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パームサイズPDA
購入ガイド
PDAの普及が目覚しい。機種によっては店頭に並
ぶと即完売という状況さえ生まれている。世界標準
といえるPalmの日本語 OS搭載機が浸透し、日本
独自のザウルスも新製品が登場、マイクロソフトの
ポケットPC 搭載機も参入し市場を活気付けてい
る。今注目のPDA、ベスト・バイを取り上げる。
納富廉邦

百花繚乱のPDA。
話題の新製品が続々登場
これまでマニアの間で話題だったPDA が、ここにきて一
般ユーザーの間に広く浸透しつつある。Palm 搭載機のア
イ・ビー・エムWorkPad が日本語化され、続けてPalm 自
身も日本語OS を搭載するなどして、飛躍的にPalm 人気
が高まった。そこへいよいよ登場したのがソニーのPalmOS
搭載機である「CLIE」
（クリエ）
。ソニーがどのようなスタ
イルのPDAを登場させるのか期待を集めていたが、ジョグ
ダイヤル、メモリースティック、インターネットの接続サポ
ートなど、そのスタイリッシュなデザインとともに、ソニー
らしい機能満載のPDA となっている。
一方のカシオや日本ヒューレット・パッカードはマイクロ
ソフトのPDA 用OS であるポケットPC を採用したPDA を
登場させた。ポケットPC はウィンドウズとのデータ交換性
に優れながらも、PDAとしての携帯性を持っているのが特
徴。日本オリジナルPDA であるザウルスもこのPDA 人気
に触発されるかのように新機種を登場させている。
新製品の多くがモバイル接続をサポートするが、データ
携帯が主な使用法となるPalmも依然人気が高い。製品の
選択肢も十分に幅が出てきた。どれが自分にあったPDAな
のか見極めよう。
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探しているPDAがココにある

自分にピッタリのPDAを見つけよう
PDAはなんでもできる万能機械ではない。ある程度の機能の割り切りも必要だ。だからといって役に立たないと
考えるのは早計すぎる。いつでもどこでもアドレスやスケジュール、メールを検索・閲覧できることを考えれば、
PDAはインターネットとデジタルに生きる社会人に必須のツールだ。PDAをどのようなシーンで利用するか、ま
たどのような機能が必要か、常に携帯するツールだからこそ、選択にこだわりを持ちたいもの。

□ 今なぜPDAが
注目されているのか？
PDAという言葉は1993年8月にアップルと
シャープが共同開発し発売した「ニュートン・

ソナルな用途にまで対応できるうえに、十分

り利用価値が高くなる。さらには、今脚光を

に小型化され、価格も手頃になってきたとい

浴びつつあるデジタル書籍などが閲覧できれ

うこともあり、今やパソコン以上に注目を浴び

ば文庫本すらカバンに入れておく必要もなくな

る人気商品となっている。

るのだ。

□ PDAに求めるもの

る多くのPDAで「クレードル」という専用のイ

メッセージパッド」のコンセプトとして使われた
のが始まりだ。世界的にはそれがルーツとい
えるが、日本ではすでに1993 年10月に「ザウ
ルス」が登場している。それまでの「電子手

PCとのデータ交換には、Palmに代表され

では、ユーザーはPDAに何を求めているの
か。PDAとしての要件を挙げてみよう。

帳 」から、まだその 概 念 こそなかったが、
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Personal Data（Digital）Assistants、つま

ンターフェイスを使う。これは、PCのUSBや
シリアルインターフェイスに接続して使うも
のだ。クレードルにPDAを載せて、シンクロ

① 手帳機能のデジタル化

ボタンを押すと、自動的にシンクロを開始し、

り、個人情報のデジタルでの管理と運用を支

PDA は、そのコンセプトが「手帳の電子

PDAの専用アプリケーションとデータ交換を

援する機器という意味では、ザウルスはその

化」から始まったこともあり、基本的にはPIM

行う。スケジュールやアドレス、メール、メモ

コンセプトにかなり近い製品といえるだろう。

（Personal Information Manager）
と呼ばれ

などをはじめ各種のデータをPCとPDAで、

しかし、本格的にPDAがブレイクするのは

る手帳的な機能がメインになっている。つま

1996 年 3月に発売された「Palm Pilot」の世

り、
「住所録」
「スケジュール帳」
「ToDo」
「メ

界的なヒットがきっかけだ。この年にはシャー

モ帳」といった機能である。これらの機能が

プがカラーザウルスを発売し、マイクロソフト

連動することで、たとえば住所録からメールア

PDA の仕様的な面としては、必要とするデ

もウィンドウズCEを発表した。このとき始ま

ドレスをメールソフトに送るとか、予定表に住

ータを表示できるか、表示速度は十分高速か、

ったPDA の開発競争とインターネット普及の

所録の電話番号を挿入するといった、紙の手

縦書き表示可能か、カラー表示は可能か、バ

波の相乗効果により、1999 年あたりから

帳以上の柔軟な個人情報の管理や運用が行

ックライトの明るさは十分か、といったデジタ

PDAの需要そのものも高まってきた。

えるわけだ。

ルデータのブラウズ機能もチェックポイントだ。

シンクロあるいは転送が可能だ。

③ PDAの仕様は満足できるか

機種によっては室内で見やすいもの、屋外で

ソニーのCLIE やカシオのポケットPC 搭載

また、メモリーの小型化によって、紙の手帳

機であるカシオペアE-700など最新のPDAで

の何倍もの情報をスーツのポケットに収まる

は、このような流れを汲んで、モバイルでのイ

サイズで常時持ち歩くこともできるようになっ

また最新のザウルス・アイゲッティ「MI - P

ンターネット接続が容易になっている。

た。膨大な量の電話番号から目的の相手を素

10」などは表示を縦と横に切り替えられ、使

早く探し出す、個人の予定とビジネスの予定

い勝手に応じた表示が可能になるなど、優れ

を一元管理しながら必要な情報だけを表示す

たインターフェイスを持っている。

いずれのPDAも、ビジネスの現場からパー

見やすいものといった違いもある。

るなど、手帳としての機能が十分に洗練され
てきた。そしてパソコンと違い、個人情報を
すぐに参照できるスピードと機動性などの実
用性も満たされている。これらのことがPDA
に求められる最大のポイントだ。

② PCとのデータ交換の容易さ
インターネットの普及に伴い、ウェブ上の情
報や電子メールなどを
「持ち歩く」必要性が出
てきたこともPDAが求められるようになった要
Palm 搭載機をはじめ、多くのPDAではこのようなクレード

因の1つ。今や、ビジネス／パーソナルにかか

ルを使ってPCとデータのシンクロ・交換を行う。クレードル
を必要とするPDA ではほとんどの製品に付属している。た
だ、付属するクレードルにはコネクターがシリアル用、USB
用と種類があるので注意しよう。コネクターが合わない場合
は別途購入する。
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わらずさまざまな情報がデジタルデータの形で
流通しているが、それをそのまま持ち歩き、必
要なときに素早く参照することができれば、よ

