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illustration : Nankin

インターネットに
また 新しい波 が
訪 れようとして
いる。7月19 日
にコミュニケーター 4.01 日
本語正式版、22 日にIE4.0
プレビューリリース 2 と、た
て続けにインターネットブラ
ウザーの最新版が登場した。
「みんなですぐにバージョンア
ップしよう！」と言いたいとこ
ろだが、その前に知りたいこ
とがある。はたして、4.0 に
バージョンアップしたほうが
得なのか。自分に合ったブラ
ウザーはどちらなのか。
今、この緊急企画がすべての
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バージョンアップしたほうが得か？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
2
万
人
に
聞
く
!!

このテーマを考える前に、インターネ

ット利用者が実際にどんなバージョンのWWW ブラウザーを使っているか

を知りたい。そこで、編集部では「フリーウォッチ」の読者を対象にアンケ
ートによる情報収集を行った。約 2 万通の回答をもとに、ユーザーが何を
考え、何を求めているかを考察してみよう。
まず、プラットフォーム別の使用状況を見て
みよう（図 A）
。ウィンドウズ95 では、ついに

図C
●Netscape3からIE4に乗り換える予定はありますか

IE3.0がナビゲーター3.0 を上回ったようだ。た

はい

いいえ

だし、コミュニケーター4.0 の数が多いことを

193

1896

考えると、すでにバージョンアップ済みのネッ

●IE3からNetscape4に乗り換える予定はありますか

トスケープユーザーが相当数いることが推定さ
れる。これに対してIE4.0 のユーザーは意外と

はい

いいえ

305

2327

少ない。マッキントッシュでは、3.0、4.0 とも

図D

に圧倒にネットスケープの勝利。ただし、コミ

●コミュニケーター4.0をセットアップする予定は
ありますか

ュニケーター4.0 ユーザーは意外と少ない。マ

ウィンドウズ95

ック版のIE4.0 PR1の日本語版は、このアンケ

無回答

127

ートの締め切り1 日前にあたる8 月 4 日に発表
された。72 人という数は少ないと見るべきか、
それとも多いと見るべきか。

マッキントッシュ
無回答

はい

5729

いいえ

4976

11
はい

1372

いいえ

658

さらに興味深いのが図B の結果だ。IE3.0 と
ナビゲーター3.0 の組み合わせを筆頭に、圧倒
的多数のユーザーが複数のWWWブラウザーを
使っている。さすがに、IE4.0とコミュニケータ
ー4.0だけの組み合わせというのは全体の2パー

図E
●IE4.0をセットアップする予定はありますか
ウィンドウズ95

セントにとどまる。さらに、このなかでナビゲ

93

ーター3.0だけを使っている人にIE4.0を入れる

図A
●現在使っているWWWブラウザーは何ですか
ウィンドウズ95

マッキントッシュ

659
5842
2766
6775
1725
361

250
1631
505
466
72
120

Netscape 2.x
Netscape 3.x
Netscape 4.x
Internet Explorer 3.x
Internet Explorer 4.x
その他

ウィンドウズ95

マッキン
トッシュ

Netscape 2.x
Netscape 3.x
Netscape 4.x
Internet Explorer 3.x
Internet Explorer 4.x

44

はい

5679

いいえ

5062

いいえ

り換え組み」は少数ということが分かる。
バージョンアップしたいかどうかに関しては、
コミュニケーター4.0では、ウィンドウズ、マッ
クともに「はい」と答えた人が半数を超えた

図F
●4.0にバージョンアップしたい理由

（図 D）
。プレビュー版のIE4.0 でさえ、ウィン

1位

ドウズユーザーの半数以上が「はい」と答えて

2位

いる（図E）
。

3位
4位
5位

いう理由を見てみよう（図 F）
。IE、コミュニ
ケーターともに「最新機能が使いたい」
、
「最新

6位
7位

WWWブラウザーは常に最新のものを 10229
使いたい
4492
新しいHTMLに対応したコンテンツを
見たい
その他の新機能を使いたい
3724
3087
プッシュ型コンテンツを使いたい
新しいメールソフト・ニュースリーダ
2045
ーを使いたい
職場などで導入が決定されている
297
130
自分のホームページの見えかたの確認

のコンテンツが見たい」というのが多い。反対

図B

に、
「バージョンアップしたくない」理由（図

図G

●WWWブラウザー組み合わせベスト10

G）を見てみると、
「今のままで不満はない」と

●4.0にバージョンアップしたくない理由

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

N3
N3
I3
N4
N4
N3
N3
I4
N4
N3

+

I3

+

I3

+
+

N4
N4

+
+

1588

た結果が図 C だ。どちらも極めて少ない。
「乗

それでは、なぜ4.0にアップデートしたいかと

その他

無回答
はい

409

かどうかを、反対にIE3.0 だけを使っている人
にコミュニケーター4.0を入れるかどうかを聞い

マッキントッシュ
無回答

I4
I4

+

I3

3275
2689
2162
826
753
629
488
433
430
349

いう現状肯定派と、
「安定して動作するかどう

1位

かが不安」という慎重派に分かれる。
「何のメ
リットがあるか分からない」というのも深刻な
理由だ。
それでは、これらの貴重な情報をもとに「あ
なたは本当にバージョンアップしたいですか？」
という問いの答えを、この記事の中から見つけ

2位
3位
4位
5位
6位
7位

現在使用しているブラウザーに特に
不満はない
安定して動作するかどうかが不安
セキュリティーに不安がある
バージョンアップするメリットが
よくわからない
操作方法や使用感が変わってしまうのは
避けたい
購入またはダウンロードするのが面倒
自分のマシンのCPUやハードディスク、
メモリーなどが不十分

7451
5612
2625
2569
2433
2065
1794

てほしい。
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自分の
パソコンは
以下の条件を
満 たしている

自分のホーム
ページの見え
かたが、
WWW
ブラウザーご
とにどのよう
に違うのかが
気になる

自分の
ホームページ
を持っている

[Windows の場合]
●CPU ：
Pentium 90MHz 以上
●メモリー：32MB以上
●ハードディスク：
100MB 以上の空き
[Macintosh の場合]
●CPU ：PowerPC
●メモリー：32MB 以上
●ハードディスク：
100MB 以上の空き

WWW
ブラウザーを
お金を払って
購入しても
いい

毎日必ず
チェックして
いるサイトが
あるので、
オート
パイロットを
使いたい

マシンの
買い替え、
メモリー・
ハードディスク
の増設予定
がある

4.0バージョンアップ診断
ネットスケープかインターネットエクスプローラか。バージ
ョンアップするべきか、しないほうがいいのか。迷っている
あなたのためにチャートを用意してみました。あなたの進む
べき道はこれで決定。迷わず次のページへと進んでください。
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両方を
セットアップ
しましょう

4.0

すべての
ウェブページ
を正しく
見たい

セットアップ
したソフトは
きちんと
サポートして
もらいたい

4.0

私は
判官びいきだ

プッシュ型
コンテンツ
を今すぐ
体験したい

4.0
ベータ版を
セットアップ
するのは
いやだ

でもやっぱり
最新の
WWW
ブラウザー
が使いたい

現在お使いの
ブラウザーを
ご利用ください

2.0/3.0
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ネットスケープコミュニケーターは、WWWブラウザーに電子メール（メッセンジャー）、コラボレーショ
ン（コラボラ）
、HTMLエディター（コンポーザー）のそれぞれの機能を統合したインターネットブラウザ

