最新のオンラインソフトをネットで Get
この連載は、インターネット上で入手できるホットなフリーソフトウェアやシェアウェ
アの話題を紹介するコーナーだ。日々ウェブをさ迷い歩き、パソコン生活を便利にす
るソフトを探し続けているみなさんに、道しるべとなるような最新の情報をお届けし
よう。今すぐダウンロードしたくなるソフトにきっと出会えるはずだ。

Vol.5

今月のバージョンアップ

Winamp がフリーソフトウェアに！
今月の大ニュースは、人気のMP3 プ
レイヤーWinamp がVer.2.50 にバー
ジョンアップして、フリーソフトウェ
アになったことだ（これまでは10ドル
のシェアウェア）
。高性能なソフトウ
ェアがだれにでも無料で使えるように
なったことは素直に歓迎したい。MP3
のほかにWMA などの各種のオーディ
オ形 式 を幅 広 くサポートしている
Winampはプレイヤーソフトのデファ
クトスタンダードとしての地位をます
ます固めることになるだろう。

ソフト名

バージョン

機能

フリー/シェア

URL

1.25.07
1.20.06
2.50
2.38
4.0
8.5F
1.35
1.83
1.40
2.50c
0.9.4

電子メールソフト
電子メールソフト
電子メールソフト
テキストエディター
ダウンロード支援
ペイントソフト
解凍ソフト
FTP ソフト
圧縮＆解凍用 DLL
MP3 プレイヤー
ホームページ更新チェック

シェア4,000 円
シェア2,980 円
シェア3,500 円
シェア1,200 円
シェア20 ドル
フリーウェア
フリーウェア
シェア2,000 円
フリーウェア
フリーウェア
フリーウェア

www.rimarts.co.jp
www.onsystems.co.jp
www.bekkoame.ne.jp/~t.mzaki/
www.emsoft.co.jp
www.getright.com
www.d3.dion.ne.jp/~kiriman/
www2s.biglobe.ne.jp/~lhut32/
www.toxsoft.com/nextftp/
www2.nsknet.or.jp/~micco/micindex.html
www.winamp.com
www.nakka.com

5.3.1
Preview 1.7
3.0Rev3.0.3
1.7.2

ファイルユーティリティー
WWW ブラウザー
テキストエディター
フォトレタッチソフト

シェア5,400 円
プレビュー版
シェア2,500 円
フリーウェア

www.bridge1.com
www3.ali.co.jp/~d62/icab_j/
www.matsumoto.co.jp
hp.vector.co.jp/authors/VA008636/

Win

Becky! Internet Mail
Datula
EdMax
EmEditor
GetRight
Hyper-Paint
LHAユーティリティ32
NextFTP
UNLHA32.DLL
Winamp
WWWC
Mac

File Buddy
iCab
Jedit
Photonick

今月の定番ソフト

お手軽な解凍ソフトを卒業したい人に

LHAユーティリティ32
ファイルの解凍ソフトと言えば、ドラッグアンドドロップでお手軽にできるLhasaの人気が
高い。しかし、圧縮ファイル中の特定のファイルだけを解凍したい場合や、自分で圧縮
ファイルを作成したい場合など、圧縮と解凍を高度に使いこなしたくなるとLhasa では
物足りない。そんな人は、圧縮ファイルの内容をエクスプローラ風のツリーとファイル一
覧で表示するタイプのソフトを使うといい。なかでも高機能なうえにフリーのLHA ユーテ
ィリティ32 がおすすめだ。エクスプローラを拡張して右クリックメニューで圧縮ファイル
を操作する機能もある。なお、別途UNLHA32.DLL やUNZIP32.DLL が必要なので、添
付されたマニュアルをよく読んでインストールしておこう。
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Get It

ドイツ生まれの高速 WWWブラウザー

iCab

Preview Ver.1.7

!

www.icab.de
www3.ali.co.jp/~d62/icab_j/

Mac

ネットスケープナビゲーターとインターネットエクスプローラが「2 大ブラウザー」と呼ばれる
ようになってから久しい。ところがドイツのプログラマーが開発中のWWW ブラウザーiCab を
使ってみると、第三のブラウザーが普及するのも不可能ではないと思わせるほどの実力がある。
日本人サポーターの翻訳による日本語版もあるので試してみよう。

作者： iCab Company
日本語版： Mocha
種別：プレビュー版
動作環境： System 7.5以降

● iCabはこんなブラウザー
iCab は軽量で高機能なブラウザーだ。インストール後のサイズは約2.5M バイトなので
ハードディスクを浪費しない。一方でウェブページの表示に関しては以下のように必要
十分な機能があり、たいていのページは2 大ブラウザーと同様に問題なく表示できる。
●日本語（JIS、シフトJIS、EUC）の表示。
●フレームなどHTML

