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最速Mac登場！
　この夏、AppleComputer から、新

型のG4が登場しました。外観は殆ど

変わったところがありませんが、ク

ロックやシステムバスなどが高速化

された他、800MHz デュアルプロ

セッサ搭載モデルが登場して、一段

と高速処理環境が整いました。

　大容量 HDD と相まってムービー編

集等マルチメディアコンテンツ製作

に威力を発揮することでしょう。

　MacOS X も改良版が近日公開され

るというアナウンスがあります。対

応するアプリケーションも増加し、

新しい OS へ移行することを躊躇っ

ていたユーザも、そろそろ考え時か

もしれませんね。

林檎が色付く！
　この会報「林檎」も通算5 4 号にな

りましたが、発刊当時と比較すると

印字品質、画像品質やソフトの機能

等格段に進歩しましたが、プリント

アウトしたものをコピーして製本

（折り込み）という形式はずーっと

そのままで皆さんのお手元にお届け

していました。カラーで配付したい

という声も有りましたが、コストの

関係などから、実現されずに今日に

至っておりました。

　そういったこともあって、一昨年6

月発行の通算4 6 号から、カラーで編

集したPDF 版を、ホームページから

のダウンロードどいう方法で配付す

る方式も、平行して実施していまし

たが、利用者の評判も上々でした。

　この方式では、コピー、製本＆郵

送のための手間とコストが不要とな

ることと、電子的な保存もできると

いう利点があります。

　また、MEGUMI もインターネット

に接続されたこともあって、会員の

殆どがインターネットを利用する状

況になりました。

　これらのことを踏まえて、５月の

総会で、紙媒体での会報の郵送を止

め、今後はPDF 版のみの提供（ホー

ムページから各自ダウンロード）す

る方式にすることが提案され、全員

一致で決定しました。

次号はInternetで
　前述のとおり、「紙」で郵送され

る林檎はこの号が最後になります。

次号からは当会のホームページ

http://www.imfc.org/

から各自で入手して下さい。

なお、発刊のお知らせ等は MEGUMI

で御案内致します。

　総会で、引き続き会長を指名され

ました。今年度も宜しくお

願い致します。　野村
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　　　　　　収入の部 　　　　　　　支出の部

前年度繰越 149,436 電気 20,000

利子 100 電話 21,000

会費51人分 105,000 コピー 10,260

郵送代 20,040

封筒ラベル消耗品 7,733

ユーザー会会費 0

ドメイン名管理料 7,874

振込手数料 630

自治会館使用料 25,740

電話代 48,720

収入計 254,536 支出計 161,997

今年度通帳残高 91,392

手持ち現金 1,147

繰越合計 92,539

合計 254,536 合計 254,536

第14回、岩手Mac友の会総会

総会開催場所：岩手県自治会館、３階、第一会議室

　　　　　　　（盛岡市山王町4番1号）

　　　　　　　＜駐車場＞有り（無料）

　　　　日時：2001年5月26日（土）午後1時30分受付開始

　プログラム：　13:30 開場（受付開始）

　　　　　　　　14:00 総会開始

　　　　　　　　　　　　前年度活動報告、

　　　　　　　　　　　　今年度役員改選

　　　　　　　　　　　　今年度活動計画など

　　　　　　　　15:00 iBook 最新CF（米国版）上映ほか

　　　　　　　　15:30 会員近況報告（全参加者）

　　　　　　　　17:00 解散

　　　　　　　　　　　（総会終了後、会費制の懇親会＠茶欧）

の報告

By: 野村　行憲

2000年度 IMF 会計報告

　第１３回、岩手M a c 友の会総会が

上記の日程で開催され、以下の事項

が決定しました。

■MEGUMIのインターネット接続

　　（公開に向けて準備中）

■年会費

　　２千円

■役員改選

　　会　長：野村　行憲（再任）

　　副会長：照井　芳夫（再任）

　　会　計：笹川　順子（再任）

　　MEGUMI管理者：

　　　　　　土村　中（再任）

　　　　　　高橋　晃（再任）

　　編集長：以下の3人で持ち回り

　　　　　　佐藤　護人（再任）

　　　　　　藤原　友行（再任）

　　　　　　土村　中（新任）

■例会とナイトサロンの日程

　　例会：毎月第４土曜日１４時～

　　　　　　於マリオス７Ｆ

　　　　　　　　　　　交流サロン

　　ナイトサロン：

　　　　　毎月第２土曜日１９時～

　　　　　於茶欧（八幡宮境内）

■会報「林檎」の発行

　　紙に印刷して郵送することを止

　　め、PDF版を各自ダウンロード

　　する。

■2000年度決算報告

　インターネット版MEGUMI開設に

伴う従来版との平行運用のため、電

話代が複数発生しているが、従来版

はそろそろ運用を停止するので、来

年度には減額となる。

　コピー代とあるのは林檎の用紙代

のみで、木津屋の杉村さんの計らい

で、破格の金額である。

　ドメイン管理料は「imfc.org」の維

持のためで、今回2年分を送金した。

■2001年度予算案

　2000年度決算では、昨年繰り越し

を取り崩しているが、旧MEGUMIの

運用停止による電話代等の減額、会

報のオンライン化による郵送料の減

額が想定されることから、年会費を

2,000円に据え置く。

　　　　　　　　　　　　以上
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　懇談会当日懇談会当日懇談会当日懇談会当日懇談会当日

