
会社のイントラが Internet Explorer 指定の人に贈る【会社で Grani を使っちまえ！】

★会社が Internet Explorer6.0 指定でタブブラウザが使えない。

　★Firefox に IE_Tab を入れたけど、IE モードじゃリンクを新規タブで開けない。

　　★IE コンポーネントブラウザを入れてみたけど UA で弾かれてアクセスブロックされる。

　　　★仕方なく Internet Explorer6.0 使ってるけど複数のタブが開けなくて凄いストレス。

　　　　★軽くて使い安くて、Firefox や Opera のような操作ができるタブブラウザは無いか。

　　　　　★入れてみたけど設定がよく分からず、結局断念してしまった。
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は　じ　め　に

　最近は会社の PC にセキュリティーやら、ブラウザの指定やらで特定のブラウザ以外でアクセス

すると画面に「アクセス規制中」とか、「アクセスブロック」。「このブラウザでは利用できません」な

どと表示され、使い勝手が考慮されていない Internet Explorer6.0 を使うように仕向けられている。

　しかしながら、ブラウザ依存の社内システムとはいえ、結局は Internet Explorer を指定している

以上、IE コンポーネントブラウザそのもののレンダリング・エンジンは Trident に違いは無い。

　それなのに、中身が同じ Trident であっても、UA（User Agent）によってブラウザが違うと判別さ

れてしまい、IE 系のタブブラウザではアクセスしても見れないという会社もある。

　社内規定に照らせばインストールができない場合もあるが、こと、Internet Explorer を生身で使

えという指定は逆に考えると危険性が高くなり､使い勝手も落ちるという矛盾に悩まされる状態に

あるのが普通だ。大抵は実務経験が浅い本社の IT 担当が配慮に欠けていると言える。

　リンクバーに必要な業務メニューを列挙しておけば、よく使うリンクがすぐに見えるところにある

ので仕事の効率もがるのだ。　このマニュアルでは、純正の Internet Explorer を使えと言われて

いる不遇な方が、こっそり自分だけ仕事の効率を上げちまおうというマニュアルだ。

　会社では止むをえず Internet Explorer を使うように仕向けられている人は、IE コンポーネント・

ブラウザの操作性を一般的な Firefox や Opera などの挙動にカスタマイズしてしまえば自宅と同

様の操作性を継承できて非常に便利である。

　今回は色々とゴテゴテ付いていないフェンリルの Grani（グラニ）を例に挙げて Firefox や Opera

とほぼ同等の使い勝手にしてしまおうというもの。

　Gecko や Presto、WebKit を普段から使っているマニアックな人はこのマニュアルだけで簡単に

カスタマイズできる。明日から会社でいくつもウィンドウを開いてタスクバーが悲惨な状態になるこ

とも無い。
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１．フェンリルから Grani をダウンロードしてこよう。