4.0 で規定されているタグや属性に対応。

● <BLINK> や<MARQUEE> など、ナビゲーターとIE の独自タグに対応。
● Java アプレットの実行（アップルMRJ が必要）
。
● QuickTime を用いた音楽や動画の再生。

ただし、JavaScript とスタイルシートには対応していない。この2つに関しては正式
版までにサポートされる予定だ。正式版では29ドルのシェアウェアとなり、フリー版も
別に用意されるという。

●便利な「画像フィルタ」

「表示」メニューから
「大きさで画像をフィ
ルタ」を選ぶと、大き
めのバナー広告が表
示されなくなる。

iCabが軽快に動作するのは、プログラムサイズが小さいためだけ
ではない。ユーザーが好みによって設定を変えて、すばやくブラ
ウジングできるようにする機能が用意されている。その1つが「画
像フィルタ」で、サイズの大きな画像やURL に「ad」などの文
字が含まれるバナー広告の読み込みをやめて、ページを高速に表
示できるのが便利だ。このほかに「編集」メニューの「環境設
定」では、アニメーションGIF の停止やフレームの表示をオフに
するなど、派手だが重たいページを軽くする設定ができる。
「環境設定」の
「画 像 フィルタ」
でURL に特定の
文 字 を含 んだ画
像 を読 まない設
定ができる。

● HTML 4.0に完全対応
iCab の最大のウリは、インターネッ
トエクスプローラもネットスケープナ
ビゲーターもまだ完全に対応していな
いHTML の標準規格HTML 4.0 をサ
ポートしていることだ。たとえば、右

●使う際の注意点

のページはフォームの部 品 を囲 う
<FIELDSET> タグと<LEGEND> タ

<FIELDSET>タグと<LEGEND>タグ

iCab は日本語表示に対応しているが、文字コードは自

グを使っているが、きちんと表示され

動的に判別してくれない。そのため、シフトJIS で書か

る。作者は標準的なHTMLの普及を

れたページからEUC で書かれたページへ移動すると文字

願っているようで、URL 入力欄の右

化けすることがある。そんなときは、めんどうだが「表

にある顔のアイコンは、厳密なHTML

示」メニューから「文字コード」を選べば正しく表示で

のページでは笑顔になり、間違いが

きる。また、
「My Yahoo!」などのウェブサービスの中に

あると不満顔になる。この顔をクリ

は、ブラウザーの種類を判別して利用できないようにす
るものもある。そんなときは「環境設定」で「自称名」

ックすると、どこに問題があるかを示
す「エラーリポート」が表示される。

顔アイコンをクリックして表示される「エ
ラーリポート」

を「Mozilla」に設定するといい。

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

INTERNET magazine 1999/11

349

カスタマイズが自在な電子メールソフト

EdMax

!
t
I
Get

Win

作者：宮崎年之
種別：シェアウェア 3,500円
動作環境：ウィンドウズ95/98/NT 4.0
CD-ROM収録先： Å Win→ Edmax

Ver.2.50
www.bekkoame.ne.jp/~t.mzaki/

先月号でご紹介したDatula と並んで、最近頻繁に機能アップし、ユーザーが急増して
いる電子メールソフトがEdMax だ。機能の数がとにかく多く、カスタマイズが柔軟に
できるので、自分のメール環境にこだわりたい人にはおすすめだ。Ver.2.50 で5,000
円から3,500円に値下げされたため、コストの点でもリーズナブルなソフトになった。

●ユニークなインターフェイス

●強力なカスタマイズ機能

EdMax を使い始めてすぐに驚く特徴は、そのインターフェ

EdMaxの最大の特徴は、ユーザーが設定できるカスタマイズ項目がとに

イスだ。受信したメッセージをダブルクリックしたり、新規

かく多いことだ。たとえば「ヘッダカスタム表示」では、
「From」や「X-

にメッセージを作成したりすると、新しいウィンドウが開く

Mailer」などのメールヘッダーのどれを常に表示させておくか選択でき

のではなく同じウィンドウ内に表示される。画面はツールバ

る。フォルダーを右クリックして「登録：移動メニューへ」を選ぶと、

ーの下のタブを

メッセージの右クリックで表示

クリックするだけ

される移動先一覧にフォルダー

で切り替えられ

を追加できる。さらにキーボー

るので、ウィン

ドの割り当てやツールバーの並

ドウがどこに行

べ替えなど、変更できない部分

ったか迷うこと

はない。画面の見た目に関して

がなく、操作し

は、色やフォントだけでなく、

やすい。

フォルダーツ
リーのアイコ
ンを自分で用

メイン画面

意した画像に

「 メーラー設 定 」
→「設定 A」

変更できるの
が楽しい。

「メーラー設
定 」 → 「 キー
ボード」

メッセージ作成画面

●ウェブ掲示板が読める
Ver.2.50 の目玉は、ウェブ上の掲示板のメッセージを普通のメールと同じよう
に読み込む機能だ。読み込みだけでなく、メッセージの投稿もできる。ただ