７月24日        PM7:00

ホテル　ニューカリーナ　喫茶室

　出席者出席者出席者出席者出席者

　岩手人　野村会長、彼の息子　翼

君、木村氏、盛岡大学のJim氏と小生

の5名

　米国人　Mrs,Sumi Guilday.　(ガイ

ルデェイ  発音不明)、大学生2名の計

3名

　　　　　御話の内容御話の内容御話の内容御話の内容御話の内容　

　会長が４人を紹介した。しかし, 各

自勝手に喋っていましたので詳細に

は報告できませんが、皆さんとても

生き生きしていましたよ。

　翼君は汗を拭き拭きPBG4を操作し

てました。どんな話なのか聞こえま

せんでした。もちろん私には, いつも

マックの高度な話題にはついぞ理解

できないのですから, きっとその時の

話題もチンプンカンプンだったしょ

う。

　Mrs,Sumiさんが翼君を指して、か

れは、お金持ちね？との発言で米国

人大学生2名が頷いていたのが印象的

でした。金銭感覚がやっぱり違って

いるのだと想いました。　

　　　　　定年後の生活について定年後の生活について定年後の生活について定年後の生活について定年後の生活について

　Mrs,Sumiさんが云うには定年から

自由になつて海外旅行を楽しんでい

る。私がMrs,Sumiさんに御主人とな

ぜ一緒に旅行しないのかと質問した

ところ、かれは日本食が食べられな

く、旅行中にかれの面倒をみるのが

厭なので、かれと同行しないそうで

す。

　彼女の祖先は和歌山県出身の日系

人で彼女は二世移民の米国人, 風貌は

言葉を喋らなければ日本人。筋肉

隆々と云わないまでも、そこそこ

で、ひ弱な私より頑丈そうです。8回

も訪日していますので、国内のいろ

いろな所を見物したそうで, 昨夜は平

泉に宿泊したそうです。野営水飯だ

つて平気などと言ってます。円安ド

ル高を十分利用してますね。

　出身地の話から、わたしが満州生

まれときいてびっくりしてました。

そして彼女は日系人強制収容所に隔

離されたことを教えてくれました。

当時12.13才だったかな？しかし現在

の彼女は完全なアメリカンです。平

仮名は読めるが漢字は不可、自宅で

はNHK BS TVで日本語を独習してい

るそうです。

　日本の家庭に宿泊したことがある

のか日本では米国人=白人がホームス

テイをしに来ると予想する人が多く

彼女はオリエンタルなのでびっくり

されるそうです。日本国旅行は顔つ

きのせいで便利だそうです。

    72才の婦人が日本国内を旅行して

見知らぬマックユーザーと合いたい

なんて私には驚きです！このような

センスは中華一番、アメリカ一番の

精神構造なのですかね？日本でいえ

ば一期一会を非常に上手に振る舞っ

ています。好奇心が旺盛で、できる

だけ安価な投資でより多く楽しめる

か！いかに人生をエンジョイする

か！などを重要視しています。

　今年の休暇は彼女は日本旅行、夫

はヨーロッパ旅行なんて全く贅沢な

話です。彼女は3,4枚の写真を持ち歩

いていました。その写真には一族郎

党の集合写真やその時のスナップ写

真で、これは夫、これは息子、娘、

従姉妹の亭主、兄弟の友達などと説

明しています。

　あ～、やつぱり中華一番、アメリ

カ一番の精神かな？初対面の人に一

族郎党の顔を紹介するなんてのは日

本人の感性からいえば普通と思えな

いのですがこれって私だけのセンス

でしようか？？？

一般的な米人はパーテーなどで知り

あうと、このたぐいの写真を見せ

あって話題を広げあっていきます。

時には話が進み写真の中の人物に電

話をしたり彼宛に紹介状を書くこと

があります。こちらに何か魂胆が有

るときは便利です大概社交感覚が少

ない日本人には小さな親切、大きな

迷惑となることが多いようです。裏

返すとあなたの友達は私の友達だか

ら親しくなりましょうよ、というこ

とになります。でも私の友達は日本

人ですから見知らぬ外国人を紹介さ

れるとびっくりされます。ときには

日本人から恨まれることもありま

す。いずれにしてもかれらは一枚の

写真からネットワークを作るのが日

本人以上に好きなように思えます。

　それと、ついでといっては何です

が、米国系の夫婦は婦人が喋ってい

て、亭主が食材を運んでいる。亭主

達は非常に静かで米国の婦人はうる

さい、よく喋る、これだから女は外

国語が上手になるのだろう。一方、

亭主はもくもく食らう成人病体格に

なる。太らせて亭主を早死にさせる

魂胆か？

　現在の日本でも国内の主要な観光

地、温泉地にはパックツァーの老人

が溢れています。特に婦人達が元気

です亭主は添え物かな？

　さぁ、あなたはどうしますか？？

わたしには定年はないけど、もしも

定年になった時は円高の世になつて

いて欲しい。

　てなことで御粗末でした。

　　　　　　　　

