ストリーミングで5.1chサラウンド
が聴けるようになるって知ってた？
この冬は3万円でPCホームシア
ターをゲットしよう！→P92

ただいま大ブレイク中のハードデ
ィスクレコーダー、この冬の新製
品は「ネットワーク対応」がポイ
ントだ！→P90

SDカードを搭載したら、
「電話」
の 枠を超えちゃいました。電
話＋デジカメ＋PIM＋オーディ
オプレーヤー……、コレ1台でな
んだってできるぞ！→P104
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スピードが命のブロードバンドル
ーター＆無線LAN。スループッ
ト50Mbps以上、802.11a対応
に注目→P94

〔

冬 の 売 れ 筋・新 製 品 が 大 集 合

ボーナスはこう使え！

新 し も の 好 き が 不 況 を 救 う！

〕

キーワードで買う！

この冬絶対チェックの ITトレンド
ボーナスの季節がとうとうやってきた! 世の中、不況、不況と騒がしいが、こんなときだからこそほしい製品を買い込で不況風を追い払おう。ただ
し、ただ漠然とハヤリや価格で製品を選んでいたら「げェ！ ウン十万円もしたこのパソコン、もう時代遅れじゃん！」なんてことになるのは目に見えて
いる。このパソコンは、このデジカメは本当に 買い なのかどうか？ ここで挙げるキーワードで選べばトレンドを押さえた損しない買い物ができるぞ。

せっかくだから次に買
う白物家電はネットワ
ークにつなぎたい。で
も、ネットワークにつな
いで何するの？ という
人は「エコーネット」
を
チェック→P113

一見、カーナビとは関係ないよう
に思える
「cdma2000 1x」がキー
ワード。そのほかカーナビOSにも
注目して最新機種をゲットだ！→
P102

デスクトップパソコンを
単なるPCとして使うな
んて時代遅れ！どうせ
買うならいろいろつな
げて楽しく便利な1台
を選びたい。→P96

無線LAN内蔵、USB2.0対応の
モバイルノートがこの冬のイチオ
シだ。持ち歩いて無線スポット
でも使いたい！→P98
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ill. : ハギーK

デジカメを画素数で選ぶだなん
てもったいない。銀塩カメラには
ない、
「遊び」で選ぼう。この冬
は「 超 望 遠 」
「 ムービー 」
「Bluetooth」に注目だ！→P104

イーサネット対応
●●●●

ハードディスク
レコーダー

記録型DVD

FTTH

ネットワーク対応で
「録画」の楽しみが広がる

パソコンとの連携がこの冬のトレンド
現在、家電製品でもっとも勢いがあ
るのが、ハードディスクレコーダ
ーだ。量販店のAVコーナ
ーに行けば、どこでも一番
のおすすめ商品として展
示してあり、実際に良く売
れているという。昨年末
は、記録型DVDドライブとハードディスク

AX10（NEC）

の両方を備えた製品が登場し、これがハ

ストリートプライス

ードディスクレコーダーの普及を一気に加

99,800

速させた。それでは、この冬のトレンドは
何かと言えば、ネットワーク端子対応とい

円

ハードディスク容量：80Gバイト
録画方式：MPEG-2（2 〜 15Mbps）
、MPEG-1
（1.15Mbps）
最大録画時間：約40時間
（標準：4Mbps）
受信チャンネル：VHF1〜12ch、UHF13〜62ch
入力端子：コンポジット/S映像×2、音声×2
出力端子：コンポジット/S映像×1、音声×1
ネットワーク端子：イーサネット
（10/100Mbps）
×1

う点に尽きる。
NECのAX10は、こうした製品の中でも
ネットワークを前提としたハードディスクレ
コーダーとして、注目に値する。単体でも
もちろん使えるのだが、イーサネットを接

k121ware.com

続すればハードディスクの中身をLANから

このほかにも、イーサネット対応のハー

参照でき、録画した番組をパソコンからも
鑑賞できる。また、現在放送中の番組も、

ドディスクレコーダーとしては、ソニーの

同様にパソコンで見ることができる。録画

C o C o o n 、東 芝 の R D - X 4 0 、松 下 の

したMPEG-2データはファイルとしてパソ

BroadNowといった製品が登場している。

コンにコピーもでき、これをDVD-Rなどに

ただし、これらはいずれもテレビ番組表や、

保存することももちろん可能だ。

i モードなどからの予約に対応させるため

AX10の背面に搭載されたイーサネット端子。LAN経由
でパソコンからも録画した番組を活用できる。

に、インターネットへのアクセスラインとし
てイーサネット
を 付 け たも の
だ 。もちろん 、
こうした機能も
素晴らしいのだ

CoCoon（ソニー）

が、せっかくイーサネットが付いたのだか

ストリートプライス

ら、できれば録画したファイルそのものを

124,800

操作できるようにしてもらいたいところだ。
円

ハードディスク容量：160Gバイト
録画方式：MPEG-2
（9Mbps/6Mbps/3Mbps）
録画時間：約50時間
（SP：6Mbps）
受信チャンネル：VHF1〜12ch、UHF13〜62ch、CATV
C13〜C38
入力端子：コンポジット×2、S映像×1、音声×2
出力端子：D1×1、コンポジット×2、S映像×2、音声×2
ネットワーク端子：イーサネット
（10Mbps）
×1
kwww.sony.jp/products/Consumer/cocoon/

90

+++ internet magazine +++

AX10 で番組表を表示したところ。通常は地上波の
ADAMS-EPGを利用するが、インターネット経由での番
組表取得も可能。

現在、こうした機器の標準的な画質は約
4Mbps。ADSLではつらいが、FTTHであ
れば外出先からアクセスして、録画した番
組を見ることもできる。もちろん、VPNな
どでユーザーを限定するのが前提だが、こ
うなればハードディスクレコーダーはまさ
に自宅の「録画サーバー」になるだろう。
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乱立する記録型DVDは
収束の兆しナシ

られない情勢だ。松下やソニーなどが提
唱する「Blu-ray Disc」と、東芝と NECが

ハードディスクレコーダーで録

提唱する「Blue Laser DVD」の2方式があ

画 した 番 組 は 、記 録 型

り、どちらも50GB程度の容量を想定して

DVD メディアに保存する

いる。しかし、こうした規格は、もしかする

ことになる。ところがこの記

とネットワークの前に意味をなさなくなる

録型DVDは、DVD-R、DVD-

かもしれない。パソコンがLANにつなが

RW、DVD-RAM、DVD+Rとあ

ったことで、フロッピーディスクの存在理

まりにも多くの規格に分裂してい

由がほとんどなくなったように、ネットワー
クさえあれば記録型メディアはいらない、

るのが悩みの種だ。一応、ほぼすべ

RD-XS40（東芝）
ストリートプライス

139,800

円

ハードディスク容量：120Gバイト
記録可能メディア：DVD-RAM、DVD-R
録画方式：MPEG-2
（1.4〜9.2Mbps）
録画時間：約52時間
（SP：4.6Mbps）
テレビチューナー：VHF1 〜 12ch、UHF13 〜 62ch、
CATV C13〜C63、BSアナログ
入力端子：コンポジット/S映像×3、音声×3
出力端子：D1×1、コンポーネント×1、コンポジット/S
映像×2、アナログ音声×2、デジタル音声×1
ネットワーク端子：イーサネット
（10/100Mbps）
×1

ての製品は DVD-R に対応しているの

という未来を想像するほうが楽しい。ネッ

で、互換性はあるとも言えるが、やはり製

トワークストレージ、FTTHを始めとしたア

品を買うとなると、どの規格が主流になる

クセスラインの高速化、無線によるユビキ

のかは気になるところだ。

タス環境。こうしたコンピュータ業界の今

一方、現在の記録型DVDメディアでは

後のトレンドと併せて考えるなら、今後の

ハイビジョン映像では容量的に不十分な

注目は大容量メディアではなく、むしろネ

ため、次世代のメディアの規格も検討され

ットワークへの対応にこそカギがあるので

ているが、ここでもまた規格の分裂は避け

はないだろうか。

Broadnow（松下電器）

kwww3.toshiba.co.jp/dvd/j/

ストリートプライス
録画予約
11/29（金）11:00-11:30 ch.5

イーサネット

99,800

将来的には外部から直接アクセスも

ハードディスク容量：40Gバイト
録画方式：MPEG-2
録画時間：約16時間（SP）
テレビチューナー：VHF1 〜 12ch、UHF13 〜
62ch、CATV C13〜C63
入力端子：コンポジット/S映像×1、音声×1
出力端子：コンポジット/S映像×2、アナログ音
声×2
ネットワーク端子：イーサネット
（10/100Mbps）
×1

ハードディスクレコーダー

パソコン

インターネット
映像コンテンツ

インターネットでつながったことで
将来の可能性が大きく広がった

kwww.panasonic.co.jp

H D D ＆ D V D レコーダー
DVR-77H（パイオニア）

138,000 円

kwww.pioneer.co.jp/dvdld/dvr/

RD-XS30（東芝）

円

DMR-HS2（松下電器）

105,000 円

113,000 円

kwww3.toshiba.co.jp/dvd/j/

kwww.panasonic.co.jp/products/dvd/

recorder/hs2/

DVD-RW対応機としては初めてハードディ
スク
（80GB）
を搭載した機種。ほとんど互換
性のないDVD-RAMに比べ、DVD-RWは
普通のDVDプレイヤーでも再生できる可能
性が高い点がメリットとなる。

2002年夏に発売されたハードディスクDVDRAM/Rの複合機で、値段も安くなってきて
いる。ハードディスク容量が40GBとやや少
ないが、80GB への交換サービスも有償
（39,800円）
で実施している。

ハードディスクとDVD-RAM/Rの複合機で、
店頭価格が約10万円というお買い得な東
芝の新製品。ハードディスク容量は60GBと
他機種に比べてやや少なめだが、やはり安
さが大きな魅力だ。

価格は都内量販店の店頭価格です
（11月中旬編集部調べ）
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Windows Media 9
●●●●

PCホームシアター

Media Center

DVD

5.1chサラウンドのネットムービー
2003年初頭、堂々の公開

Windows Media 9に注目

PCユーザー向けにパーソナルな空間で使

うことになるわけだ。
ホームシアターと聞くと、
「高価なもの」

なぜ、いまホームシアターなのか。もち

える製品が増える」
（ヤマハAV・IT事業部

ろん、DVDの普及は見逃せない。それ以

「特別な部屋が必要」
「設定が面倒」などの

広報室長の鴨志田憲一郎氏）
とのこと。そ

上 に 本 誌としては「 Windows Media 9」

イメージを持つ人が多い。確かに数年前ま

こで本誌は、WM9の登場とホームシアタ

（以下WM9）の登場をアピールしたい。こ

ではアンプとスピーカーの組み合わせを自

ー自体の敷居が下がったことを考えて、こ

の新しいストリーミング技術にはさまざま

分で考え、微妙な調整を楽しむというマニ

れからはパソコンの利用を想定した PC

な機能が盛り込まれているが、ひときわ目

ア向けの製品だった。ところが、この2、3

ホームシアター がトレンドになると大胆

立っているのが「マルチチャンネル」への

年の間に状況は大きく変わった。価格は5

予想してしまうのだ。

対応だ。これによって、現在のDVDコンテ

万円以下、サイズはコンパクト、接続もい

手軽なUSBタイプが
おすすめ

ンツやゲームで使われている5.1chサラウ

くつかのプラグを差し込むだけ。もちろん、

ンドの音声をストリーミングで流せるよう

各スピーカーのバランスも調整済みの状

になる。サンプリングレートも 24bit ／

態で出荷される。想定される利用場所も、

96kHzと音楽CD以上の高音質。さらに、

専用のオーディオルームからテレビのある

5.1ch サラウンドにする方法

これだけのクオリティーを流すのに必要な

リビングへと変わった。さら

は大きく分けて2つある。1つ

帯域が128kbpsから768kbpsとくれば、

に、今後は「DVDドライブ搭

目 は「 Sound Blaster Live!

ADSL ユーザーはすでに必要な条件

載の PC が普及したことで、

5.1」
（定価6,980円）
などのサ

実 際 に P C からの 出 力 を

を満たしていることになる。WM9プレ

ウンドカードを

イヤーの正式版は来年の初頭には発

PCに挿し、5.1

表される。同時に、数多くの5.1ch対

chサラウンド対応のAV

応コンテンツが登場することは間違い

アンプ に つ なぐ 方 法 。

ない。とすると、この冬がホームシア

すでにAVアンプを購入

ターをゲットする絶好のタイミングとい

済みならば、これがもっ

CTS-20USB（ヤマハ）
ストリートプライス

40,000

92

円前後

11月下旬から12月初旬には店頭に並ぶ予定。USB2.0フルスピードとUSB1.1に
対応。総出力48Wのアンプはドルビーデジタル、DTSに加えてドルビープロロジ
ックデコーダーを内蔵する。
「MOVIE」
「JAZZ」
「HALL」
「CHURCH」
など7つのモ
ードで劇場の響きを再現する
「シネマDSP」や、普通のヘッドホンで5.1chの臨場
感を楽しめる
「サイレントシアター」
はヤマハならではの機能。USB接続したPCの
画面で鑑賞する部屋の大きさや鑑賞位置を簡単にシミュレートできるのも魅力だ。
USBキャプチャー機能もあり、外部オーディオ機器からパソコンに録音できる。6
つのスピーカーはアンプのジャックに直接つなげられるのでシンプルかつ、線の
引き回しも少なくてすむ。
入力：光×2、アナログ
（3.5mmステレオ）
×1
出力：光×1、アナログ
（3.5mmステレオ）
×1

デモサイトでは画質はDVD、音も5.1chの映画予告が体験できるぞ！

kwww.yamaha.co.jp/product/av/

kwindowsmedia.com/9series/
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とも安上がりだろう。ただし、PCにサウン
ドカードを挿す程度の知識とスキルは必要
になる。2つ目はUSB接続に対応のAVア
ンプをPCにつなぐ方法だ
（図）
。こちらは、
値段は若干高くなるが、とにかく簡単。AV
アンプの購入がまだなら、絶対におすすめ
だ。もちろん、USBでPCに接続する以外
にも光、アナログ、同軸などの入力が付属
するので、DVDプレイヤーやゲーム機も
接続できる。

SEW-U7（オンキヨー）

ここで紹介する3製品はすべてUSB接

ストリートプライス

続のもの。今回、編集部でWM9のデモサ

70,000

イトを使ったテストを行った結果、ヤマハ
CTS-20USBとオンキヨーSEW-U7で見事
に迫力の5.1chのストリームを体験するこ
とが できた 。クリエイティブメディア の
Extigy-Liteは2chの出力となったが、担当
者からは「ドライバーのアップデートで解