PDA のなかには拡張スロットを備え、オプション機器を装
着することで、機能を拡張できる機種も存在する。これは
Palm OS 搭載機のVisor の拡張スロット
（スプリングボード）
だ。ここには、バックアップ用のメモリーやゲーム、日本未発
売だがデジタルカメラなどを装着することが可能だ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

PDA（ピー・ディー・エー／Personal Data Assistance）：個人用携帯情報端末。予定表やアドレス帳など、主に個人データの管理に用いる携帯用の電子機器。最近では、パソ
コンと連携したりインターネットへ接続したりする機能も標準的に装備されている。その多くがタッチパネル式の液晶画面で操作する。
©1994-2007 Impress R&D

Product Showcase

電子手帳的
Palm m100

ザウルス・
アイゲッティ MI-P1

Visor
パワーザウルス
MI-C1

ザウルス・
アイゲッティ MI-P10

WorkPad c3

WorkPad
（31J）

Palm IIIc

CLIE PEG-S500C

TRG Pro

ビジネス

カジュアル
PSION Series5 mx

カシオペア E-700

インターネット・
辞書ザウルスMI-J1

JORNADA
548

PSION REVO

シーン別・用途別 PDA選択ガイド
今登場しているPDAを、マトリックスで分類したもの。使用スタイルの軸には「カ
ジュアル−ビジネス」を置いた。これはPDAのデザインや仕様、あるいはそのイメ
ージから各PDAを分布させた。もう一方の「電子手帳−パソコン」の軸は機能に注
目して分布したもので、データの携帯性や閲覧性に特徴のあるものを電子手帳的
とし、パソコンと同様のアプリケーションが動作したり、そのデータの互換性が高い
ものをパソコン的としている。

④ インターネットの接続性

パソコン的

ち歩きたい、さらにはデジタルカメラ装着など

言えるほどのハイパフォーマンスとマイクロソ

の拡張性など、PDA に何を求めるかは、まさ

フト製品との相性の良さが特徴だ。使い勝手

外出先でのインターネット端末としての利用

に人それぞれ。携帯性、電池の持ち具合、デ

も、電子手帳というよりやはりPCに近い。

を考える人もいるだろう。実際、現在のPDA

ザインなども選択の重要なポイントだ。それら

大まかに言えば、電子手帳として、またネッ

は、どれも多かれ少なかれネットワークでの利

のニーズに応えられるだけのラインナップがそ

ト端末として、パソコンとの連携をあまり考え

用を前提にして作られている。電子メールも

ろったからこそ、現在のPDAブームがある。

ずに使いたいなら
「ザウルス」
。手帳などの項

ウェブブラウズも可能だが、実際にはPCほど
の機能はないし画面も小さい。携帯電話で

目を自分に合わせてカスタマイズしたいとか、

□ 用途・目的に合ったPDA選び
現在、PDAは「PalmOS搭載機」
「ザウル

の接続速度も十分とは言えない。
そのような状況の中で、逆にどのようなイ
ンターネット環境を求めるかが問題だ。フルに
ネットを活用するならノートパソコンにはかなわ

パソコン上のデータを持ち歩いたり、情報の
管理と素早いブラウズをしたいなら
「Palm」
。

ス」
「ポケットPC 搭載機」の3 つの流れに分

マイクロソフトオフィスとの連携やパソコン並

けられる。

みの動作を期待するなら
「ポケットPC」という

Palm は、アメリカのビジネスシーンで大ヒ

ことになるだろう。

ないが緊急時には役に立つ。しかし、たとえば

ットしただけあって、PIM機能の使いやすさや、

ウェブの情報は事前にPCで得ておいて、それ

PCとのデータのやり取りの簡単さ、膨大なオ

は若干 CPUが遅い、ポケットPC は電池の持

をPDAでブラウズするという利用のほうが便

ンラインソフトの量などが魅力。機能を絞り

ちや携帯性の面で他製品に劣るなど、それぞ

利な場合もあり、インターネットへの接続機能

込んで実用性を高めているのも特徴だ。

れに弱点も見受けられる。もっとも逆に言え

は本当に必要かどうかは、使う人次第だろう。
機能の割り切りも実用的なPDAの条件だ。

⑤ その他
ほかに、ゲーム機としての利用、MP3 デー
タやムービーデータの視聴、データベースを持

ただ、
ザウルスはカスタマイズに弱いし、
Palm

ザウルスは、日本生まれのPDAとして、日本

ば、PDA はそれだけ個性がはっきりした製品

のビジネス環境に合ったPIM 機能と、日本語

ということだ。だからこそ、
「自分がPDAに何

手書き入力の認識率の高さ、使いやすさで群

を求めるのか」をはっきりさせれば、おのずと

を抜く。また新モデルでは、よりカジュアルな

自分に合ったPDAが見えてくるはず。PDAは

スタイルも打ち出している。

万能機械ではない。
「何でもやろうとしない」

ポケットPC は、ほとんど小型のパソコンと

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

PIM（ピム／Personal Information Manager）：ケジュールやアドレス帳などの個人情報を管理するソフトウェアのこと。
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こと。これがPDA 選びの鉄則だ。
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［ スタンダードPalm ］

Palmは世界標準のPDA
実用的なインターフェイスを備え、ソフトの多さもピカイチ
ここではPalm社のPalmおよび、アイ・ビー・エムのPalmOS搭載機であるWorkPadシリーズを取り上げる。これらの製品は、米国
でPalmを広くヒットさせた立役者たちでもあり、スタンダードなPalm本来の姿を持つものだが、最新の機種ではカジュアル志向、ネ
ット接続対応など、バリエーションも広がっている。

