることで違法

ウトをしたい曲を選んで、チェックインま

コピーを防ぎ、著作権を守ろうというのだ。

たはチェックアウトボタンを選択してから

ミュージッククリップは、ソニーが開発

「START」ボタンをクリックするだけだ。

したATRAC3 形式のほか、MP3 形式にも

所要時間は、パソコンの処理能力にもよる

対応している。なお、MP3形式のデータは、

が、演奏時間が4 分程度の曲で10 秒程度だ

OpenMG Jukebox で暗号化するか、いっ

った。

たんATRAC3 に変換してからミュージック

OpenMG Jukebox には、
音楽 CD をパソ

「バイオ ミュージッククリップ MC-P10」

チェックイン／チェックアウトもできた。

OpenMG Jukebox では、パソコンからミュ

クリップにチェックアウトする。

「Open MG Jukebox」のウィンドウ左にはハードディス
クに保存されている音楽データ、右にはミュージッククリ
ップに保存されている音楽データが一覧表示される。

ろ、OpenMG Jukebox は問題なく動作し、

音楽CD の録音も簡単だ。CD-ROM ドラ
イ ブ に CD を 入 れ る と 、「 OpenMG CD
Recorder」が起動するので、録音したい曲

コンに録音する機能もある。ただし、転送

を選んで録音ボタンをクリックすればいい。

回数に制限があり、チェックアウトできるの

ただし、データを暗号化するためか、変換

はミュージッククリップ3 台までだ。ソニー・

には多少時間がかかる。ちなみに、今回使

ミュージックエンタテインメントが行ってい

ったFM − BIBLO では、演奏時間の約半分

は、ソニーのパソコン「バイオ」のオプシ

る「bitmusic」のようなSDMI 準拠の音楽

の時間を要した。

ョンとして発売された携帯ミュージックプ

配信サービスからダウンロードしたデータ

気になるミュージッククリップの音質だ

レーヤーだ。ペンライトサイズのスマートな

の転送はさらに制限され、ミュージックク

が、これまで試聴した携帯プレーヤーのな

ボディーには、標準モードで80 分の音楽デ

リップ1 台にしかチェックアウトできない。

かではもっとも聴きやすい音質だった。デ

ータを保存でき、単 3 アルカリ乾電池 1 本

ータが約 1/10 に圧縮されるため音質の劣化

試用レポート

で約5 時間の連続再生ができる。

は避けられないが、ほとんど気にならない
だろう。今回はミュージッククリップ発売

h変換に多少時間はかかるが

音楽データは著作権保護のため暗号化
バイオとカラーが統一されたミュージッ
ククリップは、デジタル音楽著作権を保護
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手順は簡単
ミュージッククリップの説明書やウェブ

前のレビューだったため、音楽配信サービ
ス「bitmusic」からのダウンロードを試せ
なかったのが残念だ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

（藪 暁彦）

SDMI（エス・ディー・エム・アイ／ Secure Digital Music Initiative）
： デジタル音楽の著作権保護を目的に1998 年12 月に設立された団体。米国大手レコード会社、IT 関連企業、
関連団体などが参加。携帯音楽プレーヤーなどの業界標準の仕様を策定している。
©1994-2007 Impress R&D
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ファームウェアのアップデートで各種のファイルフォーマットをサポート

Creative
NOMAD Ⅱ Sports

発売元

クリエイティブメディア株式会社

価格

38,800 円（64MB モデル）、
26,800 円（32MB モデル）

問い合わせ先 03-3256-5577
本体寸法

W85mm × D21mm × H93mm

重量

88g

付属品

CD-ROM、USB ケーブル、スマートメデ
ィア、ヘッドホン、リモコン、単 3 形ア
ルカリ乾電池、マニュアル、他

Check!

www.creaf.co.jp/nomadworld/

4時間の音声が録音できるボイスレコーディング機能
132×64ドットのバックライト付き液晶ディスプレイを搭載
ヘッドホンやリモコンなどすべて揃ったオールインワンパッケージ
クリエイティブメディア株式会社から発