ブW
ラW
ウW
ザ
ー
編

A

ーだ。このうち、WWW ブラウザーは以前と変わらず、ナビゲーターと呼ばれている。ナビゲーターに
は、従来の機能に加えてさまざまな拡張機能が装備された。ツールバー周りなどのインターフェイスの
強化に加え、スタイルシートなどにも対応し、ほとんどのウェブページが表示できるようになった。

ネットスケープ
ナビゲーター4.0

ウェブページを
メールで
送信できる

ナビゲーター 4 . 0 では、
WWW ブラウザーで見て
いるウェブページをそのま
まメールで送ることができ

C

る。結構面白いページが
あって、それを他人に教
えたい場合にも便利だ。

D

ツールバーの
サイズが
ワンタッチで
変更できる

ナビゲーター4 . 0 には、
ツールバー、アドレスバ
ー、リンクバーの3 つの
バーが装備されている。

E

URLの入力が
簡単になる

F

設定の
切り替えができる

これらのバーの左端をク

アドレスバーにURL を手で入

複数のユーザーの同時使用が

リックするだけで、バー

力する場合、アドレスを入れ

考慮されており、設定をまと

を折り畳んで非表示に

ていくと、過去にアクセスし

めた「プロファイル」を複数

することができる。

たURL と一致したところで、

作成することができる。自宅

その後半部分が自動的に入力

と会社などの設定切り替えが

される。

可能。なお、これによってメ

ブックマークの登録が
簡単にできる

ールアカウントも切り替わる。

ブックマークボタンがアドレスバーに付き、
これをクリックして出るメニューから簡単に
ページの登録ができる。使うときにはこのメ
ニューから項目を選ぶだけ。編集用の別ウ
ィンドウを表示させることも可能。

B

G

各コンポーネントが
簡単に呼び出せる

一度訪れたページ
にジャンプできる

ステータスバーにあるコンポー

ナビゲーター4.0 では、ページ

やコラボラ、コンポーザーなど

を前後に進んだり戻ったりす

を簡単に起動できる。このバ

るボタンと履歴メニューが一

ーは、取り外すことで独立し

体になった。ボタンを軽くク

たウィンドウにもなる。また、

リックするとページを前後にた

配置の縦横切り替えも可能。

ネントバーで、メッセンジャー

どることができ、ボタンを押し
続けるとその方向の履歴がメ
ニューとして表示される。
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A

IE4.0 は、ウィンドウズ95 のシェルと統合できるWWW ブラウザー

ウェブページを
メールで送信できる

で、ウィンドウズ95 の中でもウェブの技術を使ってフォルダーやデ

IE4.0 では、現在表示されているウェブペー

スクトップのカスタマイズが行えるというものだ。WWW ブラウザー

ジをメールで送信できる。このとき、ページデ

として、従来の機能を受け継ぎながら、まったく違ったソフトウェア

ータそのものを送るか、URL だけを送るかが選

に生まれ変わった。また、電子メールやコラボレーション用にはアウ

択可能。また、ここからデスクトップにウェブ

トルックエクスプレスと呼ばれるソフトウェアが付属しており、こち

ページのショートカットを置くこともできる。

らも機能が強化されている。

インターネット
エクスプローラ4.0

B

E

ウェブページを
購読できる

IE4.0 には、ウェブページ

URLの入力が
簡単になる

の更新状態をチェックし、
常に最新のページをハー

IE4.0 のアドレスバーはオート

ドディスクに保存しておく機能がある。これは「購読」と呼ばれ、

コンプリート機能を備えてい

URL で指定できるページならどんなページでも登録できる。ダイアル

る。これは、過去にアクセスし
たサイトであれば、
URLを途中
まで入れると、後半部分を補
完してくれるという機能だ。

D

アップIP 接続用に、スケジ

一度訪れたページに
ジャンプできる

ュールに従って接続を自動的
に行う機能も提供される。

「戻る」
、
「進む」ボタンの
横の小さな三角を押すと、
その方向の履歴リストが
メニュー形式で表示され
る。これで前後のページ

C

欲しい情報に
素早く
アクセスできる

F

可能になる。ページ履歴

フレームを一度に
印刷できる

の中での移動は、マウス

IE4.0はページの印刷機能も強

だけで簡単に行える。

化されている。フレームを含

へ一気に移動することが

んだページも、オリジナルの状
態（見た目のまま）での印刷、
指 定 したフレームのみ印 刷 、

新しく装備されたエクスプロ

全部のフレームを別々に印刷

ーラバーは、お気に入り、履

の3 つの方法が選択できる。

歴 、 アクティブチャンネル、
検索のための表示領域だ。お

G

気に入りは、自由に順番を変
更でき、さらに使い勝手が良
くなっている。検索は、現在

セキュリティーを
自由に設定できる

接続先を「イントラネット」、

Yahoo日本語版のみだが、他

「信頼済みサイト」
、
「インター

の検索エンジンにも対応する
予定。履歴は、週ごとにまと

ネット」、「制限付きサイト」

められ、先週見たページとい

の4つのゾーンに分類し、それ

う記憶のあいまいなサイトも見

ぞれに個別のセキュリティー設

つけやすくなった。

定が可能。
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ある調査によると、インターネットでもっとも使われている電子メールソフトはナビゲー
ターに付属のメールソフトだという。ネットスケープコミュニケーターの電子メール機能

電
子
メ
ー
ル
編

はメッセンジャーと呼ばれ、メールの振り分けや暗号化などの機能が付き、大幅に強化

された。また、ユーザーインターフェイスも改良されて、多くのフォルダーが扱いやすく
なり、コラボレーションと電子メールフォルダーを1つのツリーで管理できる。

ネットスケープ
メッセンジャー

A

メッセージの
検索ができる

F

受信したメールの検索機能があり、

スレッド表示ができる

差出人や日付、本文内の文字列
などを条件に検索ができる。複数
の条件を指定することもできるの
で、複雑な検索も可能。なお、こ

D

れとは別にメッセージ内での文字
列検索も行うことができる。

受信メールのリスト

メールの
振り分けができる

を表 示 するとき、
日付や差出人での
ソート表示とスレッド表示が可能。これは、メッセージ

着信メールを分類してフォルダーへ仕分けする「振

とその返信という形でメールを並べ替える方法で、1つの

り分け」機能が装備された。宛先や差出人を条件に

話題に対してのやりとりをまとめて見ることができる表示

して、フォルダーへの転送や「既読」などの状態変

方法。メーリングリストなどでは効果的だ。

更が行える。なお、フォルダーに振り分ける場合に
はあらかじめ転送先のフォルダーを作成しておく。

B

G

アドレス帳への
登録が簡単

添付ファイルが
表示できる

添付ファイルのあるメールは、

受信メールのヘッダー部分に

ヘッダーの横にクリップのアイ

あるメールアドレスは、リンク

コンが付く。これをクリックす

と同様に下線が付く。これを

ると、添付ファイルのアイコ

クリックすると、アドレス帳の

ンがメッセージの下に表示さ

追加ダイアログボックスが開

れる。さらにこれをダブルクリ

き、簡単にアドレスの追加が

ックすることで添付ファイルを

行える。

開くことができる。

C

E

送信の設定が簡単にできる

自動アドレス入力が
できる

H

HTMLメールの
送受信ができる

送信するメールの設定は、送信オプションタブで簡単

アドレス帳にニックネームが登録してあ

一般的なテキスト形式のメールのほかに、
書式などを

に設定できる。タブは宛先入力欄のそばにあり、添付

るユーザー宛のメールを送るとき、宛

付けたHTML 形式のメールが作成できる。画像など

ファイルや優先度などの設定

先欄ではオートコンプリート機能が使

も貼り込むことができるため、より表現力のあるメー

が行える。また、送信するとき

える。ニックネームを途中まで入れると

ルをやりとりできる。アドレス帳で設定しておけば、

にメール本文の形式をHTML

後半部分が補完され、リターンキーで

HTML メールが受け取り可能なユーザーにはこの形

のままで送るかテキストだけに

確定すると、これが登録されているア

式のメールが送られ、そうでないユーザーには、通常

するかの切り替えも行える。

ドレスに変換される。

のテキスト形式のメールが送られる。
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アウトルック
従来のマイクロソフトインターネ