円前後

昨年11月に発売。USB1.1対応。総出力200Wのアンプとオンキヨー独自の「J'DRIVE」方式サブウーハーで迫力
のサウンドが楽しめる。ドルビーデジタル、DTS、
ドルビープロロジックⅡデコーダーを内蔵。3種類のゲームや、音
楽、映画、テレビなど12のリスニングモードを切り替えられる。CD-R/RW書き込み対応ソフト
「CarryOn Master」
でPC録音ができるのも魅力。
入力：光×1、同軸×1、アナログ
（RCAステレオ）
×2、MIC IN
（3.5mmモノラル）
出力：光×1、同軸×1
kwww.wavio.net

決するだろう。WM9の正式版リリースまで
には対応を検討したい」との回答を得た。
よほどのこだわりがない限り、基本的な
性能は3製品どれをとっても文句なし。とに
かく安いほうがいいという人にはExtigy-Lite
が絶対おすすめ。音質は高音に伸びがあ
る ドンシャリ系 だ。アコースティック系の
音楽を聞く機会が多いなら、木製キャビネ
ットスピーカーの SEW-U7 がいいだろう。
大きめのサブウーハーで低音の迫力はナン

Sound Blaster Extigy-LE

Creative Inspire 5.1 5200（クリエイティブメディア）
ストリートプライス

バーワン。自然な鳴りと音に深みがあるの
が 特 徴 だ 。編 集 部 の イチオシは C T S 20USB。接続がもっとも簡単なうえに、音

27,800

円

24bit ／ 96kHzを転送容量の少ない USB

11月初旬に発売。USB1.1対応。2chのステレオ音源を5.1chに拡張したり、MP3やWMAファイルをピッチを変え
ずに再生速度を変えたりできる
「EAX ADVANCED HD Musicテクノロジー」
を搭載。ドルビーデジタル
（ソフトウェ
アデコード）
対応。音楽CDからのリッピングもできるCreative PlayCenterが付属する。
入力：光×1、同軸×1 、アナログ
（3.5mmステレオ）
×1、MIC IN
（3.5mmモノラル）
×1、MIDI IN×1
出力：光×1、DIGITAL DIN 5.1ch OUT
（3.5mmミニ）
×1、MIDI OUT×1

1.1経由で出力する場合、PC側で48kHz

kjapan.creative.com/products/soundblaster/

質もいい意味でフラット。最大のメリットは
USB2.0 に対応している点だ。WM9 の

まで圧縮する。アンプ側にWM9のデコー
ダーが内蔵されていればこれを解凍して
フロントC

96kHzに戻せるが、そうでなければ48kHz
での出力になってしまう
（マイクロソフト技
術担当）
。もちろん、USB1.1製品もファー
ムウェアのアップデートなどメーカー側も

PCホームシアターの
接続イメージ
（CTS-20USBの例）

フロントL

USB

サブウーハー

PC

フロントR

DVDプレイヤー
ゲーム機

なんらかの対応はするだろう。48kHzでも
音楽CDよりも高音質だから、あまり気に
する必要はないかもしれない。あとは、ア
ンプにつなぐ周辺機器を考えながら、入出

リアL

力の種類と数で選べばOKだ。
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スループット
●●●●

ルーター＆
無線アクセスポイント

802.11a

無線LAN対応ルーター

高スループット、802.11a対応の
爆速ルーターが欲しい！
FTTHにも余裕で対応できる高スループットルーター
ルーター選びのポイントは、スループット

の「MR104FH」
は、スループットが測定器に

と付加機能だ。スループットが50Mbpsを超

よる測定でも61Mbpsと
「高速」
と呼ぶには

えるような機種と、10Mbps程度の低価格の

少々物足りないが、PPTPサーバー機能や、

機種の価格差は数千円しかない。この程度

DoS攻撃を防ぐ
「SPIファイアウォール」
など

の価格差なら、高性能ルーターを選んだほ

豊富な機能を備えるルーターだ。最新のフ

うがよいだろう。マイクロ 総 合 研 究 所 の

ァームウェア「v2.01A」からUPnPにも対応

「 NetGenesis SuperOPT90」は、計 測 器

している。

による測定で98Mbps、PPPoEを使った実
測テストでも67Mbpsを記録する、高速ブロ
ードバンドルーターの定番とも言える機種。

MR104FH（オムロン）
ストリートプライス

搭載する機能を、NATやDHCPサーバーな

13,000

ど基本的なものだけに絞り、負荷の高い状
態が続いても安定した動作を誇る。ファー
ムウェアのアップデートでUPnP
（ユニバ

円

最大スループット：61Mbps
kwww.omron.co.jp

ーサル・プラグアンドプレイ）
に対
応する予定だ。基本に忠
実で高速なルーターが

NetGenesis SuperOPT90
ストリートプライス

（マイクロ総合研究所）

18,000

ほしい人に最適なル
ーターだろう。オムロン

円

最大スループット：98Mbps
kwww.mrl.co.jp

54Mbpsの802.11a通信環
境を手に入れる
今、注目の無線LANは「IEEE 802.11a」
（802.11a）
だ。802.11aでは最大54Mbps
で通信できる。これまで、802.11a対応の製
品はあまり選択肢がなかったが、年末から魅
力的な製品が発売されてきた。ソニーの
「 Carrier Gate」は、アクセスポイントの
P C W A - A 5 2 0 と、L A N コンバーターの

Carrier Gate（ソニー）

PCWA-DE50が用意されている。PCWA-

PCWA-A520（アクセスポイント：写真左）ストリートプライス 30,000 円
PCWA-DE50（LANコンバーター）ストリートプライス 25,000 円
通信規格：IEEE 802.11a

+++ internet magazine +++

なアクセスポイント。PCWA-DE50は、同社
のルームリンクやプレイステーション2を無
線で接続するときに最適だ。

kwww.sony.jp

94

A520は、すでにルーターがある環境に最適

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

この冬絶対チェックの
特集：ボーナス
IT
ト
レ
ン
ド

802.11a対応と高いスループットで、通信環境を一気に改善
無線LANを手軽に使うには、アクセス
ポイントとルーターの複合機が一番だが、

ば、
「IEEE 802.11g」などの新規格にも対
応できるため将来性でも安心だ。

複合機ゆえのリスクがある。無線LANの

アイコムのルーター「SR-21BB」は、ル

主流の規格が変わったときや、ルーターの

ーター、アクセスポイント、プリントサーバ

スループットが回線に追い付かなくなった

ーの3つの機能を1台で提供する多機能ル

ときに、本体を丸ごと買い直すハメになっ

ーターだ。SR-21BBに無線LANカードの

てしまう。複合機でも、高スループットの

SL-5000 を追加することで、802.11a か

ルーターに無線LANのPCカードを追加す

802.11bのアクセスポイントとして機能す

るタイプでは、PC カードだけを変更すれ

る。802.11aと802.1bを同時に使えない
点は残念だ。SR-21BBの最大スループッ
トは80MbpsでUPnPにも対応するなど、
お買い得感の高いルーターだ。NEC の
Aterm WA7500Hは、ルーター用とPC用
に2枚の無線LANカードが付属するので、
買ったその日から802.11aが使える手軽さ
が魅力のルーターだ。実効スループットは
50Mbpsで、FTTHにも十分対応できる。

Aterm WA7500H（NEC）

WAVEMASTER（アイコム）

ストリートプライス

20,000 円
SR-21BB（ルーター）ストリートプライス
SL-50000（無線LANカード）ストリートプライス 18,000 円

45,000

最大スループット：80Mbps

円

最大スループット：94Mbps

kwww.icom.co.jp

k121ware.com

ブ ロードバンドル ーター
WBR-B11

RTA55i
（メルコ）

17,000 円
kwww.melcoinc.co.jp

AirMac ベースステーション
（ヤマハ）

（アップル）

31,000 円

34,000 円

kwww.yamaha.co.jp

メルコの「WBR-B11」
は、不正アクセスを防
止する
「アタックブロック」
機能を搭載した802.11b
無線LAN対応ブロードバ
ンドルーターだ。DoS 攻
撃やポートスキャンを検知
すると通信を遮断、外部
からのLANへの侵入を防
ぐ。最大スループットは
40Mbps。

kwww.apple.co.jp

ヤマハ の「 R T A 5 5 i 」は、
PPTPサーバー機能やダイ
ナミックDNS対応、IP電話
機能搭載、ISDNのバック
アップ回線に切り替えな
ど、SOHOや小規模オフィ
スの基幹ルーターとして使
える機能を持ったルーター。ヤマハ製ルータ
ーは、安定性とセキュリティーで定評があり、
「安心」がほしいなら、このルーターを選ぼう。

アップルの「AirMac ベースステーション」
は、PC周辺機器らしからぬスタイリッシュな
デザインが魅力の802.11b無線LAN対応ブ
ロードバンドルーターだ。マッキントッシュの
ほかに、ウィンドウズのPCもAirMacベース
ステーションを利
用できるが、設定
用にマッキントッ
シュが 最 低 1 台
必要になる。
価格は都内量販店の店頭価格です
（11月中旬編集部調べ）

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 +++

95

AVネットワーク
●●●●

デスクトップ
パソコン

サーバー機能

無線LAN対応

常時接続でついに実現した
マイAVホームサーバーを買う！

自宅マシンをホームサーバーに！
この冬、新しいデスクトップパソコンを
買うのならネットワークに強い1台を選び
たい。なぜなら、現時点で実現できるホー
ムネットワークを生かすも殺すもデスクト
ップパソコンのネットワーク機能にかかっ
ていると言えるからだ。
ホームネットワークが盛り上がる背景と
して、まずはネットワークに接続できる機
器が増えてきたことが挙げられる。自宅に
複数のパソコンがあるのはもちろん、プリ
ンターやウェブカメラなどネットワーク関連
グループウェアなどホームサーバー機能が充実

の周辺機器も多くなった。また、ここに来

FMV-DESKPOWER L シリーズ（富士通）

てテレビやオーディオといったAV関連機

ストリートプライス

器へのネットワーク機能の搭載も進んでき

329,800

た。こうしたネットワーク対応製品を司る
ホームサーバーとしての機能が、これから

円

続環境の普及によって、インターネットを介

知識がなくても簡単に設定できるサーバー機能
や無線ルーターが魅力。このホームサーバー部
分は「ファミリーネットワークステーション」
として販
売されている
（144ページに関連記事）
。写真と
価格は「DESKPOWER L18B/F」のもの。

して外部からホームネットワークにアクセ

kwww.fmworld.net

のデスクトップパソコンに求められる役割
になる。さらに、安価なADSLなど常時接

スできる環境が整ったことは言うまでもな
ディスプレイにもTV機能を搭載して無線LAN対応

い。これまで自宅のパソコンを「ときどき

VALUESTAR TX シリーズ（NEC）

会社のネットワークにアクセスするのに使

ストリートプライス

489,800

うくらいかな……」程度に考えていた人も、
そろそろ考えを改めたほうがいいだろう。

円

そこで今回は、そんな視点で選んだホーム

高輝度デジタルTFT液晶を採用した大型ディス
プレイの表示はとても鮮やかで、テレビやDVD
を見てもまったく違和感がない。ウェブサイトで購
入すればハードディスクの容量などもカスタマイ
ズできる。写真と価格は「TX VX970/4F」
。

ネットワークに最適な3機種を紹介する。

無線ルーターやサーバー機能
までも搭載したFMVが登場

k121ware.com/valuestar/

富士通の新製品、FMV-DESKPOWER
L18B/Fの最大の特徴はホームサーバー機
能を内蔵したことだ。Linuxで稼動するサ
ーバー部はパソコン本体がオフになってい
るときでも使えるので、ファイルサーバー
やプリントサーバーとして常に動作させて
おくことができる。また無線LANのルータ
ー機能も内蔵しているので、別途無線ル
ーターを設置する必要もない。富士通に
話を聞くと、
「家族をつなぐ FMV として、
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AVホームサーバーならここまでできる！

PCを複数つなぐことで楽しくなるという提
案をしながら、PC以外のAV機器との接続
も重視した」
とのことだ。
次 に 紹 介 する N E C の V A L U E S T A R
VX970/4Fは17.5型ワイドというPCにして

ペット

ペットなどを撮影

は大きなディスプレイを持つ新製品だ。こ

ノートパソコン

の点は映像コンテンツの再生を意識した

ウェブカメラ

無線LANで

仕様といって間違いない。ディスプレイに

・サーバー機能
・無線対応ルーター
・AV機能

もTVチューナーを搭載しているので、テ
レビ番組を見ながらパソコンで裏番組を

パソコン

テレビ

映像データをテレビで

外出先から
インターネット

オフィスから

録画することもできる。テレビを見るため
にパソコンの電源を入れなくてもいいとい
うことが、これほど便利だとはこの製品を

オーディオ

音楽をオーディオで

デスクトップ
パソコン

使うまでは考えてもいなかった。この製品
プリンター

も無線LANに対応しているが、無線ルー

プリントサーバーに

モバイル機器から

ケータイ・PDA

ター機能は持たないクライアント型だ。

AV機器をいっぱいつなぐ人は
「ルームリンク＋VAIO」で！

AVホームサーバー機能を搭載したデスクトップパソコンが1台あれば、インターネットや自宅のネットワークを介してさまざまな
データのやり取りができる。グループウェアやファイルサーバーとしても使えれば外出先からビジネスでも使える。
※このコーナーで紹介した製品がすべての機能をサポートしているわけではありません。

VAIOのMXシリーズはAV機器との連携
に優れた1台で、ソニーの多くのAV製品
とつなぐことですぐにAVネットワークを作
ることができる。付属のルームリンクを使
えば、VAIOにあるコンテンツをテレビや
オーディオ機器などで再生できるようにも
なる。また、NetMDなどのポータブルオー
ディオプレイヤーとの相性がいい点も見逃
せない。無線LANには対応していないの
で他のパソコンとの接続にはネットワーク
ケーブルを使うか別途無線LAN製品を用
意しなければならない。

映像・音楽にめっぽう強い！ ルームリンクも付属

現在の無線LANが11Mbpsであることを

VAIO MX シリーズ（ソニー）

考えると、ホームネットワーク上で無線

ストリートプライス

LANを使ってAV系コンテンツをやり取り

369,800

するに は 5 4 M b p s で 通 信 できる
IEEE802.11aの普及が待たれるところだ。

円

映像や音声などのデジタルコンテンツとの親和
性が高い。AV関連のソフトも充実しているので、
映像や音声データのストレージサーバーとして便
利に使うことができる。写真と価格は「VAIO
MXS5RL7」のもの。
kwww.vaio.sony.co.jp/Products/

