インターネットマガジンを120パーセント
使いたおすためのウェブサイト

登場!
http://internet.impress.co.jp/

「インターネット」も
「マガジン」も、
役立ち度100倍!!

知識交流の場へと
シフトをあげた
「INTERNETmagazine＋」
本誌「インターネットマガジン」が提供す
るウェブサイト「INTERNETmagazine＋」
は「インターネットマガジン」だけでなく、
「.NETテクノロジー」
「インターネットデー
タセンターマガジン」
「IPv6マガジン」
、そ
して単行本なども含めた、インターネット
マガジンブランドの紙メディアすべてにア
クセスできるサイトとして構成されている。
さらに、すべての紙メディアが集まること
で生まれるシナジー効果を十分に引き出
した、ここでしかゲットできない情報もい
ち早く提供。読者は、紙メディアだけでな
く、デジタルメディアからも情報を得るこ
とで、さらに激動のインターネット業界を
深く知ることができるのだ。
そして、その試みとしていち早く用意さ
れたのが編集部、そして著者と読者の間
をつなぐ「QAの場」だ。ここでは、読者が
紙メディアを読み、その情報をさらに深く
知りたいと思ったときに、その疑問に対し
て記事の執筆者、さらにはインターネット

Close UP

マガジンブランドの紙メディアに携わる記

「知識交流」のコーナーがスタート

事の項目のエキスパートたちが答えを提供

「INTERNETmagazine＋」のラインナップに「知識交流」が追加された。ここでは、インターネ
ットの最新キーワード、重要テクノロジー、そしてビジネススタイルなどについて、読者と著者の
交流が図られている。

するというものだ。
つまり、紙メディアというアウトプットだ
けでなく、10年にわたり築いてきた、編集

「知識コミュニティーで浮上せよ!」活動開始

部の人的ネットワークをそのまま読者にも
提 供 し よ う と い う の が 、
「INTERNETmagazine＋」の新しいフェ

「books」のコーナーに5月12日に発売されたインターネットマガジンブランドの書籍「知識コミ
ュニティーで浮上せよ!」の情報が追加された。さらに、
「QAの場」では、この書籍を読んだ読
者と著者、編集部による 知識コミュニティー ができている!

ーズなのだ。
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のラインナップ
「QAの場」でさらなる知識を獲得

■QAの場
現在、
「IPv6magazine」
と
「知識コミュニティーで浮上

「INTERNETmagazine＋」に新しく登

せよ!」の2つ紙メディアのコミュニティーがある。ここ
ではそれぞれのキーワードに即して、読者と著者、そし

場した読者と著者の知識共有サイト「QA

て読者間の 知識共有 が活発に行われている。

の場」。ここは、紙メディアの読者が、読

http://internet.impress.co.jp/QA/

後の感想、さらにそのメディアを読むこと
で生まれた疑問などを質問として投げるこ
とができる。質問を投げるには、無料の
会員登録をして「新しい投稿」のコーナー
から
「質問はこちらから」
をクリックする。そ
うすると質問の入力フォームに入れるの
で、そこに自分の疑問を書き込んでいこ
う。この疑問には著者をはじめ、この疑問
を見たほかの読者からも回答を得ること
ができるのだ。
さらに、このページには検索窓が付いて
いるので、そこから自分の知りたい情報の

質問を投げるだけでなく、これまで投げ

キーワードを検索するという方法もある。

イントだ。もし、その項目に対して十分

られた質問を一覧できるのも大きなポ
な知識があれば、回答者として質問に

もし、以前に読者と著者の間で、そのキ

答えてあげるという参加方法もあるぞ。

ーワードにそったやり取りがされていれば、
それはその情報のさらなる理解の助けに
なるはずだ。

.NETテクノロジー
XMLウェブサービス時代に向けて避けて

Books
「インターネット白書」
をはじめ、インターネ

は通れないキーワード「.NET」
。この最新

ットマガジンブランドの書籍を扱うページ。

動向がわかるのが「.NETテクノロジー」の

今後、PDFなどの形で、書籍のオンライン

ページだ。マイクロソフトが主催するテク

販売を強化していく予定なので乞うご期

ニカルコンファレンスやセミナーのストリ

待!

http://internet.impress.co.jp/books/

ーミングまで見れてしまう!

http://dotnet.impress.co.jp/

IPv6magazine

IDC magazine

次世代インターネットのキーテクノロジー

「インターネットデータセンター完全ガイド」

IPv6の 今 がわかるサイトがここ。速報、

最新号の内容をチェックできる。そのほか

独自記事を重視した「IPv6スタイル」のペ

IDCの資料請求、見積もりまで可能な、IT

ージと強力に連携し雑誌だけではない 価

コストに頭を悩ませる人のためのページ

値 を提供する。

だ。

http://internet.impress.co.jp/ipv6/
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無線LANのパワーを
120パーセント引き出すためのウェブサイト

無線LANユーザーの
ポータルサイト
http://internet.impress.co.jp/winavi/

モバイラーは
ブックマーク必至!