　　　　　　　　  神　達宏　7/30記

　　　　　　　　   (Page editor: Ataru)
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ほんとに久しぶりに「林檎」に文

章を書くことになりました。私の最
近の私的な「M a cライフ」はネット

ワークツールとして使っているだけ
なので、Macinto shと出会ってから

現在までのミニ年表を作ってみまし
た。購入時期やイベントがずれてい

るところがあるかもしれませんが、
自分のマックライフと比較してみる

のも面白いかもしれません。

紙と鉛筆からマウスへ
私がM a c I I を手にした当時は、

Macinto shは建築設計の道具として

大きな可能性を秘めたCompute rだ
なと言う漠とした印象を受けまし

た。不思議なことに1 5 年近くたった

今でもこのM ac in t o shに対するイ

メージはあまり変わっていません。
良く言えばMacinto shが柔軟なツー

ル、発展途上のツールとも言えます
し、逆を言えば不完全で未完成なイ

メージがあるからなのかもし
れません。

建築設計の道具として本格
的に使い始めてアトリエから

製図板が姿を消すには、数年
を必要としました。CAD分野

でしっかりしたソフトウェア
がなかなか育たなかったり、

プロッタードライバーなどの
周辺機器の対応がなかなか進

まなかったこともあります。
建築設計のほぼ1 0 0 % を

Macinto shでこなすようになったの

は５年ほど前からです。

デジタルデザイン
私がMacinto shに抱く「夢」のな

高橋　晃
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かに、ペーパーレスのCAD製図とリ

アルな建築イメージ（ＣＧとかパー
スとか）の創出がありました。CAD

化の方は、データ消失のトラブルや
チーム作業する際の小さな問題やス

タッフのパソコン技術のスキルアッ
プなど抱えているものの、ほぼ目標

が達成できたと思っています。
Macinto shで建築設計全ての作業を

できるまでになりましたが、やっぱ

り最後は「紙」に出力になってし

まいます。デジタルデータが直接
モノづくりの現場に流れるような

印刷業界や工業デザインのような
仕組みさえ出来ればいいですね。

15年でわかったこと
ComputerやSo ftwareが進化

しても建築は人間の「手」で造る
ものだなあと言う思いがあらため

てわき上がってきます。人間の
頭で想像した建築が「紙」とい

う媒体で作り手に伝わりそれぞ
れの立場の人間が建物を作り上

げていく「仕組み」が厳然とし
てあるうちは、道具であるCom-

pute rやSo ftwareがどんなに進
化しても、人間の頭脳や手以上

のものになりえないあというこ
と。CG技術を磨いて設計者の頭

の中にある建築を表現しようと

すると、材料の素材感というか質感
を表現したくなる。太陽の光が落と

す軒の出の深い住宅の影や、材料の
立体感を表現していくことの難しさ

がわかってきました。CGによる建築
表現をリアルなもの（すでにそこに

存在しているかのようなもの）を求
めることからヴァーチャルなもの

（仮想物）として扱うことに変化し
てきています。

（文・編集　高橋）
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今も生き続ける「林檎」体験

１９８９年２月２日午前１時、盛

岡市内のあるオフィスの一画で、ジ

ャズ「One O'clock Jamp！」が鳴り

響き、数人の男たちはワインで乾杯

した。前日の２月１日の夜から始ま

った編集・制作作業は深夜に及び、

ＤＴＰソフトの「Ready Set Go」

（英語版）を駆使しながら、写真とイ

ラストをちりばめたＩＭＦ（岩手Ｍ

ａｃ友の会）の会報「林檎」第１号

は午前零時を回って、ようやく完成

にこぎ着けた。１４ページ建ての紙

面を見ながら、予想を上回る出来栄

えに、男たちは興奮し、しばらくす

ると、カルフォルニア・ワインが心

地よい酔いと深い満足感をもたらし

た。

私は１９８６年４月、通信社の記

者として盛岡に赴任し、３年間、こ

の街で人生のひとときを過ごした。

そこでパーソナル・コンピュータと

出会い、岩手の人々から有形無形の

贈り物をいただいた。その象徴的な

一コマがＩＭＦ会報完成の夜の情景

だった。

８７年の暮れだったろうか、私は

富士通のワープロ「ＯＡＳＹＳ」を

購入した。おおげさに言うと世界は

一変した。それまでの手書き原稿と

別れを告げ、キーボードをたたき、

画面に文字を表示させながら、デジ

タルデータとしての原稿を書いてゆ

くことに快感すら感じ始めた。

取材を通じて盛岡市役所の電算担

当の方と親しくなり、８８年夏、勃