カラー液晶のスゴイヤツ

Palm IIIc

Prod u ct Showca se

TFTカラー液晶を搭載したPalm。室内や

インターフェイスのPIMソフトやゲームソフト

暗い場所での視認性は群を抜いている。液

などを存分に楽しむことができる。英和・和

晶も大きく、付属の金属製のスタイラスペン

英辞書がプリインストール。また、カラー対

の書き心地もよい。また各ボタン中央には

応の画像 表 示 ソフト「Album To Go」も 付

凹みがあって、ペンで押しやすくなっている

属。これによりコンバーターで変換した画

など、細かい配慮が行き届いていて使いや

像をPalmでブラウズできる。インターネット

すいのも隠れた魅力だ。カラー対応のソフト

への接続には別売の「Snap Connect」など

も続々登場しているので、従来のPalmには

のアダプターが必要。ブラウザーやメール

ない、色分けによる見やすく分かりやすい

ソフトも別途用意する必要がある。

このPDAの性格
マニア

カジュアル

インター
ネット
ビジネス

カジュアル

電子手帳

メモリー

バッテリー

バッテリーの体力

ユーザーメモリー
8Mバイト（拡張不可）

リチウムイオン
充電池

15日程度

◎

△

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

◎

カラーTFT液晶

◎

△

○

◎

データ
入力

シンクロ

ブラウズ

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

メーカー ：パーム コンピューティング（株）
価格
：42,800円
問い合わせ ：0120-564380
www.palm-japan.com

カジュアルスタイルのニューフェイス

Palm m100
カジュアルなデザインと、手に馴染む曲線

充分実用的。また、カバーを閉じた状態で

を多用したフォルム、驚きの低価格ながら、

も、ボタン1つで時間を確認できる機能や、

基本的な性能は上位機種と変わらないコス

手書きメモソフトが標準装備され、上位機種

トパフォーマンスを達成。さらには別売のフ

にはない機能もプラスされている。

ェースプレートを使うことで、5色のカラーに

単4電池 2本で1か月以上は楽に稼動する

変更できるファッション性など、ビジネスラ

し、他のPalm社製品同様、ウィンドウズ用、

イクだったPalmに新風を吹き込む最新機種

マッキントッシュ用の両方のシンクロソフト

がこの「m 100」だ。内蔵のメモリーこそ、

が付属する。PCとの接続はシンクロボタン

2Mバイト
と小さいが、PIMとしての利用では

付きのケーブルで行う。

このPDAの性格

インター
ネット
データ
入力

マニア

ビジネス

バッテリー

バッテリーの体力

単4乾電池2本

約2か月

◎

△

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

◎

モノクロ

○

○

△

◎

284

INTERNET magazine 2000/11

カジュアル

電子手帳

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

メモリー
ユーザーメモリー：
2Mバイト（拡張不可）

カジュアル

メーカー ：パーム コンピューティング（株）
価格
：19,800円
問い合わせ ：0120-564380
www.palm-japan.com

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

TFT（ティー・エフ・ティー／Thin Film Transistor）：ノートパソコンに広く採用されているカラー液晶の一種。コントラストが高く、見える角度が広い。
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シンクロ

ブラウズ

Product Showcase

PHSユニット内蔵で電話機不要

WorkPad（31J）
PHS モジュールを内蔵しており、機器の

きメールも送れる「JotMail」を付属した。

追加なく本体のみで32kbpsでインターネッ

すぐにインターネットを利用できるようにな

トへの接続ができるモデルがこのWorkPad

っている。

のモービルモデル（ただし音声による通話
はできない）
。

また、大きさもPHS モジュールを内蔵し
ながら、Palm IIIcより一回り小さく、重さも

PalmOS 3.1J搭載で基本的な機能はWork

10g軽い。表示はモノクロながら、バックラ

Pad 30Jと同様、というよりも 30Jに PHS

イトが付 いているため、屋外、屋内とも視

モジュールとソフトを追加したものが、この

認性は良好だ。

31Jだ。ブラウザーには市販の「PalmScape

ただし、この機種は企業向けに提案され

日本語版」を採用。メールソフトには、高

たもので、一般販売店での販売は現在行わ

機能でさまざまなPC用メールソフトと連携

れていないし、今後の予定もはっきりしてい

できる「MultiMail日本語版」に加え、手書

ないのが残念。

このPDAの性格
マ
ニ
ア

データ
入力

カジュアル
ビジネス

メモリー

バッテリー

ユーザーメモリー：
4Mバイト（拡張不可）

単4乾電池2本

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

◎

モノクロ
（バックライト有り）

バッテリーの体力
約15日

インター
ネット

電子手帳

シンクロ

ブラウズ

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

（PHS連続使用約3時間）

◎

◎

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

◎

◎

○

◎

メーカー ：日本アイ・ビー・エム（株）
価格
：オープンプライス
問い合わせ ：0120-041992
www.jp.ibm.com

抜群のスタイルはスマートビジネスマン向き

WorkPad c3
Palm社の Palm Vxとほぼ同じ形をした、

ラウザーやメールソフトを別途用意するこ

小型軽量のスタイリッシュなモデルがこの

となく、インターネットが利用できるように

WorkPad c3。Palm OS 3.5日本語版を搭載

なっているのは嬉しい。

し、メモリーが8Mバイトと実用的なスペック
も魅力だ。

アメリカで爆発的に売れたというPalmVx
同様、そのスタイリッシュなデザインと、シ

PalmVx との違いは、色（Vxがシルバー、

ャツの胸ポケットに入れても邪魔にならな

c3がブラック）
と、マッキントッシュ用のシン

い小型軽量、そしてハイスペックと、完成度

クロソフトおよび接続ケーブルを付属して

の高い一台だ。ディスプレイはバックライト

いるかどうかだけだが、付属していない分、

なしのモノクロだが、視認性は悪くない。ま

こちらのほうが価格が安い。さらに、CD-

た、そのデザインの良さからか、ケースなど

ROM「はじめよう！WorkPad でインターネ

の周辺機器もカッコイイものが多いのも魅

ット Ver 1.1」が標準で添付されていて、ブ

力の1つだ。

このPDAの性格
マ
ニ
ア

データ
入力
インター
ネット

カジュアル
ビジネス

メモリー

バッテリー

バッテリーの体力

ユーザーメモリー：
8Mバイト（拡張不可）

リチウムイオン
充電池

約15日

◎

◎

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

◎

モノクロ

○

◎

○

◎

電子手帳

シンクロ

ブラウズ

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

バックライト：暗い場所でもディスプレイの内容を見られるように、液晶の後ろ側から当てる光。

©1994-2007 Impress R&D

メーカー ：日本アイ・ビー・エム（株）
価格
：39,900円
問い合わせ ：0120-041992
www.jp.ibm.com
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［ 個性派Palm ］

洗練されたPalmをさらに使いやすく
一味加えたキレ者ぞろい ラインアップ充実のオリジナルPalm
Palmの基本的な機能と使いやすさはそのままに、各メーカーオリジナルの機能やインターフェイス、拡張性を備えたPalmが続々登場。洗
練されたデザインのソニーのCLIE、低価格なハンドスプリングのVisor、拡張性に優れたTRGProなど、いずれも個性派ぞろいの魅力的な
マシンだ。

