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!!

検索窓が付いて
ますます便利になった
「INTERNET magazine＋」
本誌「インターネットマガジン」が提供す
るウェブサイト「INTERNET magazine＋」
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

インプレス

「出版＆サービス検索」

タセンター完全ガイド」
「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

「INTERNET magazine＋」
では、インターネット

ることで、さらに激動のインターネット業界

マガジン編集部の雑誌・ムック・書籍のウェブペ
ージ全体から検索するようになってるが、インプ

を深く知ることができるのだ。

レスのホームページの「出版＆サービス検索」
で

そして 、今 月 か ら「 I N T E R N E T

は、媒体を指定して検索することもできる。

http://home.impress.co.jp/

magazine＋」にインプレスのホームペー
ジ（http://home.impress.co.jp/）
と共通の

Close UP

検索窓が付いた。

「コンピュータの名著・古典100冊」感想文コンテスト締切迫る！

この検索窓では、待望の「INTERNET
magazine＋」のサイト内検索が実現。
「イ
ンターネットマガジン」
「.NET テクノロジ
ー」
「IPv6マガジン」
を横断して、どのバッ
クナンバーに知りたい記事が載っている
かが、一発で探せるようになった！ ぜひ、
活用してほしい。
ちなみに、左上の［HOME］ボタンをク
リックすると、読者のための出版＆サービ

ただいま好評開催中の「コンピュータの名著・古典100
冊」感想文コンテストのページに、続々応募が集まって
いる。現在の応募数トップは「プログラミング言語 C」
だ。
「心に残った本」
「役に立った本」
「コンピュータの本
質がわかる本」
、あなたはどの本を後輩にすすめるだろ
うか？ ひとことコメントを添えて、推薦してほしい。
「感想文」
といっても、180字以内（短いぶんには10字
でもOK!）
の簡単なコメントで構わない。気軽に応募し
てほしい。応募された感想文は、10月発売予定の「コ
ンピュータの名著・古典100冊」に掲載される。

締め切り：8月31日
（日）24:00必着！

ス総合ガイドとして大リニューアルしたイ
ンプレスのホームページにジャンプする。
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のラインナップ
120件の「教えて」に対して、著者や

「知識コミュニティーで浮上せよ！」
QAコーナー、好評につき期間延長!!

読者から、たくさんの「答える」が集
まっている！

発売から3か月限定でOPENしていた、
書籍「知識コミュニティーで浮上せよ!」の
QAコーナーが、好評のため、引き続き書
き込みを受け付けることに決まった。
ここでは、著者や書籍に登場する知識
コミュニティーのエキスパートたちが、読者
の質問に直接答えてくれるのが魅力だ。
しかも、回答が早い！ 読者の「教えて」
の書き込みがあると、即日、著者、関係者
からの回答が･･････。
8月10日現在、120件もの「教えて」が
あり、1 件の「教えて」に対して、複数の
「濃い」回答が集まっている。このQAコー
ナーそのものが、著者と読者のコラボレー
ションによるナレッジデータベースといえ
るのだ。これこそ、書籍「知識コミュニテ
ィーで浮上せよ！」が提案する情報共有の

著者の山崎秀夫氏、リコーの松本

スタイルといえるだろう。これから知識コ

優氏
（通称「松本おじさん」
）
をはじめ、
年代、性別、業種もさまざま、個性

ミュニティーの導入を考える人には、まさ

豊かなメンバーが読者の疑問に答
えてくれている。

に必見！

.NETテクノロジー

IPv6マガジン

最新号、バックナンバーの記事紹介、誌面

最新号、バックナンバーの紹介のほか、

の読者参加コーナーへの応募を受け付け

IPv6 の総合情報サイト
「IPv6 スタイル」へ

る
「Reader's Forum」や、誌上で紹介した

のリンクを用意している。また、上で紹介し

サンプルプログラムなどのデータがゲットで

た
「知識コミュニティーで浮上せよ！」
と同じ

きる
「ダウンロード」
コーナーのほか、読者ア

仕組みを使ったIPv6 の QAコーナーでは、

ンケートへの回答と広告資料の請求がオ

IPv6についての素朴な疑問を読者同士で

ンラインでできる。

解決できる。

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

http://internet.impress.co.jp/ipv6/

インターネットデータセンター

インターネットマガジンの本

完全ガイド

インターネットマガジン編集部の書籍の紹

「インターネットデータセンターマガジン」改
め、
「インターネットデータセンター完全ガイ
ド」の最新号、バックナンバーの紹介ペー
ジ。最新号の資料請求と、複数のデータセ
ンターの見積もりが一度にできる
「資料請
求＆見積依頼サイト」へのリンクが好評。

介、著者や編集者からのメッセージや、立
ち読みPDF、無料ダウンロード、リンク集な
ど、各書籍のさまざまなコンテンツが集結。
読後の感想はぜひ各書籍のページからオ
ンラインの読者アンケートで送ってほしい。

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

http://internet.impress.co.jp/idc/
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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
ブックマーク必須!

