[速攻] チ ュ ー
最近シェアウェアや
フリーソフトウェアを中心に
おもしろい動きが起こっている。
「小さいけれど気の利いたソフト」
が次々と登場しているのだ。
既存 のソフトに新しい機能を
追加したり、
1つの作業を
できる限り簡単にしてくれたりと、
日用品でいえば
「アイデアグッズ」と
呼ばれるようなものばかりだ。

お手軽ソフトで

いますぐ
できる!

そこでこの特集では、
これまでに皆さんから寄せられた
質問をもとに、編集部でも
特におすすめの秀逸品を
一挙に紹介しよう。

特

集

大 作
part1

快適ネットサーフィン編
part2

ダイアルアップ接続お助け編
part3

WWWブラウザー強化計画編
part4

さくさくホームページ作成編
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快適ネット
サーフィン編
1

part

E

目当てのサイトに素早くアクセス！

ニュースページなどは一日に何
度も最新の記事が加えられま
す。以前から、毎日見に行くページ
の変更状況を調べるソフトがほしい
という声がありました。そして最
近この種の便利なソフト
が数多く登場しています。

A

F

インターネットに接続したら、テ
ィエラハイライツを起動して好き
なページを登録しよう。左図のA のボ
タンを押すと上図のウィンドウが出るの
で、E にサイト名を、F にURL をそれ
ぞれ記入する。登録したページはコンピ
ュータにダウンロードされるが、
「Store
Image Locally」にチェックを付けると
画像ファイルも同時に保存される。

2

変更箇所をオフラインで
マーカー表示！

A

TIERRA
HIGHLIGHTS
Ver.1.0

砂時計のマークが表示され
る。マークが消えたら登録
完了だ。ここで接続を解除する。ボタン
を押してそれぞれのページを見てみよう。

ティエラハイライツ

B

ページの内容を調べ
3 る間、ボタンにC
の

翌日以降にもう一度ティエラハイ
ライツを起動する。空白の部分を
右クリックするとD のメニューが出るの
で「Refresh All」を選ぶ。変更があっ
たページにはボタンにB のマークが付く
のでこれを押してみよう。

4

C

ページに変更があったらボタンに
チェックマークが付く。これを押すと
コンピュータにページがダウンロードされて、
どこが変わったのかをマーカーで教えてくれる。
しかもオフラインでゆっくり見られる。
これは強力だぞ！

ホームページからダウン
ロードした「th10eval」
をダブルクリックするとセット
アップが始まる。画面に従っ
てセットアップが終了したら、
コンピュータを再起動しよう。

1

ホームページ：
http://www.tierra.com/
発売元：
Tierra Communications社
種類：
シェアウェア（34.95ドル）
OS：
ウィンドウズ95、NT 4.0

今日はここだけ
読めばOKだ

D
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なんと、どこが新しくなったのか
が一目で分かる。下図では黄色の
マーカーが塗られた部分が最新情報だ。
こんな便利なソフトがあったなんて！

5

[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

WebWatcher を起動すると
WWW ブラウザーの場所を聞
いてくる。ネットスケープナビゲー
ターなどのWWW ブラウザーを選択
して「Select」ボタンを押す。これ
でセットアップは完了だ。

1

更新チェックをしたいホーム
ページを登録するには、まず
「File」メニューから
「Import Book
marks」を選択する。WWW ブラ
ウザーのブックマークを選択したら
登録したいホームページだけをチェ
ックして「Import」ボタンを押す。

ボタン1つで更新チェック！

2

ホームページの登録も
ブックマークから選ぶだけ

WebWatcher
Ver.2.1

ウェブウォッチャー

翌日以降に「File」メニュー
から「Update」を選択する
とチェックが始まる。更新されてい
るページにはWWW ブラウザーのア
イコンが付くぞ。

3

ホームページを登録しておけば、
ボタン1 つでそのページが更新されているか
どうかを高速にチェックしてくれる。
登録もブックマークファイルから一発変換だ。

+CD-ROM
◎ CD-ROM収録先： Mac→ WebWatcher
ホームページ：
http://www.xroads.com/˜patfield/WebWatcher.html
作者： Kevin Patfield
種類：フリーソフトウェア
OS： System 7.0以上

検索をしていて最も不便な
点は、目的のサイトが見つ
かるまで検 索 サイトをいくつも
「はしご」しなくてはならないこ
とです。
キーワードを入れたら、
一度に複数のサーチエ
ンジンから答えが返っ
てくれば便利ですね。

A

4 つの検 索 エン
ジンをフル稼 動
させれば、 どん
なキーワードでも
あっという間 に
見つけられるぞ

◎ CD-ROM収録先： Win→ Search
ホームページ：
http://software97.com/software97/
+CD-ROM
searchnow.html
配布元： Justin Weber's Computing Center
種類：フリーソフトウェア
OS：ウィンドウズ95

4サイトからの検索結果を一度に表示！

Search Now
サーチナウ

キーワードを入力すると、YAHOO ！、AltaVista、Lycos、
Excite の4 つの検索サイトに送信される。結果は4 つのフレームに
分かれてWWW ブラウザーに表示される。探している
Web サイトに最も近そうなものから見ていけるぞ！

CD-ROM 内のWin → Search の中にある
1 「search」をLhasa
などで展開する。これ
をフォルダーごと適当な場所に保存する。
「Search Now」アイコンをダブルクリック
すると上図のウィンドウが出る。ここで検索
したいキーワードを入力して、4 つのサイトから好
きなものをチェックする。あとは「Search Now」
ボタンを押すだけだ。

2
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part

快適ネットサーフィン編

1

インターネットエク
スプローラとネット
スケープではブックマークの保存形
式が異なるために、
簡単にコピーがで
きません。この不満は世界中の人々
が感じていたようで、この種のソフ
トが静かなブームとなっています。

A

「お気に入り」から
「ブックマーク」へ
ホームページからダウンロードした「qle3b4gc」
をダブルクリックするとセットアップが始まる。
画面に従ってセットアップが終了したらプログラムを
起動しよう。

1

「File」メニューから「New Database」を選
ぶ。右のウィンドウからアイコンが消えたら
「File」メニューから「Import Wizard」を選ぼう。

2

ブックマークの入れ替え自由自在！

QuikLink
Explorer
Ver.3.0ß4

クイックリンク

エクスプローラ
（Gold Edition）

クイックリンクエクスプローラは
ブックマーク専用の
多機能データベースソフトだ

クイックリンクエクスプローラを使えば、
「お気に入り」や
「ブックマーク」をどちらのWWW ブラウザーでも使えるようにできる。
分かりやすいウィザードが用意されているから操作も簡単だ。
これさえあればWWW ブラウザーの
使い分けも自由自在だ！