録できる。また、ボイスレコーディング機

売されている携帯型ミュージックプレーヤ

能も搭載しており、本体に内蔵されたマイ

ー「NOMAD」に新ラインナップ「NOMAD

クで音声の録音も可能だ。記録フォーマッ

Ⅱ Sports」が登場した。今回のモデルは、

トはADPCM/32Kbps で、64M バイトのス

ファームウェアのアップデートによって機能

マートメディアに約4 時間の録音ができる。

本体には大型のフルドット液晶ディスプレイを搭載する。
メニューはアイコンで表示され、再生画面では曲名が表示
される。

の拡張が行える点が特徴だ。

試用レポート
機能が拡張できるプレーヤー
NOMAD ⅡSports は、ファームウェアの
アップデートにより、プレーヤー自身が機能

hすべてが揃うオールインワンパッケージ
PC からNOMAD Ⅱへの音楽ファイルの

アップするミュージックプレーヤーだ。最

転送には、付属の「NOMAD Ⅱマネージャ

新のファイルフォーマットや規格への対応、

ー」を利用する。このソフトは、画面の左

内蔵ソフトのバージョンアップなどがファ

半分にNOMAD Ⅱに収録されている音楽フ

ームウェアのアップデートで行える。たと

ァイル、右半分にPC 内にある音楽ファイ

えば、現在のところNOMAD Ⅱがサポート

ルが表示される。NOMAD Ⅱにファイルを

しているファイルフォーマットはMP3 のみ

転送するには、必要なファイルを選択して

だ が 、 将 来 は WMA（ Windows Media

「ダウンロード」ボタンをクリックするだけ

Audio）にも対応する予定となっている。
本体中央に再生や停止、早送りなどが行

付属のリモコンで
はファイルの再生
や停止、早送り、
早 戻 し、 ボリュ
ーム調節などがで
きる。ステレオヘ
ッドホンは流行の
ネックバンドタイ
プだ。

の簡単操作だ。NOMAD Ⅱのボイスレコー
ディング機能で録音した音声ファイルをPC

えるボタンを備え、ボリュームや録音ボタ

に転送するのにもこのソフトを利用する。

ンなどは側 面 に配 置 されている。 また、

また、音楽 CD から簡単にMP3 ファイルや

132 × 64 ドットの液晶ディスプレイを搭載

W M A ファイルが作 成 できるソフト

し、メニューはアイコンで表示される。サ

「Creative デジタルオーディオセンター by

ウンド再生の画面では曲名がディスプレイ

MusicMatch」も付属している。これは

に表示されるので曲の選択は容易だ。ただ

M u s i c M a t c h 社 のエンコードソフト

音楽ファイルを PC とプレーヤーの間でやり取りする付属
ソフト「NOMAD Ⅱマネージャー」
。ファームウェアをアッ
プグレードする際にもこのソフトウェアを利用する。

し、日本語のファイル名は文字化けしてし

「MusicMatch Jukebox」と同等の機能を

60 秒ほどかかった。我慢できない時間では

まう。液晶ディスプレイはバックライトも

備えており、機能制限版ではないので、音

ないが、もう少し高速化してほしいところだ。

搭載されているので暗闇でも操作できる。

楽 CD からのエンコード回数は無制限だ。

電源は単 3 形アルカリ乾電池 1 本で、約
10 時間の再生ができる。記録メディアはス
マートメディアで、32M バイトを同梱したモ

本体のほか、ヘッドホンやリモコン、記録

なお、このソフトは英語版のため、日本語

メディア、エンコードソフトなどすべてが揃

のファイル名は文字化けしてしまう。

っており、このパッケージさえ購入すれば

PC との接続にはUSB を採用しているが、

MP3 環境がすべて整うので、初心者にもお

デルと64M バイトを同梱したモデルの2 モ

ファイルの転送速度は思ったほど速くないの

すすめできる製品だ。ファームウェアのアッ

デルが用意される。64M バイトモデルでCD

が残念だ。転送時間を計測したところ、4M

プデートにより、今後、機能がアップする点

クオリティーのMP3 ファイルが約 1 時間収

バイトのMP3 ファイルを転送するのに50 〜

にも期待したい。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

WMA
（ダブル・エム・エー／ Windows Media Audio）
：マイクロソフト社が提唱する音声圧縮フォーマット。低帯域でエンコードしても音楽CD 並みの音質を保てるのが特徴。

©1994-2007 Impress R&D
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大容量のバッファーメモリー搭載で速写が自慢の300万画素ズーム
発売元

オリンパス光学工業株式会社

価格

125,000 円

問い合わせ先 0426-42-7499
本体寸法

W109.5mm×D66.4mm×H76.4mm

重量

300g

付属品

カメラケース、ストラップ､8MB スマー
トメディア､リモコン､AV ケーブル､リチ
ウム電池パック2 個、マニュアル、他

CAMEDIA
C-3030ZOOM
Check!

www.olympus.co.jp

C-2020ZOOM とまったく同じ外観だが、ボディーカラ
ーがブラックになり、重厚なイメージになった

32Mバイトのバッファーメモリーによる速写機能
3.3コマ/秒で最大 5コマの連写が可能
音声付き動画の撮影や音声録音機能を搭載
スポンスの高速化、そして334 万画素
CCD による細部描写力を実現したデ

試用レポート
h軽快な撮影レスポンス

ジタルカメラだ。レンズユニットは

最大の特徴は、32Mバイトのバッファーメ

C-2020ZOOM と同じだが、CCD の

モリーを利用した3.3 コマ/秒、連続 5 コマ

サイズが1/1.8 型とわずかに大きくな

の高速連写だ。しかも、VGA サイズの連写

ったため、35mm カメラ換算の焦点

ではなく、3 3 4 万画素をフルに活かした

距離は32 〜 96mm 相当にシフトし

2048 × 1536 ピクセルという高解像度で高

た。また、十分な周辺光量を確保す

速連写できる。通常の撮影でも約 1 秒間隔

るため、ワイド側はC-2020ZOOM の

で次のシャッターを切ることができ、一度

F2.0 からF2.8 に抑えられているが、1/3 段

C - 3 0 3 0 Z O O M を使 ってしまうと、 C -

ステップで制御できる5 枚羽根絞り機構は

2020ZOOM がじれったく感じてしまう。

健在だ。プログラムAE をはじめ、絞り優先

ただ、レンズの明るさがワイド側で1 段暗

は、32M バイトという大容量のSDRAM を

AE やシャッター優先 AE、マニュアル露出

くなったのと、感度の自動アップが最長スロ

バッファーメモリーとして搭載しており、

といった多彩な撮影機能を備えている。

ーシャッターになるまでISO 200 でいったん

オリンパスの「CAMEDIA C-3030ZOOM」

3.3 コマ／秒で最大5 コマまでの連写が行え

さらに、CAMEDIA シリーズとしては初

ストップするようになったため、暗い場所

る。また、通常の撮影モードでも約 1 秒間

めて音声録音機能を搭載し、音声付き動画

での撮影はC-2020ZOOM よりも弱くなっ

隔で速写ができ、軽快な撮影レスポンスが

の撮影や、静止画へのメモ録音（約 4 秒）

ている。また、300 万画素ともなると、わ

魅力の高画質デジカメだ。

が行えるようになった。ただし、スピーカ

ずかな手ブレやピンぼけもハッキリわかって

ーは内蔵していないので、カメラ単体での

しまうため、今までよりも撮影がシビアだ。

C-2020ZOOM の多彩な機能に

音声再生はできない。シリアル端子に加え、

音声録音機能など新機能をプラス

USB 端子も装備しており、別売のパソコン

部まで克明に写し取れ、特に中近景の被写

接続キット「C-8KU」を使えばUSB によ

体なら、カラーネガをフィルムスキャナーでス

る画像の高速転送が行える。

キャンするよりも綺麗だ。

C-3030ZOOM は、C-2020ZOOM をベ
ースとしつつ、さらなる機能向上と撮影レ

しかし、ビシッと決まれば、被写体の細

（伊達淳一）

CAMEDIA C-3030ZOOM
レンズ

32 〜 96mm 相当
（35mm フィルム換算）

CCD

1/1.8 インチ334 万画素

記録メディア

3.3V スマートメディア

記録枚数（8MB）
SHQ モード約 3 枚
2048×1536ピクセル

3.3 コマ/秒の高速連写後は、まとめてデータを処理する
ので10 秒ちょっと待たされるが、通常撮影でシャッター
を切る場合には、記録待ちはほとんどない。それだけに
シャッターチャンスには強い。
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液晶モニター

