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インターネットエクスプローラを最高に便利にするツールバー
インターネットエクスプローラ
（IE）のツー

Googleツールバー

ルバーは、もともとIEには搭載されていない

jhttp://toolbar.google.com/intl/ja/
フリーソフト
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作者：グーグル

98

Me

NT

Mac

みだ。開発も単独のソフトウェアを制作する

サイズ：459Kバイト

ことに比べれば簡単なことから、現在では非

2000

バージョン：v2.0.114.6

機能を手軽に追加できる、大変便利な仕組

XP

常に多くのツールバーが公開されており、そ

効能：グーグルの全機能をいつでも活用

の総数は数十種類にもなる。主に提供して
いるのはプロバイダーやポータルサイトなど
で、もっぱら自らのサービスをユーザーにより
便利に使って貰うためのツールバーが多い
が、その中からウェブサーフィンに便利なも
のを紹介しよう。
ちなみにIEにインストールできるツールバ
ーは、標準のものを含めて合計16個までだ。
Aグーグルの検索機能を、いつでも、どのページからで
も利用できる便利なツールバー。インストール直後に
表示されているのは最もベーシックな機能のみだが、
ボタンは自由に入れ替えることができる。中でも便利
なのが「ハイライト」ボタン。Googleツールバーの検
索フォームにキーワードを入力してハイライトボタンを
押すと、そのときに表示しているページ内にあるキー
ワードがハイライトされる。

ただし、だいたい10個程度をインストールし
た時点で IE が非常に不安定になることが多
いので、便利だからといってインストールしす
ぎるのは禁物だ。
「Google ツールバー」は、すでに使ってい
るユーザーも多いだろう。テキストボックス
からキーワードで検索するという基本的な使
い方のほかに、イメージ検索やディレクトリー
検索などの多彩なグーグルの検索機能を利

F通常のウェブ検索のほか、国別検索やイメージ検
索、ウェブディレクトリ検索など、グーグルのウェブ
サイトで行える各種の検索がツールバーからもで
きる。また、これらの検索オプションは、ボタンと
してツールバーに登録することもできる。

用できる。グーグルニュースへのリンクボタ
ンや、グーグルの検索順位と密接にかかわ
るページランクの表示、キャッシュや関連サ
イトを表示するページ情報ボタンなど、グー
グルを使ううえで必要と思われる機能はすべ
て備えている。
ツールバーならではの便利な機能が、検索
したサイト内で検索キーワードを強調表示す
る「ハイライト」機能だ。グーグルで検索する
とキャッシュを表示した場合にだけキーワー
ドのハイライト表示ができたが、ツールバー
のハイライトボタンを使えばキャッシュではな
い最新のページでもハイライト表示が可能
になる。ぜひ試してほしい。

良いところ

グーグルの全機能を
ツールバーから利用可能
悪いところ
Aオプション設定に用意されている基本的な機能の設
定。
「BlogThis!」はグーグルが運営するブログサービ
スであるBloggerへのリンクボタンだ。
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Aオプションの詳細タブを利用すればさらに詳細な設定
（機能追加）
が可能。ただし、全部追加してしまうとボ
タンが表示しきれなくなるので、ほどほどに。
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完全に使いこなすには
グーグルの詳しい知識が必要

「マピオンツールバー」は、有名な地図検索

マピオンツールバー

サイトである
「マピオン」

jhttp://www.mapion.co.jp/toolbar/
フリーソフト

95

98

作者：サイバーマップ・ジャパン

Me

NT

るためのツールバー。マピオンのサイトに移動

Mac

しなくてもツールバーから即座に検索して地図

サイズ：123Kバイト

が表示でき、非常に便利だ。ツールバーからプ

2000

バージョン：1.1.1.9

の地図を検索す

XP

ルダウンメニューで表示される都道府県の住所

効能：マピオンの地図検索、操作がワンタッチ

一覧から選択できるのもありがたい機能だ。
マピオンで検索して地図が表示されると、
ツールバーは地図を操作するための「地図モ
ード」に自動的に切り替わる。地図モードで
は、拡大・縮小、スクロールなどの操作がツ
ールバーからできるので、マピオンを常用して
いるユーザーには大変ありがたい。
http://www.mapion.co.jp/

