
05

Windows Vistaのサイド:パーにある
フィードヘッドラインツールは
どうやって使うのですか?
(中国宏司さん)

Windows Vistaのサイドパーには、時計やカ
レンダーなど、さまざまなガジェッ卜を配置す

ることができます。今回の質問にある「フィー

ドヘッドラインツール」も、このようなサイド

I~ーのガジェットの一つです。インターネット

上のWebサイトやブログの RSS フィードを登
録することで、最新記事のヘッドライン情報や

更新された記事をサイドパーに表示することが

できます。

しかしながら、このガジェットは使い方が分

かりにくいという欠点があります。標準では何

の情報も表示されない上、クリックしでも設定

画面などは表示されず、フィードを登録するこ

ともできません。どのように使えばよいのかが

分からずに、サイドパーから削除してしまった

人も少なくないことでしょう。

実際にどのように使えばよいのかと雪うと、 I

ntemet Explorer 7 (以下IE7) と連係させて
利用します。フィードヘッドラインツールは、 I
E7に登録しているフィードを表示するためのガ

ジェットですので、まず IE7でフィードを登録
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フィードヘッドライン Yールを利用するには、まず IE7で
フィードを登録する必要がある。お気に入りのサイトの
フィードを登録しておこう
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する必要があるのです。

IE7でRSS を配信しているサイトを表示し、
ツールパーのボタンなどを利用してフィードを

登録します。これでフィードヘッドラインツー

ルからもフィードを読み込むことができるよう

になり、記事の見出しなどが表示されるように

なります。

なお、IE7でフィードを登録すると、フィー
ドヘッドラインツールでも表示するフィードの

設定ができるようになります。標準ではすべて

のフィードを表示する段定となっていますが、

殻定を変更することで特定のサイトのフィード

のみを表示することもできます。

お気に入りのニュースサイトやブログの最新

情報を常にチヱツクしたいというときに利用す

ると便利でしょう。(清水理史)

こ母コィード在費去:
すべてのフィード・

表示す奇島近l1.l"'" ドライン呪淑:
を回行のヘッドライン・

フィードとは何ですか?

フィードを登録すれば、フィードへ y ドラインツールで
情報を表示できる。特定のサイトのフィードのみを表示
することも可能だ
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Windows Vistaのハイブリツドスリープは
今までのスリープからどう変わったのですか?
(中本洋輔さん)

ご存じのようにWindows XPでは、PCを一
時的に休止させておくための方法として、「ス
タンパイ」と「休止状態j というこつの方法
カfありました。

スタンパイは起動中の08やアプリケーショ
ンの状態をメモリへ待避させることで、PCを
省電力モードへ移行させる方法でした。この方
式は、アクセス速度が速いメモリを利用するこ
とによって、素早く省電力モードへと移行し、
復帰も即座にできるのが特徴です。しかしなが
ら、その一方で、状態の保存には電源の供給が
不可欠で、ノートPCのバッテリ切れなどによ
って電力が供給されなくなるとデータが失われ、
復帰できなくなるという欠点がありました。
一方、休止状態は08やアプリケーションの
状態をHDDに保存してから電源をOFFにしま
す。休止状態への移行や復帰には時聞がかか
りますが、HDDIこ書き込んだデータは電源が切
れでも保持されますので、安全性が高いという
メリットがありました。