スペック一覧表
メーカー名 型番

CPU

メモリー

HDD

CD/DVD

無線LAN

TV受信／ハード
ウェアエンコード

富士通

FMV-DESKPOWER L18B/F

ペンティアム4 1.80AGHｚ

256MB

120GB

DVD-R/RW/RAM

IEEE802.11b

○

17型ワイド

NEC

VALUESTAR TX VX970/4F

ペンティアム4 2.80GHｚ

256MB

250GB

DVD-R/RW/RAM

IEEE802.11b

○

17.5型ワイド

ソニー

VAIO MXS5RL7

ペンティアム4 2.40BGHz

256MB

120GB

DVD-R/RW

×

○

17型
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無線アクセススポット
●●●●

ノートパソコン

USB2.0対応

Baniasプラットフォーム

ワイヤレス全盛の今だからこそ
パソコンを持ち歩こう

無線LAN内蔵が今どきのあたりまえ
最近、ノートパソコンの売れ行きがふたたび活況を呈してきたという。
その理由は無線LANの普及によるところが大きいようだ。ADSLが普及
して、LAN環境はパソコンにとってあたりまえのものになってきている。
ここに無線LANの低価格化も加わって、家の中で自由な場所で使える、
無線LAN内蔵のパソコンが欲しいという欲求が高まってきているのだ。
実際に、現在新製品として売られているノートパソコンの多くは、無線
LAN内蔵のモデルとなっている。
そして、この動きに合わせるように、外出先でも無線LANが使える無
線ホットスポットも急速な広がりを見せている。自宅はADSL、会
社は専用線と高速回線があたりまえになってくると、もはやモ
バイル環境であっても高速なアクセス環境でなければ、満足
できなくなってきているのだ。
ただし、無線LANはかなり電力消費量が激しいという弱点がある。バ

Lavie J（NEC）

ッテリーに頼るノートパソコンにとっては、ここが悩みの種だ。NECの

ストリートプライス

Lavie Jには、無線LANのON/OFFスイッチが付いている。無線LANが必

239,000

要ない場面ではOFFにすることで、消費電力を抑えるためだ。他のメー
カーでも、こうした工夫をしているノートパソコンが多くなっている。

円

型番：LJ700/4F
CPU：モバイルPentiumⅢ 933MHz
メモリー：256Mバイト
ハードディスク：40Gバイト
外形寸法：270×222×23.7mm
重量：約1.39kg
バッテリー駆動時間：約2.4時間
（標準）
k121ware.com

USB2.0は今後の必須項目
Lavie Jの側面に搭載された、無線 LANの ON/OFFス
イッチ。必要のないときは無線LANをOFFにすることで、
消費電力を抑えられる。

もう 1 つ のキーワードは USB2.0 だ。
ファーストフード店を中心に、無線LANが利用できる無
線アクセススポットが増えている。

USB2.0の最大通信速度は480Mbps。外
付けのハードディスクや記録型DVDドライ
ブなど、大容量のデータのやりとりする際
には、高速通信は大きなメリットとなる。
持ち歩くなら薄型軽量のノートがやはり

Let's note T1

欲しい。しかし、そうであっても拡張性は

ストリートプライス

失いたくないならば、松下の Let's note

（松下電器）

212,800

T1や、シャープ の Mebius MURAMASA
円

型番：CF-T1RWAXR
CPU：モバイルPentiumⅢ 866MHz
メモリー：256Mバイト
ハードディスク：40Gバイト
外形寸法：268×210×39.1mm
重量：約1.07kg
バッテリー駆動時間：約5時間
（標準）
kwww.pc.panasonic.co.jp

のように、USB2.0対応の製品を選びたい。
MURAMASAでは、USB2.0を経由して他
のマシンからはノートパソコン内のディス
クを外部ディスクとして参照できる仕組み
も導入されている。また、MPEG-2エンコ
ードユニットや5.1ch対応のサウンドユニ
ットなど、AV方面でもこれからはUSB2.0
対応の製品が増えてくる。
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モバイルノートは「Banias」待ちか？
ただし、この冬がノートパソコンの買い時かと言うと、実は少し
微妙な時期でもある。というのも、2003 年の春にはインテルが
「Banias」
というモバイル用の新しいプラットフォームを用意してい
るからだ。
Baniasの特徴は、バッテリー駆動時でも性能があまり低下しな
いという点にある。現在のモバイルPentiumⅢやモバイルセレロ
ンは、外部電源を使っている時にはフルスピード、バッテリーを使
っている時にはスピードを落として、消費電力を抑える機構になっ
ている。これがBaniasでは、外部電源とバッテリーの使用時にお
ける差は小さくなり、全体としてもさらに省電力となるというのだ。
また、Banias 用の周辺チップでは、ギガビットイーサネットや
802.11a/bの無線に両対応するなど、ネットワーク環境への対応も
充実している。
このBaniasプラットフォームに基づくノートパソコンは、順調に
行けば2003年春には発売になるという。Baniasの範囲となる、持
ち歩けるモバイル用途のノートパソコンについては、どうしても今
すぐ欲しいという人意外は、この冬は購入を控えておくのも一案
だ。ただし、Baniasプラットフォームでは、全体としてのCPU性能
はそれほど向上するわけではないようだ。モバイル用ではない、省
スペースデスクトップとしての大型ノートなどでは、現在主流のモ
バイルPentium4搭載の機種を買っても問題ないだろう。

Mebius MURAMASA
（シャープ）

ストリートプライス

239,000

円

型番：PC-MM1-H1W
CPU：Crusoe TM5800 867MHz
メモリー：256Mバイト
ハードディスク：15Gバイト
外形寸法：251×205×19.6mm
重量：約0.95kg
バッテリー駆動時間：約3.2時間
（標準）
k121ware.com

モ バ イルミニ ノート
VAIO C1（ソニー）

大型ノート
・大型液晶、記録型DVDなどを搭載
・高性能な分、電力消費が激しい
・
「家の中で」持ち運べるノートパソコン

249,800 円

kwww.vaio.sony.co.jp

大人気のソニーのミニノート「VAIO C1」シ
リーズ。最新機種では、従来の内蔵ビデオ
カメラ「モーション・ア
イ」に加え、テレビ番
組の録画や再生を
可能にする「Giga
Pocket」
も付属
する。

モバイルPentium4

モバイルノート

・小型、軽量で持ち歩けるノートパソコン
・CPU性能よりは省電力を重視
・基本的にハードディスクのみの構成
Baniasプラットフォーム
モバイルPentiumⅢ

InterLink XP（ビクター）

FMV LOOX S80B（富士通）

Libretto L5（東芝）

kwww.victor.co.jp/interlink/xp/

kwww.fmworld.net

kdynabook.com

219,800 円

ビクターの「Interlink XP」
は、A5サイズのミ
ニノートでありながら、モバイル Pentium Ⅲ
866MHz、USB2.0搭
載。普通のノートパソ
コンにも引けを取ら
ないマシンパワーが
特徴だ。

154,800 円

小 型 の ボ ディに 省 電 力 に 優 れ た C P U
「Crusoe」
を搭載、標準で約4.2時間、拡張
バッテリー搭載で約
8.7時間の稼動が可
能。DDI ポケットの
PHS 接続サービス
「AirH" IN」対応の
モデルもある。

2003年春以降

・バッテリー駆動での性能Up
・さらなる省電力
・802.11a/b、ギガビットイーサを標準でサポート

169,800 円

小型ボディにワイヤレスLANを内蔵。ほかに
有線LANにモデムも搭載しているなど、モバ
イルでのネットワークに
強いミニノート。大容量
バッテリーを付ければ
最大稼動時間はなんと
約13.5時間にもなる。

価格は都内量販店の店頭価格です
（11月中旬編集部調べ）

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 +++

99

ペン操作
●●●●

タブレットPC

合体、変形

デジタルインク

手書きの味わいも伝えられる
PCの最新進化スタイル

タイプは2つでも
バリュエーションはさまざま
最新のウィンドウズPCがタブレットPCだ。ペンと音声による
操作や入力が可能になり、対応アプリケーションならば紙のよ
うにデジタルインクで自由に書き込める。書いた内容は文字
なのか図なのかを判別しながらたえず認識処理を行ってい
るので、手書き文字の検索が可能。タブレットPCは、
2つのタイプに分かれる。キーボードを持った普
通のノートPCの形でモニター部分を回転させる
とタブレット型に変形する「コンバーチブル」
と、携帯
するときにはタブレット型の本体を持ち出し、デスクトッ
プではモニターやキーボードなどと合体させて使う
「ピュアタ
ブレット」の2つだ。画面の表示も縦、横に切り替えられる。長時

Compaq Tablet PC TC1000

間にわたり手にして使っていると、重さと熱で耐えられなくなるこ

ストリートプライス

とも。この点は今までのノートPCを選ぶときよりも気にしたい。ま

219,000

た、搭載OSはウィンドウズXPの最上位に位置づけられていること
もあって、普通のノートPCよりも高価だ。

FMV-STYLISTIC TB80（富士通）
ストリートプライス

298,000

（日本ヒューレット・パッカード）

円

発売：11月7日
CPU：モバイル インテル Pentium Ⅲ800MHz-M
HDD／メモリー:40GB／256MB
サイズ／重量：301.3×220×22.3mm／
約1.48kg（本体）
バッテリー駆動時間：約4.4時間
タイプ：コンバーチブル
実売ではもっとも高価格だが、CD-R/RW・DVDドラ
イブを搭載したドッキングステーションとワイヤレスキ
ーボード、マウス、Office XPパーソナルが付属して
おり、お得とも言える。

円

発売：12月中旬予定
CPU：
トランスメタ Crusoe TM5800 1GHz
HDD／メモリー：30GB／256MB
サイズ／重量：274×216×20mm／約1.36kg（本体）
バッテリー駆動時間：4時間以上
タイプ：ピュアタブレット／コンバーチブル
もっともお手ごろな価格で、デザインもスマート。本体が
斜めにチルドアップするなど、細かい点も作り込んであり、
さまざまな形に合体・変形する。ドッキングステーション
（39,800円）
やフルキーボード、マウスは別売り。
kwww.hp.com/jp/

kwww.fmworld.net

DynaBookSS 3500 PP3501EP2HST（東芝）
ストリートプライス

270,000

AFiNA Tablet AT380B（ソーテック）

円

ストリートプライス

発売：11月8日
CPU：モバイル インテル Pentium Ⅲ
1.33GHz-M
HDD／メモリー:40GB／256MB
サイズ／重量：295×234×32.8mm／
約1.85Kg
バッテリー駆動時間：約4時間
タイプ：コンバーチブル
12.1型液晶ディスプレイが180度回転する。無線
LANのほかにBluetoothも対応するが、片手で持
つには重量がきついか。Office XPパーソナルを
搭載したモデルも実売価格289,800円で販売。

259,000

発売：11月7日
CPU：超低電圧版 モバイル インテル Pentium Ⅲ800MHz-M
HDD／メモリー:30GB／256MB
サイズ／重量：256×30.0×216.5mm／約1.5kg
バッテリー駆動時間：約3.95時間
タイプ：コンバーチブル
10.4型液晶ディスプレイが180度回転し、閉じればタブレット型
に変身する。Smart Cardを使ってPCをロックできる。
kwww.sotec.co.jp

kdynabook.com
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カリスマ（？）に聞きまくりました。

こっそり

店員さん！ この冬オススメの製品を
私ならこの ノート PC を買う

おしえてください！
PartⅠ

私ならこの デジカメ を買う

Mebius MURAMASA PC-MM1-H1W（シャープ）
169,800 円

CAMEDIA C-5050 ZOOM（オリンパス）
128,000 円

ねえ」と語るのはBic P kan新宿西口店ウィンドウズコーナー主任の

は、フジヤカメラの五十嵐慎市さんだ。フジヤカメラは、中古、新品

青木功さん。なぜ今はモバイルノートなのでしょうか。
「やっぱり無線

のカメラを扱う老舗だけあって、同店の店員がススメル機種も

LANですね。ADSLの常時接続を、寝転がって使えるのはやっぱりい

ラ であることが大前提になってくる。
「ソニーのDSC-F77も、いい

「以前に比べると、モバイルノートの売れ行きが良くなってきてます

「最近のデジカメはカメラじゃないものが多くて……」
とつぶやくの
カメ

いですよね」
。なるほど、冬ならコタツで無線LANは魅力かも。ところ

デジタル カメラだとは思いますよ。でも、あれはカメラじゃなくて

でこの冬のオススメは？ 「シャープの MURAMASAですね。軽くて

あくまでデジカメ。CAMEDIAのように、レンズとボディーのバランス

コ ン パ クト 、無 線 L A N に も

がうまく取れていないから、手に

USB2.0にも対応、クレードルに

なじまないんですね」
。もちろん、

挿すと外部ハードディスクとして

五十嵐さんがオリンパス製品を

使えるのも魅力ですね」とのこ

進める理由はこれだけではない。

と。そのほかにオススメは？「無

「オリンパスは銀塩から手を引い

線のホットスポットも増えてきた

て、デジカメだけに絞っているだ

ことですし、とにかく無線LAN対

けに気合が違う。そういう企業

応のモバイルノートを選んでおけ

のカメラを買っておいて損はな

ば後悔はしませんよ」
。

いですよ！」
。

Bic P kan新宿西口店
新宿区西新宿1-5-1
ハルク2F〜6F
OPEN 10:00 〜 CLOSE 20:00
量販店が集中する激戦地、新宿のパソ
コンフロアを担当する青木主任。

kwww.bicpkan.com

フジヤカメラ
東京都中野区中野５-６
１-１
OPEN 10:00 〜 CLOSE 20:30
kwww.fujiyacamera.co.jp

カメラにこだわる フジヤカメラの五十
嵐慎市課長。

私ならこの ブロードバンドルーター を買う

私ならこの PDA を買う

RoadLanner BRL-04FA（プラネックス）
9,800 円

Palm treo90（ハンドスプリング）

秋葉原のど真ん中に居を構えるぷらっとホームには、業務用の高

円
「PalmOS5.0搭載のクリエが話題ですが、私が個人的に進めるの

性能ルーターから、個人向けのブロードバンドルーターまで、さまざま

はTreo90ですね」というのは、PDAマニアのなかで絶大な信頼を得

49,800

なタイプのルーターがそろっているのだが、そんなプロ御用達のお店

ているイケショップの古河敏郎店長だ。もちろん彼のメインPDAは

がすすめる個人向けのブロードバンドルーターはどれだろう。店員の

Treo90だ。
「クリエの場合、表示画面とキーボードの間が開きすぎて

五十嵐浩幸さんに聞いた。
「なんといってもプラネックスのBRL-04FA

いて僕には使いにくいんですね。その点Treo90は画面と、ディスプレ

ですね。1万円を切る価格で、PPPoEマルチセッション機能を搭載

イの間が狭くてちょうどいい感じです。サイズも携帯電話程度と携帯

してい るのはこれ だけ で すか

性に優れていて、毎日使うにはも

ら」
。となると、プラネックス製品

ってこいですよ」。このTreo90、

は個人向けから企業向けまです

実は日本未発売で、イケショップ

べてオススメ?「残念ながらそう

が独自に輸入して販売している

ではありません。プラネックスは

のだが、日本語表示機能は大丈

商社ですから、いいものを海外か

夫なのだろうか？ 「日本語OS

ら持ってくることもあれば、ハズ

のインストールはすごく簡単。マ

レもある。これは使ってみなけれ

ニアでなくても、すぐに日本語化

ばわかりませんよ」
とのことだ。

できるツールが揃ってますしね」
。

ぷらっとホーム秋葉原店舗
東京都千代田区外神田 1-11-4
ミツワビル3F/4F/5F
OPEN 10:30 〜 CLOSE 19:30
アキバでは無線ルーターは人気がないん
ですと告白してくれた五十嵐さん。

kwww.plathome.co.jp

イケショップ本店
東京都千代田区外神田4-2-6
OPEN 11:00 〜 CLOSE 20:00
日曜祝日は19:00まで。
まさに歩くPDA辞典、古川さんのメイン
PDAは Treo90！
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cdma2000 1x
●●●●