満を持して発売 待望のソニー製 PDA

CLIE PEG-S500C
ソニーのPalm OS搭載マシンは、AVのソ

本機の特徴は、そのままでも操作性の良

ニーらしく、動画の再生ソフトや静止画像

いPalmOSにジョグダイヤルを装備したこと。

の表示ソフトをバンドル。PC上で画像の管

これにより片手での操作性がグンと向上し

理 ・ 編 集 か ら CLIE へ の 転 送 も 行 え る

ている。しかも、カラー液晶搭載でこの小さ

「PictureGear Lite」
（ウィンドウズ版のみ）

さは驚異的。メモリースティックが 使えるの

されている。これに

が付属する。さらに、モバイルアダプターと

で、ムービーや静止画などの大きなデータ

より、
Palmの操作性

付属のケーブルを使ってPHSや携帯電話と

を余裕で持ち歩ける。バックライトが暗く、

接続でき、添付のブラウザーやメールソフト

見えにくい場合があるのが残念。モノクロ液

で、すぐにインターネットを利用できる。

晶のPEG-S300（オープンプライス）
もある。

ソニーのお家芸とも
言えるジョグダイヤ

Prod u ct Showca se

ルがCLIE には装備

が格段に向上する。

このPDAの性格
データ
入力

マニア
カジュアル

メモリー

バッテリー

バッテリーの体力

ユーザーメモリー：8Mバイト
拡張：メモリースティック使用可能

リチウムイオン
充電池

約15日

◎

◎

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

◎

カラー
（半透過型液晶）

△

◎

◎

○

ビジネス

インター
ネット

電子手帳

シンクロ

ブラウズ

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

メーカー ：ソニー（株）
価格
：オープンプライス
問い合わせ ：0570-00-3311
www.sony.co.jp/peg/

スケルトンカラーのカジュアルPalm

Visor
ビジネスライクなデザインが多いPalm OS

価格機とは思えないほどの充実ぶり。

搭載機の中で、異色のスケルトンボディーが

さらに、背面に「スプリングボードスロッ

特徴なのがVisorだ。4 色のトランスルーセ

ト」と呼ばれるインターフェイスを装備。こ

ントカラーとシックな黒の5色から選べる。

こに、カートリッジを差し込むことで、さまざ

Visor はカラフルなス
ケルトンボディーが身

OSには一世代前のPalmOS 3.1Jが使わ

まな機能を追加できる。現在日本で発売さ

れているものの、内蔵メモリー8M バイト、

れているのは、メモリー、バックアップ、ゲー

ョンから好 みの色 が

バックライト付きディスプレイ、USB接続の

ムの3点だが、米国では、デジカメやモデム

選べる。

（シンクロソフトもウィンドウズ用、
クレードル

など数多くのモジュールが発売済みで、日

マッキントッシュ用の両方が付属）
など、低

本でも順次発売予定だ。

上。5 色のバリエーシ

このPDAの性格
マ
ニ
ア

ビジネス

メモリー
ユーザーメモリー：8Mバイト
拡張：スプリングボードスロット用モジュールで拡張可能

バッテリー

バッテリーの体力

単4乾電池2本

約2か月

◎

△

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

◎

モノクロ
（バックライト有り）

◎

◎

○

○
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カジュアル

シンクロ

メーカー ：ハンドスプリング（株）
価格
：29,800円
問い合わせ ：0120-517301
www.handspring.co.jp

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

クレードル：コネクターを持たない携帯情報ツールなどとパソコンをつなぐための接続台。充電器を兼ねるものもある。

©1994-2007 Impress R&D

データ
入力

電子手帳

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

オプションソフト充実度

インター
ネット

ブラウズ

Product Showcase

CFスロット装備で幅広い拡張性

TRG Pro
TRG Proはコンパクトフラッシュカード対

Pro に読 み込んだり、バックアップデータを

応のスロットを持つ異色のPalm OS 搭載機。

ドラッグ＆ドロップでPCに保存したりと、さ

コンパクトフラッシュカードだけでなく、ア

まざまな利用が考えられる。

イ・ビー・エムのマイクロドライブなど大容量

またドコモのP-in Comp@ctやモデムカー

の記憶媒体もセットするだけで使える
（電源

ドも利用可能。さらに、Palmマシンでは初

オンのままでの抜き差しが可能）
から、デー

めてスピーカーを内蔵した。OSはソニーの

タベースやアプリケーションを大量に持ち

CLIEと同じPalm OS 3.5.1を搭載。また、コ

歩くことができる。また、コンパクトフラッシ

ンパクトフラッシュとTRG Pro のメモリーの内

ュのファイルフォーマットは FAT16 なので、

容を相互にコピー・移動した

PC上でもそのまま読み書き可能だ。

り、メモリーの内容を自動

インターネットからダウンロードしたアプ

バックアップ するソ

リケーションをそのままカード経由で TRG

このPDAの性格
カ
ジ
ュ
ア
ル

フトも付属。
マニア

メモリー
ユーザーメモリー：8Mバイト
拡張：コンパクトフラッシュ・TYPE I/IIに対応

バッテリー

バッテリーの体力

データ
入力

インター
ネット
ビジネス

電子手帳

ブラウズ

シンクロ

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

単4乾電池2本

約1か月

◎

△

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

◎

モノクロ
（バックライト有り）

◎

◎

○

◎

メーカー ：TRG Products,Inc
価格
：42,800円
問い合わせ ：03-5215-5650（（株）アスク）
www.ask-corp.co.jp

充実のPalm周辺機器と市販・オンラインソフト
PalmOS 搭載マシンは、世界、特にアメ

よいメーカーも参入して美しいケースを発売

「Crs MeDoc」や、本体内蔵のスケジューラ

リカで大ヒットしたせいか、他のPDAに比

したり、ボールペンを内蔵した多機能スタ

ーの拡張版「DateBK」など実用的なもの

べて周辺機器やソフトウェアが充実してい

イラスペンやネックストラップなどのアクセ

から、ゲーム類、ジョークソフトまで、探して

る。折り畳むとPalmと同サイズになるフル

サリーも豊富だ。

見つからないものはないというほど。Palm

キーボードや、接続するとPalm IIIcがデジ

ソフトウェアも、Palmでザウルスのよう

カメになるコダックの「PalmPix」
、Visorの

な手書き認識が実現できる「NEOS GoGo

デジカメキット
（日本未発売）
、さらには旅行

Pen」や「駅すぱあと」

用の携帯クレードルなど、ハードウェアが多

検索ソフト、
「PalmScape」

数ラインアップされている。

ユーザーならソフト探しもまた楽しみの1つ
と言える。

などの路線

www.val.co.jp
www.iodata.co.jp

などの

ウェブブラウザーなど市販ソフトも多数ある。

持ち歩くツールであるため、ケースの種
類も多く、コーチやヴィトンなどのセンスの

オンラインソフトになると、
その数、実に、
7000 とも言われ、縦書きで長文が読める
NEOS GoGoPen
Palmで手書き入力を可能にし、よりスムーズ
な日本語入力を実現。4,800 円（オンライン版
価格）
。

www.neoscorp.co.jp/palm/

Muchy's
Palmware
Review!
Palm用のオン

ターガス・ストアウェイ・ポータブルキーボード

CrsMeDoc

ラインソフト情報を毎日更新・紹介している。記事中で

Palm 用の折り畳み式キーボード。やや入力に手間の

日本語の縦書き表示・横書き表示や大小の文

紹介したオンラインソフトをはじめ1,000本以上のソフ

かかるPalmも、これがあればスラスラ入力が可能。

字サイズを選択可能。小説など長文を縦組み

トが登録済み。Palm 独特の用語なども覚えることが

折り畳み式だから携帯にも便利。オープンプライス。

で読みたい場合に重宝。フリーソフトウェア。

できるのでPalm ユーザーは必見。

www.targus.co.jp

muchy.com/review/crsmedoc.html

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

muchy.com

コンパクトフラッシュカード：米SanDisk社が開発したメモリーカードの規格で、カード内部にフラッシュメモリーが内蔵されている。16MBから196MBまで、さまざまな容量のカードが
ある。デジタルカメラの記憶メディアとしても利用される。
©1994-2007 Impress R&D
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［ ザウルス ］

