インターネットツールの最新情報

THIS MONTH'S TOP NEWS
ネットスケープコミュニケーター 4.5
プレビューリリース1公開！
今年末に公開予定のコミュニケーター5.0 の前に、ネットスケープはバージョン4.5 を送り出す。IE
に押されているネットスケープだが、4.5には元祖ブラウザーメーカーの先進的な発想を感じさせる新
機能が搭載された。今月はそのほかに、IE用のアドオンソフトについての話題をお届けする。

コミュニケーター4.5 PR1公開

3ペインとなったメッセンジャー

先月速報したネットスケープナビゲーター

ナビゲーター以外のコンポーネントも4.5

のバージョン4.5 だが、メッセンジャーな

では大きく変わった。中でもメッセンジャ

どそのほかのコンポーネントを含めたコミ

ーのインターフェイスは、現在のメールソ

ュニケーター4.5 のプレビューリリース1 が

フトの主流である3 ペイン形式となり、左

公開された。

側にフォルダーツリーが表示されるように
なった（図 C）
。ニュースリーダーもメッ

Smart Browsing

ı

センジャーに統合され、同一のウィンドウ
で購読できる。また、アウトルックエクス

4 . 5 の目 玉 は、 先 月 お伝 えしたとおり

プレスのように、宛先を入力するときにア

「Smart Browsing」と呼ばれるナビゲー

ドレス帳に同じ名前が複数ある場合、ア

ターの新機能で、ユーザーがインターネッ

ドレスを選択させるダイアログが開く。複

ト上の情報により簡単にアクセスできるよ

数アカウントを同時に扱えないなど惜しい

うにするためのものだ。表示しているペー

点もあるが、使いやすさではアウトルック

ジのテーマに関連した別のページへのリン

エクスプレスと肩を並べるところまできた

クを表示する「What's Related」
（図A）
、

ようだ。

「場所」欄に商品名などのキーワードを入
力すると関連するページにジャンプする

このプレビューリリース1 にはまだ不具合

「Internet Keywords」
（図B）
、子供に見

が多いので、ダウンロードする人は気をつ

せるページを制限できる「NetWatch」の

けてほしい。4.5 の正式版の公開時期は未

3 つの機能からなる。

定だ。

Smart Browsing 以外の新機能としては、
Java 起動の高速化、JavaScript の標準
ECMAScript のサポート、マクロメディア

URL:
http://www.netscape.com/
download/prev.html

フラッシュのサポートがあげられる。
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THIS MONTH'S TOP NEWS 2
インターネットエクスプローラに
「関連」
機
能を付ける アレクサ 2.0 公開
アレクサ2.0とは

エクスプローラバーの拡張

米アレクサ社は、インターネットエクスプ

Alexa Data バーは、IE の「表示」−「エ

ローラ4.0 用のアドオンソフト、アレクサ

クスプローラバー」メニューからも表示さ

2.0（ Alexa 2.0 for Internet Explorer

せることができる。図B と図C は、朝日新

4.0）を公開した。アレクサは、ウェブブ

聞のホームページを表示したときのものだ。

ラウザーが表示しているページのサイト情

「Link」ボタンを押したときの図 B では、

報や関連ページへのリンクを表示するプロ

他の新聞社へのリンクが表示される（ペ

グラムで、ネットスケープナビゲーター4.5

ージによっては、まったく関係のないリン

の「What's Related」機能も、このアレ

クが表示されることもあるのがご愛嬌）。

クサ社の協力により開発されている。

図 C は「Status」ボタンを押したときの

ı

もので、サイトの企業情報、ビジターの

アレクサ2.0の機能

数、
「Votes」ボタンでの投票結果、サーバ
ーの速度や更新頻度などの情報が表示さ

アレクサ2.0 は、IE のウィンドウの下部に

れる。こうした情報は、アレクサ社のサイト

表示されるAlexa バーとエクスプローラバ

が収集し分析した結果をインターネットを

ーに表示されるAlexa Data バーからなる

通して引き出すことで表示されるようだ。

（図 A）
。Alexa バーの「Status」ボタン
は、Alexa Data バーにサイト情報を表示

アレクサ2.0 は無償で公開されており、自

し、
「Link」ボタンは関連ページへのリン

由にダウンロードできる。英語版しかな

クを表示する。
「Link」ボタンの横には簡

く、日本語は正しく表示されないが、ナ

易リンクもある。このほかに、表示してい

ビゲーターの新機能をIE でも味わいたい

るページの「 好 き嫌 い」 を投 票 する

という人は使ってみるといいだろう。

「Vote」ボタン、ページにアクセスできな
い場合にアレクサ社のサイトから読み込む
「Archive」ボタン、ディレクトリーサイト

URL:
http://www.alexa.com/

「Britannica」で検索を行う「Desktop
Reference」ボタンがある。
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マイクロソフト、新メディアプレーヤー公開
マイクロソフトは、これまでのメディアプレーヤー、Active

パックのような形でウィンドウズ98 に追加されるのではないかと

Movie コントロール、NetShow プレーヤーをすべて統合した新

思われる。

しいメディアプレーヤーを発表した。ローカルドライブのファイ

ただし、リアルネットワークス社の最新ストリーミング配信シス

ル（WAV、MIDI、AVI、MOV、MPEG）とインターネット上

テム「リアルシステムG2」やW3C が勧告したSMIL には対応し

のストリーミングコンテンツ（ N e t S h o w や R e a l V i d e o 、
RealAudio）を区別せずに再生できるものだ。いずれサービス

ていない。ウェブブラウザーのようにストリーミングの分野でも
「戦争」が始まりそうな気配である。

URL:
http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/
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