Windows Vista の「ハイブリッドスリープ」

という機能は、このスタンパイと休止状態の両
方を合わせたような機能と考えると分かりゃす
いでしょう。
スリープへと移行させる際に、メモリとHDD

の両方にデータを保存することで、高速な省電
力モードへの移行と通常モードへの復帰を実現
しながら、HDDへの保存によってデータの安全
性も同時に確保しています。これが従来のスタ
ンパイとの最大の遣いです。
ただし、このハイブリッドスリープは標準で
はデスクトップPCで・しか有効になりません。ノ
ートPCの場合、バッテリが搭般されているた
め、普段はスタンパイと同様にメモリヘデータ
を待避させる通常のスリープを利用し、スリー
プの時間が長くなるなど、バッテリの容置が少
なくなった時点でHDDにデータを保存して休
止状態に移行します。
デスクトップPCでは、このようなバッテりの
ための対策は必要ないので、ハイブリッドスリ
ープによって復帰速度と安全性を両立させて
います。(清水理史)
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WindowsVislaでは電源スイ γ チを
押すとデフォルトでハイブリッドス
リープに移行する役定と立っている
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億三3τ討しτ みました
初の自作 PC向け地デジチューナーということもあり、 PCへの負荷や運用面などで気
になる点は非常に多いはすだ。ことでは実際にどれくういのマシンパワーが必要なの
かに加え、現状の製晶でできること、できないことを分析してみよう。 i
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く影響していると恩われる。また、ピクセラの

PIX-DT012-PPO を見ると、地デジよりも解像

度の高い BSデジタル視聴時は、やはり負荷が

跳ね上がっている。

OCPUやビデオカードでの遣い
続いて、バッフアローの DT-H50/PCI を用い

て、クアッドコア、デュアルコア、シングルコア

の新旧 3種類の CPU で負荷を見てみた。結果

は一目瞭然だが、マルチコア CPU は効果絶

大! Core 2 Ouad 09300 では、動作クロッ

クで勝る Core 2 Duo E8200 の半分以下とい

う軽さだ。もちろん、実際に操作をしていても
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バッフアローDT-H30/U2

ピクセラPIX-DTO12-PPO

ピクセラPIX-DT012-PPO
(BSデジヲル視聴時)

ピクセラPIX-DT050-PPO

J(-yフアローDT・H5D/PC

ヱスケイネットMonsterTV HDUS

アイ・才一・デーヲ織器GV・MVP/HS

ュアルコアCPU なので、2 コアの平均値だが)、

いわゆる「ながら視聴」でも、動作が重いと感

じることはないはずである。なお、主に負荷が

かかるのは視聴(再生)時においてであり、 M

PEG2 ・TS フォーマットの地デジ録薗において

はそれほどCPU パワーを使用していない。

CPU 負荷率は各製品でパラつきがあるが、

これはソフトウェアの作り込みも大きく関与し

てくるので、今後のアップデートでも変化して

いくものと恩われる。エスケイネットの Monst

erTV HDUS は全体的に負荷が高いが、この製

品は暗号化を CPU で行なっていることが大き

CPU 負荷だけを見れば、
どれも意外なほど低いの
が分かる。テ‘ュアルコア
CPU を搭載した現行レ
ベルのマシンならば、ど
の製品も問題なく使用で
きるだろう。なお、GV-
MVP/HS とMonsterTV
HDUS はタイムシフト再
生をサポー卜していない

。どれくらいのパワーが必要なのか?

地デジクラスの高解像度ビデオを再生するに

はそれなりのマシンパワーが必要であり、ここ

までの各製品紹介でも分かるとおり、推奨環境

はなかなかのハイスペックとなっている。現行

の Core 2 Duo でも、E4000 番台などエントリ

ークラスはすでに推奨環境ギリギリなので、従

来のアナログキャプチャカードのように、「サブ

マシンでお手軽テレビ録画 J といかないのは先
に理解しておくべきである。ただ、去年買った

ばかりの PCで動かない、というのではさすが

につらい。ここではそんな地デジ環境における

マシンスペック事情をチェックしてみた。

まず下のグラフにまとめたのは、CPU にCor

e 2 Duo E8200 、メモリを2GB 、ビテcオカード

に NVIDIA GeForce 8500 GT を使用した PC

(詳細はp.107) での、地デジ番組視聴時、視

聴しながらの録画時、タイムシフト再生時の平

均 CPU 負荷だ。現行の標準的な PC スペック

であり、もちろんどの製品も通常の動作に問題

はない。加えて、録画時、タイムシフト再生時

でも負荷は 20-30% 前後に収まっており(デ
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ビデオカードの動画再生
支援は確かに効果があ
る。デジタル放送なので
画質向上にはあまり関係
がないが、やはり快適地
デジ環境に強力なビデオ
カードは必須だ

Core 2 Ouad 09300 での
負荷率の低さは目を見張
るものがある。これだけ
差があると「ながら作業J
も十先週だろう。地デジP
Cのためにパワーアップ
も考えざるを得ない?