エクスプレスメール

ットメールアンドニュースに代わ

って導入された電子メールとコラ
ボレーションソフトがアウトルッ

クエクスプレスだ。インターフェイスはオフィス97 付属のアウトルック97 に似て
おり、同じような操作で使うことができる。また、HTML メール機能やメール振り
分けなどの機能も使用できるため、インターネットの電子メールを扱う点では、ア
ウトルック97よりも機能が充実している。

A

F

メール振り分け機能の
拡張

メールの振り分け機能を設定する「受
信トレイアシスタント」はインターネッ
トメールにも装備されていた。アウト

他のメールソフトからの
乗り換えに対応

ルックエクスプレスでは、条件にあて
はまるメールをサーバーからダウンロー

アウトルックエクスプレスはインポート機能が充実してお

ドしない設定も可能になり、より柔軟

り、他社のメールソフト（ユードラプロ、ネットスケープ

性が高くなった。

メール）やマイクロソフトのエクスチェンジ、インターネ
ットメールからアドレス帳や受信メッセージを取り込むこ
とが可 能 。 この
ため、アウトルッ

D

メッセージの検索ができる

クエクスプレスへ
の移行が簡単に

アウトルックエクスプレスではメッセージ検索機

行える。

能が強化されており、差出人や宛先、件名、本
文に含まれる文字を条件に検索が可能。このた
め、数多くのメールの中から該当するメッセー

B

ジを簡単に見つけられるようになった。また、受
信日時の範囲を指定しての検索もできる。

スレッド表示が
できる

G

スレッド表示は、メッセージを返

添付画像の
自動表示ができる

添付ファイルで送られてきた画像

答関係でまとめて表示でき、一連

が自動的に表示されるので、
わざわ

の議論を把握するのに便利な表示

ざ画像プログラムを起動する必要

方法だ。特に複数の議論が同時進

がない。複数の画像がある場合、

行するメーリングリストなどで利用

スライドショー表示にすることも可能。

すると、メッセージが読みやすくな
る。もちろん、日付や差出人によ
るソートも可能。

C

アカウントの
切り替えができる

複数のプロバイダーと契約してい
る場合、あるいは会社と自宅など
のように複数のメールサーバーを使
う場合にも対応できる。個々の接
続条件はアカウントとして登録さ
れ、これを切り替えて使う。

E

HTMLメールの
送受信ができる

H

ひな形が使える

画像や文字の書式などを指定できるHTML形式のメ

あらかじめ、画像や背景を指定したひな形が用意されて

ールの送受信ができる。この形式は、従来のリッチ

おり、これらを指定するだけでカラフルなメッセージが簡

テキスト形式より汎用性が高い。送信ウィンドウに

単に作成できる。また、ひな形はHTML ファイルででき

は、書式設定のためのツールバーがあり、書式設定

ており、これを

も簡単に行える。受信メールでリンクをクリックす

自分で作成して

れば、通常のウェブページ同様にリンク先のページ

登録することも

へのジャンプも可能だ。

できる。
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フルスクリーンで
表示できる

受信したチャンネルを、画面一杯
に表示するのがウェブトップと呼ば

今回のバージョンアップで注目を浴びたのが、プッシュ機能を提供する

れる機能だ。ニュースサイトなどを

ネットキャスターだ。8 月 16 日現在、正式版の発表は英語版（4.02）

この表示にしておくと便利だろう。

のみだが、ページを自動収集するオートパイロット機能と、フルスクリ

設定はチャンネルのオプションで
「WebTop」を選ぶだけだ。

ーン表示機能は注目に値する。一刻も早い日本語化を期待したい。

A

チャンネルの選択が
簡単にできる

C

受信したいチャンネルを選ぶには、チャンネ
ルファインダーからプレート表示をクリック

ページの
自動収集ができる

する。そのチャンネルの概要が

ネットキャスターは一定の時間ごとに

表示されるので、あとは

ページをチェックして、内容を自分の

「ADD CHANNEL」ボ

ディスクの中に保存する。チャンネル

タンをクリックする

ファインダーに登録されていないサイ

だけでチャンネルと

トの場合は、
「New」ボタンを押して

プ
ッ
シ
ュ
編

URL を指定すればよい。

して登録される。

アクティブチャンネル

A

多彩な
スケジュールの
設定ができる

B

いよいよインターネットエクスプローラのチャンネル

フルスクリーンで
表示できる

IE の新しい表示オプションが

がその姿を現した。ベータ版とはいえ、ページ更新
の設定のきめ細かさ、スクリーンセーバーとしての
閲覧機能など、すでにその完成度はかなりのものだ。

このフルスクリーン表示だ。チ
チャンネルを更新するタ
イミングは、サーバー側
で用意したCDF と呼ばれ

ャンネルは通常はこのモードで表示されるので、ノートパソコ
ンのような狭い画面でも問題ない。また、通常のページでも
「表示」メニューからこのモードを利用することができる。

るファイルに記述されて
いる。しかし、ユーザー
側でもかなり細かく設定
することができるので、な
るべく自分の都合に合わ
せた設定をしておこう。

C

スクリーンセーバー
にもなる

アクティブチャンネルはスクリーンセー
バーとして見ることもできる。複数のチ
ャンネルを自動的に切り替えながら表
示することもできるので、ニュースサイ
トなどを登録しておくのが便利だろう。
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Web UI
IE4.0 は、「シェル統合をする」の「完

全インストール」を選んでセットアップ

シ
ェ
ル
統
合
編

A

すると、再起動後に立ち上がった画面の
変化に驚かされる。WWW ブラウザーの
バージョンアップだけではなく、ウィン
ドウズ自体のインターフェイスががらりと変わってしまう。IE4.0 は、アクティ
ブデスクトップにチャンネルバーといった新機能のほか、URLを入力できるタスク
バーなど、
インターネットから容易に情報が得られるような環境を提供してくれる。