ウィザードが始まったら「Next」を
押す。上図のウィンドウで「Micro
soft Internet Explorer Favorites」にチ
ェックを付ける。このまま何度か「Next」
を押していくと、
「Exit」ボタンが現れる
のでこれを押そう。

3
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次は「File」メニューから「Export
Wizard」を選ぼう。ウィザードが
始まったら上図のウィンドウが出るまで
「N e x t 」を押す。ここで「N e t s c a p e
Navigator Bookmarks」にチェックを付
けてもう一度「Next」を押す。最後に
「Finish」を押せばできあがりだ。
「Exit」
を押してウィザードを閉じよう。

4

ホームページ：
http://www.quiklinks.com/
発売元： QuikLink Software
種類：シェアウェア（20ドル）
OS：ウィンドウズ95

ここでプログラムを終了して、ネッ
トスケープを起動してみよう。
「ブッ
クマーク」が「お気に入り」と同じ内容に
なっているはずだ。もちろん、ウィザード
の指定を逆にすれば「ブックマーク」から
「お気に入り」への変換もできるぞ！
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5

[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

キャッシュからの復元
は「キャッシュ」ボタ
ンを押そう

ページのデータを
一発収集！

Internet Ninja
Ver.1.0J
インターネットニンジャ

ページに表示されている文字や画像、
さらに音声や動画ファイルを簡単に保存でき、
それぞれのコンテンツを一覧表示してくれる。
もちろんキャッシュからの 復元も可能だ。あまりの
便利さに驚くこと間違いなしだ！
A

ホームページからダウンロ
ードした「inbeta4」を
ダブルクリックするとセットアッ
プが始まる。画面にしたがって
セットアップが終了したらプロ
グラムを起動しよう。

1

ホームページ： http://www.asg.co.jp/
発売元：株式会社アスキーサムシンググッド
種類：市販品（店頭価格 9,800円、オンライン価格 3,500円）
OS：ウィンドウズ95

2 「「ファイル」メニューの
ブラウザの設 定 」 で、
自分の使っているWWWブラウ
ザーを指定する。好きなページ
にアクセスして、ネットスケー
プ3.0 ならA の鎖の絵のアイコ
ンをインターネットニンジャのウ
ィンドウにマウスで引っ張って
みよう。たったこれだけでペー
ジのコンテンツがすべて保存で
きるぞ！

転 載 自 由 の素 材 集 サイトなどで、
何百もあるファイルを1 つずつ保存
するのはとても面倒です。ボタン 1 つで
ページを丸ごと保存したりキャッシュと
呼ばれるデータを復元したりできる、
便利なソフトを使いましょう。

A

+CD-ROM

WWW ブラウザーの ◎ CD-ROM収録先：
Mac→ CacheGallery
キャッシュから ホームページ：
最大 2000 件の画像 http://www2.gol.com/users/tomohiko/
作者：清水友彦
ファイルを抜き出してくれる。 種類：メールウェア
小さいながらもプレビュー OS：漢字 Talk7.1以上
※ QuickTime 2.0以上が必要
画面で画像を確認できる （2.5以上を推奨）
のも嬉しい！

プレビュー画面で楽々閲覧！

CacheGallery を起動し
たら、
「File」メニューの
「Open Folder」からWWW ブ
ラウザーのキャッシュフォルダー
を選択する。ネットスケープナ
ビゲーターの場合は「システム
フォルダ」→「初期設定」→
「 Netscapeト」 → 「 Cache」
にある。

1

ギャラリー

GIF やJPEG といったファイル
形式別に画像ビューアーの設定
ができる。設定後、メインウィ
ンドウの「Use Viewer」ボタ
ンを押せば原寸大で画像が見ら
れる。

右図の
ウィン
ドウからファ
イルを選択す
ると画像のプ
レビューが見
られる。ただ
し、GIF 画像のプレビューには
QuickTime2.5 が必要だ。

CacheGallery
Ver.1.1
キャッシュ

「 F i l e 」 メニューの
3 「Preference」を選ぶと、

2
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ダイアルアップ接続
2 お助け編
part

もっと操作を簡単に、
でも使い過ぎには気を付けて！
ダイアルアップ接 続を開 始す
ると同時に接続時間や使用料
金が表示される、メーターのような
ものがあれば便利ですね。まかせて
ください。気になる料金を賢く監視
するソフトが、あなたの不
安を消してくれるでしょう。

A

+CD-ROM ◎ CD-ROM収録先： Win→ Rasup
ホームページ： http://www.dtinet.or.jp/˜y-keiji/
作者：柚本恵司
種類：シェアウェア（600円）
OS：ウィンドウズ95、NT 3.51、NT 4.0

リアルタイムに課金情報を表示！

RasUp! Ver.1.01
ラスアップ！

従量課金制か固定制かなどをプロバイダーごとに
設定すると、電話料金とプロバイダー料金を
リアルタイムに表示し、月ごとのトータルも計算してくれる。
「お金のことなど忘れて」なんて言っている人には
必携のソフトだ！

CD-ROM 内のWin →
Rasupの中にある
「rasup」
をLhasaなどで展開する。これ
をフォルダーごと適当な場所に
保存する。

1

「Rasup」アイコンをダ
ブルクリックしてプログラ
ムを起動しよう。
「接続」メニ
ューの「設定」から「接続先」
を選択する。右図のウィンドウ
が出たら、
「RasUp起動と同時
に接続」の「する」にチェック

2
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を付ける。
「接続先一覧」から
使用するダイアルアップネット
ワーク名を選んで「編集」を押
そう。
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上図のウィンドウで「ロ
グイン」、「プロバイダ接
続料金」
、
「電話料金」の欄に
それぞれ必要事項を記入する。
テレホーダイを使っている場合
は「割引き」の欄で設定でき
る。すべて記入したら「閉じる」
を押そう。これで設定は完了だ。
「接続」ボタンを押してみよう。

3

リアルタイムにプロバイダ
ー料金と電話料金が表示
される。これなら使い過ぎもな
くなること間違
いなしだ。さら
に、ラスアップ
から直接ダイア
ルアップ接続が
できるので、ウ
ィンドウズの
「ダイアルアッ
プネットワー
ク」 を起 動 す
る必要もない。
小さいけれども
効 果 絶 大 のお
すすめソフト
だ。