1.8 型低温ポリシリコンTFTカ
ラー液晶（約114,000 画素）

電源

リチウム電池パック
（CR-V3）
2 個、単 3 形ニッケル水素電
池､アルカリ電池､リチウム電
池またはニッカド電池 4 本

C-3030ZOOM は、補色タイプの334 万画素 CCD を採
用しているが、原色 CCD と見間違うほどのクリアな発色
を見せる。ただ、露出を外すと白飛びや暗部のノイズが
出やすいので、適正露出が鉄則だ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

SDRAM（エス・ディー・ラム／ Synchronous Dynamic Random Access Memory）
： 従来のDRAM がクロックに非同期であるのに対して、一定周期のクロック信号に同期し
て動作するように改良されたDRAM。
©1994-2007 Impress R&D
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コストパフォーマンス抜群の334万画素3 倍ズームモデル

QV-3000EX

発売元

カシオ計算機株式会社

価格

88,000 円

問い合わせ先 0570-088902
本体寸法

Check!

W134.5mm×D57.5mm×H80.5mm

重量

320g

付属品

CD-ROM、ネックストラップ、レンズキ
ャップ、キャップホルダー、ソフトケー

F2.0 の明るい3 倍光学ズームレンズ
コストパフォーマンスではダントツ
夜景もきれいに撮れるなど機能は充実
カシオの「QV-3000EX」は、334 万画素

池 4 本、マニュアル、他

www.casio.co.jp
基本的な使い勝手や機能は、200 万画素ズームの QV2000UX とほとんど同じだが、QV-3000EX には背面
に「削除」ボタンが新設され、再生時に表示している画
像をダイレクトに消去できるようになった。

えている。また、シャッター優先 AE

の原色 CCD を搭載した3 倍ズームレンズモ

時にSET ボタンを押しながら十

デルだ。充実した機能を備えているにもか

字キーを左右に動かせば、マニ

かわらず、定価88,000 円と驚きのコストパ

ュアル露出も可能だ。

フォーマンスを実現しているのが特徴だ。

ス、ビデオケーブル、単 3 形アルカリ電

さらに、速 写 機 能 も健 在 で、
300 万画素化にもかかわらず、約

F2.0 と明るい

2 秒間隔でシャッターを切れる。

キヤノン製ズームレンズを採用

ピント固定の連写なら、0.5 秒間

カシオQV-3000EX は、国内でもっとも

隔で最大3 枚の撮影ができる。

発売が早く、なおかつコストパフォーマンス
にも優れた300 万画素クラスのズームレン

試用レポート

ズモデルだ。33 〜100mm、F2.0 〜2.5 相当
の明るい3 倍光学ズームレンズを採用してい

hボディーは大きいが、多機能・高画

していているので、340M バイトのマイク

て、レンズ周りには「CANON LENS」の刻

質・低価格と三拍子揃ったモデル

ロドライブやType Ⅱの大容量CF カードも

印がある。300 万画素CCD の記録能力を活

300万画素ズーム機のなかでも、QV-3000

使用できる。また、撮影した画像をパソコ

かすには、レンズの光学性能が非常に重要

EX のボディーはかなり大きめの部類に属す

ンに自 動 転 送 して、 簡 単 に閲 覧 できる

になるだけに、こうした光学機器メーカー

る。しかし、ポケットに入る大きさを超え

「Photo Loader」というソフトが付属して

のレンズを採用している点は安心感がある。

てしまえば、ストラップで首から提げて持

いる。このソフトは詳細な撮影データなど
も表示する優れものだ。

「カシオQV デジタル」といえば、QV-10

ち歩くので、多少ボディーが大きくても関

の回転レンズスタイルが象徴的だが、今回

係ない。それよりも、QV-3000EX のように

300 万画素化による感度やS/N 比の低下

のQV-3000EX はオーソドックスなコンパク

レンズがボディーの中央にレイアウトされ

が懸 念 されるが、 2 0 0 万 画 素 の Q V -

トカメラタイプのデジカメだ。しかし、お手

ているほうが、カメラを構えたときに、自

2000UX と比べてもノイズが目立つといっ

軽簡単カメラかと思いきや、充実した機能

然にホールディングできるので使いやすい。

たことはなく、色再現もクリアになった感

が満載されていて、絞り優先AE やシャッタ

300 万画素の画像を高画質で記録する

じだ。デザインや大きさに納得できるので

ー優先 AE をはじめ、夜景、ポートレート、

と、ファイルサイズが非常に大きくなるが、

あれば、お買い得な300 万画素モデルと言

風景といった被写体別のプログラムAE も備

QV-3000EX はCF Type Ⅱスロットを装備

えるだろう。

（伊達淳一）

QV-3000EX
レンズ
CCD
記録メディア

33 〜 100mm 相当
（35mm フィルム換算）
1/1.8 インチ334 万画素
コンパクトフラッシュ
（マイクロドライブ対応）

記録枚数
（8MB） FINE モード約 5 枚、
2048×1536ピクセル NORMAL モード約 6 枚、
ECONOMY モード約 11 枚
液晶モニター