E

チャンネルバー

PR2 でついに姿を現したチャンネ
ル。日本語版では、初めから9 つ
の番組が提供されている。カスタ

シングルクリック

マイズも簡単で、ウェブサイトにCDF さえ用意されていれ

H
アクティブ
デスクトップ

ば、自分の好きなチャンネルをここに組み込むことができる。
今まで、ファイルやフォルダー

デスクトップ上にウ

を開くにはダブルクリックする

ェブページを表示で

必要があったが、シェル統合

きる。壁紙のようだ

によってシングルクリックでこ

が、WWW ブラウザ

れができるようになる。これは、

ーの機能を持ってい

まるでウェブページのリンクを

るのでリンクをたどる

たどるような感覚だ。

こともできる。この
「窓」は、サイズを

B

自由に変えたり、デ
スクトップの好きな

お気に入り

場所に移動したりで
きる。これを設定す

自分の好きなウェブページや

るには、右クリック

頻繁に見るページを登録でき

の「プロパティ」を

る「お気に入り」がスタート

選 び、 設 定 画 面 の

メニューに加わった。これで、

「Web」タブでURL

WWW ブラウザーを先に起動

を指定すればいい。

しなくても、一発でお気に入
りのページを見に行ける。

C

F

アカウントの
切り替え

拡張タスクバー

スタートメニューに「XXXX ログオフ」

WWW ブラウザーやメールソフトを簡単に

という項目が追加された。1台のコンピ

立ち上げるクイック起動アイコンやアドレス、

ュータを複数の人で使用する場合に、

リンクなどをツールバーに組み込める。アド

ログインしたユーザーに合わせてアウト

レスバーにはURL のほか自分のコンピュー

ルックエクスプレスのメールアカウント

タにあるファイル名も指定可能だ。

などが切り替わる。

D

G

インターネットの
検索

ウィンドウズエクスプローラ
からウェブサイトへアクセス

ウィンドウズのファイルやフォルダーを管理
スタートメニューの検索に「インターネット」が加わった。

する「エクスプローラ」から直接ウェブサイ

これを選ぶと直接検索サイトにアクセスできる。IE4.0 で

トにアクセスできる。アドレス欄にURL を

は、WWWブラウザーのツールメニューにある「検索」で

入力するか、
「インターネット」アイコンの

表示される検索エンジンはYahoo! JAPAN だけだが、こ

下のアイコンをクリックするだけで右ペイン

こから起動すると9 種類の検索エンジンが使える。

にホームページが表示される。
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細部にこそ選択の決め手がある

ネットスケープ
コミュニケーター4.01

インターネット
エクスプローラ4.0 PR2

ネットスケープ
コミュニケーター4.01

電子メール

インターネット
エクスプローラ4.0 PR2

メッセンジャー

アウトルック
エクスプレス

アドレス帳から受取人を選択

○

○

テキスト形式とHTML形式の
切り替え

○

○（自動）

任意のメールから
メッセージを引用

○

×

メールアドレスの
オートコンプリート

○

×
○

■メッセージの作成

WWWブラウザー

ナビゲーター

エクスプローラ

■インターフェイス
戻る、進む拡張メニュー

○

○

テンプレートの使用

○

タブキーによるリンクの選択

○

○

vCardの添付

○

○

ツールバーのカスタマイズ

○

○

送信オプション

TO:、CC:、BCC:、

検索ボタン（表示される
検索サイト）

○（Acaranavi、Exite、
Hole-in-one、infoseek
Japan、Yahoo Japan）

○
（Yahoo Japan）

TO:、
CC:、BCC:、
グル
ープ、
返信先フォロー先

■メッセージの管理
フォルダーの階層化

URLのオートコンプリート機能 ○

○

エクスプローラバー

×

○

ドラッグアンドドロップで
○
ブックマーク
（お気に入り）
を登録

○

ブックマーク
（お気に入り）
の
並べ替え

○

○

コンポーネントの起動

○

○

メールの振り分け

メッセージの検索

■オフラインリーディング
キャッシュからの読み込み

○

オフラインに切り替え

○

○

ページの更新を知らせる

×

○

ダウンロードの
スケジュールを設定

○

○（ネットキャスター
を利用）

○

■HTML対応
HTML 3.2

○

○

カスケーディングスタイルシート ○

○

JavaScriptスタイルシート

×

○

ダイナミックHTML

○

○

ダイナミックフォント

○

×

フルスクリーン
（canvas）
モード ○（HTMLに指定）

●スタイルシート

WYSIWYGエディター装備

○

○

○

○

フラグ（印）
を付ける

○

×

草稿フォルダーに保存

○

○

フォルダーの圧縮

○

○

○（起動時）

○（随時）

項目

名前、
メールアドレス、組
織、市町村、ニックネーム

名前、電子メール、勤務先
電話番号、自宅電話番号

vCardのインポート

×

○

登録

From、Toのメールアド
レスをクリック

From、Toのメールアド
レスを右クリック

×

Eudora Pro
（Light）、
アウトルック、
エクスチェンジネットス
ケープメール
（2.0、3.0）

IMAP4

○

○

LDAP

○

○

署名付きメール

○

○

暗号化メール

○

○

■乗り換え
ほかのメールソフトから
メッセージをインポート

■印刷、送信

238

スレッド表示

アカウントの切り替え

●レイヤータグ、
●スタイルシート

ページの送信

○（編集不可）
選択したフレームを
送信

INTERNET magazine 1997/10

【条件】
差出人、
送信先、
件名、メッセージ本体
添付付きメッセージ、
受信日時
（範囲）

■アドレス帳

○（メニューから）

●選択したフレームを
印刷

【条件】差出人、件名、
本文、日付優先度、状
態、宛先、CC、宛先
またはCC

○
【条件】
宛先、CC、差出人、
件名、アカウント、次の
サイズより大きい場合
【結果】フォルダーに移
動、フォルダーにコピー、
転送する、返信する、サ
ーバーからダウンロード
しない、サーバーから削
除

■複数アカウント

絶対位置指定

ページの印刷

○
【条件】
差出人、
件名、本
文、
日付優先度、状態、
宛先、CC、宛先または
CC
【結果】
フォルダーに移
動、
優先度を変更、削除、
読 んだことにする、ス
レッドを無視、注目スレ
ッド

●選択したフレームを
印刷
●すべてのフレームを
個々に印刷
●フレームを表示され
たとおりに印刷
●リンク先をすべて印
刷
○（編集可）
フレームをすべて送信

■標準プロトコル対応

■セキュアーメール
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一は不完全だが、カスケーディングスタイル