4

[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

あ

B
C

A

ダイアルアップ接続を賢く操作！

CyberGate1.4.8
サイバーゲイト

Open Transport（MacTCP にも対応）や
PPP の設定の切り替え、接続時間管理、
プロバイダーへの接続・切断などが1つにまとまった
ダイアルアップユーザー御用達のソフトだ！

D

CyberGateを起動したら
1 「File」メニューの「New

+CD-ROM
◎ CD-ROM収録先：
Mac→ CyberGate 1.4.8
ホームページ： http://www2.gol.com/
users/tomohiko/
software̲guide/CyberGate.html
作者：清水友彦
種類：シェアウェア（1,000円）
OS：漢字 Talk 7.1以上

Server」を選択する。左図の
ウィンドウで各項目を入力する。
「起動ソフト指定」の項目には、
よく使うインターネット関連の
ソフトを登録しておこう。
設 定 を終 えて「 S a v e 」
ボタンを押すと あ のウィ
ンドウが開く。A を押すとプロ
バイダーとの接続・切断ができ

2

A

B

C

る。B は現在の接続経過時間
で、C が今までの接続トータル
時間になる。
接続されると い のウィン
ドウになる。データの転
送が始まるととD に矢印が表示
される。また、
「Server config」
で設定した時間によってE のア
ラームが鳴る。登録したアプリ
ケーションもボタン1つで起動で
きる。ほとんどの作業がこのウ
ィンドウで操作でき、接続状態
も把握できるわけだ。

3

◎ CD-ROM収録先：
Mac→ Control PPP
ホームページ：
+CD-ROM
http://www.cocytus.
demon.co.uk/shareware.html
作者： Richard Buckle
種類：フリーソフトウェア
OS： System 7.0以上

コントロールPPP

にControl PPP をコピーしたら
マッキントッシュを再起動する。
これでセットアップ完了だ。こ
のコントロールバーは「option」
キーを押しながらマウスで選択
すれば移動できる。
A をクリックするとB に
なる。時計の上段が現在
の接続経過時間で、下段が今
までのトータル接続時間だ。

E

コントロールバーで接続管理！

「システムフォルダ」→
1 「コントロールバー項目」

2

い

Control PPP
Ver.1.3

インターフェイスはとても
シンプル。C のようにプ
ロバイダーへの接 続 ・ 切 断 、
PPP やTCP の設定などもここ
から操作できるぞ！

3

今まで一部のマッキントッシュにしかなかった
「コントロールバー」機能が漢字 Talk 7.5.3 から標準と
なった。 Control PPP は、このコントロールバーから
PPP の接続・切断や接続経過時間が分かるソフトだ！
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WWWブラウザー
3

part

強化計画編
WWW

便利な機能を追加して最強の

ブラウザーを作ろう！

メールアドレスのリンクを押し
たときにいつもの電子メールソ
フトが使えなかったりダウンロード
をするたびにFTP クライアントを起
動したりするのは、もう過去のこ
とです。もっと快適にチュー
ンアップしましょう。

A

使いたいソフトを自動呼び出し！

Web Expander
Ver.2.16

CD-ROM 内のWin →
Webexpdr の中にある
「wexp216j」をダブルクリック
するとセットアップが始まる。
画面に従ってセットアップが終
了したらプログラムを起動しよ
う。

1

ウェブエキスパンダー

WWW ブラウザーから起動できる
電子メールソフトはなんと12 種類以上だ。
また、ページのFTP サイトへのリンクをクリックするだけで
好みのFTP クライアントソフトを起動できる。
これは一度使ったら絶対やめられないはずだ！

+CD-ROM

◎ CD-ROM収録先：
Win→ Webexpdr
ホームページ：
http://www.st.rim.or.jp/˜tezz-k/
作者：加倉徹也
種類：シェアウェア（1,000円）
OS：ウィンドウズ95、NT 3.51、NT 4.0

各ソフトの設定（ホームページにはさらに多くの設定例があるぞ）

Eudora

Becky!
Internet Mail

Windowsフォルダー内の
rundll32.exe

Eudora.exe
（Eudora32.exe）
の場所

Rebecca.exeの場所

実行時
ディレクトリ

C:¥Windows
（A:¥windows）

Eudoraが
セットアップされている
フォルダー

Becky!が
セットアップされている
フォルダー

プログラムの
オプション

mailnews.dll,
Mail̲RunDLL mailto:$a

mailto:$a

/a $a
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FTP クライアントやニュ
ースリーダーなどほかのソ
フトを登録したい場合は「プロ
トコル」タブを選び、必要事項
を記入しよう。これも同様にソ
フトごとに設定方法が異なるの
で、ホームページやヘルプを参
考にしてほしい。すべて記入し
たら「更新」を押し、つづけて
「OK」を押すと設定の完了だ。
これでWWW ブラウザーからそ
れぞれのリンクをクリックする
と、ここで設定したプログラム
が自動的に起動するぞ！

3

Microsoft
Internet Mail
メール
プログラム
ファイル名

上図のウィンドウが出た
ら「メール」タブで使い
たいメールソフトを選ぶ。この
中にない場合は「詳細設定」
を押し、次のウィンドウで必要
事項を記入する。各メールソフ
トごとに設定方法が異なるので、
下の表を参考にしてほしい。す
べて記入したら
「OK」を押そう。

2
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[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

ネットスケープが終了し
ていることを確認してか
らNavigator Button Editor を
起動する。「「Netscape Navi
gator（TM）
」をカスタマイズ
する」ボタンを押してネットス
ケープを選択しよう。

1

右図のウィンドウで「ボ
タン名」と「URL」に登
録したいホームページを記入す
る。「ボタン5」と「ボタン6」
はシェアウェア料金を支払えば
変更できるようになる。登録し
ていないとNavigator Button
Editorの作者のページが登録さ
れる。

2

ディレクトリボタンを元に

! 戻したいときは「デフォ
ルト設定」を押そう。

ディレクトリボタンを自由に
カスタマイズ！

Navigator
ButtonEditor
1.2J
ナビゲーターボタンエディター

英語版のネットスケープで
ボタン名を日本語にしても
文字化けしない

+CD-ROM

◎ CD-ROM収録先：
Mac→ Navigator Button Editor 1.2J
ホームページ：
http://www.bridge1.com/
作者： kylar Stein
せっかくボタンがあるのに変えら 日本語化： Bridge 1 Software
種類：フリーソフトウェア
れないのはもったいないですね。
（600円）
自分のページや、毎日見に行くページ
OS：漢字 Talk 7以上