[単位制1
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ThrottleWatch 2.01
作者:Panopsys
種別:フリーソフト
URL : http://www.panopsys.com/

各グラフの CPU 負荷 l立、rThrottleWatch
2.01J を使用して計測。それぞれ 0.5 秒ご
とにCPU の負荷率をチェックし、 60 秒分の
データの平均値を取り上げた。視聴する番組

の内容によって負荷は変わってくると思われ

るが、統一は難しいため、いすれもスポーツ

などの動きのあるシーンを使用している

検・証・環・境
•••••••••••••••••••••••••••

印:::::

Pentium 4 530 (3GHz)

Core 2 Quad Q9300 (2 目5GHz)

Core 2 Duo E8200 (2.66GHz)
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明らかに体感できる。一般的にテレビキャプチ

ャソフトは、視聴ソフトや録画管理ツール、番

組表ツール、常駐予約タイマーなど複数のプロ

セスが動作する集合体であるため、コア数は多

いほど楽になると言える。クアッドコアにした

はよいが、活かせるソフトがなかったというよ

うな人は、ぜひ地テジにチャレンジしてほしい。

今は要求スペックが高いと感じるかもしれない

が、将来的に CPU のコア数が増えることで、

マシン負荷は急速に下がっていくだろう。

逆にシングルコアとして用意した Pentium 4

530 は、グラフでこそ平均 40% 以下だが、瞬間

的に見ると 60% を超えるシーンもあり、なかな

か厳しい。ただ、低解像度の SP/LP モードなら

メーカーによる動作環境も満たしており、標準

の DPモードでも視聴だけに限って言えばまず.
問題はない。そういった面を理解しておけば、

3、4年前の PCでも地デジを楽しめるだろう。

最後に、ビデオカードの動画再生支援機能

による差も試してみたが、 GeForce 8500 GT

とRadeon HD 3650 の 2枚で明らかな遣いが

確認できた。 GPU 自体の動画再生支援機能の

優劣に関してはここではあえて触れないが、ビ

デオカードの性能による地デジ環境の差は間違

いなく生まれるだろう。これは、地デジチュー

ナー搭載で先行するメーカー製 PCに対して、

ビデオカードの選択が自由な自作 PCの大きな

アドバンテージになるはず。いずれにせよ、自

作ユーザーにとって地テ eジはマシンパワーを存

分に活かせる楽しいアイテムであることには変

わりはないというわけだ。

チップセット内蔵グラフィックスでは?

地デジの高解像度を活かせる環境や、 HO
CPなどへの対応を考えても、やはり適した

ビデオカードが欲しいところだが、チップセ

ットの内蔵グラフィックス機能でも、 Intel
945G やG965 以降の世代であれば、 HOC
PI;: 加えてドライパも COPPI こ対応してい

る。ただし、HD 出力lまDVIかHDMI 出力を備
えたマザーボードである必要がある。

対応チップセット自体が比較的新しいた

め、再生そのものはそれほど大きな負担とは

ならないだろう。これはアナログ RGB 端子
で低解像度の 50出力を行なっても同様であ
る。ただ、やはりビデオメモリなどを考えて

も、高解像度環境で不利なのは間違いない。

なお、ビデオカードを装着できないスリム

PCなどで地デジキャプチャカードを使いた
いという人は、購入前にパッフアローの「ス

トリームテスト for 地デジ」などの検証ツー
ルを忘れすに試しておくべきである。

アナログRGB 出力しかないマザーボードで
も、バッフアローの2製品のように、イ底解像
度モードなら出力可能な製品もある
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