原色 CCD らしいクリアな色再現が特徴。メニューの画質
設定でコントラストや彩度も設定できる。液晶モニター
の再生画も鮮やかだ。

長時間露出を行うと大量にノイズが発生するデジタルカ
メラが多いが、QV-3000EX の夜景モードで撮影すると、
ノイズはあまり目立たない。街灯の描写を見ると、レン
ズ性能の確かさもうかがえる。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

電源

CCD（シー・シー・ディー／ Charge Coupled Devices）
：光の強さに応じて蓄電容量が変化する半導体素子の集合体。日本語では電荷結合素子と訳される。デジタルカメラの「何
万画素」という数値はこの素子の数を表している。
©1994-2007 Impress R&D

1.8 型ハイパーアモルファス
シリコンTFT 低反射カラー液
晶（122,100 画素）
単 3 形アルカリ電池、リチウ
ム電池、ニッケル水素蓄電池
4 本 、 リチウム電 池 パック
（CR-V3P）2 個
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通信機能を内蔵した214 万画素単焦点モデル
発売元

オリンパス光学工業株式会社

価格

99,800円

問い合わせ先 0426-42-7499
本体寸法

W106.5mm×D35.5mm× H62.3mm

重量

195g

付属品

カメラケース、ストラップ、8MB スマ
ートメディア、ビデオケーブル、リチウ
ム電池パック、専用通信ソフト、マニ

CAMEDIA
C-21T.commu
Check!

ュアル、他

www.olympus.co.jp

PHSや携帯電話による通信機能を内蔵
同梱ソフトでパソコンから遠隔操作が可能
214万画素 CCD単焦点レンズのCAMEDIA C-21がベース
オリンパスの「CAMEDIA C-21T.commu」

試用レポート

（ドット・コミュ）は、NTTドコモのPHS や携
帯電話をケーブルで接続して、撮影した画
外観は「CAMEDIA C-21」と同一で、操作性も変わら
ない。

h通信を行うには専用ソフトが必要

像を送受信できるデジタルカメラだ。通信

C-21T.commuの操作は、基本的にC-21

機能を内蔵した機種は、デジタルカメラの

とまったく同じだ。ただし、撮影した画像を

黎明期から存在したが、200 万画素クラス

あらかじめ送受信する場合には、同梱の通

というより、メガピクセル以上のデジカメ

信ユーティリティーをパソコンにインストー

としてはC-21T.Commu が初めてだ。

ルして、メールアドレスやダイレクト送信

撮ったその場で送信できるデジタルカメラ

ートメディアに書き込んでおく必要がある。

先電話番号、プロバイダー設定などをスマ

別売の専用ケーブルで C-21T.commu と PHS を接続。
32Kbps のPHS を使って送信を試してみたが、予想より
も通信時間は短かった。

同梱の「CAMEDIA 通信ユーティリティ V1.0」
。スマー
トメディアにメールアドレスやダイレクト送信先電話番号
を設定したり、パソコンで C-21T.commu の画像を送受
信したりするのに利用する。

CAMEDIA C − 21T.commu

C-21T.commuは、214 万画素CCD 搭載

C-21T.commu にまっさらのスマートメデ

の単焦点モデル「CAMEDIA C-21」をベース

ィアを入れても撮影や再生は行えるが、通

に、通信機能を組み込んだモデルで、NTT

信機能は使えないのでスマートメディアを

ドコモのPHS や携帯電話を専用ケーブル

フォーマットしないように注意が必要だ。

（別売）でつなぎ、撮影した画像を送受信で

撮影した画像をC-21T.commu で送信す

きる。あらかじめ登録しておいたメールア

る手順を簡単に紹介すると、まず、PHS あ

ドレスに、添付ファイルとして画像を送信

るいは携帯電話を別売の専用ケーブルで接

できるのはもちろん、PHS や携帯電話をつ

続し、C-21T.commu のモニター表示ボタ

ないだC-21T.commu 同士で直接電話をか

ンを押す。すると、パスワードの入力を求

けて画像を送受信することもできる。また、

められるので、背面の十字キーを使って入

同梱の専用ソフトウェア「CAMEDIA 通信

力し、送信する画像を選択する。その際、

ユーティリティV1.0」をパソコンにインス

VGA サイズに縮小して送信するか、オリジ

トールすれば、パソコンからC-21.commu

ナルのまま送信するかを指定できる。最後

をリモートカメラとして遠隔操作したり、

に、メールとして送信するか、指定した電

撮影した画像をC-21.commu からパソコン

話番号に直接電話するかを選び、選択した

に直接アップロードしたりもできる。

画像を送信すれば完了だ。66K バイトの

レンズ

38mm 相当
（35mm フィルム換算）

通信機能を内蔵した機種は、デジタルカ

CCD

1/2 インチ214 万画素

メラの黎明期から存在し、損害保険や中古

64Kbps のPHS なら約 11 秒、9600bps の

記録メディア

スマートメディア

車の査定、ガス、電気、水道などの保守メ

携帯電話なら約70 秒だ。

記録枚数（8MB） SHQ モード非圧縮 1 枚、
1600×1200ピクセル SHQ モード圧縮約 7 枚、
HQ モード約 15 枚
液晶モニター
電源
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ンテナンスなどさまざまなビジネスシーンで

1.8型低温ポリシリコンTFTカ
ラー液晶
（約114,000 画素）
3Vリチウム電池パック
（CRV3）1 個、単 3 形ニッケル
水素電池 2 本

INTERNET magazine 2000/4

V G A 画像を送信するのに要する時間は、

今回は32Kbps のPHS を使ってみたが、

活用されてきた。C-21T.commu は、こう

214 万画素を最高画質モードで送るような

した業務用途に応えて開発されたデジタル

ことをしない限り、実用に堪える時間で転

カメラだが、99,800 円とパーソナルユース

送できた。業種によっては導入を検討する

でも十分通用する価格が魅力だ。

価値は十分にあるだろう。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

（伊達淳一）

スマートメディア：東芝によって提唱されたフラッシュメモリカードの規格。SSFDC フォーラムによって詳細な規格が定められている。切手大のサイズで、2 グラムと小型軽量な点が特徴。
デジタルカメラのほか、ボイスレコーダーや携帯型音楽プレーヤーなどに利用されている。
©1994-2007 Impress R&D
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プリンター共有機能付きネットワーク接続型20GB HDD