快適な日本語手書き入力が自慢
ビジネスシーンで鍛えられた日本オリジナルPDA
ザウルスは自然な手書き入力インターフェイスを持つ日本で進化したPDA。最新のザウルスシリーズで 20機種目というモデルの多さに裏
付けられた使いやすさが自慢。ザウルスシリーズは大きく分けると、ビジネス用途を念頭に置いたパワーザウルス、カジュアルなイメージを前
面に出しているアイゲッティシリーズがある。

見る・聴く・録る！ 最強のビジネスツールに変身

パワーザウルス MI-C1
パワーザウルスシリーズのハイエンドモデ

Prod u ct Showca se

ルがMI-C1。薄型のボディーでスーツのポ

名刺や書類をメモ感覚で保存したりできる
など、画像を情報として便利に利用できる。

ケットに 馴 染 む 小ささながら機 能 満 載 の

さらにボイスレコーダーキット
（5,000円）で、

PDAだ。反射型のカラー液晶を搭載して、屋

音声さえも情報として管理・利用できる。

内・屋外ともに視認性が良く、文字や画像が

別売 のケーブル（4,500 円）1 本で、携帯

れている。別売の携帯電話接続ホルダーを

どこででもハッキリ見える。またカラー液晶

電話やPHSと接続してインターネットが利用

使えば、片手でザウルスと電話を持って、場

を活かしたオプションとして、カードスロット

できる手軽さも魅力。フレームやSSL にも

所を選ばずインターネットができる。

にセットして使うデジカメ
（24,000円）
も用意。

対応したブラウザーは、カラー表示でより快

電子メールにそのカメラで撮った画像を添付

適なブラウジングができる。メールソフトも

したり、写真付きのアドレス帳が作れたり、

自動分類機能を持つ高機能ソフトが搭載さ

このPDAの性格
シ
ン
ク
ロ

マニア
インター
ネット

カジュアル
ビジネス

メモリー
ユーザーメモリー：16Mバイト
拡張：コンパクトフラッシュ・TYPE Iに対応

バッテリー

バッテリーの体力

リチウムイオン
充電池

16時間連続表示

◎

◎

電子手帳

ブラウズ

データ入力

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

○

カラー

◎

◎

△

◎

メーカー ：シャープ（株）
価格
：88,000円
問い合わせ ：043-299-8021
www.sharp.co.jp

辞書機能を強化したザウルスPDA

インターネット・辞書ザウルス MI-J1
ザウルスのPDA機能はそのままに、辞書

こと。これまで部首引きなどに頼っていた

機能を強化したのが、インターネット・辞

読めない文字も、簡単に引くことができる。

書ザウルスMI-J1だ。収録している辞書は、

さらにインターネット上に設けられた語学

学研の「現代新国語辞典」
「ニューアンカ

や自然科学、コンピュータ関連などのさま

アドレス帳やスケジュール、備忘録など

ー英和辞典」
「ニューアンカー和英辞典」

ざまな辞書にアクセスして利用可能だ。イ

PIM機能もザウルスゆずり。辞書を多用す

漢字辞典」の4 つ。ザウルス

ンターネットには、一体型（5,000円）か

るビジネスマンや学生にはピッタリ。

ならではの便利な使い方としては、読めな

通常のケーブル（4,500円）を使って携帯

い文字でも手書きすることで辞書が引ける

電話やPHSを接続しアクセスする。

「学研監修

このPDAの性格

カジュアル ビジネス

メモリー
ユーザーメモリー：3.2Mバイト

バッテリー

バッテリーの体力

単4型アルカリ
乾電池

40時間連続表示

×

◎

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

○

モノクロ

○

◎

△

○
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インター
ネット

電子手帳
ブラウズ

データ入力

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

オプションソフト充実度
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シ
ン
ク
ロ

マニア

メーカー ：シャープ（株）
価格
：50,000円
問い合わせ ：043-299-8021
www.sharp.co.jp

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

SSL（エス・エス・エル／Secure Socket Layer）：ブラウザーやサーバー間で安全にデータをやり取りするためのプロトコル。米ネットスケープ社が開発し、マイクロソフトなどが採
用している。認証と暗号の機能を持ち、ブラウザーとサーバーの間でお互いを確認したり、やり取りするデータを暗号化したりする機能を持つ。
©1994-2007 Impress R&D

Product Showcase

縦／横表示が自由自在のディスプレイを装備

ザウルス・アイゲッティ MI-P10
登場以来のザウルス20 機種目は、これま

ルスと同様、必要な項目がすべて用意され

でのビジネスマン御用達風デザインを一新し

た行き届いたものになっている。ただし、カ

たカジュアルなデザインと、インターネットの

スタマイズの自由度は低いのが残念。

活用を中心にした新機能を搭載したコスト

ディスプレイは縦横どちらにも使えるよう

パフォーマンスの高いモデル。インターネッ

になっている。付属の文庫ビューワーで、縦

トから得た電子メールや電子書籍、マンガ

に持って縦書き表示を設定 すれば、文庫本

などを自動的に整理して表示してくれる「プ

の感覚でテキストを読める（横持ち縦書き、

レイインデックス」は、ネット情報の管理運用

縦持ち横書きなども可能）
。業界ナンバーワ

に優れた機能で、このアイゲッティシリーズ

ンの手書き認識機能による日本語入力はと

のウリの 1つ。フレームにも対応したウェブ

ても快適で操作性に優れたマシンだ。

ブラウザーや、高機能のメールソフトも内
蔵。別売のケーブル 1本で携帯やPHSとつ
ないでモバイル 接続 ができる。さらに別売
の「MP3プレイヤーキット」で音楽もOK。
見た目は軽くなっても、日本のビジネスシ
ーンで鍛えられたPIM機能は、従来のザウ