興しつつあったパソコン通信の世界

に足を踏み入れた。当時は盛岡市の

パソコン通信実験システムが稼働し

たばかりで、「荒木さん、やらないか

い。ワープロでも簡単にできるよ」

と声をかけてもらった。私も二つ返

事で入会させてもらうことにし、手

取り足取りでネットワークの世界に

入り込んでいった。

このパソコン通信の掲示板（ＢＢ

Ｓ）には誰でも気軽に立ち寄れる喫

茶室的なコーナーがあり、そこを根

城に毎日というか、１日２、３回は

アクセスするという日々が続いた。

そして、市役所の友だちからそろそ

ろパソコンをやったらどうかと誘わ

れ、私もその気になった。

どのパソコンを選ぶかー。当時は

ＮＥＣの９８が主流だったが、盛岡

のパソコン通信実験システムにはや

たらとアクセス回数が多く、盛り上

がっていたコーナーがあった。それ

がマックユーザーたちが集う「ＭＡ

Ｃ　ＩＮ　ＴＡＬＫ」だった。私は

少々悩んだが、マックをいろいろと

見せてもらい、マックを買うことに

決めた。

ＩＭＦ会長の野村さんたちに相談

し、選んだのはＳＥだった。８８年

１２月に購入し、当時としてはＲＡ

Ｍ＝４Ｍ、ＨＤ４０Ｍの自慢のスペ

ックだった。プリンターも含めて７

０万円という出費はなかなか痛かっ

たが、皆さんから手取り足取り、使

い方を教えてもらい、短期間でマシ

ンに慣れ、というよりマックの魅力

に取りつかれ、一気にパソコンのス

創刊号に載った集合写真・まだグレースケールが使えなかった。

by荒木健次
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キルを身に付けていった。

ＩＭＦの会合にも参加し、年末に

は盛岡市内にできたばかりのベトナ

ム料理店で開いた忘年会の幹事役

（幹事の手伝いだったかもしれな

い？）もやった。会報を作ることに

なり、皆さんにささやかながら恩返

しもしようと、慣れない編集の仕事

を買って出た。編集会議をやって紙

面の企画が決まり、私が直接、皆さ

んに原稿を依頼した。

記者という比較的自由な仕事柄、

「取材」と称して執筆をお願いした

方の職場に伺ったりしながら、どん

なふうにマックを使っているのかを

尋ね歩いた。とても楽しく、また、

実際、貴重な取材にもなった。こう

して密度の高い、マックとマックを

めぐる友だちとの新たな出会いの

日々を積み重ねて出来たのが「林檎」

の創刊号だった。

私は会報が出来てほぼ２か月後の

４月に東京に戻ることになった。考

えてみればＩＭＦの皆さんとお付き

合いしたのは、半年、実際にマック

を購入してから盛岡にいたのはわず

か４か月に過ぎなかった。

しかし、この期間は私の人生にと

って決定的に重要な役割を果たして

いる。当時、身に付けたマックのス

キルはその後も私の体に深く入り込

み、様々な働きをしてくれた。特に

ＤＴＰの使い方は、「林檎」の制作

に立ちあったことが大きな経験とな

り、東京に戻ってからの私のボラン

ティア活動や仕事で縦横無尽の力を

発揮した。

ここでは紙面の関係上、紹介しき

れないのだが、単にソフトの使い方

だけでなく、具体的な紙面を作った

ということがどれほど私を助け、そ

して未知の世界に連れていってくれ

たことだろう。

また、パソコン通信を通じてコン

ピュータ・ネットワークのもつ可能

性を知らせてくれたのも盛岡だっ

た。

わずかな間だったが、あれほど充

実した時間は私にとってかけがえの

ないものだった。そして、何よりも

マックという人類が手にした初めて

の人間的なコンピュータに盛岡で出

会え、ＩＭＦの皆さんとともに、一

緒に過ごせたことは何ものにも変え

がたい経験だった。

そこにはパソコンの普及草創期の

者だけが知ることができる悦楽があ

った。コンピュータは世界を変えて

いくんだな、それを単なる観念でな

く、具体的に体験すること、昔なが

らの地縁・血縁とは違う次元で、コ

ンピュータとそのネットワークで人

間関係を新たに創出していくこと、

ちょうどよい地域的狭さと広さを基

盤に一緒にプロジェクトを実行して

いくこと、しかもそれをフロンティ

アとして実践できる喜び。

２０世紀後半の最大の発明といえ

るコンピュータを岩手という地で皆

さんに教えてもらいながら体験でき

たことは何ものにも変えがたい素晴

らしいことだったんだなと今さらな

がら強く強く思う。いまだにマック

を使い続ける私の中で１０年以上も

前の盛岡の日々は私の体の一部とし

て今も輝きながら息づいている。

追伸＝いつかまた盛岡に行く機会が

あると思います。皆さんとまたお会

いしたいです。

編集

前列左から２番目が荒木編集長・右端が野村会長
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フレッツＡＤＳＬ導入記
　　～つれづれMac【2001夏】