A検索モード
（上）
と地図モード
（下）
という2
種類の機能がある。マピオンを使ってい
るユーザー必携の機能が満載。

良いところ

プルダウンメニューが
使いやすい
悪いところ
Sプルダウンメニューにある住所
一覧と天気が便利。地域によっ
ては交通機関も表示できる。

大きな地図（MapionBB）
を
直接表示できない
IEのツールバーは便利だが、かといってい

ツールバーブックマーク

くつもインストールしてしまうとブラウザーの

jhttp://www.plusplus.jp/toolbar.html
フリーソフト

95

98

作者：プラスプラス

Me

NT

2000

バージョン：1.1.0.2

XP

表示エリアが少なくなってしまって使いにくく
なる。そこで、ぜひ使いたいのがこの「ツー

Mac

ルバーブックマーク」だ。いくつものツールバ

サイズ：120Kバイト

ーを切り替えて、その時々で必要なものだけ

効能：たくさんのツールバーをカンタン管理

を表示させることができる。使い方は簡単
Fツールバーブックマークで、利用した
いツールバーを選択するだけで OK。
ズームもサブメニューから選択できる

で、ツールバーブックマークのメニューボタン
をクリックすると、インストールされているツ
ールバーの一覧が表示されるので、そこから
表示させたいツールバーを選択するだけ。ツ

Sツールバーブック
マークの設定画面の
ズーム機能の設定タ
ブ。マウスやキーボ
ードからのズームなど
詳細に設定できる。

ールバーの並び順も自由に変更できる。
良いところ

ツールバーを
ワンタッチで切り替えられる
悪いところ

ごく稀に切り替えられない
ツールバーがある

2004年9月の人気オンラインソフト情報
人気ソフトトップ10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

名称
+Lhaca
Lhaplus
Sleipnir
Lhasa
OpenOffice.org
'Jw̲cad
'すっきり!! デフラグ
CD Manipulator
DAEMON Tools
LHAユーティリティ32

総ダウンロード数：2437785
ダウンロード数
132797
99865
88059
77245
77074
69359
49738
48401
43793
38751

※'は今月バージョンアップしたソフト

説明
DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト
多数の形式に対応した圧縮・解凍ソフト
カスタマイズ性に優れたタブ型ウェブブラウザー
LZH／ZIP形式対応の一発解凍ソフト
「Microsoft Office」互換のオフィス統合環境
自由に線種をカスタマイズできる2次元CAD
自動的にデフラグに最適化して自動実行する
フリーの国産CDリッピング・ライティングソフト
CD/DVD-ROMイメージファイルを仮想ドライブ化
エクスプローラ風の圧縮・解凍ソフト

Powered by 窓の杜

'9月にバージョンアップした人気ソフトトップ10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

名称
IrfanView
IP Messenger
Explzh
秀丸エディタ
NoEditor
KbMedia Player
WinRAR
Mozilla
Thunderbird
いじくるつくーる

ダウンロード数
27180
24455
21950
21818
21254
19420
16364
14784
14476
14160

説明
音声や動画も再生可能な画像ビューワー
TCP/IPメッセンジャーソフト
エクスプローラ風のファイル圧縮・解凍ソフト
マクロ機能が充実したテキストエディター
比較機能などを搭載したタブ切り替え型テキストエディター
100種類以上のファイル形式に対応したメディアプレイヤー
独自のファイル圧縮形式「RAR」に対応した圧縮解凍ソフト
オープンソースのインターネット関連クライアント
迷惑メール対策機能などを搭載したメールソフト
CPU情報も表示できるウィンドウズカスタマイズソフト

※「人気ソフトトップ10」に含まれているものは除く

窓の杜とは：インプレスの運営するウィンドウズ用オンラインソフトライブラリー＆解説のウェブサイト。jhttp://www.forest.impress.co.jp/
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