このPDAの性格
ディスプレイは横位置表示も可能。ソフトの種類 や目的に

シ
ン
ク
ロ

マニア

応じて表示を切り替えられる。
ビジネス

メモリー

バッテリー

バッテリーの体力

ユーザーメモリー：
約12Mバイト

単4乾電池2本

27時間連続表示

◎

◎

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

○

モノクロ

○

◎

△

◎

カジュアル

インター
ネット

電子手帳

ブラウズ

データ入力

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

メーカー ：シャープ（株）
価格
：オープンプライス
問い合わせ ：043-299-8021
www.sharp.co.jp

ザウルスの機能を低価格で実現した入門機

ザウルス・アイゲッティ MI-P1
「気軽に楽しく使えるスタイリッシュザ

スの場で磨かれたアプリケーションが使え

ウルス」をコンセプトに開発されたアイゲ

るのだから、ザウルス初心者には魅力的だ。

ッティの初代マシンがMI-P1。ユーザー用
のメモリーは3.2Mバイトと少ないものの、

ザウルスらしいデザインは、どんなシー
ンでも使いやすい。しかもインターネット機

ットには、他 のザウルスと同 様 、一 体 型

PIM 機能を使う上では十分な容量だろう。

能もフルに利用でき、さらにザウルスユー

（5,000円）もしくは通常
（4,500円）
の専用ケ

またなんといっても、38,000円という購入

ザー用にネット上に用意された「シャープ

ーブルで接続するだけの簡単セットアップ。

しやすい価格もポイント。それでいて、ザ

スペースタウン」から、さまざまな情報やコ

ウルスのこなれた操作性を踏襲し、ビジネ

ンテンツがダウンロード可能だ。インターネ

このPDAの性格
シ
ン
ク
ロ

マニア
カジュアル

ビジネス

インター
ネット

電子手帳

ブラウズ

データ入力

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

メモリー

バッテリー

バッテリーの体力

ユーザーメモリー：
3.2Mバイト

単4型アルカリ
乾電池2本

40時間連続表示

◎

◎

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

○

モノクロ

○

◎

△

◎

メーカー ：シャープ（株）
価格
：38,000円
問い合わせ ：043-299-8021
www.sharp.co.jp

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

MP3（エム・ピー・スリー／MPEG-1 audio layer3）：音声情報圧縮の国際規格の1つ。ISO（International Standardization Organization）のワーキンググループであるMPEGが
制定している。1/10から1/12の圧縮率でありながら、CDクオリティーの音質を保てる。©1994-2007 Impress R&D
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［ ポケットPC ］

ウィンドウズCE 3.0をコンパクトボディーに凝縮
マルチタスク・マルチメディア再生も可能なハンディーPC
先に米国で発売されていたポケットPCが、日本語化されて発売開始された。ポケットPCそのものはウィンドウズCE 3.0を搭載したPDAの
規格。そもそもウィンドウズがベースのためオフィス製品などビジネスソフトを搭載し、マルチタスクやムービー表示も可能。現時点ではカシ
オと日本ヒューレット・パッカードから製品が登場している。

ボタン起動でPDAらしさを強調

Prod u ct Showca se

JORNADA 548
カシオペアE-700 よりひとまわりコンパ

しておき、押すだけでそのソフトを起動でき

クトなJORNADA548。液晶保護カバーの

るボタンを装備したり、自動バックアップソ

裏にスタイラスペンを収納して本体の横幅

フトを付属するなど、使いやすさは良好。さ

を抑え、手に馴染むサイズにするなど、細

らに、MP3などの音楽ファイル再生時は、デ

部に行き届いたデザインは好感が持てる。

ィスプレイを消して電池の消耗を最小限に

基本的な機能はカシオペアE-700と同等

抑えるとともに、うっかりタッチパネルに触れ

だが、PIM ソフトに PC との連携はよいが、

ても誤動作を防ぐなど、独自の工夫も多い。

モバイルとしてはやや使いにくいポケットア

より汎用性の高いコンパクトフラッシュを

ウトルックを採用しているのが心残り。しか

採 用 し、 今 後 携 帯 電 話 通 信 用 カードや

し、Palmのように日頃よく使うソフトを登録

Bluetoothにも対応予定。

このPDAの性格
マニア
データ入力
ビジネス

メモリー

バッテリー

ユーザーメモリー：32Mバイト
CFカードで拡張可

リチウムイオン
充電池

バッテリーの体力

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

約8時間

△

◎

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

○

カラー

◎

○

○

○

インター
ネット

ブラウズ

電子手帳

カジュアル

シンクロ

メーカー ：日本ヒューレット・パッカード（株）
価格
：オープンプライス
問い合わせ ：03-3335-8333
www.jpn.hp.com/go/mobile/

もう1つの選択肢
欧州スタンダードPDAはPSION

PSION REVO
PSION REVO はそのその美麗なスタイルと開閉
の動作も見逃せない。閉じるとまるでコンパクトのようにも
見えるほど。

このPDAの性格

ビジネス

カジュアル

シ
ン
ク
ロ

インター
ネット

データ入力
電子手帳

ブラウズ

マニア

メーカー ：PSION COMPUTER PLC
価格
：オープンプライス
問い合わせ ：03-5411-7738（日本代理店（株）エヌフォー）
www.enfour.co.jp/psion/
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Bluetooth（ブル ートゥース）：携帯電話やPDAなど、各種の電子機器を無線を使って接続するための技術の名称。1998年にノキア、エリクソン、インテル、東芝、IBMの5社によっ
て仕様の策定が開始され、1999年7月には2.4GHz帯の周波数で最大伝送速度が1Mbpsの「Spec1.0」が公開されている。
©1994-2007 Impress R&D
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カシオ独自の使 いやすいPIMソフトを装備

カシオペア E-700
ポケットPCは、高速CPUによる処理能力

また、PIM ソフトとして、システム標準の

の高さをベースにし、マルチタスクも可能な

ポケットアウトルック以外に、モバイル環境

パソコンのように扱えるハンディーマシンだ。

で使 いやすい「モバイルスケジュール」
「モ

このカシオペアE-700 も、マイクロソフト

バイル住所録」が付属する。PDA付属のス

オフィスとフルに連携できるポケットエクセ

ケジューラーでは唯一「夜 11 時から翌朝 2

ルやポケットワードが使える。またビジネス

時まで」といった日をまたぐ予定の設定がで

ソフトだけでなく、ウィンドウズメディアプレ

きるなど、使 いやすい PIM 機能を提供して

ーヤーも 搭載し、ムービーファイルは音声

くれるのが特徴的だ。

付きでスムーズに再生できるし、MP3 の再

TFT カラー液晶は解像度も高く、ゲーム

生も可能だ。インターネットも、ポケットイ

やムービー観賞 に十分耐えるのもE-700 の

ンターネットエクスプローラと、カシオ独自

ポイント。

のメールソフト
「モバイルEメーラー」を搭載
し、ほとんどPCと同じ感覚でインターネッ
トを利用できる。メールソフトからはワード
やエクセルの添付書類 なら直接開けるし、
クリッカブル URLにも対応。