　　　　　　　　藤原友行
【7/3/2001】

先日フレッツ・A D S L の申込みをし

てきた。

めでたく6月22日からADSL対応地区

に入っていたのだ。ただし交換機か

ら３キロ近くあるので速度の点で

ちょっと心配だ。

プロバイダー分は、現在の契約+千円

（口座引き落とし）だそうだ。工事

日は未定だが今月中には大丈夫そ

う。NTT分は、現在フレッツ・ISDN

分が月3600円でフレッツ・ADSLの

契約は7 月1 6 日以降だとモデム等の

リース契約で4350円らしい。その他

に契約料800円と工事費が1800円。パ

ンフレットを見ているのだがこれで

いいのかしら。その他にブロードバ

ンドルーター（1.3から2万位）があ

れば快適そうだ。なにかと物入りな

感じだが果たして速度はどうなるだ

ろうか。オプションで固定I P アドレ

スがもらえるサービスも予定されて

いるが高いだろうな。

プロバイダーの営業方針が変わった

らしくメールアドレスをもう一個と

ホームページのエリアを５M B から

20MBへの追加変更手続きもやってき

た。

実はもっと安いヤフーのA D S L へも

申し込んであるのだが、当地区は、

１１月以降でかつ未定で絵に描いた

餅よりもと思ったのだ。「とりあえ

ずその時になったらまた考ます」と

N T Tの担当の方に話したら「そのよ

うに上司に伝えておきます」とのこ

とだった。

そういえば現在のISDNをアナログに

戻す（これも工事費2000円かかる）

ので電話番号が変わるのが心配だっ

たが、あの時の話しだとこのままで

良さそうで安心した。それから現在

FAX用にもう一個電話番号を使って

いたのだがこれは契約解除となる。

ま、昨今大抵のことはe-mailで大丈夫

なのでFAXは電話と兼用にしよう。

【7/5/2001】

さがしものをしていたら本棚の後ろ

からホコリをかぶった2 0 本ほどのカ

セットテープの入った横長の自作の

木箱が出てきた。

その中に「夜の停車駅」と書かれた

ものが一本あり懐かしくて聴いてみ

た。NHK-FM放送をエアチェックし

たもので確か土曜日か日曜日だった

かの40分ほどの深夜番組で20年近く

前の録音と思われる。

毎回SL機関車が駅に止まるシーンの

音から始まりラフマニノフのヴォカ

リーズそして音楽と短い物語の朗読

が始まる。江守徹がその朗読を担当

し合間に主にクラシック音楽を入れ

ゆったりとした時間とファンタジー

を提供していてとても好きな番組

だった。

この回はブラームスで構成されてお

り、四つの間奏曲、弦楽五重奏曲第

二番、クラリネット五重奏曲などか

ら選曲されていた。

物語は、小学校の砂場で老人の用務

員が砂をふるいにかけているところ

に校長先生が通りかかりそこでこの

二人の老人が夢中になって砂の中か

らビー玉、木片、壊れた人形などを

拾い出している。結局この二人は、

戦争で亡くなった幼い子どもたちの

魂を砂場で玩具などを拾い集めるこ

ととダブらせてその鎮魂をしていた

というような内容だった。また詩は

三好達治の「少年」が朗読されてい

た。

【7/11/2001】

Yahoo! BB - ADSL接続サービスの受

付が盛岡でも始まったようで友人に

も本契約を即すメールが先日届いた

そうだ。当初の予定より大分早まっ

たようだ。自分も申込をしているの

で大喜びでメーラーを立ち上げたが

何にもきていなかった。先に出して

あった申込受諾メールから登録ペー

ジで受付可能範囲かの検索をしてみ

たら盛岡市の中心部のみで受付が始

まったようだが我が家のような郊外

はまだ対象外のようだった。

ところで、NTTのフレッツ・ADSL

は、工事日が1 7 日の午前中と決まっ

た。「速度は最高で1.5Mbps なのだ

がお宅の辺りは計算上５００キロか

ら９００キロｂｐｓなのだが本当に

工事をしても良いか。期待通りの速

度が出なくても工事代金は返却でき

ないしISDNに戻すにしてもさらに工

事費がかかるが」との確認の電話が

あった。なんか最初から責任逃れの

注文の取り方でかなり期待外れだ

が、それでも64キロｂｐｓのISDNよ

りマシだろうと考え申込をした。

かなりの不安とちょっぴり期待の

日々。期待といえば日本時間で1 8 日

にA p p l e から新しい発表があるよう

だ。

【7/14/2001】

・NTTのフレッツ・ADSLのモデムが

昨日到着した。電話の配線を見直さ

なければならないなぁ。

・かわりにクロックアップしたiMac

を発表し、今回は液晶のiMacが見送

られるというのはのは本当だろう

か？　

【7/18/2001】

フレッツ・ADSLが昨日開通した。

一台だけで接続できる「フレッツ接

続ツール」を使うやり方で試したら

やっぱり一台だけだと不便だった。

それでAir MacのPPPoEを使って無線

で接続するやり方も試してみた。こ

れだとAir Macがルーティングしてく

れるので三台対応機種があるのでし

ばらく大丈夫だろうと考えた。快適

だった。しかし他の機種とのネット

ワークが分断され切替えるのが面倒

でやっぱり使いにくくてしょうがな

い。我慢しきれずに先日までブロー

ドバンドルータをドレニシヨウなど

とさんざん吟味してたのをコロっと

ひるがえし近くの電器店の店頭に出

ていた唯一の機種でコレガのものを

入手。数時間のうちに三つの接続方

法を試してマスターしてしまった。

行き当たりばったりの生活、反省。

自分のL A N 環境ではI P アドレスは

やっぱり固定したほうが使いやすい

ので設定は結局元通りに戻した。

　ダウンロードする速度は、今のと
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ころ最高速度で90KB/秒くらい、平