「メーラー設定」→「ツールバー」

し、現在対応しているのはNIFTY SERVEのメンバーズホームページの「メッ
セージボード」のみ。
「アカウント設定」の「種別」で「掲示板」を選んでアカ
ウントを作り、「オプション」メニューの「掲示板グループ」で主宰者の

●フリー版もある
EdMax にはフリーソフトウェアのEdMax フリー
版（Ver.2.30.3F）も用意されている。シェアウ
ェア版との違いは、複数アカウントのフォルダーを
同時に表示できないこと、ウェブ掲示板機能がな
いこと、ニュースリーダーと英文スペルチェッカー
が付いていないことだ。それ以外はシェアウェア版
と同じなので、最も高機能なフリーの電子メール
ソフトと言える。フリー版でEdMaxの機能を味わ

ブラウザーで見た掲示板
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EdMaxで見た掲示板

ってからシェアウェア版を購入するといいだろう。
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オープンソフト開発のMP3プレイヤー

FreeAmp

!
t
I
t
Ge

Ver.1.3.1
www.freeamp.org
FreeAmp はフリーのMP3 プレイヤーだ。MP3 のダウンロードサイトEmusic.com
（旧 GoodNoise）のサポートのもとに、ソースコードを公開して開発されている。音楽
愛好家とソフト開発者のコミュニティーを強く意識して作られたソフトだ。ウィンドウ
ズ版のほかにLinux版があり、マッキントッシュ版のリリースも予定されている。

Win

作者： FreeAmp team
種別：フリーソフトウェア
動作環境：ウィンドウズ95/98/NT 4.0

●シンプルで個性的なプレイヤー

●開発はオープンソース

多くのMP3 プレイヤーのように、FreeAmp もユニークな形をしている。通常はシンプルな

FreeAmp はGPL（GNU Public License）

デザインだが、プレイリスト（M3U ファイル）や複数のファイルを開いたときは、中央の

に基づいて配布されており、だれでもウェブ

「playlist」をクリックすると、曲名一覧がスライド式に伸びて表示される。ボリュームは、

上 からソースコードを自 由 に入 手 して、

曲名表示部の左のつまみをスクロールして調整する。現在のところ日本語の表示には対応し

FreeAmp の開発に参加したり、自分用の

ておらず、ファイル名や曲

MP3 プレイヤーを作ったりできる。また、

名は文字化けしてしまうの

Xing Technology社が提供したMP3デコー

で注意。なお、FreeAmp

ダーも含まれているので、MP3ファイルはど

はMP3ファイルの再生だけ

んな形式でどうすれば再生できるのかも知る

ではなく、インターネット

ことができる。ウィンドウズ版のソースコー

上でのMP3のストリーミン

ドはVisual C++ 5.0でコンパイルできるので、

グシステムSHOUTcast に

腕に覚えのある人はFreeAmpを改造してみ

も対応している。

てはどうだろうか。

ホームページに検索エンジンを付ける

MediaMax

Get It

!

www.ykp.com

Java

自分のホームページに検索機能を付けたいと思っても、プロバイダーの多くはCGI をサポ
ートしていないので、サーバー上 で動 作 する仕 掛 けは作 れない。かといって自 分 で
JavaScriptを書くのも面倒だ。そんなときはフリーのJavaアプレットMediaMaxを使
ってみよう。データファイルを用意するだけで簡単に検索機能付きページができる。

作者： YKP Inc.
種別：フリーソフトウェア
動作環境：インターネットエクスプローラ4
以上、ネットスケープナビゲーター4以上

●データファイルを用意してHTMLを書き換えるだけ
MediaMaxを使うには、まず上記のページからフリーウェア

語句を入力して「検索」を押す。

版をダウンロードして解凍しよう。それから検索対象となる
データファイルを用意する。エクセルで表を作り、保存の際
に「CSV（カンマ区切り）
」を選べばいい。CSV の内容は、
1 列目がジャンプ先のURL で、2 列目以降に検索対象のキ
ーワードを並べていく。
CSV ができたら、付属のサンプルHTML を自分のページに
合わせて書き換える。なかでもJ a v a アプレットを置く

検索結果がリストに表示され、クリック
するとそのページにジャンプする。

search.htm が重要だ。<PARAM> タグでCSV ファイルの名前や検索結果を表示するフレーム名を指
定する。バナー広告を表示させるフレーム名は必ず「banner」となることに注意。あとはアップロード
するだけだ。なお、広告が表示されないシェアウェア版（3,000 円）もある。
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