A

を登録できたらもっと使いやすくなるは
ず。実はディレクトリボタンを有効
活用できるソフトがあるんです。

こんなソフトを待っていた！
普段あまり使うことのない
ネットスケープの
ディレクトリボタンを
自分の好みで変えられるのだ。
毎日アクセスするページを
登録しておくととても便利だぞ。

ホームページ：
http://www.privnet.com/
anysdl.html
作者： PrivNet, Inc.
種類：フリーソフトウェア
OS： System 7.5以上

ディレクトリボタンが検索フィールドになる！

AnySearch
Ver.1.0b9
エニーサーチ

追加される検索サイトはAltaVista やExcite、
InfoSeek、YAHOO!など8 サイトだ。
ブラウザーから直接キーワードを入力できるから
気軽に検索できるぞ！

ネットスケープ
が終 了 してい
るのを確認してから、
ホームページからダウ
ンロードした「Any
Search Installer」を
ダブルクリックする。
あとは画面の指示どおりに進め
ばセットアップ完了だ。

1

ディレクトリボタンに
「AltaVista 」や「Excite」
といった8つのサーチエンジンが
登録されているボタンと検索フ
ィールドが追加される。残念な

2
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がら日本語での検索はできない。
ボタンを押し続けるとメニュー
が表示され、サーチエンジンの
切り替えができる。
AnySearch を削除した
! い場合は、
「システムフォ
ルダ」 → 「 機 能 拡 張 」 から
「AnySearch」を削除する。そ
の後マッキントッシュを再起動
すればよい。
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WWWブラウザー強化計画編

プラグインをたく
さんセットアップ
していると、WWW ブラウザーが不安
定になったり、メモリーが足りなくな
ったりと、いろいろな不具合が起きま
すね。でも、削除するのはもったいな
い。ソフトを使って管理しましょう。

A

現在選択しているプラグイン
の「構成」が表示される。

成」機能を使おう。必要なプラ
グインを選び終わったら、メニ
ューバーの「ファイル」から
「プラグイン構成保存...」を選
ぶ。構成の名前を聞いてくるの
で、分かりやすい名前を付ける。
例えばインプレスのホームペー
ジで使うプラグインなら「イン
プレス」などにすればよい。次
回からは、PlugTapper を起動

多数のプラグインも楽々管理！

PlugTapper
Ver.1.2
プラグタッパー

マッキントッシュには、機能拡張ファイルを
管理する「機能拡張マネージャ」という機能がある。
必要なファイルだけをチェックするというものだ。
同じようにプラグインを
◎ CD-ROM収録先： Mac→ PlugTapper
管理するのが
ホームページ：
http://www2.gol.com/users/tomohiko/
このPlugTapper だ！

読み込まないプラグイ
ンを表すアイコン
読み込むプラグインを
表すアイコン

software̲guide/PlugTapper.html
作者：清水友彦
種類：メールウェア
OS：漢字 Talk 7.1以上

したら「構成内容」ポップアッ
プメニューから「インプレス」
を選ぶだけで必要なプラグイン
だけが読 み込 まれる。 また、
「構成」はいくつでも登録でき
るので、サウンド系のプラグイ
ン、ムービー系のプラグインと
いった「構成」を作っておくと
便利だ。

+CD-ROM

「ファイル」メニューか

! ら「初期設定」を選び、
PlugTapper を起動する
とプラグインがセットアッ
プされているフォルダーの場所
を聞いてくる。ネットスケープ
のフォルダー内にある「Plugi n s 」 フォルダーを選 択 して
「Select」ボタンを押せばセッ
トアップ完了だ。

ンドウに表示されているプラグ
インの中から、使わないものを
ダブルクリックする。選び終わ
ったら「終了」ボタンを押す。
「プラグインの構成リストに沿っ
て、実際のプラグインを変更し
ていいですか？」というウィン
ドウが表示されたら「OK」ボ
タンを押す。これでネットスケ
ネットスケープが終了し
ープを起動すれば必要なプラグ
ていることを確認して、 インだけが読み込まれる。
PlugTapper を起動する。ウィ

1

2
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使 わないプラグインは、
新たに作られた「Plugins（disabled）
」フォルダーの
中に移動される。

3

ホームページによって使う
プラグインを変更したい
とき、いちいちプラグインのチ
ェックを付けたり外したりする
のは面倒だ。そんな場合は「構

下図のように設定しよう。上の
チェックはPlugTapper 終了時
にネットスケープを起動する設
定。下のチェックはプラグイン
を入れ替えるたびに表示される
ダイアログボックスを出さなく
する設定だ。

4

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

※注意：プラグインのエイリアスを読
み込むとエラーが表示されるようだ。
もしエラーが表示されているプラグイ
ンがあったら「Plug-ins」フォルダー
を開いて確認しよう。

[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

メモリーを増 や
したり C P U を
高速なものと取り替えたりすれば、
必ず起動が早くなります。でもそん
な予算はないという人のために、と
っておきのソフトを紹介しましょう。

A

不思議なことに、このソフトをセットアップすると
本当にネットスケープの起動が早くなる。
これは同社の「SuperFasst!」という製品のデモ版
ということだ。とにかく、
だまされたと思って一度試してみてほしい！

ネットスケープが超高速になる！

Netscape
Accelerator

ホームページからダウンロ
ードした「NetAcc」を
ダブルクリックするとセットアッ
プが始まる。画面に従ってセッ
トアップが終了すると「スキャ
ンディスク」と「デフラグ」が
始まるので、しばらく待とう。

1

ネットスケープアク

セラレーター

次に右図のウィンドウが
出たら、設定はこのまま
で「OK」を押そう。すると、
デスクトップに多面体の大きな
アイコンが現れる。

2

デスクトップにあるネット
スケープのショートカット
をこの多面体の中にマウスで引
っ張っていこう。デスクトップ
に「 SuperFasst! netscape」
というアイコンができる。これ
をダブルクリックすると超高速
でネットスケープが起動する
ぞ！

3

!!

