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プロバイダーと並んで、いや、プロバイダー以上にどのサービスを選んでいいのかわかりづらいのがレンタルサーバーだ。支
払う費用もほぼ同じで提供される機能もほぼ同じのサービスの中から最適なものを見つけ出すのは至難の業。そこで本当
に失敗しないためのレンタルサーバーの選び方を伝授しよう。レンタルサーバーで重視すべきなのは「機能」だけではない。
契約の内容にこそ選び方の真髄があったのだ！
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話題沸騰のblogツールMovable Typeは、HTMLとスタイルシートの知識があればテンプレートファイルをカスタマイズして簡
単に見栄えを変えられるところにその人気の秘密がある。でもあなどってはいけない。美しい見栄えを作るには、美しいHTML
とスタイルシートの記述――すなわち
「正しく」構造化されたHTMLの記述が必要になるのだ。日本屈指のウェブクリエイタ
ー集団であるビジネスアーキテクツがその手法を解明した！

lllllllll 今月のトピックス lllllllll

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
ウェブサイト
トップページ

INTERNET magazine g登場！
110

鉄壁のファイアーウォールでも通用しない

検索サイト

商品A

ジャンプ

商品
カテゴリー

キーワード広告

商品A
戻る

52

Blasterの教訓を活かすセキュリティーの新常識

114

検索語を制覇すれば売り上げ倍増！？

キーワード広告の実力

佐々木俊尚（Press Archives）

長野弘子
120

インストールいらずの最新ツール登場

TypePadですぐに始めるblog講座
広報・マーケティング担当者は必読

平田大治
128

レスポンス倍増のビジネスメールテクニック （株）ニューズ・ツー・ユー＋枝川公一
［特別付録］

持って歩けばいつでもインターネットにつながる！

Wiナビ（ワイナビ）
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

2003.

11

No.106
contents*2

lllllllll Product Reviews lllllllll
デジタル文書をFlash形式に変換するなどウェブサイト更新ツールがバージョンアップ 146
Macromedia Contribute2（マクロメディア）
必要なソフトはネット経由で簡単インストール使い勝手重視のLinux OS
LindowsOS 4.0（エッジ）

148

セキュリティー機能と簡単設定がポイント802.11a+gデュアルバンド無線LAN
FX-DS540-APW FX-DS540-PCC（コンテック）

150

インターネット利用が非常識を常識に変えたサービス

グローバリズムの占有からインターネットを取り戻せ！

インターネットをわれらに

151

情報が共有できない 弱点を克服したP2Pグループウェアの最新版がリリース

152

Product Reviews Go Now

208

篠原 慶

214

次世代を担うテクノロジー

インターネット最新標準化動向

インターネットの脅威に備える
ウイルス駆除＆ファイアーウォール統合ソフト

204

五後ケースケ

FrontPageから使うFlash生成サービス

XMLウェブサービス

202

安田幸弘

お気に入りのカフェを
「無線LANスポットにするぞ！」の巻

無線LANのある生活

アリエル・エアワン／アリエル・エアワンPro（アリエル・ネットワーク）

192

SOHOだから稼げる

砂原秀樹

lllllllll Post internet from U.S.A lllllllll
lllllllll 連載 lllllllll

回復基調に入った米国通信業界を読み解く
136

ソフトウェアやコンテンツの誤用を避けるために

「自由のライセンス」の正しい理解

196

新たな市場をねらうルーター／スイッチベンダーの戦略
小池良次

白田秀彰＋ロージナ茶会

142

新しい ネットワーク生活 を見つけ出せ

最新インターネット技術がもたらすライフスタイル革命
インターネット生活研究所

lllllllllNews lllllllll

NewsWave ――今月のニュース

さまざまなネットワークを統合させる
「生活」への取り組み

58

158

e-JapanⅡで激変する業界構造とビジネスチャンス②
佐々木俊尚（Press Archives）

llllllllll DATA lllllllll
162

インターネットでどこまで生活は便利になるか？

New Life with Internet

166

Movable Typeを使って情報配信サイトを作る
（5）

CMSでラクラク更新ウェブサイト

増田 Maskin 真樹

渋谷 かかってきなさい 雪絵

174

松尾乗介（Press Archives）

178

アクセス向上で収入アップ！の巻

個人ホームページで ちょっと かせいじゃおう！
サケの白子から産まれる光通信デバイス

喜多が行く

柳澤健二

180

喜多充成

250

サイトビルダーのためのホスティングサービス一覧表

252

FAQ Frequently Asked Question

212

EDITOR'S NOTE ――編集後記

247

From Editor in Chief ――編集長から

248

lllllllll Present & Monitor lllllllll

アンケートに答えて新製品をゲット
184

企業のリスクをマネージする戦略考

CISOストラテジー

インターネットマガジンCD-ROMコンテンツ

lllllllll From Readers & Editors lllllllll

「コンピュータ」その仕組みが人間にもたらした影響を検証する

メディアレビューMIX

216

172

いろんなインフラの裏側を探ろう！

大人の社会科見学

ブロードバンド対応サービスプロバイダー料金表

いちばゆみ

山口 英

188

あの弁護士が帰ってきた！

真・社会インフラへの提言

寺本振透

http://internet.impress.co.jp/
より詳しい情報、新しい情報、そして読者参加コーナーもあります。
ぜひ、本誌ウェブページにアクセスしてみてください。

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

56

［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先
All-in-One INTERNET magazine 編集部
im-info@impress.co.jp
Copyright © 1994-2007 Impress R&D, an Impress Group company. All rights reserved.