EtherFast 10/100
Instant GigaDrive

発売元

株式会社リンクシス・ジャパン

価格

オープンプライス

問い合わせ先 03-5259-5137
本体寸法

W203.2mm× D279.4mm× H76.2mm

重量

2267g

付属品

AC アダプター、CD-ROM、スタンド、
マニュアル、他

www.linksys.co.jp

20GB

Check!
ウィンドウズ、マッキントッシュ、Linux間のデータ共有が可能
プリンターを共有できるプリントサーバー機能を搭載
プラットフォームに依存しない設定、管理機能
リンクシス・ジャパンから発売された「Ether

試用レポート

Fast 10/100 Instant GigaDrive 20GB」
（Giga Drive）は、プリントサーバー機能を
備えたネットワーク接続型の20G バイトハ

h日常の管理や設定はブラウザーで
セットアップには、ウィンドウズ95/98、

ードディスクだ。設定や管理が簡単なので、

NT4.0 版の専用ツールを使わなければなら

部門別やSOHO、家庭でのファイル共有、

ないので、設定にはウィンドウズマシンが

プリンター共有に向いている。

必要だ。だが、初期設定が終われば、それ
以降はブラウザーで管理や設定ができる。

ウィンドウズ、マック混在の環境にも対応
コンピュータをネットワーク化するメリ

Java スクリプトがサポートされていれば、
どのマシンのどのブラウザーでもOK だ。

ットは、データやプログラム、プリンター

GigaDrive には固定のIP アドレスを割り

などの資源を共有できることにある。接続

当ててもいいが、ネットワーク内でDHCP

されているコンピュータがすべて同一の機

サーバーが動いている場合には、DHCP サ

種やOS で統一されていれば、共有は簡単

ーバーから自動的にIP アドレスを割り当て

だ。しかし、複数の機種やOS が混在して

てもらうこともできる。また、GigaDrive

いるとややこしい。ウィンドウズとマッキン

自身がDHCP サーバー機能を持っているの

トッシュの共有機能には互換性がないので、

で、ネットワーク内のコンピュータに自動

単にネットワークに接続しただけでは共有

的にIP アドレスを割り当てることも可能だ。

機能が働かないのだ。

これなら、どのような形態のネットワーク

ウィンドウズとマッキントッシュの間で

背面には 10/100Base-TX
ポートのほか、プリンターを接
続 するパラレルポートが用 意
されている。

にも対応できる。

ファイルを共有する方法は、これまでにも

共有ファイルのファイル名やフォルダー

いくつかあった。AppleTalk 互換のファイ

名に日本語を使うこともできるが、複数の

ル共有機能を備えたウィンドウズNT4.0 を

機種やOS が混在している場合には注意が

ファイルサーバーにするか、Linux などの

必要だ。たとえば、マッキントッシュで日

PC UNIX にAppleTalk 互換の「Netatalk」

本語の名前を付けたファイルやフォルダー

とウィンドウズの共有機能と互換性のある

は、ウィンドウズからは見えない。また、

「Samba」の両方を導入するのだ。しかし、

ウィンドウズで日本語の名前を付けた場合、

これらを導入するには知識が必要だ。

前 面 には
電 源 ランプなど
のほか、ハードディス
クの残 り容 量 を表 示 する
LED が搭載されている。

マッキントッシュからそのファイルやフォル

GigaDrive は、複数の機種やOS が混在

ダーは見えるが、開くことができない。

するネットワークで共有を可能にする新し

ハードディスクを増設する手軽さでファ

い選択肢だ。この製品のメリットは、設定

イルやプリンターの共有環境ができあがる

や管理が簡単な点と実売価格が8 万円弱と

GigaDriveは、特に専門のネットワーク管理

導入コストが安いことだ。しかも、ファイ

者がいない職場に最適なハードウェアだ。

ルだけでなく、プリンターも共有できる。

（藪 暁彦）

ホスト名、IP アドレスといった基本設定は、ウィンドウ
ズ95/98、NT4.0 版の専用ユーティリティーで行う。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

SOHO（ソーホー／ Small Office Home Office）
：少人数の事務所や自宅を仕事場とする個人事業者などを指す言葉。コンピュータネットワークの発達により、離れた場所での共
同作業が行えるようになったため、近年増加している。
©1994-2007 Impress R&D
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機能を組み合わせて利用できるPC カード
発売元

ザーコムジャパン株式会社

価格

17,600円（RealPort2 CardBus Ethernet
10/100）
、17,600円（RealPort2 Ethernet
10/100）
、34,100円（RealPort2 Modem
56 GlobalACCESS）

問い合わせ先 03-3407-1900
付属品

CD-ROM、マニュアル、他

www.xircom.co.jp

RealPort2
Integrated PCCard
Check!
必要な2枚のカードを組み合わせて利用できる
コネクターを内蔵するためケーブルが直接接続できる
別売りのコネクションキットを利用してISDNにも対応
必要な機能を組み合わせられる
ザーコムのRealPort2 は、モジュラーケ