ホームページ：
http://www.accelerationsw.com/
配布元： Acceleration Software
種類：製品版デモ
OS：ウィンドウズ95

今回のソフトの中で最も謎の多い
「 Netscape Accelerator」 が、 本

実験に使ったマシン

使用前

使用後

コンパック PROLINEA5133

10

4

17

8

27

23

物かどうかを実際に試してみた。
まずコンピュータを再起動した直
後に通常のネットスケープを立ち上

CPU：Pentium/133M/Hz
メモリー：48MB

げて時間を計る。次に「Netscape

秒

秒

Accelerator」をセットアップする。
再起動した直後に「Super

PC-9821 Xa7

Fasst!」で立ち上げて時

CPU：Pentium/75MHz
メモリー：30MB

間を計る。

秒

秒

そしてついに結 果 が判 明 した！
編 集 部 での実 験 で「 N e t s c a p e

PCIn

Accelerator」は右の表のような成

CPU：DX4/66MHz
メモリー：24MB

績をおさめたのだ。

なんと、
3 台の異なるコンピュータで
それぞれネットスケープの
インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
起動が早くなった。
©1994-2007 Impress
R&D
これはどうやら本物らしいぞ！

秒

秒
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ホームページ作成編
4
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ホームページの面倒なこと、全部引き受けます！
画像から好きな色をピックアップ！

HTML
ColorSelect
Ver.1.3
HTML

カラー

これが HTML コードだ
下に色も表示される

セレクト

カラーパレットから色を選べるのはもちろん、
PICT やGIF、JPEG 形式の画像で
使われている色のHTML コードを、
マウスでクリックする
だけで調べてくれるのだ！

+CD-ROM

◎ CD-ROM収録先：
Mac→ HTML ColorSelect
主な入手先：
ftp://ftp.iij.ad.jp/pub/infomac/text/html
作者： Janice Arakaki
種類：
シェアウェア（5ドル）

ホームページの色を指定するコード
で、
「赤」を意味します。ホームペー
ジ作成で色指定が分からないという人に
おすすめのソフトがあります。コードのこ
とは忘れて、絵の具を使うように自由
に色を選んでください。

A

HTML ColorSelect を起
動したら「File」メニュ
ーの「Open」を選び、画像を
選 択 する（「 P I C T 」「 G I F 」
「JPEG」の3 種類が選べる）。
画像が表示されたら、HTMLコ
ードを調べたい色の部分をマウ
スで選択する。ウィンドウが開
き、HTML コードとブラウザー
で見たときの色が表示される。

A
B
C
赤から黒へときれ
いなグラデーショ
ンが付いたバナー
が完成した

文字列をある色から別の色に徐々に
変化させる「グラデーション」を
簡単に作成できる。なんでもないようだが、
これを手作業で作成するのは
大変な苦労になる。ページのデザインには
欠かせないソフトになりそうだ。

E

CD-ROM 内のWin →
F o n t c o l r の中 にある
「hfc」をLhasa などで展開す
る。これをフォルダーごと適当
な場所に保存する。

1

D

+CD-ROM

◎ CD-ROM収録先： Win→ Fontcolr
ホームページ：
http://home1.inet.
HTML フォントカラライザー
tele.dk/theill/
作者： Peter Theill
種類：フリーソフトウェア
OS：ウィンドウズ95

グラデーションを簡単作成！

HTML Font
Colorizer Ver.1.0
258
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プログラムを起動すると
上図のウィンドウが出る。
A に文字を入力する。B で選
んだ色からC で選んだ色へとグ
ラデーションがかかる。D のボ
タンを押せば設定の完了だ。E
のボタンを押して、エディター
などで「張り付け」を選ぶと
HTML コードがコピーされる。

2

[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

すべてのリンク
を 1 つ 1 つクリ
ックしてチェックするのは大変で
すよね。定期的にチェックすると
なると時間も接続料金もばかに
なりません。リンクのチェックは
便利なソフトにまかせましょう。

A

ホームページのデータが入
ったフォルダーのエイリア
スを、
「Big Brother」フォルダ
ー内にある「（Quick Open）」
フォルダーに移動する。

1

リンクエラーをWWWブラウザーに
一括表示！

Big
Brother
Ver.1.1
ビッグブラザー

◎ CD-ROM収録先： Mac→ Big Brother
+CD-ROM
ホームページ：
http://pauillac.inria.fr/˜fpottier/brother.html.en
作者： Francois Pottier
種類：シェアウェア（10ドル）
OS： System 7.5以上

Big Brother は
ホームページのリンクチェックソフトだ。
高速で、しかも細かいエラーの情報が得られ、
これをHTML ファイルに
保存するというすぐれものだ！

の起 動 後 、
2 「BigF i Brother
l e 」 メニューの
「Quick Open」から1 のエイ
リアスを選択する。リンクのチ
ェックが始まる。
リンクのチェックが終わっ
たら「Links」メニュー
から「Hide Valid Links」を選
択する。下図のウィンドウにエ
ラーのあったものだけが表示さ
れる。

3

「 F i l e 」 メニューから
4 「Save
As HTML」を選
択すると、3で表示されたエラ
ーがHTML 形式のファイルに保
存される。

保存されたHTML ファイ
ルをWWW ブラウザーで
表示させ、それぞれのリンクを
クリックするとリンク先がどう
なっているかが分かる。

5

クだけをチェックするか、外へ
のリンクもチェックするかどうか
を選択できる。

「 E d i t 」 メニューの
!「Settings」ウィンドウの
ポップアップメニューで「Link
check options」を選択する。
ここでは自分のページ内のリン

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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さくさくホームページ作成編

X 軸と Y 軸で場所を
指 定 したり、ホット
スポットと呼ばれる領域を作ったり
と難しいことばかりです。こういっ
た作業はソフトに任せましょう。

A

F i l e 」 メニューから
1 「「Open
Graphic」 を選
択して、イメージマップにした
い画像を読み込む。

イメージマップが5分でできる！

ImageMapper
Ver.1.4

リンクはいくつでも設定
することができる。ただ
し一度間違えたら、はじめから
登録し直しだから慎重にやろう。

3

4

リンクの設定が終わった
ら「 F i l e 」 メニューの
「Save as」を選択してこれを保
存する。

イメージマッパー

ImageMapper を使えば、ワンランク上の
仕掛け「イメージマップ」が簡単に作れる。
HTML もボタン1 つで出来上がり。
もちろん、クライアントサイドイメージマップにも
対応しているぞ！

「Tools」ウィンドウか
ら画像に合った図形の形
を選び、リンクを設定したい場
所をマウスで選択する。このと
き「Zoom Display」ウィンド
ウを見ながら作業するとうまく
いく。選択したら
「Object info」
ウィンドウにリンク先のURL を
入力する。