カーナビゲーション
システム

ツインハードディスク

μITRON

溜め込む のか 取りに行く のか
情報の使い方でタイプを選べ

この2機種しかないっしょ！
現在、カーナビには大きく分けてふたつ
のタイプがある。ひとつは通信機能を内蔵
し、インターネット経由でサーバーから最
新の交通情報や地図データをダウンロード
してくるタイプで、市場に出ている最新機
種はパイオニアの「AirNavi」だ。もうひと
つはハードディスクを搭載してCDなどのメ
ディアからどんどん情報を溜め込んでいく
カーナビで、こちらの最新機種は富士通テ
ンの「AVN9902HD」
。詳しい機能は次ペ
ー ジ で 説 明 す る が、簡 単 に 言 え ば 、
「AirNavi」はインターネット端末的ナビ、

AirNavi（パイオニア）

「AVN9902HD」は高機能AVシステム的ナ
ビで、この冬カーナビを買い換えるとなら
ば、やっぱりこの2機種しかないでしょう！
というぐらいに注目の製品となっている。

ストリートプライス

OSが大きなハードル
ステムを置くかの違いで、どちらのタイプ

375,000

たんOSというハードルが目の前に立ちふ

kwww.air.navi.com

さらにカーナビ性能も高い最高マシンがほ

円

ハードディスク容量：20GB×2基
画面サイズ：6.5インチワイド
画素数：1,152,000個
本体寸法：180
（W）
×100H）
×165
（D）
ミリ
kwww.fujitsu-ten.co.jp

円

しくなるのが本音なのだが、そう思ったと

間。通信機能を備え、AVシステムも充実、

ストリートプライス

3,980

（ボーナス時15,000円）

通信機能：cdma 2000 1x（最大144Kbps）
画面サイズ：6.5インチワイド
画素数：336,960個
本体寸法：186
（W）
×117
（H）
×44
（D）
ミリ
上記のプライスは、一例でさまざまな料金形態が
あるのでホームページkで確かめてもらいた
い。残念ながら、値引きはない。

を買うかが決まってくるのだが、そこは人

AVN9902HD（富士通）

月額

車にインターネット端末を置くか、AVシ

さがる。現在、カーナビOSの主流は国産
O S「 μ I T R O N 」とマイク ロソ フト の

能、インターネット接続機能という新しい

「 Windows CE for Automotive」。
「μ

機能を標準で備えているというメリットが

ITRON」には、多くのカーナビ専用アプリ

ある。ちなみに「AirNAVI」
、
「AVN9902HD」

ケーションなどを抱えているというメリットが

は両方ともOSに「μITRON」を採用して

あり、
「Windows CE〜」には音声認識機

いる。
「AVN9902HD」は通信機のをサポー
トしていないのでいいとして、通信機能が
魅力の「AirNAVI」はなんで「μITRON」
？
「現時点で最高のナビゲーションシステ
ムを作るには開発資産の多い『μITRON』
でやるしかなかった。そのため通信機能の
部分では開発にかなり時間がかかってしま
った」というのはパイオニアの担当者だ。
この状況を解消するため、たとえばナビゲ
ーションの部分に「μITRON」
、通信などに
は「Windows CE〜」をつかう、OSのタッ
グチーム結成を実現したカーナビの登場も
今後ありえるのだが、これはまた次の次の
ボーナスぐらいまで待たなければ……。
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AirNavi は通信しろ！

この冬絶対チェックの
特集：ボーナス
IT
ト
レ
ン
ド

地図以外の情報もダウンロード
市販カーナビゲーションとして、世界で
初めて本格的な通信機能を搭載したのが
パ イオ ニ ア の「 A i r N a v i 」だ 。 本 体 に
「cdma2000 1x」の通信モジュールを搭載
し、最大144kbpsでサーバーから地図デ
ータや渋滞情報をダウンロードしてくるの
で、起動するたびにナビゲーション画面に

最初の画面から
「ライブマガジン」
を選ぶと
「今週のイベ
ント情報」
などが閲覧できる。

目的のイベント情報があれば、その場所が地図上に表示
され、そのまま目的地として設定できる。

さらに詳細なイベント情報を見ると、
「○○日まで特売中」
といったリアルタイムな情報も出てくるのだ。

操作はリモコンで行う。ボタンの数は少なく、直感的に
操作できるインターフェイスになっている。

取り外して部屋に持ち込むこともこともできる。ただし電
源が必要なので、PDAのようには使えない。

家で、出発前にイベント情報、ルート検索などを済ませて
おくのも、ひとつの使い方だ。

は新しい情報が表示される。ダウンロード
してくる地図データは「iフォーマット」
と呼
ばれるもので、従来のカーナビ用地図デ
ータの容量の1/3から1/5程度までコンパ
クト化されていながら、ほぼ同じ程度の地
図表示ができるようになっている。
ダウンロード可能な情報は地図データ
だけでなく、
「ライブマガジン」といった項
目から、現在開催中のイベントなどスポッ
ト情報も、カーナビの画面でチェックでき
る
（右写真）
。さらに、おもしろいのはウェ
ブの掲示板機能がカーナビから利用でき
る点だ。
「おいしいラーメン屋が知りたい」
と書き込むと、ほかのユーザーが教えてく
れ、さらにそのラーメン屋までの道のりを
「AirNavi」でルート検索できるというもの
だ。取り外し可能なので、これらの機能は
部屋の中でも使えるぞ！

A V N は 溜 め 込 んでしまえ！
まさに最強AVカーナビ

蔵。映画館感覚のDVDビデオ上映ができ

「AVN9902HD」の最大の特徴はなんと

る。そのほかメモリースティックスロット搭

言っても2基のハードディスクだ。そのうち

載で、メモステに収録されたMP3の音楽

1 基は DVD２枚分の地図データを保存し

再生もできるなど、まさに現時点で最強の

て、残りの1基は音楽データ専用として用

AVカーナビと言える。

23万曲の楽曲データベースを収録し、コピーしたCDの
アルバム名などが瞬時に表示される。

ハードディスクとメモリースティックスロット、DVDプライヤ
ーを備えた「AVN9902HD」
。

操作はタッチパネル式。聴きたい音楽、見たい映像のソ
ースを1発で呼び出せるような仕組みになっている。

意されている。音楽のコピーはCDを差し
込むだけでハードディスクへのコピーが開
始される仕組みだ。
音楽録音のフォーマットはMDに採用さ
れている圧縮技術ATRAC3で、20GBのハ
ードディスクに約3000曲収録可能。もちろ
んDVDビデオプレイヤーも搭載されてい
るうえ、5.1chサラウンドのデコーダーを内
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12倍ズーム+光学手ぶれ補正
●●●●

デジタルカメラ

高画質ムービー撮影

リモートコントロール

12倍ズームやムービーなど
遊べる機能が目白押し

DMC-FZ1の12倍望遠レンズでズームを楽しむ
DMC-FZ1の魅力はなんといっても光学12倍のズームレンズだ。
35mmフィルム換算で35-420mmと圧倒的な焦点距離
の広さを持ち、明るさを表す開放F値がF2.8
と明るめ。しかも光学式の手ブレ
補正機構を搭載しているため、カ
×12

メラに詳しくないライトユーザーが
なにも考えず手持ちでズーム撮影
をしても、画面が暗くなったり、手
ぶれが出たりすることはほとんどな
く、気軽に12倍ズームを楽しめる
のだ。また、「かんたん」
「マクロ」
「ポートレート」
「スポーツ」
「流し撮り」
「夜景ポートレート」などの撮影モードが用意されており、細かい
設定をしなくても、それぞれの場面に合わせた写真を気軽に撮影
できるのも素人には心強い。たとえば、
「流し撮り」は上下の手
ブレ補正だけを機能させ、左右の手ブレを残すモードなのだが、
これにより自動車などの移動する被写体を撮影すると、スピー
ド感がある写真になる。
有効画素数が200万と同価格帯と比べて少ないかもしれない
が、トリミングをしなければL判にプリントするには十分な数
だ。そして光学12倍のレンズは、そのトリミングの作業を不要
のものとしてくれるに違いない。

DMC-FZ1（パナソニック）

12倍で撮影すると、窓に映る
人影まで確認できる。ちなみ
に、この写真は三脚を使わず
手持ちで撮影している。

ストリートプライス

60,000

円

有効画素数：200万画素
記録メディア：SDカード
記録フォーマット：JPEG/TIF/Quick Time
Motion JPEG
サイズ：約114×70.3×83.3mm
本体重量：318g
kwww.panasonic.co.jp/products/dc/

fz1/index2.html

DCS-MZ3でムービースナップを楽しむ
デジタルカメラの動画撮影機能というと、MPEG4による荒い画
像や、コマ数不足で動きがカクカクしてしまうようなものを想像し、
オマケぐらいにしか思っていない人も多いだろうが、そのオマケを
本格的な機能として楽しめるのが三洋電機のDCS-MZ3だ。モー
ションJPEGで秒30コマの非常に美しい動画をVGAサイズで撮影
できる。ひとコマひとコマはJPEG画像の
ため、切り出してそのまま静止画として使

DSC-MZ3（三洋電機）

っても、ウェブサイトのようなパソコン上で
閲覧する使い方には十分のクオリティー

ストリートプライス

35,000

だ。しかも、連続撮影時間の制限がなく、
円

有効画素数：200万画素
記録メディア：CF（Type1/2）
、マイクロドライブ
記録フォーマット：JPEG/TIF/Quick Time モー
ションJPEG
サイズ：99×55×32.5mm
本体重量：約200g
kwww.sanyo-dsc.com/dsc/mz3/
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記録メディアの空き容量と書き込み速度
が間に合う限り撮影しつづけられる。
ビデオカメラとは違い、常に持ち歩ける
コンパクトデジカメだからこそ撮れるムー
夜の靖国通りを撮影。暗がりの黒もしっかり
と出ている。動く車もきれいに写っている。

ビースナップがある。気軽に動画を撮る楽
しみを味わうのに最適の1台だ。

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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DSC-FX77をリモートカメラ
として楽しむ
ソニーのデジカメ、サイバーショットの
初代モデル「DSC-F1」の回転レンズコン

この冬絶対チェックの
特集：ボーナス
IT
ト
レ
ン
ド

きる。時間設定撮影で撮った画像をFTP
で次々とウェブサーバーにアップロードす
れば、ちょっとしたライブカメラだ。
また 、B l u e t o o t h 以 外 で も 、

セプトを 引 き 継 い だ D S C - F X 7 7 だ が、

98.1 × 71 × 27mmとコンパクトな

Bluetoothを搭載することで、新しい楽し

ボディの400万画素デジカメとして

み方を提案している。Bluetoothを使うこ

の魅力も十分。起動までの時間と

とで BIP（Basic Image Profile）
を搭載し

シャッターのレスポンスは非常に早

ているプリンターやデジカメなどと画像の

く、胸ポケットに入れて常に持ち歩

やり取りをできるが、これを使った一番お

き、撮ろうという瞬間に撮影できる。

もしろい機能は、バイオに「Network Smart

サイバーショット Uと同じような気

Capture」をインストールすることで可能に

軽さで使えるだろう。

なるパソコンからのリモートコントロール

DSC-FX77（ソニー）

だろう。たとえば、デジカメを少し離れた

ストリートプライス

ところに置いておき、カメラレンズに写っ

51,000

ている映像をバイオで確認しながら、シャ
ッターを切ることができる。また、なにか

円

有効画素数：400万画素
記録メディア：メモリースティック
記録フォーマット：JPEG/GIF/MPEG1
サイズ：98.1×71×27mm
本体重量：157g

画面に動きがあったらシャッターが切られ
る「動作感知撮影」や設定した時間間隔に
従って自動撮影する「時間設定撮影」もで
この価格層ではめずらしいクレイドルタイプ。
これもリモートカメラとしての利用を見越して？

kwww.sony.jp/products/Consumer/

DSC/DSC-FX77/index.html

デジタル カメラ
DSC-U20（ソニー）

EXILIM EX-S2（カシオ）

kwww.sony.jp/products/Consumer/DSC/

kwww.exilim.jp

ストリートプライス 45,000 円
kwww.dimage.minolta.co.jp/xi/

DSC-U10/
ビジュアルブックマーク
しよう！ というコンセプ
トのもと開発された、大
人気のサイバーショットU
の最新機種。前機種のDSC-U10が100万
画素だったのが200万にまで向上し、L判に
プリントしても十分の画質になった。フタを開
けてからの1秒起動など、好評の機能はその
まま。記録メディアはメモリースティック。

人気のカードサイズ
デジカメ、EXILIMの
最新機種。前機種の
EX-S1と比べて画質
が 1 0 0 万 画 素 から
200万画素にまで向上した。また、
「風景」
「夜
景」
「トワイライト」などのシーンを選択するこ
とで、場面に合わせた設定をしてくれる
「ベス
トショット」機能を搭載した。記録メディアは
SDカードと内蔵メモリー
（16M）
。

84.5×20×72mmとコンパクトなボディーで
ありながら、有効画素数が320万、光学3倍
ズームレンズを搭載している。しかもズームレ
ンズはインナータイプのため、ズームしてもレ
ンズが伸びることはない。また、レスポンス
も、電源を入れてから
スタンバイOKになる
までの時間は約 1.2
秒と高速。記録メデ
ィアはSDカード。

FinePix A303（富士写真フイルム）

Digital Revio KD-500Z（コニカ）

PowerShot S45（キヤノン）

kwww.finepix.com/a303.html

kwww.konica.jp/personal/d_camera/

ストリートプライス 55,000 円
kwww.canon.co.jp/Imaging/PSS45/

1/2.7 インチ CCD ながら
300 万画素という高画素
を実現した。そのため、画
素数の割にはリーズナブ
ルな価格となっている。バ
ッテリーは単3電池2本を
利用。それだけで250分連続で撮影できるた
め、携帯するのに便利。記録メディアは新規
格の超小型記録メディア「xD-Picture Card」
を採用している。

kd500z/
94×29.5×56mm、198gのコンパクトボデ
ィーで500万画素を実現した。6cmからのマ
クロ撮影機能や、露出値やフォーカス、ホワ
イトバランスを任意に固定できるカスタムメ
ニューなど、使い勝手のよさで人気。SDカー
ドとメモリースティックのダブルス
ロットを搭載しているのも
うれしい。両者間でデータ
をコピーすることも可能だ。

