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

ることで、さらに激動のインターネット業界

トマガジン編集部の雑誌・ムック・書籍すべて
のウェブページから検索するようになっているが、

を深く知ることができるのだ。

インプレスのホームページの「出版＆サービス検

そして 、先 月か ら「 I N T E R N E T

索」
では、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（home.impress.co.jp）
と共通の検索窓

Close UP

が付いた。この検索窓では、
「INTERNET

各書籍コーナーにて読者アンケート実施中！

magazine＋」のサイト内検索ができ、
「イ

8月に発売した
『Movable Typeで今すぐできるウェブログ入門』
ほか、各書籍の紹介コーナー

ンターネットマガジン」
「.NET テクノロジ

では、読者アンケートを実施している。書籍に関する感想や「こんな本が欲しい」
といった要望

ー」
「IPv6マガジン」
を横断して、どのバッ

などを書き込んでほしい。もしかすると、あなたの企画が採用されるかも？！

クナンバーに知りたい記事が載っている

「インターネット ライフスタイル・アワード」近日、結果発表！

かが、一発で探せる。

NTTコミュニケーションズとインプレスが共同で開催していた
「CoDen Presents／インターネッ

また、編集部と著者、読者の間をつな
ぐ「知識交流Q＆Aの場」も好評開催中。
インターネットマガジンブランドの書籍や
IPv6マガジンのページから利用できるの

トライフスタイル・アワード」
コンテストは先日最終選考を終了。
「ネットワーク錬金術」
「ネットワ
ークすぐやる課」
「ネットワーク文化工房」
といった募集テーマのもと、多くのアイデアが寄せら
れた。こちらの結果発表はまもなくアップされるので、お楽しみに！ 詳しくは142ページへ。
http://internet.impress.co.jp/iil/award/

で、こちらもぜひ活用してほしい。
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のラインナップ
インターネットマガジンの好評連載
「CMSでラクラク更新ウェブサイ
ト」のblogを知っているか？

クリックすると
「CMSでラクラク
更新ウェブサイト」サポートペー

インターネットマガジンで連載している

ジが現れる。

「CMSでラクラク更新ウェブサイト」は、毎
月実践的なCMSを活用したサイト構築の

インターネットマガジンのページにアクセスし、目次をた

ノウハウを掲載している。

どると
「CMSでラクラク更新ウェブサイト」
を発見！

ここ数か月は、話題の Movable Type
を取り上げ、情報配信サイトの作り方や
テンプレートの変更方法などを掲載してい
るが、この記事中で紹介した内容やサン
プルを、この「INTERNET magazine＋」
から見られるのはご存じだろうか。
インターネットマガジンの紹介ページを
開き、
「CMSでラクラク更新ウェブサイト」
のリンク部分からサポートページにアクセ

リンクを開くと、
「ラクラクCMSブログ」

スできる。この記事と連動して、Movable

が登場。これは、この連載の著者であ
る増田 maskin 真樹氏の運用するサ

Typeに関する情報を中心にCMSのノウ

イト内に用意されている。9月号で、テ
ンプレートを編集し、めちゃくちゃかっこ

ハウや最新情報を投稿するblogなので、

悪いロゴを配置。本誌に掲載したサン

気軽に参加してみてはどうだろう。にわか

プルのまま、情報のみ随時更新されて
いる。

にアクセスも増えていて、まさに本誌とウ
ェブの融合を実現したページだ。

.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、IPv6の総

の読者参加コーナーへの応募を受け付け

合情報サイト
「IPv6スタイル」へのリンクが

る
「Reader's Forum」や、誌上で紹介した

ある。また、上で紹介した「知識コミュニテ

サンプルプログラムなどのデータがゲットで

ィーで浮上せよ！」
と同じ仕組みを使った

きる
「ダウンロード」
コーナーのほか、読者ア

IPv6のQAコーナーでは、IPv6についての

ンケートへの回答と広告資料の請求がオ

素朴な疑問を読者同士で解決できる。

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

ンラインでできる。

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

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

9月29日発売の「インターネットデータセン
ター完全ガイド」の最新号はここをチェッ
ク！もちろんバックナンバーもこのページで
紹介している。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
ブックマーク必至!