2

+CD-ROM

◎ CD-ROM収録先： Mac→ ImageMapper
ホームページ：
http://www.gla.ac.uk/Clubs/
WebSoc/˜9404524s/creations.html
作者： Stuart Snaddon
種類：シェアウェア（5ドル）
OS： System 7以上

「Image」メニューから
5 「Generate
HTML」を選
び、作成するイメージマップの
種類を選ぶ。ここでは「ClientSide HTML」 を 選 択 し て
「Compile」ボタンを押す。
「Generate HTML」ウ
ィンドウが開いたら、内
容を確認して「Generate」ボ
タンを押す。

6

H T M L が作 成 されたら
7 「Save」ボタンを押す。
保 存 するファイル名 を「 t h e
Map」から「xxx.html」に変
えて画像ファイルとmapファイ
ルと同じフォルダーに保存する。
これでイメージマップは完成だ。
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[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

自 分 のコンピュータでペ
ージの更新作業をしてい
ると、どのファイルが新しいものか分から
なくなってしまいます。サーバーのファイ
ルと比較して、自動的に Web サイトを更
新してくれる便利なソフトを使いましょう。

A

このソフトを使うなら、
サーバーにあるページを丸ごと
自分のコンピュータにコピーしておこう。
このコピーをもとに更新作業を行う。
どのファイルを送ってどれを削除するかは、すべて
ネットロードがやってくれるぞ！

Webサイトを一発更新！

NetLoad
Ver.3.3a
ネットロード

CD-ROM 内のWin →
N e t l o a d の中 にある
「netload」をLhasa などで展
開する。これをフォルダーごと
適当な場所に保存する。

1

プログラム
を起 動 し
たら「NetLoad」
メニューから
「Setup」を選ぼ
う。左図のウィ
ンドウが出たら
「 FTP Server」
タブを選び、サーバー名、ユー
ザーID、パスワードをそれぞれ
記入する。すべて記入したら
「Close」ボタンを押そう。

2

両方のウィンドウにファ
イルが表示されたらD の
ボタンを押す。ファイルの比較
が始まって、新しいものには緑
のチェックが付く。E のボタン
を押すと、新しいファイルがア
ップロードされてWebサイトの
更新が完了だ。

◎ CD-ROM収録先： Win→ Netload
ホームページ：
http://www.aerosoft.com.au/netload/
発売元： Aerosoft
種類：シェアウェア（34.95ドル）
OS：
ウィンドウズ95、NT 3.51、NT 4.0

4

C
+CD-ROM

D

元のウィンドウに戻った
らA のボタンを押して、
自分のコンピュータにあるぺー
ジの保存先フォルダーを選ぶ。
B の欄にはサーバーにあるペー
ジの保存先フォルダー名を記入
する（/docs など）
。これでC
のボタンを押すとサーバーに接
続される。

3

!!

私
に
も
言
わ
せ て

A

B

E

● いたずらメール撃 退 ソフト

をしたら、それがパソコン上の

留守中に猫がいたずらをして

ある電 子 メールソフトから別

音声付き

家計簿に自動的に反映される

いないか、火 事 になっていな

のものに乗り換える際に、ど

たとえば、突然 H なメールが

ソフト。

いかなどを Web サイトで見ら

んな形式のメールボックスでも

上司から届いたら「セクハラ」

●オート地図

れるソフト。

自由自在に変換してくれるソ

ボタンを押すと、即座に「訴え

現在地と目的地の住所を入力

●デスクトップスイッチャー

フト。

てやる！」という音 声

すると最も効率のよい交通手

ボタン 1 つで何種類かのデス

●文字化けーず

が相手のパソコンに届

段 を教 えてくれるソフト。所

クトップを切り替えられるソフ

文字化けの法則をあらかじめ

くというようなメールソフト。

要時間の表示は、自分の歩行

ト。ついでにボタン1つですべ

データとして持 っていて、変

● オンラインショッピング用

速度を数値入力してカスタマ

てのアイコンを一時的に消せ

換ボタンを何回か押している

イズできる。

る。

うちに読める文章に直してく

●マイホームセキュリティー

●電子メール乗り換えくん

れるソフト。

「ザ・貯金通帳」
インターネットモールで買い物
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電子メール
パワーアップ編
5

part

毎日使うものだからもっと快適にしたい！

指定した時間ごとに新着メールをチェックして、
ヘッダーだけを表示してくれる。さらに
プレビュー機能もあるから、
メールソフトを起動せずに内容を読んだり
不要なメールを削除したりもできる。
これは強力だ！

メールソフトを起 動 しておけ
ば、定期的に新着メールをチ
ェックしてくれますが、メモリーの
少ない環境ではこれはあまりお勧め
できません。そこで、もっと小さ
なプログラムにこれをまか
せてしまえばいいのです。

A

タスクバーからメールをチェック！

e-Mail Notify
Ver.1.20
e-Mailノーティファイ

ホームページからダウンロ
ードした「e120w95」を
ダブルクリックするとセットアッ
プが始まる。セットアップが終
了すると下図のウィンドウが開
く。

1

A のボタンを押す
と C の設 定 画 面
が出る。
「POP3 Server」
タブで、サーバー名、ユ
ーザーID、パスワードを
それぞれ記入する。次に
「 C h e c k i n g 」 タブで
「Automatic Checking」
にチェックを付けて、時間を指
定する。これで設定は完了だ。
「OK」を押そう。

ホームページ：
http://www.netsurf.org/˜zic/
作者： Ludovic Dubost
種類：シェアウェア（15ドル）
OS：ウィンドウズ95、NT 3.51、NT 4.0

C

新着メールの
オートチェック

2

A
B

普段はポストのふたが閉じている

E

時間がくるとポストのふたが動き
出 して、新 着 メールのチェック
が始まる

D
最初のウィンドウ
に戻るので、B の
ボタンを押そう。これで
ウィンドウが隠れる。あ
とは設定した時間になる
とタスクバーのアイコン
が動き出して、メールの
チェックが始まる。

3

アイコンが新着メールの
到着に変わったらこれを
クリックしよう。D のウィンド
ウにヘッダーの一覧が表示され

4

262

INTERNET magazine 1997/3

新着メールがあると上図のアイ
コンに変わる。これをクリックす
ると一覧が見られる

る。読みたいメールがあったら
そのヘッダーの上で右クリック
し て E の 「 View Selected
Mail」を選ぶ。これでメールソ

フトを起動せずに、内容が読め
る。不要なメールは「Delete
Selected Mail」を選べば削除
できるぞ。
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[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