このPDAの性格
操作性のよい左側面のアクションコントロールで、画面スク
マニア

ロールやメニュー選択・決定が可能。

データ入力
ビジネス

メモリー

バッテリー

ユーザーメモリー：32Mバイト
SDメモリーカードで拡張可

リチウムイオン
充電池

バッテリーの体力
約7時間

○

◎

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

○

カラー

◎

○

○

○

インター
ネット

カジュアル

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

オプションソフト充実度

電子手帳

ブラウズ

シンクロ

メーカー ：カシオ計算機（株）
価格
：オープンプライス
問い合わせ ：0570-0088902
www.casio.co.jp

イギリスで爆 発 的 にヒットした PSION

PC 上のデータをPDA に移して持ち歩くこ

すべてPSION上で完結するというのが、こ

（サイオン）は、これまで紹介したPDAと

となど、データキャリアとしての利用を意

のマシンの上手な利用法。

は、そのコンセプトがかなり異なっている。

識しているのに対し、PSIONではPCとの

もともと英語版だが代理店であるエヌ

何より小さなボディーに隠された、タッチ

接 続 こそクレードルで簡 単に行えるもの

フォーによって日本 語 の入力・表 示 が可

タイピングも十分可能な、キーピッチの広

の、テキストデータのやり取りやPSION上

能。使いようによっては、かなり便利なマ

い、使いやすいキーボードが搭載されてい

のデータのバックアップにとどまる。それ

シンになる。特に、個人情報の管理とメー

ることが大きな特徴。特にREVOはデザイ

は、このマシンが、
「PIM機能を備えた小型

ルの送受信、そして外での文章作成とい

ンの良さや、せり出すキーボードの機械的

のテキスト入力マシン」というコンセプト

った使い方に便利さを実感できるだろう。

な面白さも特徴的だ。

で作られているからだ。PSION上でデータ

他のPDA が、PCとのデータシンクロや

メモリー

バッテリー

ユーザーメモリー8Mバイト
（拡張不可）

ニッケル
水素充電池

を入力し、PSION上で確認する。仕事は

バッテリーの体力

PIMソフト充実度 インターネットソフト充実度

約12時間

◎

○

オプションソフト充実度

カラー／モノクロ

屋内視認性

屋外視認性

付属品

オプション充実度

△

モノクロ

○

○

○

△

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

マルチタスク：ひとつのCPUで複数の処理を同時に実行すること。

©1994-2007 Impress R&D

こちらは新製品 Serise5 mx。CPU の処理速度やメ
モリー容量が従来機種に比べて飛躍的にアップし、
見やすい液晶を搭載したモデル。オープンプライス。
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掲載製品スペック一覧表

スタンダードPalm
Palm IIIc

Prod u ct Showca se

ソフトウェア

Palm m100

パームコンピューティング（株）

WorkPad（31J）

発売元

パームコンピューティング（株）

開発元

−

−

−

−

問い合わせ先

0120-564-380

0120-564-380

0120-04-1992

0120-04-1992

標準価格

42,800円

本体寸法（W×H×D）

80×128×17（mm）

79×118×18（mm）

82×120×18（mm）

79×115.5×11.35（mm）

重量

193g

137g

182g

119g

カラー・モノクロ

カラー

モノクロ

モノクロ

モノクロ

屋内視認性

◎

○

◎

○

屋外視認性

△

○

◎

メモリー

8MB

2MB

4MB

8MB

バッテリー

内蔵型充電式リチウムイオン電池

単4型乾電池2本

単4型乾電池2本

内蔵型充電式リチウムイオン電池

バッテリー持続時間

15日程度

2か月程度

15日程度

15日程度

インターフェイス

シリアル、赤外線

シリアル、赤外線

シリアル、赤外線

シリアル、赤外線

19,800円

日本アイ・ビー・エム（株）

オープンプライス

292

日本アイ・ビー・エム（株）

39,900円

◎

OS

Palm OS 3.5日本語版

Palm OS 3.5日本語版

PalmOS 3.1日本語版

Palm OS 3.5日本語版

添付PIMソフト

Palm DeskTop

Palm DeskTop

WorkPad版 PalmDesktopソフトウェア

WorkPad版 PalmDesktopソフトウェア

その他添付ソフト

Album ToGo、Chroma Gammonなど

−

PHS Launcher、Palmscape for WorkPad、 Palmscape for WorkPad、MultiMail for
MultiMail for WorkPad、Jotmail for
WorkPad、Jotmail for WorkPad、
WorkPad、Lotus EasySyncなど
英和・和英辞書、Lotus EasySyncなど

対応OS

ウィンドウズ98、MacOS8.1以降

パソコンとの連携

付属クレードル（シリアル）を使用

付属クレードル（シリアル）を使用

付属クレードル（シリアル）を使用

付属クレードル（シリアル）を使用

インターネット接続方法

−

−

内蔵PHSでアクセス

H"端末にはケーブル1本で接続

付属品

充電器兼用クレードル、
マッキントッシュ用シリアルアダプター

HotSyncケーブル、 マッキントッシュ用
シリアルアダプター

充電器兼用クレードル

充電器兼用クレードル

オプション製品

−

−

−

−

その他

−

別売のフェースプレート（1,980円）
で本体色を変更可能

−

−

CLIE PEG-S500C

Visor

TRG Pro

発売元

ソニー（株）

ハンドスプリング（株）

（株）アスク

開発元

−

−

TRG Products, Inc

問い合わせ先

0570-00-3311

0120-517-301

03-5215-5650

標準価格

オープンプライス

29,800円

42,800円

本体寸法（W×H×D）

70.9×114.7×15.2（mm）

76×12.2×15（mm）

81×121×20（mm）

重量

122g

153g

170g

カラー・モノクロ

カラー

モノクロ

モノクロ

屋内視認性

△

◎

◎

屋外視認性

◎

◎

◎

メモリー

8MB（メモリースティック対応）

8MB

8MB＋4MBフラッシュメモリー

バッテリー

−

単4電池2本

単4電池2本

バッテリー持続時間

15日程度

2か月程度

1か月程度

インターフェイス

USB、シリアル、赤外線

USB、赤外線

シリアル、赤外線、CFスロット（TypeI,II）

OS

Palm OS 3.5日本語版

Palm OS 3.1日本語版

Palm OS 3.5日本語版

添付PIMソフト

Sony PDA Palm Desktop

Palm DeskTopソフトウェア
（ウィンドウズ用、マッキントッシュ用）

Palm DeskTopソフトウェア
FlashPro、CFproなど

ウィンドウズ98、MacOS8.1以降

ウィンドウズ95、98，NT4.0

個性派Palm

ソフトウェア

WorkPad c3

その他添付ソフト

ATOK Pocket、Palmscape、MultiMail、
PictureGear Pocket、英和／和英辞書など

英和／和英辞書など

対応OS

ウィンドウズ98、ウィンドウズ2000

ウィンドウズ 95、98、NT4.0、MacOS8.1以降 ウィンドウズ 95、98、NT4.0

パソコンとの連携

付属クレードル（USB）を使用

付属クレードル（USB）を使用

付属クレードル（シリアル）を使用

インターネット接続方法

付属のモバイルコミュニケーションアダプター
で携帯電話・PHS接続

ハンドスプリングボード用の別売モデムモジュ
ールを使用

CFスロット対応の携帯電話やP-in comp@ct
を接続可能／別売の56kbpsCFカードモデム
接続可能

付属品

USBクレードル、モバイルコミュニケーション USBクレードル（USBポートのないPCでは
アダプター、モバイルコミュニケーションアダ 別途シリアルクレードルを用意）
プター接続ケーブル（3種）

シリアルクレードル

オプション製品

−

拡張スロット（スプリングボード）に各種周辺 −
機器を接続可能

その他

−

本体カラー5色から選択可
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ザウルス
パワーザウルスMI-C1