均で40から60KB/秒前後でISDNだと

平均で6.5KB/秒前後だったので6～10

倍程度くらいの感想だ。交換機から

の距離を考えるとだいたい予想通り

だ。先のAppleWorks 6.2 Updateは

11MBで3分10秒くらいでダウンロー

ドできた。ブラウザーを見た限りで

はそんなに早く感じなくて多少写真

のページの表示が早くなったかな？

という程度であった。結局ISDNより

も多少良かったというのが感想。

【7/22/2001】

ADSLの速度

昨日、通信速度の目安を表示してく

れる「OSO’s Modem Site」に遭遇。

で、二日間スピードテストしてみ

た。サンプル数４９、最低で５４２

最高で１０２４キロｂｐｓだった。

もっとたくさん集めてみないとはっ

きり言えないが計測する時間による

速度の違いは思ったより少ないよう

だ。というよりランダムな感じ。公

称値で最大1500kbpsなのでまぁ、交

換機からの距離から考えるとこんな

ものだろう。

昨日の午後1時ごろある企業のISDN

ルータを使った回線で0.5MBのサイ

ズで計測したら3 7 k b p s と計測され

た。ただ10台以上がEthernetで繋がっ

ており少なくともあと一台でブラウ

ジングしながら測り条件が違うので

比較にはならなくて参考程度だが。

（自宅からN T T交換機までの距離で

あるが、車で約3キロでADSL工事の

時に局の担当者はケーブルで3.5キロ

といっていた）

【8/7/2001】

ずっと待ち望んでいたカミーユ・モ

ラーヌのエラート録音集大成（6枚組

CD）が今日届いた。1957年から1963

年頃までの録音。音楽活動のほとん

どを演奏活動ではなく教育の方に専

念したためその後のレコードなどは

極端に少なかった。日本にもお弟子

さんがずいぶんいるようでインター

ネットで「カミーユ・モラーヌ」で

検索すると本人のレコードよりも彼

の弟子だという方のサイトの方が多

くヒットする。

今度のCDの中でレコードで持ってい

るのは1970年代に入手したフォレの

「月の光」、「優しい歌」がそれぞ

れ入っている2枚であとは初めて聴く

もの。E P盤から収録されたリュート

とハープで伴奏されたルネッサンス

からバロックの歌もおもしろかっ

た。彼の演奏でフォレ以外を聴くの

は始めて。でも、しっかりとカミー

ユ・モラーヌそのものでユニークで

聞き違えることはない。レコードに

はバリトンと表記されていたがいつ

もテノールに近いと思って聴いてい

たのだが、今日CD付属の解説書で納

得 し た 。 バ リ ト ン ・ マ ル タ ン

（Baryton Martin）という声なのだそ

うだ。本人の解説によるとフランス

特有の声のジャンルでテノールのよ

うな楽々とした動きと柔軟性を持っ

たバリトン、つまりテノールの魅力

を持ったバリトンなのだそうだ。ウ

レシイ。

　Spring Cleaning 4.0Jへのアップグ

レードをやってみた。C l a ss i c 版が

29.5MB、OS X版が36.3MBでそれぞ

れ７分と９分のダウンロード時間で

あった。

さて、Spring Cleaningに付属する

iCleanはブラウザーのキャッシュが

貯まってI E が不安定なときに試した

ら見事に直ったので今度の4.0でどう

なるのか楽しみだったのだが、ほと

んど同じでどこが変わったのかいま

いち不明。Spring Cleaningは設定項目

を下手にいじるとかえってシステム

を壊すことになるのであまり使いた

くない。

これは無理にバージョン上げる必要

がなかったと思う。まあ、OS X用の

iCleanのアップデート料だと納得す

るしかないか。

【8/9/2001】

自分のホームページのphotoのページ

にQuickTimeMovieを貼り付ける実験

をしてみた。

内容はヒマワリの写真18枚を2秒間隔

で自動ページめくりするものでサイ

ズは1.3MB。フレッツADSLだとダウ

ンロードに1 0 数秒してから再生が始

まる。回線が早い場合は何かおもし

ろいことに利用できそうかな？と言

う印象。

【8/20/2001】

インターネットに入れない。

昨晩、子供たちがnetに繋がらないと

言ってきたが、9時頃になると眠いの

でたぶんサーバーが落ちたのだろう

ということにして気にせずに寝てし

まった。ところが今朝になっても繋

がらない。これはまずいことになっ

たと今さらながらブロードバンド

ルーターに入って設定を確認しよう

としたらこれが全然出来ない。何も

変えてないはずなので不審に思いな

がら様々試したが全然だめ。

とりあえずmailのチェックだけはし

ておこうとDDIポケットのTow LINK

D A T A カードでずいぶん久しぶりに

接続した。今晩の会合の知らせが

入っていた。このカード、出張や緊

急用にと毎月780円だったかの基本料

金を払い続けていたのだがやっと出

番がきた。しかしあらためてネット

への接続方法が一つだけだと心もと

ないと思った。おまけに子供たちま

でもそれぞれの使い方があるようで

早急に復旧しなければならない。な

んかインターネットが電気や水道の

感覚にいつのまにか近づいてきてい

た。

さて、二時間くらい思いつくことを

いろいろと試したがだめで、いよい

よハードw i n マシンを担いできてブ

ロードバンドルーターに入ってリ

セットしなければならない、億劫だ

なと思った時、「そうだ！あれを試

していない」と日ごろ入れっぱなし

のスイッチング・ハブとブロードバ

ンドルーターの電源を落としてみ

た。それを入れ直して5分くらいあち

こちいじっていたら繋がってしまっ

た。そして何もなかったようにいつ

ものように動作している。

　やれやれ。

http://homepage.mac.com./tomoyukif/

mail & URL tomoyukif@mac.com
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会員名簿