索をする際に指定する「条件」のバリエーシ

り、機能面ではコミュニケーターとIEの優劣

左図の機能比較一覧を見ても分かるとお

シートはどちらでも表示できるようになった。

ョンもメッセンジャーのほうがやや豊富だ。

を決定付けるような「決め手」はない。もち

どうしてもレイヤータグやJavaScriptスタイ

ただし、アウトルックエクスプレスの振り分

ろん、
「チャンネル」と「シェル統合」が使

ルシートを使ったページを見たいなら、当然

け機能に「条件に当てはまるメッセージをサ

いたいならば文句なくIEだ。反対に「ネット

ナビゲーターを使うことになる。ダイナミッ

ーバーからダウンロードしない」というオプ

キャスター」派ならコミュニケーターしかな

クHTML に関しては、ある程度の標準化が

ションが加わったのは注目に値する。これは、

い。でも、多くの人はこれらの新機能よりも、

進むまで2つを使い分けるしかない。

モバイルユーザーにとって強力な味方になる

もっと基本的なWWW

はずだ。

ブラウザーとメールなど

また、プレビューリリ

の基本的な機能のほう

ースということもあって、

が気になるはずだ。

アウトルックエクスプレ

WWW ブラウザーの

スには若干の不具合が

性能の差を見てみると、

残っている。新規メー

IE の「購読」機能がナ

ルの作成時にフォントの

ビゲーターを一歩リード
している。ネットキャス

大きさが変わったり、メ

やりたいことは何かが決め手だ

ッセージの冒頭になぜか

ターにもオートパイロッ

1 文字分のスペースが入

ト的な機能が備わって

ったりする。電子メール

いるが、現在の不安定

に関しては、十分な機

さでは日常的に使うのは難しい。IEの「エク

電子メールソフトは、WWWブラウザー以

能と信頼性から見てもパワーユーザーにはメ

スプローラバー」も強力だ。今まで、影の薄

上に細かな機能に注目したい。メッセンジャ

い存在だった「履歴」がこれによって非常に

ーには、メッセージの作成時における引用の

便利な機能になった。ただし、エクスプロー

容易さ、アドレスのオートコンプリート機能、

きたが、決してこれがすべてではない。やは

ラバーに関しては「ただうっとうしいだけの

宛先指定のバリエーションなど、メールを使

り、ソフトウェア選びには「手触り」のよう

機能」という声も上がっている。

い込んだユーザーには非常にうれしい機能が

な主観的な要素が欠かせない。次のコーナー

満載だ。メールの振り分けやメッセージの検

ではこの点にも注目してみたい。

HTML の表現力はほぼ互角だ。規格の統

1

エクスプローラのセキュ
リティーホールは4.0で解
決されたのか。

2

ッセンジャーがおすすめだ。
ここまで、機能面だけにスポットをあてて

コミュニケーター4.0にも
セキュリティーホールが
発見された。これは 4.01
や4.02で解決されたのか。

3

マイクロソフト社のメー
ルソフトはメーリングリ
ストやニュースグループ
などで不具合が指摘され
ていたが、IE4.0 ではこれ
が解決されたのか。

気になる
あの問題
はどうな
ったの？
セキュリティー、
メールの不具合……

IE のセキュリティーホールとして問

コミュニケーターで発見された最も

アウトルック97 でインターネットメ

題になったのは、ローカルにある実

新 しいセキュリティーホールは、

ールを使う場合に問題になっている

行ファイルを指すリンクを使うと、 「Singapore Privacy Bug」と呼ば

のは、
「リッチテキスト形式」で送信

WWW ブラウザーからプログラムが

れるもので、JavaScript とJava ア

してしまうことがあるという点とメッ

実行できてしまうというものだ。こ

プレットを利用してユーザーが巡回

セージヘッダーがおかしいという2点

れは、ローカルにダウンロードしたコ

したサイトの履歴などを盗み見でき

だ。前者は、アドレスをアウトルッ

ンポーネントを実行するアクティブX

るというものだ。このセキュリティー

クエクスプレスのアドレス帳に登録

では、URL の処理をアクティブX モ

ホールには、8 月 1 日現在、対応版

する際に、
「テキストの電子メールメ

ジュールで処理するために起こる問

が出荷されておらず、設定によって

ッセージだけを送信する」という項

題だ。現在配布されている3.02では、

Java とJavaScript の動作を止める

目をチェックしておけば防げる。メ

実行前にユーザーに確認を促すとい

しかない。

ッセージID の問題は、NETBIOS の

う形をとっていた。IE4.0 では、
「ゾ

JavaScriptだけを使う同様のセキュ

マシン名がドメイン名の代わりに使

ーン」によってコンポーネントの実

リティーホールについては、4.02 版

われるという不具合だった。これに

行と禁止を詳細に設定できるため、

で解決された。

ついては、アウトルックエクスプレス

これを間違わない限り問題はないは

では解決されており、メッセージID

ずだ。インターネットゾーンでは「高」

はサーバーに付けさせるようになった

を選択しておけば、ダイアログが表

ようだ。

示されて実行するかどうかを個別に
判断できるようになる。
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バージョンアップしたいけどここが不安……

ここまで、4.0 の新機能について見てきた。「何ができるか」は、おおよそ分か
っていただけたと思う。でも、冒頭のアンケートにもあったように、まだまだ多
くのユーザーがバージョンアップに「不安」を持っている。そこで、4.0 にまつ
わるさまざまな疑問や不安を一挙にまとめて、できる限りこれに答えてみた。

「バージョンアップしよう」と思ったときの参考にしてほしい。

バージョンアップする前に聞きたいこと！

ラウザー」のダイアログボックスでは、
「いい
え」を押して、IE4.0 の状態を壊さないよう
にしたほうがいいだろう。というのは、IE4.0
はウィンドウズ95のシェルと深く結びつくの

Q1

欲しいものだ。

動作環境を教えて！

で、
「はい」を押すと影響が出ることが予想

なお、ハードディスクは使っているうちにさ
まざまなコンポーネントやプラグインをダウン

ウィンドウズ95 の場合で説

ロードし、キャッシュなども増えてくるので、こ

明すると、必要メモリは16M

の倍ぐらいの空きがあったほうがいいだろう。

バイト（コミュニケーター）
、8M バイト（エ
クスプローラ）
、ディスク容量は最小セット
アップのとき32Mバイト（コミュニケーター）
、
43Mバイト（エクスプローラ）となっている。

Q2

コミュニケーターとIE
両方入れるとき、どちらを
先にセットアップしたほう
がいいのか？

されるからだ。

Q3

2.0から4.0へのアップグ
レードは可能か？
コミュニケーターもIE も基
本的にはアップグレードパッ

ケージではないので、セットアップに際して
以前に使っていたバージョンが問題になるこ

なお、コミュニケーターの場合はパッケージ

現時点では、IE4.0 はベー

とはない。ただし、直前のバージョン以外で

の発売元によって、付属ソフトウェアなどの

タ版なので、ほかのプログラ

は、ブックマークなどの引き継ぎがうまく行

構成が違っており、最低必要ディスク容量

ムにどのような影響を与えるかまったく分か

が異なるので、パッケージ購入の際にはあら

らない。ただ、PR2 からはアンインストール

かじめ確認しておく必要がある。

すると、元に復帰できるようにはなっている

また、CPU は最低でも486 以上のものが

ので、こういう場合、先にコミュニケーター

必要。ストレスを感じない程度に動かすには

われないこともある。

Q4

をセットアップしておいたほうがいいだろう。

ペンティアム 1 3 3 M H z 以 上 がおすすめ。

3.0と4.0を使い分ける
ことはできるか？
ナビゲーター3.0 とまったく別のフ

こうすれば、IE4.0をアンインストールして

ォルダーにセットアップするようにす

CPU がこれ以下、特に486 マシンでは、ス

も、原理的にはコミュニケーターの動作に影

れば、使い分けることは可能。ただし、キャ

ピードが遅いと感じるかもしれない。また、

響を与えることはないはずだ。

ッシュやメールフォルダーなどもまったく別

コミュニケーターとIE 両方をセットアップす

なお、コミュニケーターを先にセットアッ

るのであれば、メモリーも32Mバイト以上は

プした場合、起動時に現れる「普段使うブ

言いたい放題

「だから私は
こっちが好き！」

その1
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になるようにしておかねばならない。また、
このようなやりかたは保証された使いかたで

コンピュータを購入したときに

イズが大きいうえに実行のスピ

プリインストールされていたIE の

ードが遅くなるので、マシンパ

製品版をそのまま使い続けていま

ワーがないと辛いですね。この

す。

意味でも、普段使用している

自宅と携帯用のコンピュータは

自宅や携帯用のコンピュータは

日々頻繁に使うこともあり、安定性の

CPU がDX4 や70X 互換チップというこ

高いIE3.0 のままです。IE4.0 は、使っ

ともあり、今はIE4.0 へバージョンアッ

ている最中にパソコンが落ちはしないか

プする予定はありません。

と、今でも不安を感じています。会社

IE4.0 をセットアップしたあとに、ウ

のデスクに置いているコンピュータには

ィンドウズが起動してファイルを開こう

すでにIE4.0 をセットアップして試用し

としたら、いきなりシングルクリックに

ていますが、ウィンドウズのエクスプロ

なっていたのには驚きました。今は、シ

ーラから直接 URL を打てたり、エクス

ェル統合に慣れてしまったので不都合を

編集人

プローラ自体がIEと同じインターフェイ

感じていませんが、アプリケーションの

井芹昌信

スになったりと、機能面では便利にな

セットアップでOS まで変わってしまう

りましたね。ただ、IE4.0 はファイルサ

のは考えものですね。
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はないので、行うには注意が必要だ。

「C:¥Windows¥Application Data¥

IE は、プログラム構造が複雑で多
数のモジュールからできているため、

使われているだろう。
「wab」がウィンドウズ

Microsoft¥Address Book¥xxxx.