有効画素数 400 万画
素、光学 3 倍ズームを
搭載。PowerShotシリ
ーズのハイエンドモデ
ル「G3」なみの多機能
を搭載し、露出やホワ
イトバランス、ISO感度などをカスタムで設定
し、登録することもできる。飛びぬけた特徴
はないが、画質もよく全体的にまとまった製
品だ。記録メディアはCF。

ストリートプライス 35,000 円

ストリートプライス 33,000 円

DiMAGE Xi（ミノルタ）

ストリートプライス 35,000 円

ストリートプライス 56,000 円

価格は都内量販店の店頭価格です
（11月中旬編集部調べ）
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高画質デジカメ
●●●●

携帯電話

ボイスレコーダー

MP3プレイヤー

デジカメからレコーダーまで飲み込んで
ケータイはパーソナルデバイスの核になる
SDスロットはヒンジ
部分に搭載された。
抜き差しもカンタン。

単なる電話から総合的なパーソナルデバイスへ
すでに、
「ケータイ」は携帯電話というよりも、さまざまな機能を
統合した携帯パーソナルデバイスとなりつつある。今年の10月に
発売されたJフォンの「J-SH52」は、その流れの最先端を突っ走る
1台だ。この機種の目玉は、なんと言ってもSDカードをストレー
ジとして利用できる点だ。端末本体のメモリーにある電話帳や
ボイスレコーダー機能。外
部マイクを使えばきれいに
録音できる。ちょっとした音
声メモとしても使えそう。

メールなどのデータをSDカードに移すことができる。しかも、
シャープがウェブで無償配布しているウィンドウズ向けのソフ
トウェア「SDカードマネージャー」を使えば、SDカードのデ
ータをパソコンにバックアップできるうえ、電話帳やスケ
ジュールのデータをOutlookと交換できる。クレードルに
載せるだけでパソコンとデータの同期がとれるPDAほ

MP3を再生させると、
背面ディスプレイに曲
のデータが表示される。

ど便利とは言えないかもしれないが、携帯電話のPDA
化を実感できるアプリケーションだ。
また、内蔵のデジタルカメラで撮影した画像や動

J-SH52（Jフォン）

画、ボイスレコーダー機能で録音した音声なども
SDカードに保存できるため、本体内蔵メモリー

ストリートプライス

しかない機種よりも大量のデータを扱える。た

16,000

とえば、携帯電話搭載の音声メモ機能のほと
んどは秒単位の「メモ」にすぎない。しかし

円（新規契約）

寸法：約 48mm ×約 93mm ×約 26mm（幅×高さ×奥
行）
重量：約106g
（電池パック装着時）
連続通話時間：約120分
連続待受時間：約350時間
（折りたたみ時）
連続再生時間：約6.5時間
充電時間：約100分
（急速充電器使用時）
液晶：2.1インチ TFTカラー液晶
おもな機能：31万画素CCDカメラ、LEDライト、MP3ミ
ュージックプレイヤー、ボイスレコーダー、JAVAアプリ
記録メディア：SDカード

SH52ならば、8MBのカードを使うと2時間
近い録音が可能になる。64MBのカード
を使えば、ムービー写メールよりもひと
回り大きい120×88ピクセルの動画
を100分ほど録画できる。まさに、携
帯電話を超えた「ケータイ」と言えるだ
ろう。

kwww.j-phone.com/makersvoice/J-SH52/

P504iS（NTTドコモ）

A5301T（au）

kwww.nttdocomo.co.jp/p_s/products/

kwww.au.kddi.com/phone/cdmaone/

120,000 円（新規）
kfoma.nttdocomo.co.jp/catalog/term/

keitai/504i/p504is/p504is.html
50xシリーズでは初のデジカメ搭
載機。薄さが話題となったP504i
の 後 継 機 種 で、今 回も 厚さを
18.8mmにまで抑えた。本体背面
とメインディスプレイ下にデジカメ
を搭載している。504iSシリーズ
では i アプリとデジカメの連携が
共通の機能となり、iアプリからの
デジカメ起動が可能になるほか、
同シリーズ間では撮影した画像を
赤外線通信でやりとりできる。

a5301/index.html
auのフラッグシップ機ともいうべき
端末で、CDMA2000 1xで初めて
ムービーに対応した。31 万画素
CCDデジカメで撮影したムービー
を
「ムービーメール」
で送信できる。
携帯のムービー機能のなかでは
かなりスムーズな映像が撮影可
能だ。SDカードスロットも搭載
しているため、メールや画像、ム
ービーをカンタンにパソコンに転
送できる。

sh2101v_01.html
ケ−タイに PDA の機能を搭載
したというより、PDA 端末に
FOMAの通信機能を搭載させ
たような製品だ。ヒンジ部分に
内蔵したカメラを使ったテ
レビ電話などFOMAならで
は機能のほか、PIMやミュージッ
クプレイヤーとしても使える。12万円という
価格がネックだが、PDAとケータイを合わせ
て購入すると思えば、それほど高くもないだ
ろう。

28,500 円（新規）

17,000 円（新規）

SH2101V（NTTドコモ）

価格は都内量販店の店頭価格です
（11月中旬編集部調べ）
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Palm OS 5
●●●●

PDA

インテル PXA250 200MHz

無線LAN

無線LANでネットも高速に
CPUパワーアップで動画もサクサク
PEG-NX70V（ソニー）

持ち歩けるエンターテインメント
ひところの盛り上がりはないものの、

ストリートプライス

59,800

PDAはやはりボーナスで買いたくなる商品
円

の1つだろう。その中でもこのCLIEの最新

OS：日本語版PalmOS 5／CPU：インテル PXA250 200MHz／メモリ
ー：DRAM 16MB、ROM 16MB／インターフェイス：USB、赤外線ポ
ート、メモリースティックスロット、通信用カードスロット、AVリモコン用
ポート、ヘッドホン・ステレオミニジャック／ディスプレイ：バックライト搭
載TFTカラー液晶ディスプレイ・320×480ドット・6万5536色／記録
媒体：マジックゲートメモリースティック、メモリースティック／外形寸法：
約幅72.3×高さ136.0×奥行き23.5mm／質量：約220グラム
kwww.sony.jp/products/Consumer/PEG/PEG-NX70V/

モデルPEG-NX70Vは持っていてイバリ度
の高い製品だ。
なにせ、最新の PalmOS 5にインテル
PXA250 200MHzの高速チップを積み、
通信用のCFカードスロットまで搭載して、
まさにパソコン要らずのスペックへと進化
している。確かに同程度のスペックの
Pocket PC製品はあるが、その多くはビジ
ネスをターゲットにしたものが多く、個人
で使っても楽しめる要素が少ない。その
点、PEG-NX70Vはカメラが付いて、写真
も映像も撮れるし、それをそのままメール
で送信することもできる。画像加工用ソフ
ト「Photo Editor」も付いていて、とにかく
買ってすぐに遊べるのだ。これだけ豊富に

コンパクトフラッシュスロットが搭載されたが、
「通信カード」専用とい
う位置づけだ。対応カードは、
「C@rd H"64」
「Air H2 card」
「P-in
M@ster」
「P-in Comp@ct」のようなPHSデータ通信カード、専用
の無線LANカード「PEGA-WL100」
（ソニー製）
などが使える。

ソフトウェアが揃っているのはCLIEだけだ
ろう。
「パーソナルエンターテインメントオ
ーガナイザー」の名にふさわしい製品だ。

ザウルス SL-C700（シャープ）
59,800 円

ksl.ezaurus.com

PEG-NX70Vで初めてクリエに搭載されたウェブブラウ
ザーNetFrontは、PC用のブラウザー用に作られたウェ
ブページをPDAでも見やすく表示する機能を持っている。
画面上左は、通常のサイズでウェブページを表示させた
ところ。上中は、同じページを小さく表示させたところ。
上右はPDAの画面サイズにジャストフィットさせるように
表示させたところ。表示サイズを変換しても画像などの
イメージが小さくなるだけで、レイアウトと文字サイズはそ
のままに、ウェブを見やすく表示してくれる。

ザウルスが最強になって帰ってきた。
CPUは CLIE PEG-NX70Vと 同 じ
P X A 2 5 0 だがクロック数 が 倍 の
400MHz。OSはこの夏話題をさら
ったLinux版のザウルスだ。注目
したいのは、PEG-NX70Vでも
お馴染みのモニターがひっくり
返る例のギミックだ。しかも
VGA表示が可能。

このほか、クリエでは写真や映像などのビジュアルを扱え
るようなツールが揃っている。左画面は画像などのイメー
ジを一覧表示してくれるCLIE Viewer。
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アドレス 帳 、カレン ダー 、
ToDoといった PIMはもちろ
ん、ブラウザー
（NetFront）
や
メールソフトを標準装備。コン
パクトフラッシュやSDスロット
など従来のザウルスと比べて
も拡張性には遜色がない。
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MPEG動画記録
●●●●

デジタル
ビデオカメラ

ウェブカメラ仕様

インターネット接続

パソコンとの連携強化で
動画も静止画も取り込みカンタン

デジカメに近づく静止画能力
デジタルビデオカメラ
（DV）
は、まず画質が第一だ。高画質や
着実な色再現を目指して、松下電器の「NV-MX5000」は放送局
などのプロ用カメラで多く使われている3CCD方式を採用。光
の三原色の赤・緑・青にそれぞれ専用
のCCDを用意した。1CCDあたりの動画
の有効画素数は 64 万画素で、静止画記
録はトータル300万画素を実現し、これな
ら、別にデジタルカメラを持たなくても、
DV1台だけあれば動画も静止画もOKだ。
ただこの3CCDは、1CCD機に比べて画質
が優るものの、プロ用機器のものとはレベルが違う。あくまで
も小型民生機としての高画質機だ。
一方、1CCD機でも、ソニーのDCR-IP220Kは歪みのない映
像を出すカールツァイスレンズを使い、有効画素数は動画108
万画素、静止画192万画素だ。DVテープにはMICROMV方式
を採用して、シューティングスタイルでも小型化した。キヤノン

GR-DVP9（ビクター）

の IXY DV Mはキヤノン純正レンズを採

ストリートプライス

用するなど、10万円台のDVでも十分な高

168,000

画質を実現している。
円

kwww.jvc-victor.co.jp

ストリートプライス

198,000

円

（アクセサリーキット付属）

総画素数：1/3.6型211万画素
有効画素数：動画108万／静止画192万画素
ズーム：光学10倍
（デジタル120倍）
記録：MICROMV／メモリースティック
連続録画時間：1時間
（MGR60使用時）
撮影時総質量：約630g
（NP-FF70使用時）
kwww.sony.co.jp/cam/

（アクセサリーキット別売り）

総画素数：1/4型133万画素
有効画素数：動画69万／静止画125万画素
ズーム：光学10倍
（デジタル200倍）
記録：MiniDV／SDメモリーカード
連続録画時間：約1時間（BN-V107-S・液晶モ
ニター使用時）
撮影時総質量：約420g

DCR-IP220K（ソニー）

MPEG撮影で動画も
パソコン転送
最新型のDVは、テープ録画した映像を
DVケーブルを使ってパソコンに取り込め
るほか、メモリーカードに動画を撮影し、
静止画と同様にリムーバ
ブルディスク感覚でデ
ータの移動がで
きる。メモリーカ

IXY DV M（キヤノン）

ードに動画を撮

ストリートプライス

影する場合、

123,000

GR-DVP9やNV円

（アクセサリーキット別売り）

総画素数：1/4型インターレースCCD
約133万画素
有効画素数：テープ記録約69万／カード記録時
約123万画素
ズーム：光学10倍
（デジタル200倍）
記録：MiniDV／SDメモリーカード
連続録画時間：約110分（BP-512・液晶モニタ
ー使用時）
撮影時総質量：約635g
（BP-512使用時）
kcanon.jp
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MX5000はSDメモリーカ
ード に M P E G 4 形 式

NV-MX5000（パナソニック）
ストリートプライス

146,000

（64kbps 程度のデータ転送が可
能）
で録画できる。ウィンドウズメディアプ
レーヤーなどで再生できるから、このまま
ウェブにアップしてもいい。また、テープ
に録画した映像をDVケーブルやUSBでパ
ソコンに取り込む場合は、VHSビデオ並

総画素数：1/6型3CCD
（80万画素×3）
有効画素数：動画64万／静止画70万画素×3
ズーム：光学10倍
（デジタル最大100倍）
記録：MiniDV／SDメモリーカード
バッテリー持続時間：約3時間45分
（VW-VBD35
使用時）
撮影時総質量：約940g
（VW-VBD35使用時）
kwww.panasonic.co.jp
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円

（アクセサリーキット別売り）

みの画質の MPEG1 ファイルで記録でき

成したり、ウェブを見たりできる。携帯電

る。DCR-IP220KもMPEGムービー対応

話用接続ケーブルがオプションで用意され

だ。一方、IXY DV Mは、SDメモリーカ

るほかにBluetooth機能を搭載しているの

ードに Motion JPEG（MJPEG）で記録で

で、Bluetooth対応のPHSなどと接続すれ

きる。MJPEGは、圧縮率はMPEGに比べ

ばより使いやすい。Bluetooth 機能は、

て劣るが、簡単に編集できる特性がある。

NV-MX5000もオプションで用意している。

この冬絶対チェックの
特集：ボーナス
IT
ト
レ
ン
ド

ソニーのネットワークハンディカムはネットワーク機能が充
実。オプションの携帯電話接続ケーブルを使えば、撮影
した画像をそのままメールで送信できる。

「ネットワーク対応」を重視して購入する

ウェブカメラ利用など
DVはネットワーク対応へ

ユーザーはまだ少ないが、ただ撮影するだ
けでなく、撮影後も有効に使えるこれらの

IXY DV Mは別売りのアクセサリーキッ

製品はおすすめだ。

ト付属のソフト「DV Messenger」
（右画
面）
を使えば、ウィンドウズメッセンジャー
でビデオチャットを楽しめる
（対応OSはウ

キヤノンの IXY DV MをUSBケーブルでパソコンに接
続すると、あらかじめインストールしたソフトが起動して、
SDメモリカード内の画像や映像を表示できる。

ィンドウズXPのみ）
。また、ネットワーク経
由でIXY DV M本体を操作でき、リモート
カメラとしても活用できる。NV-MX5000

ここで紹介した製品はウ
ェブカメラとしても使え、
多くがウィンドウズメッセ
ンジャーと連動して利用
できる。

は、マイクロソフトのネットミーティングで
ビデオチャットを楽しめるほか、定点カメ
ラのように一定間隔で静止画を自動で撮
影することもできる
（ファイアーウォールや
ルーターを介した接続は不可）
。
ウェブカメラとしての用途だけでなく、
DCR-IP220Kでは本体で直接メールを作

