注目のアプライアンスが続々入荷！

渡辺史敏

アメリカでは、
いまネットワークを活用したおもしろ製品がどんどん誕生している。

Photo: Kyoko Watanabe

そのなかには感動的な驚きの名品もあれば、
「なんだこりゃ？」
な迷品もある。
ここメリケン逸品堂では、
毎月入荷する品々の中から店主厳選の逸品をご紹介しよう！

その実 、持 ちやすく
使 いやすさも抜 群 ！

3com が発売したこの「Audrey」は強い独

ようになっている。ボディーカラーは白、黒、

自性が感じられる製品だ。

青、黄、緑の計5 色から選べる。使ってみる

まず、外見が強烈だ。曲面で包まれた本体

と動作は軽快で、スクリーンの周囲に配置さ

アメリカでは、いまさまざまなメーカーから

のデザインは上部が広がっており、しかも、上

れたボタンを押せば、すぐにメーラーやウェブ

インターネット専用のアプライアンスが続々と

にアンテナのようなものが飛び出している。一

ブラウザーが立ち上がる。ほかのアプライアン

市場に登場している。
「安価で面倒なセッテ

見、奇抜さで勝負しているようだが、実際に

スよりも優れていると感じたのが、スケジュー

ィングも必要なく、誰でもインターネットを利

手に取ると携帯して使うことを考えた持ちや

ラーの「datesbook」で、家族のスケジュー

用できる機器」というのが共通コンセプトだ

すいデザインであることがわかる。このアンテ

ルが管理できるのはもちろん、本体に2つある

が、各製品を比べてみると実はさまざまな面

ナのようなものは実はスタイラスペンで、本体

USB 端子にクレードルを接続すればPalm 機

で違いがある。なかでも通信機器で知られる

に装着しておくとメールの受信時に点滅する

とのシンクロもできる。このあたりはPalm が

奇抜なかたちのインターネットアプライアンス

Audrey

D A T A

●メーカー： 3com
●価格： 549ドル
（白のみ499ドル。機能は同じ）

3com からスピンアウトした
ことも関係しているのかもし
れない。また、ちょっと懐か
しいマリンバのプッシュ技術

ergo.3com.com/ergo/html/

によってコンテンツやファー

homepage.html

ムウェアが自動的に更新され
るのも初心者にはうれしい配
慮だ。インターネットへの接
続は内蔵の56kbps モデムを
使うが、USB 端子に接続す
る別売りのイーサネットアダ
プターを使 えば A D S L や
CATV にも接続できる。
気になるのは640×480と

Audreyの専用ブラウザー。最近のノートブ
ック PC に慣れていると640 × 480 の画面
サイズでのウェブブラウズはちょっとツラ
イ。また、リアルオーディオやフラッシュ
にも未対応だ。

いう画面の小ささだ。最近の
ウェブページの多くがこの解
像度では入りきらないので、
ウェブを見るにはちょっとツ
ライものがある。Audrey に
最適化された専用チャンネル
のコンテンツならば見やすい
だけに残念な点だ。
しかし、女性や子供にも受
けやすいデザインで、Palm
やケーブルモデムにも対応し

専用スケジューラー「datebook」の画面。
家族ごとに設定できて使いやすい。左下に
はその日の天気予報が表示される。こうい
う細かい配慮やデザインセンスがAudreyの
優れた点だ。
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ている点などを考えると、2
台目のパソコン代わりにはお
すすめの製品かもしれない。

ファームウェア：ハードウェアの基本的な制御を行うために各種の機器に組み込まれたソフトウェアのこと。フラッシュメモリーなどに記憶されており、機能の追加や不具合の修正のため
にあとから変更できるようになっているものもある。
©1994-2007 Impress R&D

メールも音声で聞けるMP3プレイヤー

車 での使 用 を考 えた
アメリカンな発 想

eGo

MP3 ブームについてはいまさら説明の必要
もないだろうが、新製品ラッシュの続く携帯
型MP3 プレイヤー市場はアメリカではいまや
戦国時代の様相を呈している。そんななか、
少し斬新なコンセプトを持ったプレイヤーが登
場した。i2GO 社が開発した「eGo」だ。
どこが斬新かというと「Go」という名のと
おり持ち運ぶことが基本なのだが、ウォーク
マンタイプではなく、いかにもアメリカらしく
おもに車内で使うことを目的にしている点だ。
そのため小型化が進むMP3プレイヤーのな
かにあって、長辺が約 11cm もあり、スピー

