インターネットツールの最新情報
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THIS MONTH'S TOP NEWS
『インターネットエクスプローラ 4.0
日本語正式版 for マッキントッシュ』
ついに登場！
！

楽しみなバージョンアップ情報から、気になるセキュリティー問題まで、WWW ブラウザーの
動向からは目が離せない。今月から始まったこのコーナーでは、インターネットエクスプローラとネット
スケープコミュニケーターを中心にインターネットツールの最もホットなニュースをお届けする。
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米マイクロソフト社マック開発部門 80 人の手によって作られたIE4.0。最大の特徴
は、ウィンドウズ版 4.01 よりも優れたマック版独自の機能を多く備えていること。
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住所や電話番号、ホームページのURL な
どさまざまな個人情報を記録しておける。

ソースコードの公開をに向けて「mozilla.org」開設

また、送信先グループの作成も個人情報

ネットスケープ社によるコミュニケーター4.0 の無償配布と、次期バージョン5.0 のソースコードの公開は大

アイコンをドラッグアンドドロップするだ

きな話題になった。この発表に続いて、2 月 23 日、公開したソースコードの開発促進や管理を行うための
専任チームおよび、そのウェブサイト「mozilla.org」を開設した。今後、ソースコードの変更や配布に興

け。ここにもMac ならではの操作性が盛
り込まれている。

味がある開発者の中心的な場として機能するとのこと。
mozilla.org のウェブサイトは、ソースコードのダウンロードや改訂版の発表、各種テーマのコラボレーシ
ョンなど、さまざまな情報を共有するためのバーチャルコミュニティーとしての役割を果たす予定。

mozilla.org

URL : http://www.mozilla.org/
IE 4.0 UNIX 版もリリース
マイクロソフト社は2 月 24 日、IE 4.0 のUNIX 正式版をリリースした。プラットフォームはSolaris 2.5 以
降となっている。ウィンドウズ版と同様に、HTML 4.0、ダイナミックHTML、アクティブチャンネルなど
に対応している。
これで、ウィンドウズ、マッキントッシュ、UNIX の3 つのプラットフォームでIE 4.0 が使えるようになった

CD-ROM 収録先

わけだが、Linux 版やBSD 版までサポートするネットスケープコミュニケーターに比べると、今回の発表が
Solaris 版のみとなったのは少々残念だ。今後の対応に期待したい。
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