ダウンロード先はここから：Grani  （グラニ）スウィートでちょっぴりビターなブラウザ  

←ダウンロードされるとこんなアイコンが出る。

　　あとは普通にインストールしよう。

　　くれぐれも一般ユーザーでのインストールはできないので注意

２．一応、インストールの手順も載せておこう

　[続ける]をクリックする

　○使用許諾にサインする

　　　のラジオボタンをクリックして [続ける]をクリック

http://www.fenrir.co.jp/grani/


[インストール]をクリックする

しばらく待つ

インストール完了　[終了]　をクリック



３．Grani を起動する

　←　ショートカットを実行しよう

　　　　　↓　起動した

カスタマイズしよう。　メニューバーの　ツール　→　Graniオプション　を実行

インターネットオプションは IE側の設定だ。

会社の指定するプロクシやポートは IE の設定のままなので現状で接続できている

PC の場合は特に弄る必要は無い。



４．Ｇｒａｎｉを一般的なタブブラウザの挙動にしよう

ユーザーインターフェース

　＞ウィンドウ

□新しいウィンドウをアクティブに

する

これは開いたリンクのタブにフォー

カスが移動してしまうのでＯＦＦに

しょう。

閲覧中に片っ端からリンクをタブ

で開く人はいちいち画面が切り替

わらなくていい。

ユーザーインターフェース

　＞マウスジェスチャ

Firefox にはデフォルトでマウスジェ

スチャは無いが、ここから Grani

でのマウスジェスチャを設定でき

る。

なんかアクション数が少ない気が

するが好きにやってくれ。

私のようにマウスジェスチャが大

嫌いな人はさっさと OFF にしてし

まおう。

検索

　＞カスタム検索ボタン

検索エンジンの候補をここから追

加できる。

Google と Yahoo!とWikipedia とア

マゾンがあれば充分だけど、他

にもいっぱいあるので各自でどう

ぞ。ただ、追加しまくればそれだ

け狭くなるのでほどほどに。



ビュー

　＞Trident

ここから UA を偽装できる。

IE コンポーネント・ブラウザ

なので、現在インストールさ

れている Internet Explorer

のバージョンを選択すれば

良い。

Windows2000 なら NT5.0

XP は 5.1　Vista は 6.0

Ie は各バージョンのことだ。

※UA とは、いま使っているブラウザのタイプの宣言のようなもので、ここから使用ブラウザのタイプを変更したり偽装したりできる。

Grani は中身が IE なので Internet Explorer に変更しても問題無い。　元々は、ブラウザの判定で特定のブラウザを弾いたり、ブ

ラウザのシェアを調査するためのものだが、偽装しても普通に利用できることが多い。

ツールバー

　＞アドレスバー

ここもリンクをクリックしたと

きに開いたページのタブが

前面になるのが嫌な人なら

アクティブにしない方がいい。

□新しいウィンドウをアクティ

ブにする（チェック外す）

これを前面にする時はチェッ

クをそのままにする。

　検索バーの項目と、リンクバーの項目。パネルの各項目にもアクティブにするかしな

いかの選択があるので、アクティブにしたくない人はチェックを外そう。

　とりあえず、これ以下の各項目の挙動も「新しいウィンドウをアクティブにする」という

項目があるので、いちいち開いたリンクを前面にフォーカス移動されたくない人はチェッ

クを外してしまおう。

　通常は新しくできたタブは影でページを読み込んでくれれば、リンクをクリックするた

びに、新しいページが表示されることは無い。Ｇｒａｎｉではこの項目が全て前面に開く

設定になっているので違和感があるが、これを全てＯＦＦにしてしまえば、ページを見

ているときにリンクをクリックをしても影でページを読み込んでくれる。

　もしもリンクをクリックして即座にページを呼び出す必要があるのであれば、このチェッ

クボックスはチェックを入れておこう。

　Ｇｒａｎｉではブラウザのどこからリンクを開くのかによって、個別に前面で開くか開か

ないかの選択ができるようになっている。



５．ホイールクリックでリンクを開き、タブを閉じる

　これは基本中の基本だ。ワンクリックでリンクを新しいタブで開き、そのタブをホイー

ルクリックで閉じるというシンプル操作。

　Firefox や Opera ではこの設定がデフォルトだから慣れている人は Grani の初期設

定に違和感が感じられるだろう。

ホイールクリックで新しいタブを開くという設定

ユーザーインターフェース

　＞マウス割り当て

← OpenLinkNewWindow

　※リンクを新しいウインドウで開く

タブをホイールクリックで閉じるという設定

Dock

　＞タブ
　　　一番下の項目

←ホイールクリック

　[閉じる]に指定

　これで、ホイールクリックでリンクをタブで影に開き、見終わったタブをホイールで閉

じることができる。

　この項目はなぁ・・・マウスの項目にまとめてほしいような気がするのだが？



６．Grani終了時の設定

キャッシュや履歴の破棄

クライアント

　＞終了

ここから終了時のプライバシー

情報をどうするのか設定できる。

結構ゴミが溜まるといけないの

で、後から見ることがあるかも

しれない履歴以外は削除する

ようにしたほうがいいかも。

Grani を常駐させるか、終了させるか。

クライアント

　＞全般

初回起動を高速化するというこ

とは、使っていないのに先にメ

モリに読み込むこと。PC が低

スペックなら OFF にする。

クライアント

　＞タスクトレイ

同じく、上４つは常駐系のチェッ

クボタンだ。使わないときも常

駐すると起動は早くなるがメモ

リを食うので、他のアプリケー

ションのパフォーマンスが落ち

る。

高速でメモリをふんだんに搭載

している PC なら問題は無いが、

非力な PC ならチェックを外そう。

下の２つは最小化したときにタスクトレイに入ってタスクバーがすっきりするし、タスク

バーにファイルを受け渡すと最大化やウィンドウが出るので便利な機能だ。



７．Grani のツールバーをカスタマイズ

　Grani のツールバーは初期状態ではシンプルだが、Firefox 同様に最初は表示され

ていないものがいくつもある。

　ツールバーの上で右クリックしてカスタマイズを選ぶか、表示→ツールバー→カスタ

マイズを選ぶとメニューが出るので表示したいボタンを右側に送ればよい。

　区切り線は、右側の選択位置の上に挿入されるし、上下ボタンで入れ替えも可能な

ので好きに配置しよう。

　以上で簡単ではあるが、当面の利用に於いて特に不便を感じない程度にはなった

だろう。Grani のニュースリーダーは３ペイン式のメールクライアントのような GUI で非

常に見やすく使い勝手も良い。

　ツールボタンの下の余白には URLバーから気に入ったページを放り込むとリンクが

登録できるので、放り込んだ後にプロパティから名前を短く分りやすいものに変更す

るなどすれば更に使い勝手も向上するだろう。

　ここまでやれば、他の一般的なタブブラウザを使用しているユーザーであれば自力

で弄りまくることも容易である。　Internet Explorer 6.0 しか使えないからと諦めるのは

まだ早い。少なくともこれだけ弄っておけば、家で使っているブラウザとあまり大差無

い操作で快適にブラウズできる。



８．クレジット

紹介ソフトウェア

　　IE コンポーネント・ブラウザ　Grani　（グラニ）

　　　　Copyright © 2006-2009 Fenrir Inc. All Rights Reserved 

会社で Grani を使っちまえ！

　　筆者：　あおもりくま （aomorikuma）

　　ウェブ　あおもりくまの何にもね～よ！？

　　

制作環境

　　Windows2000　Professional

　　OpenOffice.org 3.0　Writer

　　スクリーンキャプチャ　WinShot　

　　フォトレタッチ　JTrim

　　ペイントソフト　MS Paint

版
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http://aomorikuma.hp.infoseek.co.jp/