D A T A

●メーカー： i2Go
●価格： 169ドル（64MBの

カーも内蔵している。さらに標準で車のシガ
レットライターから電源を取るためのアダプタ

CF カード付き）〜 399 ド
ル（340MB のマイクロド
ライブ付き）

ーやカーステレオから音を出すためのアダプタ

www.myaudio2go.com

ーも付属しているという徹底ぶりなのだ。
しかし、キワモノというわけではなく、コン

けのオリジナル番組を聞けるというわけだ。

テンツ面でも便利な仕組みを持っている。専

能もある点だ。日常使っているPOPサーバー

しかも、すごいのはメールのダウンロード機

からメールを落として、MP3Agent のテキス

用の「myaudio2go.com」

ト／音声変換機能を使って

というウェブサイトには音楽

eGo に音声データとして転送

はもちろん、ニュースや天気

しておけば、通勤時に車でメ

予報など、さまざまな音声コ

ールを 聞ける のだ。しか

ンテンツが用意されており、

も、eGoには録音機能もある

ユーザーは好きなものを選ん

から、返答を音声添付メール

で自分だけの「番組表」をラ

として作ることまでできる。

ジオの編成者気分で作成でき

まさにこれまでとはひと味

る。それを「MP3Agent」と

違ったMP3ライフを提案する

いうウェブブラウザーと音声

逸品プレイヤーと言える。ち

データ管理機能を兼ね備えた
標準添付のソフトでこのウェ
ブページからeGo へダウンロ
ードすれば、いつでも自分だ

音楽のほか、ニュース、金融、天気予報などの
音声コンテンツから自分専用の「番組リスト」
を作ってダウンロードできるmyAudio2Go.com。
アップデートスケジュールの管理もできる。コン
テンツは現在ほとんどが無料。

mp3agent はMP3 コンテンツを管理したり、ポー
タブルプレイヤーのメモリーとシンクロさせたり
できるソフトだ。実はeGo 以外にRio などでも利
用できる。

なみに内蔵スピーカーの音質
も小型ラジオ並みであること
も言い添えておこう。

アメリカの高校生はいまポケベルに夢中!?

ひと足早くハヤリモノをcheck!

Talkabout T900

commerce.motorola.com/consumer/QWhtml/T900rebate.html

いま日本で高校生たちにポケベルを使っていると

入るのだから人気になるのも当然と

言ったら、きっと「ダサーイ」と言われるだろう。

言えば当然なのかも。そして、そん

しかし、ここアメリカではポケベルはいまだ健在。

ななかでも最近特に人気を集めてい

それどころか結構「イケてる」存在だったりする。

るのが、モトローラが大学生以下を

その最大の理由は若い消費者層の経済的な事
情。携帯電話は日本よりも値段が高いので高嶺の
花なのだ。最近では、だいぶ普及してきたものの、
あまりお金を持っていないアメリカの高校生の過半
数が携帯電話を持つなんてまだまだ先の話だろう。

ターゲットに発売したのがこのトラ
ンスルーセントな双方向ポケベル
「Talkabout T900」だ。
機能的にはごく普通の双方向ポ
ケベルなのだが、最近よく街角でこ

そしてもう1 つ、アメリカではインターネットメ

のマシンの超小型キーボードでメッセージを打つ若

ールに対応し、端末側からもメッセージを送れる双

者を見かける。それを見て日本の携帯電話の親指

方向ポケベルが普及しているという事情がある。

メッセージ入力とどっちが速いのかなぁと思う私は

月20 ドル程度の利用料でモバイルな端末が手に

Talkabout T900 は全 部 で 4 色 が用
意されている。こうして並べてみると
日本でハヤった iMac 風カラーのグッ
ズとは違い、配色もアメリカン。価格
は各色ともに179ドル99セント。

もうおじさんなのかも。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

POP（ポップ／ Post Office Protocol）：現在もっとも広く使われている電子メールを受信するためのプロトコルのこと。POP はメールを一括受信するが、発信者やタイトルを見
てから各メールごとに受信するかどうかを決められるIMAPも登場している。また、POPを改良し、パスワードのやり取りを暗号化したAPOPもある。
©1994-2007 Impress R&D
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