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」
。現在では2700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」

無線LAN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

Close UP

本誌連動、五後ケースケ氏おすすめの無線LANスポット

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

インターネットマガジンの人気連載「無線LANのある生活」
でおなじみの五後ケースケ氏が、一
風変わった視点でお伝えする無線LANスポットを本誌と連動して毎月紹介。バックナンバーも
一覧になっているので、本誌の記事を見逃した人は、こちらをチェック！

ば、即座にその情報をキャッチアップ。新
製品は、ただの紹介でなく、その効率的な

無線LANユーザーアンケートを毎週更新中

使い方までを含めてレビューする。まさに

「あなたは無線LANスポットを使ったことがありますか？」などのユーザーアンケートを実施。現
在は、
「あなたは無線LANサービスを月額300円で利用しますか？」
という問いに対し、9月15

無線LANユーザーにとって、なくてはならな

日時点で「はい」
と答えているのは約70パーセント。前週の「月額500円」
では27パーセントと、

いポータルサイトとして完成しているのだ。
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このあたりの料金が理想ということだろうか。
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のラインナップ
外出先でも家庭内でも無線LANの
セキュリティー対策を万全に！
無線 LAN の新しいセキュリティー規格
「WPA」は、WEP暗号化をより強固にした
もので、9月以降に発売される製品は、
Wi-Fi認定を受けるためにWPAを標準搭
載する必要がある。WPAとはいったい何
なのか、また無線 LANをより安全に使う
にはどうしたらいいかといった情報は、Wi
ナビ＋をチェック！ 本誌では10月号で掲
載した「無線 LAN のセキュリティー対策」
記事を、発売日と同時にWiナビ＋でも紹

インターネットマガジン10月号に掲載した
「無線LANの
セキュリティー対策」の記事をそのままウェブで大公開。
図入りでわかりやすく解説している。

介している。役に立つこと間違いなしだ。

無線LANスポット検索は
さらに高度に進化した！
Wiナビ＋の人気コーナー「無線LANス

■「MapFan.Net 3.5」
MapFan.Netを立ち上げ、無線LANスポットを探したい場所の地図

ポット検索」では、住所や店名のキーワー

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

ドから無線LANスポットが検索できるクイ

スポットのリストが表示される。

ック検索がある。しかし、さらに詳しく無線

開発：インクリメントP

LANスポットを探したい場合、いくつか方

対応OS：Windows 98/Me/

法がある。

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

地図ソフト「MapFan.Net 3.5」は、イン

パッケージ版、3,980円
（1年
間の利用料込み。ガイドブッ

ターネット上に地図が置かれ、参照したい

クなど付属）

クライアントはその都度サーバーにデータ
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
最新情報を、簡単な操作で検索して参照

■「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

できる。大きな地図データを一気にダウ

ト「 MapFan Web」なら、
「 Wiナ

利用可能。

ンロードするため、かなり細かな位置まで

スポット検索も可能だ。

くっきりと画面上で確認できるのが特徴だ。

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

ビ」のデータを使って高度な無線

MapFan.Netは有料のため、もっと手軽

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〕

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」
を使うといい。キーワード以外に、無線

※画面はJ-フォンメニュー。

■ボーダフォン「ロコガイド」10月1日より一部コンテンツの名称の変更あり

LANアクセスを提供する事業者から探す
こともできる。
さらに出先で無線 LAN スポットを検索

無線LANスポット
までの地図情報も
提供されるのだ。

するのなら、iモードの「iMapFan」
もしくは
ボーダフォンウェブの「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、それに沿って、今いる場所からもっ

ボーダフォンウェブ
（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。

この画像をボーダ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〔ボーダフォン〕
（ボーダフォンウェブ>ロコガ
イド>コンビニ・お役立ち）

とも近い無線LANスポットを探し出そう。
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