デ ジ タ ル ビ デ オ カ メラ
DCR-IP55（ソニー）

DCR-TRV50（ソニー）

GR-DVX600K（ビクター）

kwww.sony.co.jp/cam/

kwww.sony.co.jp/cam/

kwww.jvc-victor.co.jp

記録メディアにMICROMV方式を採用して小
型化を実現。有効画
素 数は 動 画 6 9 万 画
素、静止画 100 万画
素。Bluetooth搭載で、
別売りのモデムアダプ
ターや対応の携帯電
話を使えばインターネ
ットにも接続できる。

3.5型液晶モニタ
ー搭載。有効画
素数は動画97万
画素、静止画139
万画素。カールツ
アイスレンズを採
用した高機能モデル。Bluetooth搭載やUSB
対応でパソコンとの連携が向上したネットワ
ークハンディカム。

アクセサリーキットとUSB接続キットを同梱。
買ってすぐに撮影した動画ファイルや静止画
をパソコンで簡単
に管理できる。ワ
イドエリア対応メ
ガピクセルCCDを
採用。MPEG4 動
画をメモリーカード
に記録できる。

NV-EX21（パナソニック）

IXY DV3（キヤノン）

液晶ビューカム VL-MG10

kwww.panasonic.co.jp

kcanon.jp

kwww.sharp.co.jp

ユニットの組み合わせでSDムービーカメラ
とデジタルビデオカメラの2スタイルを楽し
める。光学10倍、デジタル25倍（スーパー
デジタル 100 倍）ズームを採用。別売りの
Bluetooth アダプター
に対応している。

別売りのアクセサリーキットにPC接続キット
が付属し、DV Messengerも楽しめる。IXY
DV Mに比べてサ
イズは小さく、光学
10 倍、デジタルズ
ーム200倍でコスト
パフォーマンスに優
れる。カード 動 画
記録にも対応。

有効画素数は、動画69万画素、静止画125
万画素で、ビューカムならではの3インチ大型
液晶を採用する。
SDメモリーカード
に対応するほか、
USBとiLINK端子
でパソコンとの接
続も簡単なスタン
ダード機。

148,000 円

118,000 円

127,000 円

128,000 円

108,000 円

（シャープ）97,800 円

価格は都内量販店の店頭価格です
（11月中旬編集部調べ）
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ダイレクトプリント
●●●●

ホームユース複合機

液晶ディスプレイ

コピーや写真印刷ができる多機能型は
一家に1台欲しい！

インクジェット
プリンター

ダイレクトプリントで写真が素早く手元に
以前はパソコンの周辺機器にすぎなかったプリンターが
すっかり様変わりし、近ごろは「パソコンいらず」のプリンタ
ーが増えている。
そのキーワードでもある「ダイレクトプリント」は、デジタルカメ
ラのメモリーカードを直接プリンターに挿せるタイプ（カードダイレ
クト）
と、デジカメとプリンターをケーブルでつないでデジカメ側の
操作で印刷するタイプ（デジカメダイレクト）
がある。前者は、複数
のメモリーカードを直接挿せるようなカードスロットを用意し、後者
の場合は対応機種が制限される場合が多い。
11月8日に発売されたばかりのエプソン「PM-860PT」はカード
ダイレクトとデジカメダイレクトの両方に対応して

PIXUS MP10（キヤノン）

おり、オプションのプレビューモニターを取り付

ストリートプライス

34,800
ければ、挿入したカード内の画像を表示し
ながら印刷できる。とにかく液晶が鮮やか
なうえに操作も簡単だ。

円

インターフェイス：USB1.1
プリント解像度：2400dpi×1200dpi
用紙サイズ：A4〜A5、ハガキ、封筒、L判ほか
本体寸法／質量：幅 396 ×奥行き413 ×高さ
256mm
（トレイ類除く）
／約7.6kg
kcanon.jp/pixus/

低価格・高機能が進む
家庭向け複合機
複合機は、昨年までは家庭で使える低
価格の機種が少なく、仕事

hp psc 2150（日本HP）

で使うものという認識だっ

ストリートプライス

39,800

円

インターフェイス：USB1.1
プリント解像度：4800dpi×1200dpi
用紙サイズ：A4、B5、US、封筒、はがきなど
本体寸法／質量：幅 463 ×奥行き400 ×高さ
220mm／約8.85kg
kwww.jpn.hp.com/inkjet/

魅力だが、その機能に驚かされる。
2機種とも「カードダイレクト」に対応し、
PIXUS MP10は PCMCIA TYPE Ⅱ の カ

た。その流れを大きく変え

ードスロットを、hp psc 2150は 4種類の

るホームユースの複合機

メディアを直接挿せるスロットを用意して

が、10月に発売になったキ

いる。このため、パソコンを使わずに本体

ヤノンのPIXUS MP10と日

だけで写真印刷ができる。基本は液晶パ

本ヒューレッド・パッカード

ネルと操作ボタンで設定して写真のインデ

のhp psc 2150だ。ともに

ックスシートをはじめに印刷するが、hp psc

実売で3万円台というのも

2150はインデックスシートで写真の選択や

MFC-5200J（ブラザー工業）
ストリートプライス

59,800

円

インターフェイス：双方向パラレル、USB1.1、10/100BASE-TX
（オプション）
プリント解像度：2400dpi×1200dpi
用紙サイズ：A4〜A6、L判、2L判、ハガキ、封筒ほか
本体寸法／質量：幅492×奥行き466×高さ378mm／約13kg
kwww.brother.co.jp
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枚数、サイズ指定などができるマークシー

種は付属のユーティリティーソフトも充実

ト方式を採用している。このため、インデ

しており、カードダイレクトで取り込んだ画

ックスシートに直接チェックを付けて本体

像やスキャンした画像はエクスプローラ風

でスキャンすれば、メモリーカード内の画

のソフト画面で管理できる。パソコンを使

像を簡単に印刷できる。一方の PIXUS

わなくても活用できる反面で、うまくパソ

MP10は、ダイレクトプリントでも写真サイ

コンとの連携が図れている。ただ、hp psc

ズのL判フチなし印刷に対応しているのが

2150付属のソフトは、現時点でウィンドウ

嬉しい。

ズ98やMeではインストール時にエラーが

この冬絶対チェックの
特集：ボーナス
IT
ト
レ
ン
ド

起こる場合があり、レジストリーの書き換

PCとの連携を強める
付属ユーティリティー

PIXUS MP10付属の Canon MultiPASSのツールバー
とMy MultiPASSフォルダーの画面。本体でスキャン操
作を行ったときに自動で起動するアプリケーション
（保存
やビューア）
も指定できる。

えで修正できるにしても多少扱いにくさを
感じた。

これら家庭向けの複合機は、カードダイ

ブラ ザ ー 工 業 から発 売され た M F C -

レクト以外にもプリンター、スキャナー、

5200Jは、カードダイレクトなどの機能に加

カラーコピーの機能を備えているのだか

えてFAXまで付いている。本体で使うカ

ら、一家に1台あると重宝する。この2機

ラーFAX機能だけでなく、パソコンから直
接FAX送信ができるPC-FAX機能もある。
また受信したFAX原稿を直接パソコンに
取り込むこともできる。ネットワークボード
が オプ ション で 用 意 されて い る の で、
SOHOユースでも活用できる複合機だ。

Colorio PM-860PT

（エプソン）

ストリートプライス

29,800

hp psc 2150付属のHPディレクタとHPフォトイメージン
グギャラリー。本体にメモリーカードを挿し込み、HPディレ
クタの「画像アップロード」
を行えば、このように画像の一
覧表示ができる。

円

（モニターは別売り）

インターフェイス：USB1.1×2個
プリント解像度：2880dpi×720dpi
用紙サイズ：A4〜A6、L判、2L判、ロール紙、封
筒、ハガキなど
本体寸法／質量：幅 492 ×奥行き290 ×高さ
228mm／約6.4kg
（モニター除く）

hp photosmart 7550（日本HP）
36,800 円

kwww.jpn.hp.com/inkjet/

黒、3色カラー、3色フォトカラーの3つのカー
トリッジを本体に挿入でき、用紙の種類に応
じてインク数を自動選択する高画質モデル。

kwww.i-love-epson.co.jp

ダイレ クトプリント対 応

インクジェットプリンター
PIXUS BJ-895PD（キヤノン）

PIXUS BJ-535PD（キヤノン）

hp photosmart 7530（日本HP）

kcanon.jp/pixus/

kcanon.jp/pixus/

kwww.jpn.hp.com/inkjet/

PCMCIAのカードスロットを搭
載したほか、キヤノン製デジカ
メからも専用ケ
ーブルでダイレ
クトに撮影でき
る。6 色インク
採用の画質こ
だわりモデル。

BJ-865PDの廉価版にあたる
が、完全双方向印刷で高速プ
リントを実現し
た。もちろんカ
メラダイレクト
やカードダイレ
クト 印 刷 にも
対応。

シンプルな液晶パネルとボタン操作のスタン
ダードモデル。7550同様にメモリースティッ
ク、スマートメディアなど4つのメモリーカード
スロットを搭載。

34,800 円

26,800 円

24,800 円

価格は都内量販店の店頭価格です
（11月中旬編集部調べ）
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自己修復機能
●●●●

白物家電

エコーネット Ver.3.00

白物家電ルーター

つながる家電 、冬ボーナスで買うか
夏ボーナスで買うかを検証！
今買えるのはフェミニティーだけ
「ネットワーク白物家電」
と言えば、現在
市場に出ているのは東芝のフェミニティー
シリーズのみ。つまりこの冬のボーナス
で買うとすれば、フェミニティーしか選
択肢がないというわけだが「価格が高
すぎるんじゃない？」
「本当に白物家
電をネットワークにつなぐ必要があ
るの？」
「フェミニティーの冷蔵庫を買
ったら洗濯機などのほかの製品もフェミニ
ティーシリーズにしなければいけないの？」
と言った疑問が増えているのも事実だ。
最初の価格に対する疑問に対して、東芝

ストリートプライス

円

IT冷蔵庫

ストリートプライス

228,000

IT電子レンジ
円

ITホーム端末経由でレシピをダウンロード、そのレシ
ピに合わせて焼き加減などを自動設定する。冷蔵庫
と連携させれば、在庫食品で最適料理を作れる！

LIFENETクリエーション部の長谷部晴美
氏は「確かに、これまでの白物家電と比べ
ると価格は高めです。ただし、一度買って
しまえば10年以上使うものという視点か
ら見れば、さほど割高感は感じないのでは
ないでしょうか？」
と答える。
実は、第2の「ネットワークにつないで何
をするの？」という疑問にもこの「10年使
うものだから」という回答はかかわってく
る。長谷部氏は続けて「たとえば、冷蔵庫
をネットワークにつなげて、外出先からペ
ットボトルの残量が確認できるという機能
があるのですが、その機能のためだけに通

+++ internet magazine +++

円

ITホーム端末で食品を出し入れするごとに入力して
おけば、食品の賞味期限の目安から、ペットボトルの
数まで、携帯電話でチェックできるぞ。

ストリートプライス

112

円

この端末を使えば、ネットワークにつながったすべて
の白物家電をBluetooth経由で操作できる。
kwww.feminity.toshiba.co.jp

ネットワークを通じて、ITホーム端末からさまざま選
択コースを指示できる洗濯機。これで、シャツが縮む
心配はなくなるぞ！

128,000

ストリートプライス

180,000

ITホームランドリー

188,000

ITホーム端末
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常の冷蔵庫よりも高いフェミニティーを買
うのはどうか？

この冬絶対チェックの
特集：ボーナス
IT
ト
レ
ン
ド
■エコーネットVer.3.00

と言う声も確かにありま

す。ただし、そういう機能はネットワークに

エコーネット対応機器
エコーネットルーター

インターネットなど

有線

つなげることで実現できる一部の機能にし

無線

か過ぎません。白物家電をネットワークに
つなげることで現われる本来のメリットは、

エコーネット
ゲートウェイ

家電が 進化 しても買い換える必要がな
く、長い期間使えるということなのです」
と
回答してくれた。現在、白物家電のハード

Bluetooth/Ethernet
ネットワーク

電灯線ネットワーク

IrDAネットワーク

的な進化（洗濯機の洗濯槽の形など）
は、
ほぼ完了したと言ってもいいだろう。ただ
し、 手もみ洗い や 毛布洗い といった
コースを追加していくソフト的進化はこれ
からもさらに進んでいくと思われる。ネット
ワークにつなぐということは、そのようなソ
フト的進化のたびにハードを買い替えなく
てもネットワーク経由でソフトのバージョ
ンアップを行うことで、1台の洗濯機を長
く使うことができると言うところにメリット
があるのだ。そのほかにも故障した場合

ツイストペア線
ネットワーク

特定省電力無線
ネットワーク

LonTalkネットワーク

白物家電ルーターでさまざまな家電ネットワークをつなぐと、上のような図になる。エコーネットVer.3.00では、Bluetooth
とEthernetをサポートし、TCP/IPプロトコルへの対応も果たしている。そのためインターネットなど外部ネットワークとの
親和性も飛躍的に向上した。エコーネット規格のバージョンなどの詳しい情報は、エコーネットコンソーシアムのホームペ
ージ上で確認できる。
kwww.echonet.gr.jp

には、家電が自らネットワーク経由で「故障
しましたよ」
と修理センターなどに連絡し、
修理のプログラムをダウンロードしてくる
などといった将来も見えているのだ。実
際、フェミニティーには、さすがに ソフト
をダウンロードして自己修復 というところ
までは行かないが、故障時に家電がその
内容を自己診断して、ITホーム端末経由で
ユーザーに知らせるという機能がある。ユ
ーザーはITホーム端末の画面から直接イ
ンターネット経由で、東芝のサービスセン

エコーネット規格に対応した白物家電で市場に登場しているのは、東芝フェミニティーシリーズだけだが、今年10月に行
われたCTEC Japan 2002 では来年発売予定の、エコーネット対応家電が展示されていた。写真は日立ホーム&ライフ
ソリューションと松下電器産業が共同で開発を進めているネットワーク白物家電で、特定小電力無線を伝送手段としてネ
ットワークを構成する仕組みになっている。
kwww.hitachi-hl.com
kwww.matsushita.co.jp