アドレス帳のデータファイルの拡張子なので、

wab」で、xxxx の部分には、ユーザー名が

この拡張子を持つファイルを検索してもいい。

別ディレクトリーにセットアップしても、ウ

バージョンアップしたけれど、
これが分からない！

ィンドウズディレクトリーやシステムディレク
トリーに格納されているモジュールは置き換
えられてしまう。このため、IE3.0 を完全な
形で残したまま、IE4.0 をセットアップする
ことはできない。

Q1

それぞれのブックマークを
共有して使えるのか？

Q5

「アドレス帳」
を別の場所に
保存しておきたい。ファイル
はどこにあるのか？

デートしてもコンポーネントのファイルが残
っていれば、そのまま動く。

Q3

コミュニケーターとIE では、
ブックマークの形式が違うの
で、登録内容の共有は容易ではない。一番

「C:¥Program Files¥Netscape¥

簡単な方法は、URL をコミュニケーター側

Users¥プロファイル名¥abook.nab」

IEの「編集」ボタンを押した
ら、ネットスケープコンポ
ーザーが起 動してしまった。
なぜだろうか？
HTML ファイルの編集プログラム

だけに登録しておき、コミュニケーターのブ

として、コンポーザーが指定されてい

プロファイル名はセットアップのときに作成

ックマークファイル（通常は、C:¥Program

るためだろう。ファイルの関連付けを変更し

した自分のプロファイル名だが、
「Users」フ

Files¥Netscape¥Users の下の各プロファ

て、元の状態に戻す必要がある。これが難

ォルダーの下に1つしかフォルダーがないのな

イルフォルダーにあるbookmark.htmファイ

しければ、フロントパッド（IE4.0）
を再インス

ら、それが自分のプロファイル名に対応した

ル）をIEのお気に入りとして登録してしまう

トールすれば、設定が回復する。

ディレクトリーだ。

ことだ。

Q4

また、コミュニケーターとIE のブックマー

【図 1】

ク機能を置き換えてしまうSiteShare（図

【図 2】

ネットキャスターがちゃんと
動作しないのはなぜか？

1）や、オンラインソフトとしてブックマーク

ネットキャスターは開発途中のプロ

ファイルとお気に入りを変換するソフト（図

グラムなので、まだかなり不安定だ。

2）なども利用できる。

Q2

プラグインやアクティブX
コントロールはバージョン
アップしても使えるのか？

英語版のコミュニケーターと組み合わせても
きちんと動作しないことが多いような状態。
むりやり動かすには、Norton Crash Gard
を使って、致命的エラーから回復させ、動
作を継続させるという方法もあるが、一般的

ナビゲーターと同じフォルダーにセッ

ない。もう少し安定するのを待ってから利用

アクティブX コントロールは、OS
側に登録されるものなので、アップ

言いたい放題

「だから私は
こっちが好き！」

インターネットマガジン編集長

中島由弘

ではないので誰にでもすすめられる方法では

トアップすれば、そのまま使える。

【図 1】SiteShare：
jhttp://www.siteshare.com/stsh32c2.exe
【図 2】QuikLink Explorer：
jhttp://www.quiklinks.com/qlexplr.html

その2

プラグインは、コミュニケーターを

するようにしたほうがいいだろう（英語版の
ネットキャスターは8月15日に正式版がリリ
ースされた）
。

ずっとIE3.0を使っていましたが、仕

も差し支えないでしょう。個人的に

事上の理由でコミュニケーター4.0 英

は、バージョンアップする環境が整

語版を入れてからは、こちらを使って

っている人にはコミュニケーター4.0

います。メールソフトは会社ではUNIX

をすすめますが、そうでなければ、

メール、携帯用コンピュータでは以前

特にバージョンアップする必要はな

はインターネットメールを使っていました。

いでしょう。

この場合、インターネットメールはPOP3 サ

でも、日本語のフォントはIEのほうがきれ

ーバーからメッセージを受信する際にUNIX

いだと思います。ネットスケープの不満な点

メールとの整合性を図るため、ダウンロード

は心なしか不安定のような気がするし、製品

にとても時間がかかり、最悪の場合コンピュ

版はお金がかかることですね。一方、IE4.0

ータが落ちたりしていました。その点、メッ

はOS とWWW ブラウザーを作っているのが

センジャーはこの整合性をとらないため受信

同じ会社なので安心、しかも無料というのが

が速い。それで、携帯用のコンピュータでは

魅力です。簡単にハードディスクの初期化が

メッセンジャーを使い始めたわけです。

できるようになれば、みなさんがIE4.0 を迷

基本的に、単独のメールソフトを使ってい
る人ならどちらのWWW ブラウザーを使って

いなく使えるようになるのですが、今は一部
の人しか楽しめていないのが現状ですね。
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会社と家で使っているマッキントッシュに

言いたい放題

はナビゲーター3.0とIE3.0の両方が入ってい
ます。会社用のウィンドウズはIE3.0 だけで
す。それぞれ、バージョンアップしたいとい

【編集部の声】
コミュニケーター4.0の
ここが好き

う希望はあります。私はマッキントッシュ派

「だから私は
こっちが好き！」

なのですが、世の中がウィンドウズに傾いて
いるので、やっぱりIE4.0 を使わざるを得な
い。新しい技術に対する好奇心もありますか
らね。ただ、ネットサーフィンするだけなら
どちらも3.0 のままでも構わないと思います。
今はマッキントッシュならネットスケープ、
ウィンドウズならIE というように使い分けて
います。ウィンドウズに関しては初心者なの
で、これから旧来のウィンドウズ95のインタ

その3

Q5

●デザインがいい
●ウェブページの表示が速い
●オートコンプリートでURL の入力が簡単
●メッセンジャーの機能が充実
●メッセンジャーでメールの振り分けができ
る（3.0 はできない）
●ブックマークのボタンの位置と登録の容
易さ
●Tab キーでリンクを移動できる