編集後記 会費納入先

　振込先（郵便貯金総合口座）

　　    記号：１８３７０　番号：１１９９３６７１

　　         名義：岩手Mac友の会　笹川順子

　尚、振り込まれた場合は、住所・氏名・連絡先などを別途ご連絡くださ

い。振り込み通知書だけでは情報が不足し、どなたの振り込みか確認でき

ない場合がありますので、宜しくお願いいたします。

阿部　好晴　　　IMF203　　盛岡市

宇佐美　公生　　IMF228　　盛岡市

沖野　覚　　　　IMF044　　二戸市

小野寺　一郎　　IMF248　　紫波町

小野寺　俊博        IMF303　　盛岡市

神　達宏　　　　IMF229　　盛岡市

川村　渇真　　　　　　 　    新宿区

菅野　研一　　　IMF211　　盛岡市

木村　和男　　　IMF302　　盛岡市

工藤　聡　　　　IMF094　　盛岡市

國光　勝美　　　IMF243　　盛岡市

久保　司　　　　IMF235　　山形村

熊谷　知暁　　　IMF273　　旭川市

斎藤　秀一　　　IMF109　　滝沢村

酒井　裕之　　　　　　 　    花巻市

桜井　瑞子　　　IMF267　　滝沢村

笹川　順子　　　IMF220　　盛岡市

佐々木　明宏　　IMF088　　盛岡市

佐々木　雄久　　IMF202　　岩手町

佐々木　則之　　　　　  　   紫波郡

佐々木　治男　　IMF237　　矢巾町

佐々木　吉信　　IMF215　　盛岡市

佐藤　顕　　　　IMF093　　仙台市

佐藤　雅子　　　　　　  　   盛岡市

佐藤　学　　　　IMF119　　金ヶ崎

佐藤　護人　　　IMF010　　盛岡市

白石　隆　　　　IMF039　　盛岡市

杉村　栄一　　　IMF036　　盛岡市

杉村　峰秀　　　IMF113　　花巻市

鈴木　美千恵　　IMF311　　一関市

外川　正　　　　IMF244　　盛岡市

高橋　晃　　　　IMF031　　盛岡市

高橋　丈　　　　IMF261　    盛岡市

高橋　浩幸　　　IMF091　　盛岡市

高橋　勉　　　　IMF309　    盛岡市

田村　修　　　　IMF242　　盛岡市

塚野　弘明　　　IMF204　　盛岡市

土村　中　　　  　 admin　　盛岡市

照井　芳夫　　　IMF026　　花巻市

遠山　明人　　　IMF200　　盛岡市

徳富　亘　　　　IMF015　　花巻市

戸塚　孝徳　　　　　　  　   盛岡市

中島　恵助　　　IMF236　　盛岡市

長土居　正弘　　IMF087　　盛岡市

根本　聰彦　　　IMF042　　札幌市

野村　翼　　　　IMF304　　盛岡市

野村　行憲　　　IMF000　　盛岡市

檜山　邦彦　　　　　　  　   久慈市

福士　宙之　　　　　　  　   盛岡市

福田　健次　　　IMF005　　花巻市

藤澤　義栄　　　IMF209　　花巻市

藤田　健一郎　　IMF310　　盛岡市

藤村　洋　　　　IMF028　　盛岡市

藤原　友行　　　IMF265　　盛岡市

藤原　真理　　　　　　  　   宮古市

三浦　滋　　　　IMF287　　水沢市

三浦　秀徳　　　IMF283　　仙台市

三浦　貴之　　　IMF308　　盛岡市

三浦　吉範　　　　　　 　    盛岡市

村上　宏文　　　IMF099　　盛岡市

藪　敏裕　　　　IMF214　　盛岡市

山子　則男　　　　　　  　   八戸市

山田　政行　　　　　　 　    盛岡市

山本　淳　　　　IMF034　　盛岡市

渡辺　浩志　　　IMF069　    能代市

　　　　　　　　　　　 　以上65名

会員近況報告

新規このコーナーへの、みなさまからのショートコラ

ムを、お待ちいたしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　    編集委員より！

募　集　中　！

　今回は、編集長という役割で、この号に携

わってみましたが、やはり大変な事だと解りま