ソフトウェア

インターネット・辞書ザウルスMI-J1

シャープ（株）

シャープ（株）

開発元

−

−

−

−

問い合わせ先

043-299-8021

043-299-8021

043-299-8021

043-299-8021

標準価格

88,000円

50,000円

オープンプライス

38,000円

本体寸法（W×H×D）

136×80×15.5（mm）

145×78×15〜17（mm）

74×135×15（mm）
（クリアカバー取り外し時）

138×74×11〜15（mm）
スライドケース取り外し時

重量

180g

170g

140g（クリアカバー取り外し時）

135g（スライドケース取り外し時）

カラー・モノクロ

カラー

モノクロ

モノクロ

モノクロ

屋内視認性

◎

○

○

○

屋外視認性

◎

◎

◎

◎

メモリ

16MB（ユーザーエリア7MB）

6Mバイト（ユーザーエリア3.2Mバイト）

16MB（ユーザーエリア7MB）

6MB（ユーザーエリア3.2MB）

バッテリー

リチウムイオン充電池

単4型アルカリ乾電池2本

リチウムイオン充電池

単4アルカリ乾電池2本

バッテリー持続時間

連続表示時約16時間

連続表示約40時間

連続表示時約27時間

連続表示時約40時間

インターフェース

CFスロット、赤外線、携帯型キーボード用端 CFスロット、オプションポート
子、オプションポート

CFスロット、赤外線、携帯型キーボード用端
子、オプションポート

CFスロット、赤外線、携帯型キーボード用端
子、オプションポート

OS

専用OS

専用OS

専用OS

専用OS

添付PIMソフト

スケジュール、アクションリスト、アドレス
帳など専用ソフト

スケジュール、アドレス帳、備忘録など

スケジュール、アクションリスト、アドレス帳
など専用ソフト

スケジュール、アクションリスト、アドレス帳
など専用ソフト

その他添付ソフト

ウェブブラウザー、メールソフト、ワープロ、 ウェブブラウザー、メールソフト、
情報ファイル、パーソナルデータベース、
ブンコビューア、MP3プレイヤーなど
ボイスレコーダー、統合辞典、電卓など

ウェブブラウザー、メールソフト、
情報ファイル、パーソナルデータベース、
ボイスレコーダー、統合辞典、電卓など

ウェブブラウザー、メールソフト、
情報ファイル、パーソナルデータベース、
ボイスレコーダー、統合辞典、電卓など

対応OS

ウィンドウズ95、98

パソコンとの連携

別売のパソコン連携キット（10,000円）のク 別売のパソコン連携キット（8,000円）のク
レードルを使用
レードルを使用

ウィンドウズ95、98

シャープ（株）

ザウルスアイゲッティMI-P1

発売元

シャープ（株）

ウィンドウズ95、98、2000

ウィンドウズ95、98

別売のパソコン連携キット（10,000円）のクレー
ドルを使用別売のACアダプタ（5,000円）も必要

別売のパソコン連携キット（8,000円）
。のク
レードルを使用

インターネット接続方法

別売の接続ホルダー（7,000円）、専用ケーブ
ル（4,500円）で携帯電話、PHSと接続可能

別売の一体型専用ケーブル（5,000円）か通常ケー
ブル（4,500円）で携帯電話・PHSと接続可能

別売の専用ケーブル（4,500円）で携帯電話、 別売の一体型専用ケーブル（5,000円）か通常ケー
PHSと接続可能PHSと接続可能
ブル（4,500円）で携帯電話・PHSと接続可能

付属品

−

−

−

オプション製品

デジタルカメラ、ボイスレコーダー、
キーボードなど

コンパクトROMカード「トラベル英会話アシスタント」
（9,000円）、MP3プレイヤーキット（17,000円）など

MP3プレーヤーキット（17,000円）

−

その他

−

−

−

パールホワイト／ブリリアントブルーの2書から選択可

ポケットPC

ソフトウェア

ザウルスアイゲッティMI-P10

−

PSION

JORNADA 548

カシオペアE-700

PSION REVO

発売元

日本ヒューレット・パッカード（株）

カシオ計算機（株）

（株）エヌフォー

（株）エヌフォー

開発元

−

−

PSION COMPUTER PLC

PSION COMPUTER PLC

問い合わせ先

03-3335-8333

0570-088902

03-5411-7738

03-5411-7738

標準価格

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

本体寸法（W×H×D）

78×130×16（mm）

81.8×18.9×128（mm）

157×79×17（mm）

170×90×20（mm）

重量

260g

218g

200g

345g

カラー・モノクロ

カラー

カラー

モノクロ

モノクロ

屋内視認性

◎

◎

○

屋外視認性

○

○

○

○

メモリー

32MB

32MB

8MB

16MB

バッテリー

リチウムイオン充電池

リチウムイオン充電池パック

内蔵ニッケル水素電池

単三アルカリ乾電池2本

バッテリー持続時間

8時間程度

7時間程度

12時間程度

35時間程度

インターフェイス

シリアル、USB、赤外線、CFTypeI

シリアル、USB、赤外線、マルチメディア
カードスロット、SDメモリーカードスロット

シリアル、赤外線

シリアル、赤外線、PCMCIAカードモデム
アダプタ

OS

ウィンドウズCE3.5

ウィンドウズCE3.5

EPOC（ER5）

添付PIMソフト

ポケットアウトルックなど

マイクロソフト予定表、マイクロソフト連絡先、 スケジュール、ToDo、アドレス帳、電話帳、
マイクロソフト仕事、カシオモバイルスケジュ メモなど
ール、カシオモバイル住所録など

その他添付ソフト

ウィンドウズ メディアプレーヤー、
PictureShot、D Money、JRトラベルナビ
ゲータ、 HPモバイル辞書（英和・和英） 、
ZioGolf、MusicMatch JukeBox など

ポケットワード/エクセル、国語・漢和・
英和・和英辞書、JRトラベルナビゲータ、
携帯ほいほいなど

ウェブブラウザー、電子メール、データベース、 ウェブブラウザー、電子メール、データベース、
ワードプロセッサ、表計算、電卓、ファイル
ワードプロセッサ、表計算、電卓、ファイル
管理など
管理など

対応OS

−

ウィンドウズ 95、98 、2000、NT

ウィンドウズ 95、98 、NT、MacOS7.5以降

パソコンとの連携

−

付属クレードル（USB）を使用

付属ドッキングステーション（マッキントッシュ 専用接続ケーブルを使用（マッキントッシュと
との接続は別途接続ソフトが必要）
の接続は別途Mac Connectorが必要）

インターネット接続方法

−

別売の携帯電話接続ケーブル（4,500円）
で携帯電話、PHSと接続可能

−

−

付属品

USBクレードル、シリアル接続ケーブル 、
ACアダプタ

クレードル、ACアダプタ、電池パックなど

ドッキングステーション、ウィンドウズPC接
続用ソフト、ACアダプタなど

PC接続用ケーブル、ウィンドウズPC接続用
ソフト、ACアダプタなど

オプション製品

−

リモコンイヤホン（2,800円）

−

−

その他

10月5日発売

−

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

PSION Series5 mx

○

EPOC（ER5）
スケジュール、ToDo、アドレス帳、電話帳、
メモなど

ウィンドウズ 95、98 、NT、MacOS7.5以降
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