ーフェイスに慣れるより、一気にIE4.0 にバ

編集部内で一番使われていたWWWブラウ

インターネットマガジンAD

ージョンアップして、シェル統合された最新

ザーがこれだ。製品版ということもあるが、

岡田志乃助

のインターフェイスを覚えようかなとも考え

デザインの良さと処理の速さを挙げる人が多

ています。

かった。メッセンジャーの評判も良い。

ネットスケープメッセンジャー
だけを起動する方法は
あるのか？
スタートメニューにアイコンが登録
されている。これを使うとメッセンジ

ャーを直接起動できる。

【図 3】

【図 4】

【図 5】

このアイコンに登録されているのは、「mail」オプションを付けてメッセンジャーの

式設定用のツールバーが表示され（図 5）、

タブ（図 7）で、
「受信したメッセージと同

プログラムを起動する方法で、
「ファイル名

メールに書式を付けてHTMLで送信すること

じ形式で返信する」にチェックを付ける。

を指 定 して実 行 」 に「 C : ¥ P r o g r a m

が可能になる。ただし、相手がHTML メー

HTML メールを使う場合、送信する宛先

Files¥Netscape¥Communicator¥Progra

ルを受け取り可能な設定になっていない場合

はすべてアドレス帳に登録し、HTMLメール

m¥netscape.exe -mail」と入力するのと同

には、テキスト部分のみが送信される。この

が受信できないユーザー宛には、アドレス帳

じだ。

場合、設定した書式などが無効になってしま

の「個人情報」タブにある「テキストの電子

うので、要注意。

メールメッセージだけを送信する」にチェッ

Q6

HTMLメールの
設定のしかたを教えてほしい。

アウトルックエクスプレスでは、
「ツール」メニューの「オプション」

クを付けておくといい。コミュニケーターと
は違い、HTMLメールを受け取れないユーザ

メッセージパネル（
「編集」メニュ

で設定ダイアログを表示させ、
「送信」タブ

ーの場合にオンにする。初期設定ではオフ、
つまりHTMLでメールを送るという状態にな

ーの「設定」
）で「常にHTMLメッセ

を選ぶ（図 6）。ここで、「メール送信の形

ージを送信」を選択する
（図3）
。また、
「詳

式」として「HTML 形式」を選択する。ま

細オプション」ボタンを押して、
「メッセー

た、その右にある「設定」ボタンで「HTML

「メッセージの作成」ウィンドウにあるツール

ジ設定の詳細」ダイアログボックスを表示さ

形式の設定」ダイアログを表示させてエンコ

バー（図8）を使ってメッセージに書式を付

せ、
「HTML メッセージを受信可能な一覧に

ード方法として「なし」を選択し、
「8 ビッ

けることが可能になり、前述の「個人情報」

入っていない受取人に……」の項目で「メ

トの文字をヘッダーに使用する」をオフに、

でテキストメールを送信する設定をしていな

ッセージをテキストのみに変換する」にチェ

「メッセージに画像を添付する」をオンにす

ックを付ける
（図 4）
。または「常に尋ねる」
を選んで、送信ごとに形式を選択することに
してもよい。HTMLメールが受信可能でない

る。また「オプション」ダイアログの「情報」
【図 6】

っているので注意が必要だ。この状態で、

いユーザー宛には、HTML メールが送られる
ようになる。

【図 7】

受取人宛にHTMLメールを送ってしまうと読
めないメールになってしまう。HTML メール
が受信可能な相手のメールアドレスをアドレ
ス帳に登録し「リッチテキスト
（HTML）
メー
ルの受け取りが可能」にチェックを付ける。
この状態で、メールの作成画面には、書
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【図 8】

すでに、IE4.0 とコミュニケーター4.0 の両方を

言いたい放題

【編集部の声】

使っています。会社のパソコン（CPU Pentium

エクスプローラ4.0の
ここが好き

200MHz、HDD 2.5G、メモリ48MB）には仕事
がら両方のWWW ブラウザーを入れています。携
帯用コンピュータはIE4.0 だけをセットアップして

「だから私は
こっちが好き！」

●無料

います。WWWブラウザーはナビゲーターに比べて

●エクスプローラバーが便利

使いやすく、特に新しく追加されたエクスプローラ

●デスクトップがカスタマイズできる

バーで履歴を活用すれば、ブックマークを登録す

●アウトルックエクスプレスでアカウン

る必要がなくなるほど便利です。もともとアウトル

トを複数指定できる

ックエクスプレスが使いたくてIE4.0 を携帯用コン

●アウトルックエクスプレスのスレッド

ピュータにセットアップしました。出張先でメール

機能

を受信する場合、無駄なメールをフィルターによ

●フォントがきれい

ってダウンロードしないようにする機能が役に立ち

その4

編集部

倉園佳三

ます。でも会社のデスクトップでは、メッセンジャ

実際にセットアップしている人はまだ少

ーを使っています。安心して使えるうえに、アドレ

ないが、使い始めるとかなり便利だ。家で

ス帳などの機能が充実していますからね。

アウトルック97を使っている人からは、ア
ウトルックエクスプレスに住所録がインポ

現時点では、両方のWWW ブラウザーをコンテ

ートできたらなおいいという声も上がった。

ンツによって使い分けるのがベストです。

Q10

「Drafts」フォルダーと
「下書き」フォルダーの
使いかたを教えてほしい。
メッセンジャーにある「Drafts」

フォルダーは、作成途中のメールを

【図 10】

保存しておくところだ。メールの作成中に中

【図 9】

断する場合などに、
「ファイル」メニューの

Q7

他のメールソフトから乗り換
えるにはどうしたらいいか？
メッセンジャーの場合、特に移行

送信したメールがおかしい場合、文字コー

「下書きを保存」で「Drafts」フォルダーに

ドセットの状態を確認し、さらにHTMLメー

メッセージを保存しておく（図 12）。なお、

ルが送られているかどうか（HTML だと読め

このメッセージは、あくまでも作成途中の一

ないメールソフトもある）を確認する。

時保存なので、
「Drafts」フォルダー内のメ

のための方法は用意されていないが、

アウトルックエクスプレスを使って

ールを再度編集して送信すると、
「Drafts」

メールフォルダーの形式が俗にmbox形式と

いて、相手に送ったメールが化けて

呼ばれているもので、UNIX のメールがメッ

しまうときは、エンコード方法が違うことが

セージを保存する形式と同じだ。したがって、

考えられる。テキストの場合、
「ツール」メ

これと同じ形式（あるいは似た形式）を持

ニューの「オプション」ダイアログボックス

つソフトであれば、メッセージフォルダーフ

を表示させ、
「送信」タブを選択する。ここ

作成途中で送信メッセージウィンドウを閉じ

ァイルを各ユーザープロファイルの下にある

にテキスト形 式 の設 定 ボタンがあるので、

ると警告が表示され、メッセージが下書きフ

メールフォルダーへコピーすることで、移行

「エンコード方法」を「なし」にする（図10）
。

ォルダーに保存される。この場合も再編集し

これで、本文部分がエンコードされなくなる。

て送信するとメッセージは下書きフォルダー

できる場合がある。
アウトルックエクスプレスでは、イ
ンポート機能（図 9）を使うことで、
他のプログラムで受信したメッセージをアウ
トルックエクスプレスのメールフォルダーへ
取り込むことができる。