メールの山から知りたい
情報を高速検索！

メーリングリストに
入っていて 1 日に何
十通もメールが来ると、どのメールが大事だ
ったかさえ分からなくなってしまいます。そん
なときは、知りたいことをあっというまに見つ
けてくれる検索ソフトを使いましょう。

A

UltraFind
Ver.2.5

ウルトラファインド

UltraFind はマッキントッシュの
定番電子メールソフト「Eudora」の
メールボックス形式に対応している。
大量のメールから高速に目的の情報を
探し出してくれる全文検索ソフトだ！

◎ CD-ROM収録先：
+CD-ROM
Mac→ UltraFind
ホームページ：
http://www.ultradesign.com/ultrafind.html
作者： Steve & Julian Linford
種類：シェアウェア（3,800円）

Ultra Find を起動したら
1 「File
Type」ボタンを押
す。
「 Document List」か ら
「Eudora Email」を選択するA。
「Confined Search」ボ
タンを押す。左側のウィ
ンドウで「システムフォルダ」
内にある「Eudora フォルダ」
（フリー版の場合は「電子メー
ル フ ォ ル ダ 」） を 選 択 し て
「Add」ボタンを押すB。右側
のウィンドウに「Eudora フォ
ルダ」が登録される。

2

「Routines」メニューか
ら「Save Current Settings」を選択して設定を保存
する。次に使用するとき、保存
した設定を読み込めば毎回同じ
設定を繰り返さなくてもよくな
るぞ。

3

検 索 す る に は「 T e x t
Search」ボタンを押して
検索したい項目を入力しようC。

4

C

D

もし、検索したい項目の
日時が分かるなら「File
Date & Time」ボタンを押して
数値を入力するD。

5

設定がすべて終わったら
6 「Scan」ボタンを押す。

A

B

見つかった項目にはオレ
ンジのアンダーラインが付
き、ダブルクリックすればメー
ル全体が読めるぞ。

7
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らくらくFTP
6 活用編
FTP
part

あっと驚く

便利グッズが勢ぞろい！

気になるサイトをしっかり見張る！

Super
Lister
Ver.1.1
スーパーリスター

「窓 の杜 」に代 表 さ
れるような FTP サイトに
は、毎日のように新しいソフトが追
加されています。でも、フォルダー
とファイルだけのFTP サイトの中を
調べるのは大変です。これを自動的
に行うソフトを使うしかありません。

A

J

何百もあるFTP サーバーのフォルダーや
ファイルの情報を記録して、
新しく追加されたものや
削除されたものを教えてくれる。
気になるシェアウェアサイトの新着情報も、
これさえあれば 寝ている間にゲットできるぞ！

左図のウィンドウでJ の
ボタンを押して、次のウ
ィンドウでサーバーの内容を保
存するファイルの名前を付ける。
日付を使って「97130.sld」な
どにして「保存」ボタンを押す。
最後にK のボタンを押すとFTP
サーバーの内容を調べ始めるの
でしばらく待とう。

4

K

別の日に1 から4 まで
の工程をもう一度くり返
す。ただし、4 のファイル名はそ
の日の日付など別のものを付け
よう。

5

L

ホームページから
ダウンロードした
「slistr11」をLhasa な
どで展開する。この中の
「Setup」をダブルクリ
ックするとセットアップが始ま
る。セットアップが終わると右
図のツールバーが出るのでA の
ボタンを押そう。

1

次のウィンドウで「Add/
Edit」を押し、次のウィ
ンドウで「Add Site」を押すと

2

これで2つのファイルが作
成されたはずだ。左図の
L のボタンを押して、最初に作
成したファイルをダブルクリッ
クしよう。

6

ホームページ：
http://home.sprynet.com/sprynet/metal/
配布元： Metal Re-Inforced
SoftwareSolutions
種類：フリーソフトウェア
OS：ウィンドウズ95

A
下図のウィンドウが出る。B に
分かりやすい名前を、C にFTP
サーバー名を、D に自分のメー
ルアドレスをそれぞれ記入する。
すべて記入したらE のボタンを
押そう。

下図のウィンドウで「File
Types」タブを選び、F
の欄に「Program」を、G の
表に「exe」
「zip」
「lzh」をそ
れぞれ記入してH のボタンを押
す。次にI のボタンを押す。

3

B
C

F

D

G

下図のウィンドウで「List」
メニューから「Compare」
を選び、5 で作成したファイル
をダブルクリックする。2つのフ
ァイル（サーバーの内容）の比
較が始まる。新しくサーバーに
追加されたファイルの一覧がM
のウィンドウに表示されるぞ。

7

H
M
E
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[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

デスクトップに
FTP ワープゾーン
ができる！

CD-ROM 内のWin →
O u t b o x の中 にある
「outbx110」をLhasa などで
展開する。これをフォルダーご
と適当な場所に保存する。

1

ほかのインターネットツー
ルに比べると、FTP クラ
イアントの使い方はいまだに難解です。そ
こで、もっと気軽にFTPでファイルを転送
したいという人に、とてもシンプルなアッ
プロード専用ソフトを紹介しましょう。

A

FTP
OutBox
Ver.1.10

+CD-ROM

FTP アウトボックス

この中の「Outbxmgr」
のアイコンをダブルクリッ
クすると下図のウィンドウが出
る。図に従って必要事項を記入
したら「OK」を押す。これで
デスクトップにアイコンができ
る。転送したいファイルをこの
アイコンに重ねるだけでアップ
ロードができるぞ！

2

◎ CD-ROM収録先：
Win→ Outbox
入手先 http://tucows.phoenix.
net/files/outbx110.zip
作者： Yip Mann Fai
種類：シェアウェア（15ドル）
OS：ウィンドウズ95

ユーザーID
パスワード

「こんなに簡単に！」と驚くほど便利なソフトだ。
FTP サーバーを登録しておくと、デスクトップに
お皿の形のアイコンができる。
あとはインターネットに
接続して、このお皿にファイルを重ねるだけ。
本当にすばらしい！

アイコンの名前
FTPサーバー名
転送先のフォルダー名

Dipstick
Ver.1.00ß

WWW ブラウザーのリン
クをマウスで押さえたま
ま、A のウィンドウに引っ張っ
ていく。結果がB のウィンドウ
に表示される。これを繰り返し
て、表示されたリンクをすべて
調査してみよう。