で果たして正常に動作するのかと、ふと疑

ーブルや10/100Base-T ケーブルが直接接

問に思うだろう。RealPort2 の説明書には

続できるPC カードだ。ノートPC のType

その事について触れられておらず、ドライ

ⅢカードスロットもしくはType Ⅱカードス

バーのインストール方法が書かれているだ

ロット×2 に装着して利用できる。

けだ。カードを裏表に差し込むと壊れてし

このカードの最大の特徴は、異なる機能

コネクターが本体に接
続 されているので、ケ
ーブルが直接接続できる。

の2 枚のPC カードを組み合わせて利用でき
るという点だ。RealPort2 シリーズは現在、

RealPort2
は、機能が違
うカードを 2 枚
重 ねて利 用 でき
る。 2 枚 を利 用 す
る場合は、1 枚を裏返しにして重ね合わせる。

ードスロットに差し込むことになる。これ

まうのではないかと不安になるので、その
点は説明書に明記してほしいと感じた。
実際にRealPort2 を2 枚重ねてPC カード

LANカードの「RealPort2 CardBus Ethernet

スロットに差し込んでみたところ、どちらの

10/100」と「RealPort2 Ethernet 10/100」
、

カードも問題なく動作した。RealPort2は裏

モデムカードの「 RealPort2 Modem 56

返しに差し込んでも正常に動作するようだ。

GlobalACCESS」の3 製品が発売されてお

添付されているドライバーは、ウィンド

り、今後は携帯電話接続カードやISDN カ

ウズ95/98 やウィンドウズNT4.0、ウィン

ード、DSL カードなども発売が予定されて

ドウズ 2 0 0 0 のほか、ウィンドウズ 3 . 1 、

いる。これらのラインナップの中から任意

MS-DOS など幅広いOS をサポートする。

の2 枚のカードを組み合わせて利用できる

また、モデムカードはグローバル仕様なの

わけだ。たとえば、自宅で利用するときは

で、海外出張の場合も安心して利用できる。

LAN カードとモデムカードを組み合わせて

RealPort シリーズの特徴である、ケーブ

利用し、モバイル時にはモデムカードと携

ルがカードに直接差し込めるという点は非

帯電話接続カードを組み合わせて利用する

常に便利だ。じゃまなコネクター類がない

といった使い方ができる。もちろん、カード

ので配線がすっきりするだけではなく、外

を1 枚だけ差し込んで単体でも利用可能だ。

出する際にうっかりコネクターを置き忘れた
り、なくしてしまったりといった心配もない。

試用レポート
別売りのISDN コネクションキット（価格はオープンプラ
イス）を利用すれば、ISDN 回線も利用できる。

残念な点は、やはり T y p e Ⅲもしくは
Type Ⅱ× 2 のPC カードスロットでないと

hカードを裏返して差し込んでも利用できる

利用できないことだろう。ソニーの「バイ

モジュラーケーブルや10/100Base-T ケ

RealPort2 で2 枚のカードを組み合わせ

オノート505」シリーズに代表されるよう

ーブルが直接接続できることで人気のPC

て使う場合、1 枚のカードを裏返してもう1

な薄型ノートPC では、Type Ⅱカードスロ

カード「RealPort」に新シリーズとして

枚のカードに重ね合わせて利用する。カー

ットが1 つしかないものも多く、当然ながら

「RealPort2」が登場した。RealPort2 では

ドの表の面には凹凸が付いているので、2

それらでは利用できない。

2 枚のPC カードを組み合わせられるように

枚のカードの表の面同士を重ね合わせてか

なったため、シーンに合わせて必要な機能

らPC カードスロットに差し込めばよい。つ

を選んで利用できる。

まり、1 枚のRealPort2 は、裏返しにPC カ
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Type Ⅲカードスロットを備えたノート
PC ユーザーにはおすすめできる製品だ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

（編集部）

DSL
（ディー・エス・エル／ Digital Subscriber Line）
：既存の電話線を使って高速なデジタルデータ通信をするための技術。ADSL（Asymmetric DSL）
、SDSL（Symmetric DSL）
などいくつかの方式があるため、それらをまとめて指す場合は語頭に「x」を付ける。
©1994-2007 Impress R&D
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携帯電話やWorkPad と連携するメールソフト

Shuriken Pro

携帯電話やPHS などへメールを送信する

ァイルやHTMLメールを受信すると、ウィン
ドウの中でメールを効率よく表示させる工夫

そうした携帯端末へ柔軟に対応したメール

がされているのがわかる。たとえば、本文は

ソフトだ。

テキスト表示とHTML 表示をタブで切り替

ジャストシステム株式会社

価格

5,800 円、3,800 円（ジャストシステ
ム製品登録ユーザー優待価格）

問い合わせ先 03-5412-3939

Check!
メールアドレスから携帯電話やPHSの文字数制限をチェック
WorkPadとメールやアドレス帳のデータをやり取りできる
相手がメールを開封したかが一目でわかる
機会も増えてきた。「Shuriken Pro」は、