ターに修理を依頼することもできるのだ。

エコーネットVer.3.00で
つながる家電

ワーク化できるように定められた規格のこ

エコーネット準拠のネットワーク白物家電

とで、フェミニティーもこの規格に準拠して

を出す予定だが、
「製品を見ていないので

いる。エコーネットはこれまで電灯線、特

断言できませんが、エコーネットに準拠し

では、最後の「フェミニティーの冷蔵庫

定小電力無線、ツイストペア線、IrDAなど

ているのならば問題なくフェミニティーとも

を買ったら洗濯機などのほかの製品もフェ

のネットワークしかサポートしていなかった

つながるはずです」
とは先の長谷部氏。今

ミニティーシリーズにしなければいけない

が、Ver.3.00 になったことで Bluetoothと

後、続々とネットワーク家電が登場して

の？」という疑問はどのように解決される

Ethernetもカバー。たとえば、特定小電力

くることを考えると、この白物家電ルー

のだろうか？ フェミニティーシリーズは通

無線の家電ネットワークとBluetoothの家電

ターはますます重要な位置付けとなる。

信手段にBluetoothを採用しているが、そ

ネットワークは白物家電ルーター
（エコーネ

確かにネットワーク家電は高く、選択肢

うなると、Bluetoothを搭載した家電としか

ットルーター）
と呼ばれる機器でつなぎ、伝

も限られている。ただし、 進化し続ける 、

つながらないのだろうか？

送メディアが異なっていてもお互いに通信

ほかのメーカーの製品ともつながる とい

「エコーネット Ver.3.00」という規格が大

できるのだ。来年初頭には、日立ホーム&

うことを考えると、どれか1台、冬のボーナ

きく関係してくる。エコーネットとは白物家

ライフソリューションと松下電器産業が共

スで買っておいても損はないのではない

電を対象として、簡単に家電機器をネット

同で特定小電力無線を伝送メディアとした

だろうか？

実はこれには
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ファイル転送
●●●●

携帯デジタル
オーディオプレイヤー

対応音楽ファイル

著作権

音楽を聴くだけではつまらない
PCと連携してパワーアップする個性派たち
iPod for Windows 20GB

外部メディアとして使い方が広がる

ストリートプライス

携帯デジタルオーディオプレイヤーは、単に

59,800

音楽を楽しむだけに留まらなくなってきた。PC
の外付け記憶装置として音楽ファイル以外のフ

を同期して表示させたり、PCとの親和性が高
まっている。記録媒体としては、iPodがヒット
したこともあってハードディスク
（HDD）
を使う
機 種 が 相 次 いで 登 場してい るほか、
USBフラッシュメモリーでPCに直結し

kwww.apple.co.jp/ipod/

てやり取りする機種も手軽だ。ほとん

ディプリトーク（三洋）

どの機種がMP3ファイルを再生できる

ストリートプライス

が、ウィンドウズメディア（WMA）
に対応
していない機種は多い。また、PCとの接続はUSB2.0やIEEE1394
も増えつつあるものの、まだUSB1.1が主流。せっかく外部記憶装
置として認識されるのに、著作権に配慮して専用ソフトウェアを通
じて転送した音楽ファイルしか聴けない場合も多い。ここでは、単
純なプレイヤーではない独特な個性をもつ機種を集めてみた。

GIGABEAT（東芝）

22,800

円

記録媒体：内蔵フラッシュメモリー64MB
サイズ／重量：34×117×24mm／約74g
PC接続：USB1.1
電池駆動時間：録音約6.5時間
ヘッドフォン再生約約10.5時間
対応音楽ファイル：MP3
本来ICレコーダーとして販売されているが、MP3を再生できる立派なプレイヤー。しかも、
別売りのステレオマイクを使えばMP3形式で音声のステレオ録音までできる。
kwww.digital-sanyo.com/sts/

ストリートプライス

49,800

Creative NOMAD MuVo 64MB（クリエイティブメディア）

円

ストリートプライス

記録媒体：PCカード型HDD5GB
サイズ／重量：72.5×22.3×112mm／
約235g
（HDD含む）
PC接続：USB2.0/1.1
バッテリー駆動時間：約18時間
対応音楽ファイル：MP3、WMA、WAV
5GBで約1000曲収録できるPCカード型HDD「モバイルディスク」
は着脱可能で、ディス
クだけをPCのスロットに挿入してもやり取りできる。転送には付属の「TOSHIBA Audio
Application」
を使用する。ライバルとされるiPodよりも一回り大きい。
kwww.toshiba.co.jp

15,800

円

記録媒体：内蔵フラッシュメモリー64MB
サイズ／重量：約73×35×15mm／約28g
PC接続：USB1.1
電池駆動時間：最長12時間
対応音楽ファイル：MP3、WMA
100円ライターサイズで、PCに直結して利用できる。電池パックを外してUSBスロットに
挿せばドライブとして認識され、転送はエクスプローラでドラッグ＆ドロップするだけ。ほ
かに128MB版もある。
kjapan.creative.com/products/digitalaudio/

SD オーディオプレイヤー SV-SD50

15,000

円

記憶媒体：HDD 20GB
サイズ／重量：61.4×101.6×21.4mm／204g
PC接続：FireWire
（IEEE1394）
バッテリー駆動時間：10時間
対応音楽ファイル：MP3、WAV、AIFF
ウインドウズユーザーが待ちに待ったプレイヤーで4000曲を
収録できる。ほかに5GBと10GB版もある。vCalendarや
vCard形式のファイルを取り込んで、予定表や住所録の表
示も可 能 。付 属 の 専 用ソフトウェア「 M U S I C M A T C H
Jukebox」
を使って音楽ファイルを転送する。

ァイルも保存できたり、PCの予定表や住所録

ストリートプライス

（アップル）

MPD-AP20U（ソニー）

（松下）

ストリートプライス

円前後予想

40,000

円前後予想

発売：12月10日
記録媒体：SDメモリーカード
サイズ／重量：47.2×68.5×22.1×mm／約52.8kg
PC接続：別売りSDオーディオPCレコーディングキット
（USB SDカードリーダ内包）
電池稼働時間：約31時間
対応音楽ファイル：MP3、WMA、AAC
単4アルカリ乾電池で連続31時間も聴けるのが最大の特徴だ。オープン価格だが予想
では大手メーカーとしてはかなり安い、と思いきや転送ソフトウェアやPC接続キットは別
売りで、合わせるとおよそ22,000円。

発売：11月23日
記録媒体：CD-R、CD-RW
サイズ／重量：約136.4×22×159mm／約350g
PC接続：USB2.0／1.1
バッテリー駆動時間：約10時間、対応音楽ファイル：MP3、WAV
ウォークマンの形をしたCD-RW／DVD-ROMドライブで、音楽CDはもちろんCDやDVD
に記録されたMP3の再生も可能。メモリースティックスロットもあるので、メモリースティ
ックのファイルも再生できる。付属のクレードルでPCと接続して転送や充電を行う。

kwww.panasonic.co.jp

kwww.sony.jp
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カリスマ（？）に聞きまくりました。

こっそり

店員さん！ この冬オススメの製品を
私ならこの ハードディスクレコーダー を買う

DVR-77H（パイオニア）
138,000 円

「実は私、 コクーンマスター なんですよ」
と言うのはヨドバシカメ

おしえてください！
PartⅡ

私ならこの デスクトップ PC を買う

VAIO HSシリーズ（ソニー）

209,799

円
「自作マシンにないユニークな製品が登場してきましたね」と話す

ラ新宿西口店テレビ・シアターチームの小宮山幸子さんだ。
「売り場

のは有楽町ソフマップの佐藤千秋さん。
「このVAIO HSシリーズは専

でいちばんソニーのハードディスクレコーダー、コクーンに詳しいっ

用ソフトも入っていてホームサーバー的に使えます」
。自作マシン全

てことでコクーンマスターなんですけど」ということなので、もちろん

盛のご時世にメーカー製パソコンを買うメリットについては「単にウィ

オススメはコクーン……と思いきや「いやいや、今ならやっぱりパイ

ンドウズマシンということならどれも同じだとも言えますが、ネットワ

オニアのDVR-77Hですね」とのお答えだ。なぜ、コクーンじゃなくて

ーク関連ハードやソフトを購入して自分で組み込むのはたいへんな手

DVR-77H? 「やっぱり DVD-

間なので、
『ネットワークでいろい

RWを搭載した初のハードディス

ろやりたい！』という人にもメー

クレコーダーですから注目です

カー製を買う人が増えています」

よ。予約の状況も好調ですし」
。

とのお答えだ。激安オリジナル

で、肝心のコクーンは? 「DVD

マシンの「牛丼パソコン」なども

搭載機が出れば絶対にオススメ

人気を集める同店では、新製品

なんですけどね。ハードディスク

が1万円引きになる「パソコン買
い替えキャンペーン」も開催中だ

だけではまだDVR-77Hとは比較

（1月5日まで）
。

できないですね」
。
ヨドバシカメラ新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-11-1
OPEN 09:30 〜 CLOSE 21:00

有楽町ソフマップ
東京都千代田区丸の内3-8-3
OPEN 11:00 〜 CLOSE 21:00
ktenpo.sofmap.com/yurak
ucho/index_f.html

kwww.yodobashi.com

ヨドバシカメラの コクーンマスター
小宮山幸子さん。

用途に合ったマシン選びを 有楽町ソ
フマップの佐藤千秋さん。

私ならこの ホームシアターシステム を買う

E-48 スピーカー（aad）

99,800

私ならこの 携帯電話 を買う

ムーバ P504iS（パナソニック）

28,500

円
秋葉原にあるヤマギワ東京本店。その４階フロアをズズイと奥に

円
「とにかくカメラの使い勝手で言えば、ムーバP504iSがいちばんオ

進むと、そこは知る人ぞ知るホームシアターの聖地になっている。そ

ススメですね」
というのは、ツクモ電器の携帯電話専門ショップ@T下

の聖地を仕切っているのが4階フロア専門課長村山郁二さんだ。
「ま

北沢北口店の松井明子さんだ。
「ムーバP504iSは両面にカメラが付い

ずは、ソニー、パイオニアなどが出しているDVDデッキ込みで10万

ているので、自分撮りも画面を見ながら簡単に撮れますよ。携帯電

円くらいのホームシアターシステムをオススメしています」
。となると、

話にデジカメがついているのは今やあたりまえですが、これはさらに

村山さんのオススメもソニーやパイオニアのホームシアター？ 「い

そのうえを行く機能ですね」
。ただ、松井さんがムーバP504iSをスス

えいえ、そこはあくまでも入門所。

めるのはカメラ機能が充実して

ホームシアターの良さを知って

いるからだけではない。
「これ、i

もらったら、次は欧州、米国など

アプリにテトリスが付いているん

の会社が作ったこだわりのスピ

ですよね。前の機種にもテトリス

ーカーなどをそろえてもらいた

が付いていたので、次の機種も

い。そこで私がオススメするの

テトリスが付いていないとダメ！

は、スピーカー設計の鬼才、フィ

というお客さんは結構いるんで

ル・ジョーンズによるaadのE-48

すよ。かく言う私もテトリスがな

スピーカーですね」
。

いとダメなんです！」

ヤマギワ東京本店
東京都千代田区外神田4-1-1
OPEN 10:30 〜 CLOSE 20:00
（日曜祝日は10:00から）
AVシステム、スピーカーに対する知識は
ヤマギワナンバー1の村山郁二さん。

kwww.yamagiwa.co.jp

ツクモ電器@T下北沢北口店
東京都世田谷区北沢2-24-8
OPEN 11:30 〜 CLOSE 20:00
（日曜祝日は11:00から）
カメラとテトリスが決め手！ と断言する
松井明子さん。
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いばれる

笑える、楽しい

ポイントで買える

●●●●

ちょっと気のきいた
周辺機器

ハードディスクからロボットまで！
大金つかった勢いで買っちゃおうぜグッズ一覧

ちょっと奮発モバイルストレージ
1台持っておくとデータのバックアップ場

うな使い方もできる。そのほかプラネック

所やデジカメ画像の格納庫として便利なの

スは７種類のカードリーダーが付いたスト

がモバイルストレージだ。なかでも東芝の

レージ、松下は高速でファイル転送ができ

HOPBITはBluetoothモジュール搭載の変

るストレージ、飛鳥はUSB2.0に対応した

わり種で、たとえば外出先でHOPBITはカ

ストレージなどが3万円〜6万円程度で手

バンに入れたままにしておいて、ノートパ

にはいるのだ。ポイントで買える安さでは

ソコンだけを取り出しても、無線でストレ

ないが、でっかい買い物のついでに自分の

ージからデータを吸い出せる……というよ

好きなタイプをゲットしてみてはいかがか！

5GB!
Bluetoothでいばれる

HopBit（東芝）
ストリートプライス

20GB!

5GB!

20GB!

7種類でいばれる

高速転送でいばれる

USB2.0でいばれる

ストリートプライス

ストリートプライス

ストリートプライス

MRW-25H（プラネックス） SVPT-1（松下）
39,800 円
kwww.planex.co.jp

60,000 円
kwww.panasonic.co.jp

Tripper（飛鳥）

49,800

モバイルストレージのなかでもBluetoothユニット
を搭載した変わり種。Bluetooth対応のPDAと
連携させて、データの格納庫として使うのがオス
スメのスタイルだ。
kwww.toshiba.co.jp

27,800 円
kwww.aska-corp.co.jp

ポイントで特注マウスをゲット

デザインでいばれる

カトキハジメ、士郎正宗デザインマウス

ポイントで買えるデバイスナンバー1と

ストリートプライス

3,800 円

言えば、やはりマウスだろう。たかがマウ
スと侮るなかれ、今やいろんな変わりもの

kwww.elecom.co.jp

マウスが発売されているのだ。まずは、韓
国のデバイスメーカー、アイジェンの作っ
たCOOL mouse。このマウスは本体に埋
め込まれたファンで、常に掌に風を送り続
け、手のひらを読んで字のごとくCOOLに

手、サラサラで楽しい

してくれるのだ。緊張しているわけでもな

COOL mouse（アイジェン）

いのに手に汗をかいてしまう人にオススメ

ストリートプライス

だ。マウスのデザインにも凝りたいという
アキバ系オシャレさんにはカトキハジメ、
士郎政宗デザインのマウスをススめるぞ！
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円

2,800 円
kwww.ilink4you.com/jp/
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（エレコム）

この冬絶対チェックの
特集：ボーナス
IT
ト
レ
ン
ド

ポイントでデスクトップ環境を整える
一生懸命がんばっているのにまったく仕事がはかどらない……。
そんな人にはデスクトップ環境改善グッズがオススメだ。なかでも、
ポイントが貯まったら絶対に購入すべきなのがキリーポッター。パ
ソコン内部の電源をカードスロットから引き出して使える小型加湿
器なのだが、パソコン回りに静電気がウヨウヨいるこの時期には
必須の製品。
『ハリーポッター2』の公開に合わせて、キリーポッタ
ー2も登場（ただ色が変わるだけ）するのでチェックしておこう。