した。

　やはり人間には適材適所というものがハッキ

リと有ってお陰様で自分を見直すとても良い機

会を与えていただいたと思いました。　

　それと、印刷物での林檎の発行はこの号が最

後となります。今後はPDFでの発行です。

　新しい形で又お逢いしましょう。　　　　　

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  土村

　今回も結構ドロナワで、ギリギリ印刷に間に

合うか？という状況です。（編集前記？）

　御盆の休みは殆ど無かったな～　　

                                                                   野村

　やっと暑くなってきましたが、すでに風は秋

風で、1 9 日などは午前中はとても過ごしやす

く、何かをするのがもったいなくてずっとゴロ

ゴロしてとても気持ちが良かったです。

　土村編集長殿、この度は大変ご苦労様でし

た。これからもどうぞよろしくお願いします。

   さしあたって次号はジャズのお気に入りのCD

や演奏家のことなどいかがでしょう？

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふじわら

　本当の「私のマックライフ」っていったいど

んなんでしょうか？またまた考えさせられた３

日間でした。

　やっぱり締め切りごギリギリの原稿持ち込み

で編集スタッフの皆様にはご迷惑をおかけしま

した。

　次回の林檎はオンライン配布になるとか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋

林檎55号からは、PDFでの配布となります。

ダウンロード先URLは、下記の通りですので、

今後ともお読みくださいますよう、お願いいた

します。

http://imfc.org/Ringo/index.html

おお 知知ららせせ！！
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First Class ATOK8

Color Magician EG-Bridge

EG-Word Freehand

HyperTerm Illustrator

MacPaint MacVJE

MacWrite NinjaTerm

NISUS PageMaker

PhotoShop SoloWiter

StreamLine SuperPaint

等で作ったものをPageMaker で

まとめLaserWriter, Microline で

プリントしました。

非売品

　ナイトサロンは、毎月

第二火曜日に、八幡宮境内

にある喫茶店、愛名亭「茶

欧」において、午後７時頃

から開催しています。

是非、お時間のある方はお

出でください。問題点など

はその場で解決できると思

いますよ！？

　　　　　愛名亭「茶欧」

　　　　　  019-654-6249

「林檎」第54号　2001/ 8/25

編集長　土村　中

発行　　岩手Mac友の会

代表者　野村　行憲

020-0105  盛岡市北松園 3-34-2

例会案内

2001年  10月  27日(土)

              11月  24日(土)

　　14:00 開場

　　15:00 例会

　　17:30 解散

場所:

マリオス　７階

交流サロンにて

9月の例会
　 9月  22日(土)の例会は、

盛岡駅裏西口に建っている

マリオスの７階にあります

交流サロンの中にオープン

会議室を借りておこないま

す。

尚、駐車場は青空と立体の

２カ所があります。

どちらも、150円/30分と、

ちょっと高めです。　

　

ﾅｲﾄｻﾛﾝ案内

場所

マリオス　７階

交流サロン　会議スペース
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