発売元

OS

ウィンドウズ95/98、NT4.0、2000
Professional

HDD

30MB 以上

メモリー

24MB 以上（ウィンドウズ95/98）
、
32MB 以上（ウィンドウズNT4.0）
、
40MB 以上（ウィンドウズ2000）

www.justsystem.co.jp

えられ、画像ファイルなどが添付されてい

携帯端末へのメール送信機能が充実

れば、本文と並べての表示もできる。

Shuriken はもともと「一太郎Lite」の付

ユーザーインターフェイスは随所にアニメ

属ツールとしてスタートしたメールソフト

ーションが取り入れられていたり、効果音が

だ。今回、機能の拡充とともに「Shuriken

付いていたりして、とても賑やかだ。個人的

Pro」と名前を変更し、単独のソフトとし

には少しやりすぎという感もあるが、不要

てリリースされることとなった。

であればオフにもできる。ツールバーだけでな

一番の注目機能は、携帯端末へのメール

く画面の色やデザインのカスタマイズも自由

送信だ。Shuriken Pro は、メールアドレス

度が高く、従来のスタイルに飽きたらデザ

を元に相手の機器を特定し、相手に送信可

インを変えて、新鮮な印象を持たせられる。

能な最大文字数をチェックして、送信したい

ダイジェストメールの自動分割機能はメ

メールを自動分割できる。対応が予定され

ーリングリストに参加している人には重宝

ているのは、NTTドコモの「iモード」など、

する。流通量の多いメーリングリストでは、

約 20 種類の携帯端末だ。将来、仕様が変

サーバーの負担を軽くするために「まとめ

更された場合には設定情報のダウンロード

送り」を利用するようにアドバイスされる

サービスなどが行われる予定だ。

ことがある。
「Becky!」などでは、まとめ

また、相手が電子メールを読んだか、受

送りで来たダイジェストメールはマルチパ

信したかどうかがわかるMDN も新たに採用

ートMIME の添付ファイルとして受信する

された。アウトルックエクスプレスやネット

ため、分割するには添付されたファイルを1

スケープメッセンジャーなどMDN に対応し

つずつクリックする必要があり、非常に煩

たメールソフトなら、お互いにメールの着

わしい。Shuriken Pro では、これを受信時

信 を確 認 できる。 そのほか、 I B M の

または任意のタイミングで自動分割する。

「W o r k P a d 」とメールやアドレス帳を、

これは他のメールソフトにはなかなか見あ

HotSync ボタン1 つでデータ交換できる機

たらない機能で意外と重宝する。逆に、こ

能も備えている。

ちらから複数のメールをダイジェストメー

ウィンドウのレイアウトなどを好みに合わせて変更できる。

ルとして送信する機能も付いている。通常

試用レポート

のメール転送では1 通ずつ転送しなければ
ならないが、Shuriken Pro ではメールをま

hユーザーインターフェイスに

とめて一度に転送できる。長々と引用して

こだわりを感じさせる

内部に画像ビューワーを備え、画像と本文とを並べて表
示できる。

送るよりもずっとスマートで、それまでの

ウィンドウのデザインはオーソドックスなス

経緯を説明するようなときに便利だろう。

タイルで、受信トレイ、メール一覧、本文と

既存のメールソフトにはない斬新な機能

画面が3 つに分かれている。しかし、添付フ

がいくつか盛り込まれており、今までのメ

ールソフトからの違和感も少ない。
「定番」
から乗り換えるには面白いソフトだ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

MDN（エム・ディー・エヌ／ Message Disposition Notification）
：メールが受信者に届いたかを送信者に通知するためのシステム。メールヘッダーに受信確認のフィールドを追加
し、メールを読んだときにメールソフトが送信者に受信確認を通知する。RFC2298 で定義されている。
©1994-2007 Impress R&D
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i モードメールにも対応した携帯電話メモリー編集ソフト
発売元

株式会社ビレッジセンター

価格

9,800 円（PDC 版、cdmaOne 版）
、

ケータイ・リンクⅢ

5,800 円（ケーブルレス版）
問い合わせ先 03-3221-3525
OS

Check!

ウィンドウズ95/98、NT4.0、2000
Professional

HDD

10MB 以上

メモリー

iモードメールやショートメールの転送機能
NTTドコモ208シリーズの和音着信メロディーに対応
cdmaOneのCメール転送に対応

OS の動作推奨に準拠

www.villagecenter.co.jp

携帯電話の小さいボタンで大量の電話番

試用レポート

号を管理するのは、はっきり言って面倒だ。
これは、一度でも携帯電話の買い換えを経

h使いやすいインターフェイス

験したことがある人ならわかるはずだ。ケ

マニュアルは単なるインストールマニュ

ータイ・リンクⅢを使えば、そのような苦

アルでしかなく、使い方に関してはほとん

労から解放される。

ど載ってない。ただし、オンラインヘルプ
には使い方が詳しく解説されているので、

携帯電話の万能編集ソフト
ケータイ・リンクⅢは、携帯電話の電話

しかし、携帯電話用のソフトのユーザー層

帳編集を中心としたソフトウェアで、電話

が必ずしもパソコンに慣れた人ばかりでは

帳編集のほかに、着メロの作成や編集、メ

ないので、少々不親切ではないかと感じた。

ールの管理が行える。

携帯電話のメモリーダイアル編集画面。ウィンドウイン
ターフェイスは MDI（Multiple Document Interface）
なので複数の電話帳を同時に開いてデータの交換も容易
に行える。

着メロ編集画面。NTT ドコモの 208 シリーズの 3 和音
着メロの編集やMIDI データの読み込みもできる。
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ヘルプを読めば使い方は大抵わかるだろう。