ディップスティック

次々と調査結果が表示され、上から
速い順にならべられる。これを目安に
ダウンロードをしよう

A

B

ドラッグアンドドロップで
転送速度が分かる！

ダウンロードサイトのリンクから、
転送速度の速いものを調べてくれる。
それも難しい操作はまったく必要ない。
ダウンロードの際はこのソフトを
ネットスケープ社のダウンロードペー
忘れずに起動しておこう！
ジなどは、同時に 20 以上の FTP サ
◎ CD-ROM収録先：
イトが表示されます。この中から転送速度
Win→ Dipstick
ホームページ：
の速いサイトを選びます。でもどうやって？
+CD-ROM
http://www.klever.net/
転送速度を簡単に調べてくれ
配布元： Klever社
種類：フリーソフトウェア
るソフトを使いましょう。

A

OS：ウィンドウズ95
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アイデアに
7 脱帽編
part

ありそうでなかった次世代定番グッズ！

カナダまでFAX が
1ページ20円！

インターネットで国際電話をかけ
られる「Net2Phone」というソ
フトは昨年の本誌 11 月号でも紹介し
ました。同じような仕組みで FAX を送
れたら、使用料はかなり安くなるは
ずです。実はすでにこれ
があったのです。

A

Fax
Launcher
Ver.3.00

FAXラウンチャー

A

このサービスを使えば、
インターネットを使って世界約 230 か国に
FAX を送れる。料金も会費は無料で、
使った分だけ払えばよいという
お得なシステムだ。
さらに、10 回だけ無料で試用できるので
ぜひトライしてみてほしい！

ホームページからダウンロ
ードした「faxsav95」を
新しいフォルダの中に保存して
ダブルクリックする。いくつか
のファイルができたら「Setup」
をダブルクリックするとセットア
ップが始まる。上図のウィンド
ウが出たらA のボタンを押す。

1

B
+CD-ROM

右図のウィンドウでB に
電子メールアドレスを、
C に6 文字のパスワードを決め
て、それぞれ記入する。インタ
ーネットに接続していることを
確認して、D のボタンを押そう。

2

試用のためのオンライン
登録が始まるのでしばら
く待とう。手続きが終わると下
図のウィンドウが出るのでE の
ボタンを押す。次のウィンドウ
で「OK」を押せばセットアッ

3

E

C
界中にFAX が送れる
ようになった。

◎ CD-ROM収録先：
Win→ Faxlaunc
ホームページ：
http://www.faxsav.com/
配布元： FaxSav社
種類：無料配布（使用料は別）
OS：ウィンドウズ95

適当なアプリケーション
から「印刷」を選び、プ
リンターの設 定 を「 f a x
Launcher」にして「OK」を
押そう。

5

D
プは完了だ。

4 「コントロールパネルの
プリンタ」 に「 f a x
Launcher」が追加される。こ
れで「印刷」メニューがあるす
べてのアプリケーションから世

下図のウィンドウでF の
欄に、数字だけで「国番
号」
「市外局番から0 をとった
番号」
「電話番号」の順に記入
して「OK」押す。これでFAX
の送信ができるぞ！

6

世界約 230か国に
FAXを送信した際の料金表だ。
国によっては、
驚くほど得になる
j
http://www.faxsav.com/
faxsavinternet/html/rates.html
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[速攻]チューンナップ大作戦

お手軽ソフトで

いますぐできる!

それぞれ単 独
で動 作 してい
るインターネットツールが、1 つの
設定情報を参照できれば、必要事項
を1度記入するだけで済むはずです。
ソフトをセットアップすればすぐに
使える、これがベストです。

A

最近作られるインターネットに関する
ソフトウェアの多 くが、 I n t e r n e t
Configに対応している

イージーライフをめざす設定集中管理ソフト！

InternetConfig
Ver.1.3J
インターネットコンフィグ

これさえセットアップしておけば、
インターネット関連のソフトウェアによくある
電子メールアドレスやサーバーのアドレスなどの
設定を毎回入力せずに済むのだ！

+CD-ROM

◎ CD-ROM収録先： Mac→ InternetConfig-13J
主な入手先：
ftp://ftp.iij.ad.jp/pub/info-mac/̲Internet/
作者： Peter N. Lewis ＆ Quinn ""The Eskimo!""
日本語化：大橋 猛、杉垣信義
種類：フリーソフトウェア
OS：漢字 Talk6（漢字 Talk7以降推奨）

翻訳ソフトを使っていて感
じる不満は、変な日本語と
処理時間の長さでしょう。それ
ならば、面 倒 な手 続 きなしに単
語の意味を教えてくれるソフ
トのほうが便利なはずです。

A

InternetConfigを起動す
ると下図のウィンドウが
開く。
すべての項目を入力する必
要はない。よく使うインターネッ
トのサービスの欄だ
けを埋めればよい。各
設定項目の内容は
●個人情報…名前
や会社名、メールの
署名の設定など
●電子メール…メールアドレス
やパスワードの設定など
●ニュース…投稿する記事に挿
入するヘッダーの設定など
● WWW … WWW ブラウザー
で最初に読み込むページの設定
など
といったものだ。
InternetConfig
に対応しているソフトウェアを
セットアップ
InternetConfig
すると、 各
に対応している
項目に入力
主なソフトウエア
したものが
Anarchie
ソフトウェ
BBEdit
アに反 映 さ
Fetch
れる。
MacTCP Watcher
NewsWatcher
NCSA Telnet
PageSpinner
PerMan Surfer 波乗野郎
URL Manager Pro

◎ CD-ROM収録先：
Win→ Roboword
ホームページ： http://sanoak.co.jp/
発売元：有限会社サン・オーク（12,800円）
種類：製品デモ版
OS：ウィンドウズ3.1、95

+CD-ROM

CD-ROM 内のWin →
Roboword をフォルダー
ごとハードディスクにコピーし
て、この中の「Rw20try」をダ
ブルクリックする。いくつかの
ファイルができたら「Install」
をダブルクリックするとセットア
ップが始まる｡

1

マウスカーソルを載せるだけの
最速電子辞書！

Roboword
Ver.2.0
ロボワード

調べたい単語の上にマウス
カーソルを載せるだけで、
コンピュータに表示される
画像以外の文字なら
なんでも翻訳してくれる。
編集部絶対おすすめの
秀逸ソフトだ！

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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プログラムを起動すると
上図のウィンドウが出る。
あとは調べたい文字の上にマウ
スカーソルを載せるだけだ。英
和と和英のどちらも可能で、ア
イコンの名前も翻訳できるぞ！

2
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