無線LANスポット検索だけ
じゃない、News、How-To、
カタログがギッシリ
「インターネットマガジン」が、2002年9
月号から特別付録として収録してきた小冊
子「Wi ナビ」。現在 1,500 軒以上の無線
スポットの位置情報を掲載し、ほぼ日本全
国の無線スポットをカバーしたといってい
いだろう。そして、そのリソースをウェブで
も提供するのが、
「Wiナビ」をベースに作
られた無線LAN情報のポータルサイト「Wi
ナビ＋」だ。
ここでは、小冊子「Wiナビ」で集めたデ
ータとインターネット上の地図サービスを
組み合わせ、ページの横にある検索ボッ
クスに「地名」
を打ち込むことで、すぐに最
寄りの無線LANスポットが検索できる環
境を実現している。さらに詳しく検索をし
たい人は、
「Wiナビ」のデータを利用した
「MapFan

Web」の「無線スポット検索」

を利用するといい。
さらに、インターネットマガジンが取材や
調査してきたハウツー、製品レビューなど
の無線LAN関連記事のほか、無線LANに
特化した最新ニュースを読めるのも、この
サイトの大きな特徴だ。無線LAN製品や
サービスが発表されれば、即座にその情
報をキャッチアップ。さらに新製品は、た

Close UP

カタログに無線LANノートPC、カード、アクセスポイントが追加

カタログの項目に編集部とインターネットマガジンの執筆人がレビューした製品が追加される
ようになった。もちろん、単なる製品紹介ではなく、どのように使えばいいか、どのような環境で
その製品のメリットを最大限活かせるのかなどを含めた濃いレビューになっているぞ。

だの紹介でなく、その効率的な使い方ま
でを含めてレビューする。まさに無線LAN

Jフォンからでも無線LANスポット検索サービスが使える

ユーザーにとって、なくてはならないポータ

これまでWiナビの提供する無線LANスポットデータを外出先から検索するには、モバイルの
パソコンかiモードを利用するしかなかった。今回Jフォンでも無線LANスポット検索が使え
るようになり、その利便性はグンとあがったぞ。

ルサイトとして完成しているのだ。

56

+++ iNTERNET magazine 2003.07 +++

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

のラインナップ
「News、How-To、カタログ」
全方位無線LANアンテナ
毎週のように新しい製品やサービス、そ

News

インターネットウォッチやブロードバンドウォッ
チに掲載される、無線LAN関連の最新記事

How-To

が読める!

無線LANの基本的な設定方法などを詳し
く解説!

して規格が誕生するなど、まだまだ無線
LANの世界は激動している。自分にとっ
てどのサービスや規格が最適なのか迷っ
ている人も多いだろう。そんな人の役に
立つのが、無線LANポータルサイトとして
の「Wiナビ＋」だ。今後、ますます需要が
高まるであろう、高速無線 LAN「IEEE
802.11g」の最新動向などは「News」
をチ
ェック す れ ば すぐ に 把 握 で きるし 、
802.11g対応の製品は果たして本当に使

カタログ

えるのか、という疑問には、インターネット

インターネットマガジンで紹介された無線
LAN製品のレビューがじっくり読める!

探訪

インターネットマガジンの連載でおなじみ五後
ケースケ氏による、ちょっと変わった無線LAN
スポット探訪記だ!

マガジンが誇る執筆陣によるレビューが
付いた「カタログ」
を見ればいい。今から、
無線LANを導入しようと考えている人に
は、設 定 の 仕 方 などを詳しく解 説した
「How-To」が助けになるだろう。
とにかく、もしあなたが少しでも無線
LAN に興味を持っているのなら、無線
LANのすべての情報がそろう全方位無線
LANアンテナとなった「Wiナビ＋」
を使わ
ない手はない。

無線LANスポット検索は
さらに高度に進化した!

■「MapFan Web」

そのほか「無線 LAN スポット検索」も

「Wiナビ」のデータは、もちろんiモード
インターネット上の地図検索サイ

版の地図検索サービス
「iMapFan」
でも

ト「MapFan Web」なら、
「Wiナ

利用可能。

ビ」のデータを使って高度な無線

「Wiナビ＋」の強力なコンテンツだ。
「Wi

スポット検索も可能だ。

http://www.mapfan.com
/musen/

ナビ＋」のページでは、住所や店名などの
キーワードから無線LANスポットが検索で

操作方法〔 iモード 〕
〔メニューリスト>交通/地図/旅行>
iMapFan地図〕
〔iエリア >エリア選択 > iMapFan
地図〕〔iアプリサーチ >地図&渋
滞情報> iMapFan地図〕

きるクイック検索があるが、さらに詳しく無
線LANスポットを探していこうと思うのな
ら、リンクされているインクリメントP社の

■J-フォン「ロコガイド」

「MapFan Web」
を使うといいだろう。
さらに出先で無線 LAN スポットを検索
するのなら、iモードの「iMapFan」もしくは

無線LANスポット
までの地図情報も
提供されるのだ。

J-フォンの「ロコガイド」
を利用するのがい
い。使い方は右に記しているので、それに
沿って、今いる場所からもっとも近い無線
LANスポットを探し出そう。

Jフォンメニューからロ
コガイドを選択。

ロコガイドのコンビ
に・お役立ちから
無線 LAN スポット
検索を行うとこの
情報ページへ。
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この画像をJフォンのカメラ付き携
帯
（バーコード読み取り機能つき）
で撮影すると、無線LANスポット
検索のメニューにすぐに行ける！

操作方法〔Jフォン〕
（Jフォンメニュー>ロコガイド
>コンビニ・お役立ち）
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