まだまだマイナスイオンはいばれる

USB 空気活性器

村雨

ストリートプライス （日本ポラデジタル）

5,000

ストリートプライス

ネーミングが笑える

13,000 円

キリーポッター（イーレッツ）
円

kwww.e-lets.co.jp

kwww.poladigital.co.jp

こんな小物で
デスクトップは充実
（左）USBアロマポット
ストリートプライス

2,980 円
（右）USB臭い消し灰皿
ストリートプライス

3,000 円
kwww.arvel.co.jp/

パソコンは健康のモト

USBはここまで楽しめる

パソコン大好き＝不健康な次代はもはや遠い昔。モ

ダウンロードしてきた楽曲をUSBでマイクに送り

ニター上の町並みをUSBでつないだ ステップ に乗っ

カラオケができる「カラオケステーション」
、顕微鏡

て走るネットワークステッパーや、USBで管理できる歩

をUSBでつないでその画像をパソコンのモニター

数計を使えば、家から一歩も出ずに健康になれるのだ

に映し出す「MIC-D」
。USB経由で制御できるロボ
ット「HOAP-1」
。もはやUSBに不可能はないといっ
た感じだ。ちなみに「HOAP-1」はよっぽど稼げる人

パリを走ると楽しい

ネットワークステッパー

（トワイライトエクスプレス）

ストリートプライス

20,000 円
kwww.twilight.co.jp

でないと買えません。あしからず。

上戸彩はついていない

自由研究が楽しくなる

カラオケステーション
ストリートプライス

MIC-D（オリンパス）

（バンダイ）

9,800 円

ストリートプライス

99,800 円

kwww.karaokestation.net

kwww.olympus-pm.co.jp

ついつい歩きすぎる
けど楽しい

本格的ロボットでいばれる

HOAP-1（富士通オートメーション）

Walking style-BI
ストリートプライス

ストリートプライス

（オムロン）

500 万円

8,800 円

kwww.automation.fujitsu.com

kwww.walking-style.com
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おすすめ商品を
ウェブで賢く購入しよう！

番外編
オンラインショップ

前ページまでに紹介した製品を「すぐに買いたい」
「店頭価格を確認したい」
「発売日を調べたい」といった
要求に応えてくれるのがオンラインショップだ。店舗へ行って直接目で確かめたい人も、まずはサイトで確
認してみてはどうだろう。もちろん、先に店舗へ行って十分に比較し、帰宅してからゆっくり購入というの
もいい。オンラインショップの中には、店舗と同等のサービスや独自の付加価値を提供しているところも
ある。ここでは、おすすめのオンラインショップをカテゴリーごとに紹介しよう。

〔 1 〕大型量販店 〜ジャンルを問わない品揃えが魅力〜
kwww.bicbic.com

豊富な商品情報が魅力！

bicbic.com

（ビックカメラ・Bic P kan）

店舗よりも詳しく商品情報をチェックできるのが、bicbic.comの魅力だ。取り扱い商品のすべてにスペ
ック一覧が表示されるほか、サプライなどの関連商品も同時に紹介。デジカメのバッテリーなど、あとか
ら必要なものを一度にチェックして購入できる。
店舗の場合

比較項目

オンラインショップの場合

10％以上還元のポイントを加算。
有効期間は2年間

ポイント制度

電子ポイントあり。率は同じで、1年有効。
店舗では使えない

代引きも含む5通りの決済方法を用意。
ローンも申し込める

支払い方法

8通りの決済方法を用意。
サイトだけのコンビニ決済なども

地域／時間限定ながら当日配達にも対応。
料金は商品による

配送

破損／盗難などに対応する
「ビック総合補償」
あり。購入から1年間有効で費用は500円〜

独自保証制度

決済完了後、翌日以降に配達。1万円以上の
購入で送料無料／それ以下は一律500円
特に用意されていない。
基本は製造メーカーによるもの

kwww.yodobashi.com

サイトでも分割払いができる

yodobashi.com

（ヨドバシカメラ）

さまざまなジャンルの製品を、まんべんなく取り扱うサイト。今回の特集で紹介した製品なら、ほとん
どのものが入手できるはずだ。店舗と同じ支払い方法が使えるほか、サイト上でソニーファイナンス
のクレジットの申し込みもできるため、高額商品も安心して購入できる。
店舗の場合

比較項目

オンラインショップの場合

10％以上還元のポイントを加算。
有効期間は2年間

ポイント制度

購入金額の一律10％（支払い方法不問）
。
サイトでは貯めるだけ

現金／カード／デビットカードでの支払いに
対応している

支払い方法

店舗と同等の支払い方法と銀行振込を用意。
利用カードによって分割払いも可

配送

決済完了後、最短で翌日到着。1万円以上の
購入で送料無料／それ以下は一律500円

店舗ごとに制限はあるが、購入商品の当日配達
にも対応
特に用意されていない。
基本は製造メーカーによるもの

独自保証制度

店舗と共通のポイントが使える

特に用意されていない。
基本は製造メーカーによるもの

kwww.sofmap.com

ソフマップ・コム

（ソフマップ）

最大の特徴は、店舗と同じポイント制度を利用できること。あらかじめ登録しておけば、ポイントを貯め
るだけでなく利用もできる。還元率も同等なので、店頭へ行くのと同じ感覚で商品が買える。なお、機
器だけでなく、ソフトウェアなどのダウンロード販売も行っている。
店舗の場合

比較項目

オンラインショップの場合

還元率は商品ごとに違うが10％以上のポイント
を加算。有効期間は2年間

ポイント制度

ポイントは店舗と共通で、支払いにも利用できる

現金／カード／デビットカードでの支払いに
対応している

支払い方法

コンビニ決済なども用意。
利用カードにより分割払いも可能

店舗ごとに制限はあるが、購入商品の当日配達
にも対応
掛け金を支払うことで、
最大5年間無償で修理が受けられる
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配送
独自保証制度

「納期お知らせメール」で目安がわかる。
送料は300円〜900円
掛け金を支払うことで、
最大5年間無償で修理が受けられる
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商品の状況がサイトでわかる

Kojima.net（コジマ）

相談 ができるサイト

12の専門ストアを用意

LaOXダイレクト（ラオックス）

kwww.kojima.net

多彩なジャンルの製品を、まんべんなく取り扱う。
サイト上で商品の配送状況や修理状況がわかる
のは便利だ。全国展開している店舗と連動して
大型家電製品の設置工事も行ってくれる。電話
も併用すれば店舗でも受け取れる。

murauchi.co.jp（ムラウチ）

kdirect.laox.co.jp

kwww.murauchi.co.jp

パソコンと周辺機器を中心に、広範囲のデジタ
ル機器を取り扱う。サイトにない商品について
も「見積もり」
を依頼できるのが特徴だ。あたか
も店頭で商品を購入するときのように、いろい
ろ相談できる。

製品ジャンルごとにページを分割し、
「ストア」
とし
て展開する。また、製品の一覧を好きな順序で
並べ替えられるため、目的のアイテムを探しやす
い。型番や価格などの要素で候補を比較しなが
ら選びたいときに便利だ。

1

専用ページで配送状況などがわかる

1

登録は無料。メールニュースの配信あり

1

商品価格が安くなる特別会員制度あり

2

カード
（7種）
と代引。ポイント制度なし

2

振込・振替・カード・代引に対応。分割も可

2

振込・現金書留・カード・代引・コンビニ決済など

3

在庫商品で7日前後。料金は商品で異なる

3

2〜4日で到着。5,000円以上の購入で送料無料

3

最短2日で到着。5,000円以上の購入で送料無料

4

パソコンは最大5年間保証あり

4

購入額の3％で、3〜5年の延長保証が受けられる

4

なし

ポイント＋割引でお得に購入

さくらやNets（さくらや）

店舗と同じ感覚で購入できる

新作予約や中古購入も可能

TSUKUMOネットショップ

YAMADA WEB SHOPPING

（ツクモ）
kwww.sakuraya.co.jp

ウェブでだけ利用できるポイント制度「e-ポイン
ト」
を用意。還元率を高めに設定したキャンペー
ンが頻繁に行われている。また、キャッシュバッ
クを受けられる商品も多い。商品によっては、店
舗で購入するよりもお得な場合がある。

（ヤマダ電機）
kshop.tsukumo.co.jp

kwww.yamada-denki.jp

実店舗でもウェブでも同じように使えるポイント
制度を用意する。ポイントは石丸電気と互換性
があり、両店舗で利用できる。また、リストにない
商品も商品名と数量を直接手入力する
「フリー
オーダー」で注文できる。

会員登録すると、現在流通している製品だけで
なく、新製品の予約購入や中古品の購入もでき
るようになる。発売日に手に入れたい、以前見た
製品をもう一度、などのニーズに応えてくれる。
欲しい商品を確実に入手できるのは便利だ。

1

ウェブでのみ使えるe-ポイント制度を用意

1

店舗と共用できる「ツクモeX.カード」を用意

1

店舗と異なるポイント還元率を用意

2

振込・カード・代引に対応。カードなら分割可

2

振込・カード・代引に対応。分割も可

2

振込・カード・代引・コンビニ決済

3

最短2日で到着。10万円以上の購入で送料無料

3

在庫商品は2〜5日で到着。送料は550円〜

3

在庫商品は2〜5日で到着。現在送料は無料

4

なし

4

購入額の3％加算で、5年の延長保証が受けられる

4

なし

※1）
会員制度 2）
支払い方法 3）
配送 4）
独自保証制度
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〔 2 〕専門店 〜××ならココにおまかせ！〜
メーカー製からパーツまでOK

価格交渉もできるAV機器ショップ

T-ZONE.com

アバック楽天市場店
kwww.tzone.com

パソコンとその周辺機器を取り扱う専門ショップ。商品のジャンルは幅広く、
完成品以外にも豊富なパーツを取り揃えていて、パソコンを自作／アップグ
レードしたい人にもおすすめ。コンビニ決済を含む多彩な支払い方法から
好きなものを選べるのも魅力だ。

kwww.rakuten.co.jp/avac/

スピーカーケーブルなどの小物から、大型プロジェクター、設置用機材まで
購入できるAV機器ショップ。ハイグレードの商品が多く、ファンにはたまらな
い品揃えだ。表示されている価格からさらに値引き交渉ができる
「価格交渉」
機能もある。思わぬ安値で購入できるかも?!

1

なし。メルマガの購読
は自由

1

なし。メルマガの購読
は自由

2

振込・カード・代引・コ
ンビニ決済

2

3

3〜5日後に到着。送
料は一律500円（3万
円以上の購入で無料）

振込・現金書留・振
替・カード・代引に対
応。分割も可

3

2〜5日で到着。送料
は300円〜

なし

4

なし

4

店舗に負けない豊富な品揃え

モバイル機器の総合ショップ

オートバックス・ネットショップ

デジタルネットグループ（DNG）

kwww.autobacs.com

同名のカー用品店が運営するオンラインショップ。車だけでなく、二輪車用
品やウェアなども扱う。カーナビやカーオーディオの取り扱い品目も多い。豊
富な品揃えだが、検索機能を使うことで製品の比較がしやすくなっている。
比較しながら選びたい、でも店内を見て回るのは大変という人にピッタリ。

kwww.dngsp.com

携帯電話やPDAなどのモバイル機器を取り扱っている。通信キャリアによ
って購入できる端末や申し込める地域に差はあるが、いずれも安値で提供
されているのでアクセスしてみる価値は高い。中古車オークションへのリン
クまである。 移動 に関連するモノを幅広く見ることができる。

1

各種情報を登録できる
専用ページが持てる

1

なし。メルマガの購読
は自由

2

振込・カード・代引・店
頭決済

2

振込・代引（宅配便が
窓口）
・コンビニ決済

3

3〜14日で到着。送料
は全国一律630円

3

通信キャリア・機種に
よって日数は変動

4

なし

4

なし

メーカー 直 販 サイトにも 注目
サイト名

URL

ジャンル

特徴

121＠store

k121ware.com

パソコン関連

NECグループの製品を扱う。ポイント制度や独自保証制度など

Dell Computer

kwww.dell.co.jp

パソコン関連

Dellの直販サイト。各種キャンペーンを積極的に実施中

e-casio ONLINE SHOPPING

kwww.e-casio.co.jp

デジタルグッズ全般

カシオの直販サイト。G-Shock、電卓、キーボードなど多彩

IBM Shopping

kwww.ibm.co.jp/shop/

パソコン関連

各社の周辺機器も取り扱う。5万円以上なら分割払いも可

Kenwood Shop

kwww.ec-kenwood.com

オーディオ・通信

購入総額の5％をポイント還元。5,000円以上で無料配送

パナセンス

kwww.sense.panasonic.co.jp

総合

松下グループの製品を一度に購入できる。登録数は圧巻

Sony Style

kwww.sonystyle.co.jp

デジタルグッズ全般

各種のクーポンや差額返金制度あり

※1）
会員制度 2）
支払い方法 3）
配送 4）
独自保証制度
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〔 3 〕アウトレット〜激安製品を賢く購入〜
ウェブ上のショップには、実際の店頭か
らは姿を消した「型落ち品」やアウトレット

IBM Shopping（ボン・マルシェ）

LAND-e.com

kwww-6.ibm.com/jp/shop/shopibm/

kland-e.com/shop/

製品を専門に扱うところもある。特にパソ
コンの場合にはメーカー自身がアウトレッ
トショップを運営している場合が多い。
もっと安い製品が欲しい、以前見かけた
あの商品を探しているといったときには、
こうしたサイトに注目してみよう。思わぬと
ころで、理想の商品を見つけられることが
あるからだ。

（商品例）

同社の「ThinkPad」
などを取り扱う。割引率は低いが、メ
ーカー保証が付くのは嬉しい。

■富士通FMV-BIBLO
NB9/1130H
今年の春に登場したばかり
のモデル。富士通の WEB
MARTなら、179,800円で
購入できる。

大塚商会が運営するサイト。各社のパソコンや周辺機器
を激安価格で購入できる。

アウトレット・オーディオ

WEBMART-富士通ショッピングサイト

kwww.outlet-audio.com

■オリンパスC-4040Zoom
昨年6月にリリースされた400万画素クラスのデジカメ。
当時の価格115,000円が、11月上旬現在ですでに半値
の49,800円だ
（LAND-e.com調べ）
。

kwwws.fujitsu-webmart.com

オーディオ機器のアウトレット専門店。カーオーディオな
ども取り扱っている。

同社のアウトレットパソコンを購入できる。ポイント制度
もあってよりお得だ。

比べて買うなら複数ショップの集まる
ポータルサイトをチェックしよう
オンラインショップのメリットは、
「シ
ョップめぐり」が手軽にできることだ。

価格.com kwww.kakaku.com

BestGate kwww.bestgate.net

価格比較ポータルサイトの定番。情報の更新は早く、
登録サイト数も膨大。

ロボット型の検索エンジンを利用した、オンラインショ
ップ専門のポータルサイト。

実店舗のように欲しい商品を探し、価
格を比較して歩き回るという手間は必
要ない。とはいえ、性能や価格を比較
するにはいくつものサイトを見る必要
がある。そんな手間も解決してくれる
のが「ポータルサイト」だ。製品ごと
に、複数ショップの販売価格を一覧表
示する。これで、目的のものを一番安
いところで購入できる。
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