Q8

Q9

「セキュリティ」
ボタンには
どのような機能があるのか？
「セキ

フォルダーからこのメッセージが削除されて
しまう。
下書きフォルダーも作成途中のメ
ールを保存するところだ（図 1 3 ）。

から削除される．
【図 12】

【図 11】

ュリテ
ィ」 ボタンは、

メールが化けてしまう。
防ぐ方法 はないのか？

コミュニケーターのセキュリティー関連の設
定や状態表示を行うためのものだ（図 11）
。

受信したメールがおかしい場合、

SSL という規格を使った通信を行う場合の

文字コードセットの設定がまちがっ

動作やメールの暗号化設定などを行う場合

ていないだろうか。
「表示」メニューの「文

に利用する。なお、デジタル証明書などを設

字コードセット」で、
「日本語（自動選択）
」

定した場合、かならずセキュリティーにパス

を選ぶ。

ワードを付けるようにする。
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Q11

セットアップ後に
「一太郎 Ver.7」が
動かなくなってしまった

して、別のマシンから、このファイルを持って

新規にフォルダーを作成してそこに圧縮した

くる。あるいは、一太郎やIE3.01 を再度セッ

フォルダーのメッセージを移動させる。

トアップして、正常に動作するmsvcrt40.dll
を組み込むといい。

すでにコミュニケーターをセットアッ

コミュニケーターの組み込み前ならば、このフ

Q3

IE4.0のシェル統合をやめる
にはどうしたらいいのか？

ァイルを別のフォルダーに保存しておき、コミ

コントロールパネルから、
「アプリ

フォルダーの中の「System」フォルダーに

ュニケーターのセットアップ終了後、保存してい

ケーションの追加と削除」を選び、

ある「msvcrt40.dll」というファイルを削除

たmsvcrt40.dllを元のフォルダーにコピーする。

プしてしまった場合には、
「Windows」

ダイアログボックスでIE4.0 を選択して「追
加と削除」ボタンを押す。IE4.0 をアンイン

やっぱり元に戻したい！

ストールする画面が表示される（図 16）の
で、「Web 統合デスクトップを削除するが
Internet Explorer 4.0 のWeb ブラウザは削

Q1

Q2

アクティブXコントロール
を削除する方法は？

アンインストールの正しい
やりかたを教えてほしい。

「W i n d o w s 」フォルダーにある

コントロールパネルの「ア

「Downloaded ActiveX Controls」
というフォルダー（図 14）を開いて削除し

プリケーションの追加と削除」

除しない」にチェックを付けて「OK」を押
すといい。

Q4

（図15）で該当するプログラムを選択してア

たいコンポーネントを選択し、右クリックで

IE4.0シェル統合でダブル
クリックに戻す方法は？
マイコンピュータの表示メニューで

ンインストールを行う。

「オプション」を選ぶ。この設定ダイ

「削除」を選ぶ。これで、セットアップされ

なお、コミュニケーターで、メールフォル

ているアクティブX コントロールを安全に削

ダーを圧縮してしまうと前バージョンでは読

ここで「カスタム、選択する設定に基づきま

除することが可能。

めなくなってしまうので、圧縮の設定をやめ、

す」を選んで「設定」を押す。
「Web 統合

アログではシェル統合のモード設定ができ、

設 定 」（ 図 1 7 ） で
【図 14】

【図 15】

【図 16】

「シングルクリック時

【図 17】

に選択し、ダブルク
リック時に開く」に
チェックを付 けて
「OK」を押せば、シ
ングルクリックのイン
ターフェイスに戻る。
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【編集部の声】
コミュニケーター4.0
ここが嫌い
・バージョンアップが頻繁で付き

エクスプローラ4.0の
ここが嫌い
・不安定、すぐ落ちる

・面倒くさい

・デザイン、e マーク

・保守的だから

・有料

・ベータ版を入れたくない

・バージョンアップする時間

・メッセージセンターの意味が分

・OS の機能が変わってしまう

合っていられない

からない

・アクティブデスクトップはいらな

・メモリーを多く使う

い

・メールボックスの移行が面倒

・シェル統合したくない

・初めからブックマークに余計な

・一度セットアップしたら後戻り

ものが登録されている

できない

・つまらない機能が多い（コラボ

がない
・安定性を重視しているから
・プッシュなんていらない
・自分のマシンパワーが足り
ない
・まだよく分からない
・今のWWWブラウザーに慣

ラ、コンファレンス）

れている

使う機会が少ないためか、コラボ

プレビュー1 で困った人が多かっ

ラが不人気。3.0 時代の頻繁なバー

たためか、興味はあってもセットア

ジョンアップがユーザーに不評だっ

ップ後の不具合を気にする人が多数。

たのは興味深い。最後はやはり有料

マッキントッシュユーザーは生理的

に尽きるか。

にIE が好きではないようだ。
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・今は必然性を感じない
・周りの評判次第
・インターネットは普通にホ
ームページが見られればよ
い

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ここまで、コミュニケーターとIE4.0をさまざまな角度から比較してきたが、今後も、マイクロソフト社とアップ
ル社の提携によるMacOS へのIE4.0 のバンドル、ネットキャスター正式版の発表など、話題は尽きない。「ど
ちらを選ぶのが得か」の答えを出すためには、もう少し先の事情を見通しておいたほうがよさそうだ。プラット
フォーム対応やコンテンツの充実など、今後の行方を占う要素はたくさんある。

ウィンドウズ98と
IE4.0
ウィンドウズユーザーにとって今最も興味のある話題は、ウ
ィンドウズの次期バージョン「ウィンドウズ98」の発売だろう。
「メンフィス」というコードネームとともに、さまざまな新機能

舞台は
MacOS 8へ
マッキントッシュの最新OSはウィンドウズ98よりも早く出
荷される。おそらく、10 月中には間違いなくユーザーの手に
届くはずだ。マックといえば、これまではネットスケープ以外

が紹介され始めている。当然、このOS には標準でIE4.0 の正

のWWWブラウザーは出る幕なしといった感じだった。しかし、

式版が含まれるはずだ。場合によっては、セットアップしたば

ここにきて大事件が起きた。8 月6 日、マイクロソフト社はア

かりの状態は「シェル統合」になっているかもしれない。ウィ

ップル社に1 億5000 万ドルを投資して、協力関係を結ぶこと

ンドウズ98 で初めてパソコンに触るユーザーには、IE4.0 の

を発表した。おそらく、MacOS 8 には間違いなくIE がバンド

Web UIやチャンネルはあたりまえということになる。他社にと

ルされることになる。ネットスケープ社はますます苦しい展開

ってこれはかなりの脅威になるはずだ。この時、ユーザーはま

を迫られるのか。それとも起死回生の秘策を発表するのか。マ

だWWW ブラウザーを選ぶだろうか。

ックユーザーにとっては大問題だ。

チャンネルVS
ネットキャスター
今後の展開を占ううえで、忘れてはならないのが「チャンネ

インターネットで
バージョンアップ
インターネットが今日のように普及する以前は、バージョン

ルVS ネットキャスター」のプッシュメディア戦争だ。そして、

アップと言えば店頭でパッケージを購入することを意味してい

この戦いの雌雄を決める大きな要素が「コンテンツ」であるこ

た。しかし、すでに、アップデートはインターネットで行うと

とは間違いない。ユーザーにとっては「どんな機能があるか」

いう環境は整い始めている。ネットスケープ社の「スマートア

よりも「どんなコンテンツが見られるか」のほうが重要だから

ップデート」やマイクロソフト社の「アクティブセットアップ」

だ。すでに、日本のコンテンツプロバイダーによってそれぞれ

がもっと進めば、ボタン1 つで最新バージョンに変身するとい

のメディアへの参加が発表され始めている。ネットスケープ社

ったことも不可能ではないはずだ。不具合を修正するための追

には、ぜひこの分野でがんばってほしい。インボックスダイレ

加ファイルも自動的に送られてくる。ユーザーはバージョンア

クトとともにプッシュメディアを制すれば、まだまだ勝利のチ

ップを意識することなく、いつでも最新のツールを使っている。

ャンスはあるはずだ。

そんな時代は決して遠くないのだ。
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