ケータイ・リンクⅢの付属ケーブルはシリ

電話帳の編集では、グループによる管理

アルポートを利用する。当然、USB ケーブル

をはじめ、重複データの検索やCSV などの

版が欲しいと思う人は大勢いるだろう。ケ

各種形式でのファイル入出力、そして、な

ータイ・リンクⅢでも、インクリメントP の

んと忘れてしまった暗証番号を自動検索し

「ケータイ・エディ2」のUSB パッケージを持

て探し出すこともできる。着メロは、
「着メ

っていればUSB ケーブルで接続ができるが、

ロ帳」という方法で管理する。ここでは、

いくらなんでもUSB 接続のために2 つも携

画面に表示されるピアノの鍵盤を、キーボ

帯編集ソフトを買うのはナンセンスだ。特

ードやマウスで操作して着メロを作成でき

に、抜き差しが多いことが想定される携帯

るほか、市販の着メロ本などからのデータ

電話編集では重要なので、是非ともUSB 版

入力やMIDI ファイルの着メロデータへの変

も出してほしいところだ。なお、一覧には

換もできる。メール帳ではドコモのショー

載っていないもののアイ・オー・データ機器

トメールやi モードメールなどのメールをパ

の「USB-PDC」などでも利用できるようだ。

ソコンで管理できる。携帯電話に保存でき

この他社製品を含む多くのケーブルへの対応

るメールの数は限られているので、パソコ

が特徴の1 つで、NTT ドコモ純正の「データ

ンにメールをバックアップできるのはうれし

リンクケーブル」をはじめ、さまざまなケー

い機能だ。

ブルに対応している点はうれしい。

製品のラインナップは、PDC 対応の専用

ソフト自体の使い勝手は、ストレスなく

ケーブルが付いた「ケータイ・リンクⅢ PDC

使えるうえに、携帯電話というものを理解

版」
、cdmaOne 対応の専用ケーブルが付い

して作られているのが感じられる。電話帳

た「ケータイ・リンクⅢcdmaOne 版」
、そし

と着メロ帳、メール帳という形で、機能ご

てケーブルの付属しない「ケータイ・リンク

とにわかりやすく分類されているのも使い

Ⅲケーブルレス版」の3つが用意されている。

やすい理由の1 つだろう。また、最新機種

対応 OS は、ウィンドウズ95/98、NT4.0 で、

にもアップデートファイルでいち早く対応

ウィンドウズ2000 にも対応する予定だ。

する点も評価できる。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

（恣岡 悄）

CSV（シー・エス・ブイ／ Comma Separated Value）
： 各項目の間をコンマで区切ったデータフォーマット形式。表計算ソフトや住所録ソフトももっとも汎用性の高いデータ交換方
式で、それらのほとんどはCSV 形式の読み込み、書き出しをサポートしている。
©1994-2007 Impress R&D
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条件を細かく指定して携帯電話やモバイル先にメールを転送

Flex Messenger

発売元

株式会社ドゥイット

価格

38,000 円（10 アカウント）〜、
Personal 版 8,000 円（2アカウント）〜

問い合わせ先 03-5333-2280
OS

ウィンドウズNT4.0SP4 以降、Solaris
2.5 以 降 、 FreeBSD 3.0 以 降 、
Personal 版はウィンドウズ95/98 もサ

Check!

ポート
HDD

転送の設定はすべてブラウザーで行える
複数のユーザーのメールをそれぞれ転送できる
メールサーバーやネットワーク環境の変更は不要
メールの受信場所は、会社のパソコンだけ
とは限らない。外出先に持っていったノート
パソコンや自宅のパソコン、携帯電話で受

15MB 以上

メモリー

64MB 以上

www.do-it.co.jp

能だ。転送した後、メールをメールサーバー
から削除するかどうかも選択できる。
転送先には、添付ファイルを送るかどう

信することもある。
「Flex Messenger」は、

か、最大文字数を何バイトにするか、空白

こうした多くの転送先に、文字通りフレキ

や改行を削除するかどうかの設定もできる。

シブルにメールを転送するためのソフトだ。

パソコンのメールソフトで見るなら空白や
改行を入れたほうが見やすいが、携帯電話

複数の転送先に条件を設定できる

へのメールなら文字数のほうが気になる。

メールを転送するには、接続しているプ

非常に気の利いた設定内容だ。

ロバイダーが行っているサービスを利用し
たり、転送そのものを目的とするメールサ

試用レポート

ービスを利用したりする必要がある。企業
内のメールなら、メールサーバーに直接そ
うした機能を盛り込むこともできる。

h複数ユーザーのメールを一括管理
動作の仕組みはメールソフトの自動メー

しかし、多くの転送サービスは、受信した

ルチェック機能と同じだ。Flex Messenger

メールをそのまま別のメールアドレスへ送る

が一定の間隔でPOP サーバーにアクセス

という単純な機能しか持っていない。Flex

し、メールが届いていればそれを受信する。

Messenger は、メールの送信者や内容など

そして、転送条件に従って、受信したメー

をチェックし、条件に当てはまったものだ

ルを改めてSMTP サーバーから指定のアド

動作環境はウィンドウズNT4.0 のみとなっ

けを任意のアドレスへ転送できるサーバー

レスへ向けて転送する。

ている。メールの取得や転送には別途 Java

メールの転送は、メールソフトの振り分けのように、メール
ヘッダーから条件を設定し、任意の転送先を指定できる。

源を落としても大丈夫だ。
なおFlex Messenger は本来企業向けで、

ソフトで、転送先は複数設定できる。たと

個人で利用しても便利だが、より効果的

によるエンジンが組み込まれるので、ブラウ

えば、プライベートなメールなら携帯電話

なのは企業などのイントラネット内で利用

ザーで制御するからといってもウェブサーバー

へ転送し、仕事相手からのメールなら、と

する場合だ。Flex Messenger は複数のユ

などを用意する必要はない。

りあえず文章の頭だけを携帯電話に転送し

ーザーを登録し、それぞれのユーザーごと

なお個人ユーザー向けには F l e x

て、後から全体を読み出せるようにメール

に異なる転送先を複数登録できる。部署内

Messenger Personal という、2クライアン

サーバーに保存しておくといった設定も可

のファイルサーバーやプリンターサーバーな

ト用もある。こちらはウィンドウズ95/98 を

能だ。このように、受信したメールにさま

ど、何らかのサーバー上でFlex Messenger

正式にサポートしている。

ざまな条件を設定できる。

を起 動 しておけば、

転送の条件設定は、メールソフトの「振り

各ユーザーはブラウザ

分け」作業に似ている。受信したメールのヘ

ーを使って転送先を

ッダーから、
「From」や「To」
、
「Subject」
、

自 由 に設 定 したり、

「Message」などの項目を指定し、そこに

転送の有効／無効を

含まれる文字列から条件に当てはまるかど

切り替えたりできる。

うかを決める。この条件は2 つ指定するこ

サーバーの管 理 者 に

とができ、
「and」または「or」の演算子で結

いちいち依 頼 する必

び付けられる。また、特定の文字列が含ま

要もなく、退社時に

れるメールは転送しないといった設定も可

自 分 のパソコンの電

（渡辺裕一）

Flex Messengerの概念図
モバイルPC

メールサーバー
メール

PHS、携帯

インターネット

Flex Messenger の クライアントPC
稼働するサーバー

クライアントPC

自宅のPC

Flex Messenger が定期的にメールサーバーに届いたメールをチェックし、条件に合ったも
のだけを携帯電話やPHS、プライベートなメールアドレスなどに自動転送する。
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メールヘッダー：メールを配信するために必要な情報が記載されている部分のこと。メール本文の上部に付いている。メールの宛先や差出人、発信日時、経路などの情報が記録されている。
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