無線LANスポット検索だけじゃない
News、HowTo、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 2200 件以上の無線
LANスポットの位置情報を掲載し、ほぼ日
本全国の無線LAN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

無線LANスポット検索

「MapFan Web」の「無線スポット検索」

無線LAN情報だけではない。無線LANスポッ
トの場所を検索できるのも
「Wiナビ＋」が人気

を利用するといい。

を集めている理由だ！

さらに、インターネットマガジンブランド
の紙メディアで取材、調査してきたHowTo、
製品レビューなどの無線LAN関連記事の
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ユーザーにとって、なくて
はならないポータルサイトとして完成してい
るのだ。
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Close UP

802.11b/g/aトリプル規格の製品情報が登場！

ほか、無線LANに特化した最新ニュース

つい先ごろ、IEEE 802.11gが登場したと思ったら、今度は各社とも802.11b/g/aの取り組み
に積極的だ。もちろんインターネットマガジンでも、続々登場する新製品のレビューを掲載して
いるし、このWiナビ＋にも順次情報がアップされている。購入を迷っているなら、まずはこちら
をチェック！

無線LANユーザーアンケートを毎週更新中
無線LANに関するアンケートを実施。
「あなたは無線LANサービスを月額1,500円で利用しま
すか？」
という問いに、8月10日時点で「はい」
と答えているのは約12パーセント。前週の「月額
2,000円」では6パーセントと、料金は無線LANスポット利用の大きな壁になっているようだ。
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のラインナップ
無線LANに関するあらゆる情報を
Wiナビ＋でカバーする

■製品カタログ

■スポット探訪

近 ごろの 無 線 L A N 市 場 は 、I E E E
802.11gのWi-Fi規格承認を受けて、対応
製品が目白押しだ。
このような業界の最新動向ニュースや
製品情報をひとまとめにしたのが、Wi ナ
ビ＋だ。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最新情報がま
とめて整理されているほか、無線 LAN の
利用方法や、インターネットマガジンで掲
載した製品記事が随時更新され、ウェブで
読めるようになっている。おすすめの無線

インターネットマガジンの 新 製 品レビューコーナー「

インターネットマガジンの連載でもおなじみ五後ケースケ

Product Reviews」などで掲載したこだわりの製品レビ

氏による、一風変わった目線でお送りする無線LANスポ

ュー記事が読める。購入の参考になるだろう。

ット探訪記。

LANスポット情報も紹介しているので、定
期的にチェックしてほしい。
■「MapFan.Net 3.5」

無線LANスポット検索は
さらに高度に進化した！

MapFan.Netを立ち上げ、無線LANスポットを探したい場所の地図
を表示させたら、
「検索」
をクリック。左に出るサブウィンドウで「無線
スポット」にチェックを入れて「検索」
を実行すれば、近くの無線LAN

Wiナビ＋の人気コーナー「無線LANス

スポットのリストが表示される。

ポット検索」では、住所や店名のキーワー

開発：インクリメントP

ドから無線LANスポットが検索できるクイ

対応OS：Windows 98/Me/

ック検索がある。さらに詳しく検索したい

価格：ダウンロード版、サービス利

NT 4.0/2000/XP
用料年間3,200円

場合、いくつか方法がある。

パッケージ版、3,980円
（1年
間の利用料込み。ガイドブッ

地図ソフト「MapFan.Net 3.5」は、イン

クなど付属）

ターネット上に地図が置かれ、参照したい
クライアントはそのつどサーバーにデータ
を取りに行って地図を表示するものだ。
Wiナビに収録された無線LANスポットの

■「MapFan Web」

「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

最新情報を、簡単な操作で検索して参照

ト「 MapFan Web」なら、
「 Wiナ

利用可能。

できる。大きな地図データを一気にダウ

スポット検索も可能だ。

ンロードするため、かなり細かな位置まで

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

ビ」のデータを使って高度な無線

画面上で確認できるのが特徴だ。

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〕

MapFan.Netは有料のため、もっと手軽
に利用したい場合は、Wiナビ＋の左ペイ
ンにある「詳細検索」の「MapFan Web」

■J-フォン「ロコガイド」

を使うといい。キーワード以外に、無線
LANアクセスを提供する事業者から探す
こともできる。

無線LANスポット
までの地図情報も
提供されるのだ。

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
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あるので、それに

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
ビニ・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。

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付き）
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）

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。
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