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2010 年 7 月 15 日

報道関係者各位

Lunascape 株式会社

新機能「なぞり検索」を搭載

Lunascape 6.2 ORION リリース
―新機能に加え、実装方式を一新し、Gecko エンジンのバージョンが選択可能に―

高速ウェブブラウザを提供する Lunascape 株式会社は本日 Lunascape6.2 を公開しました。
Lunascape6.2 はテキストを選択するだけで多様な検索や翻訳が可能な「なぞり検索」を新たに追加しま
した。また、Lunascape の特徴であるトリプルエンジンの中でも人気の Gecko エンジンの実装方式を一
新し、Lunascape 本体のバージョンを変えずに、ユーザ ーが希望する Gecko エンジン 3.5 系
（Firefox3.5 相当）、3.6 系（Firefox3.6 相当）のいずれかのバージョンに入れ替えることが可能となりま
した。また、同じ方式にて Firefox4 系の Gecko エンジンの対応も検討しています。

Lunascape6.2 ORION ダウンロードサイト
http://www.lunascape.jp

新機能「なぞり検索」
ウェブを手軽で便利に使いたいというユーザーの要望に応えて実現し
た「なぞり検索」はテキストを選択するだけで検索メニューを表示する
Lunascape6.2 の新機能です。
「なぞり検索」では１．気になる言葉や文章を左クリックで選択 ２．ボタ
ンを離すと表示される検索メニューから望む検索項目をクリック の 2 動作
で選択しているテキストを対象とした検索を行うことができます。これまで
は、１．気になる言葉や文章を左クリックで選択してコピー ２．右上の検
索バーにペースト ３．望む検索メニューを選択してエンターキー入力 の 3 動作が必要でしたが、より直
感的かつ手早くさまざまな検索が可能となることで、ウェブをさらに積極的に活用いただけるようになりま
す。
な初期設定ではウェブ検索や翻訳など、14 の検索に対応していますが、ユーザー自身が簡単に検索
メニューカスタマイズすることもできます。もちろん、「なぞり検索」機能は Trident、Gecko、WebKit の 3
つのレンダリング・エンジンのいずれでもご利用いただけます。
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「なぞり検索」初期設定メニュー
「なぞり検索」で利用できるメニューは以下の 14 個です。第 1 階層は最初に表示されるもの、第 2 階
層は「その他検索」で表示されるものです。
第 1 階層：ウェブ検索、翻訳、Amazon で検索、楽天市場で検索、ヤフオクで検索
第 2 階層：ニュース検索、つぶやき検索、ブログ検索、動画検索、画像検索、地図検索、路線検索
Gecko エンジンの実装方式一新
豊富な機能とアドオンが利用できる Gecko エンジンは Lunascape でも人気のレンダリング・エンジン
です。しかし、機能やアドオンは Gecko エンジンのバージョン毎に対応状況が異なるため、ユーザーから
特定のバージョンの Gecko エンジンの利用を求めることが Lunascape に寄せられていました。
Lunascape6.2 ではこの要望に応えるべく、Gecko エンジンの実装方式を一新しました
Lunascape6.1 までは、Gecko エンジンのバージョンアップを行うためには Lunascape ごとバージョン
アップする必要がありましたが（左図）、Lunascape6.2 では Gecko エンジンのみバージョンを入れ替え
ることが可能となりました（右図）。
この実装方式によって、Lunascape はぜい弱性対応などのためにバージョンアップした Gecko エンジ
ンを迅速に提供することが可能となります。また、ユーザーが Gecko エンジン 3.5 系、3.6 系のいずれか
の Gecko エンジンを選択して利用することも可能となるため、特定の Gecko エンジンのバージョンでの
み動作するウェブサイトや Gecko アドオンが存在しても Lunascape でご利用いただけることになります。

Gecko エンジン、WebKit エンジンは Lunascape に
固定され、単独でのバージョンアップは不可能で
した。

Gecko エンジンのみでのバージョンアップが可能
となりました。

Lunascape6.2 では Gecko エンジン 3.5.10（Firefox3.5.10 相当）を推奨バージョンとして同梱してい
ますが、7 月 15 日時点では Lunascape の研究開発サイトである Luna Lab より、非推奨バージョンと
して Gecko エンジン 3.6.4（Firefox3.6.4 相当）をダウンロードし、お試しいただくことができます。

Luna Lab : http://ja.lab.luna.tv
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タブの仕様変更および改善
Lunascape6.2 では 9 件のタブに関連する改善・仕様変更を行い、タブを多段表示しない場合の挙動
やインターフェースを大きく改善しました。一行で多数のタブを表示しても快適にタブ切り替えができるた
め、画面の縦幅が小さいネットブックなどでも画面を最大限活用したウェブ閲覧が可能となりました。

改善の一例：タブが一行でおさまらない場合に表示されるスクロールボタンのデザインとレイアウトを修正しました。

Press Release

-Public Relation-

補足資料
Lunascape6.2 では前述の新機能や改善点も含め、35 件の仕様変更や改善、40 件の不具合に
対応しました。詳細は以下の「リリースノート」をご参照ください。
Lunascape6.2 リリースノート
カテゴリ

対象

新機能・改善

全体

内容
なぞり検索機能を新規実装
設定サイドバーで、検索エンジン内の各エンジンと、なぞり検索内の各フォルダ/エンジンで、セパレー
タを追加できるように変更
LunascapeAPI に EnableTabSkin を追加
Lunascape 設定で別の設定を有効化しないと利用出来ない設定は自動的にグレーアウトするよう改
善
一行で全てのタブを表示しきれなくなった直後にタブが 1 つしか表示されない挙動を改善
一行で全てのタブを表示しきれない時に表示される、スクロールボタンのデザイン・レイアウトを改善
一行で全てのタブを表示しきれない時、タブの一覧を表示するボタンを追加
タブ追加時のアニメーションが単一行表示時にも適用されるよう改善

Gecko

Gecko 削除時の設定消去時の確認メッセージ内容を改善
Gecko プラグインをアンインストールした際にユーザー設定データを削除できる機能を実装

WebKit

ディスクキャッシュ機能を実装
WebKit プラグインをアンインストールした際にユーザー設定データを削除できる機能を実装

仕様変更

全体

ブラウザのデジタル署名の名義を Lunascape Corporation に変更
バンドルアプリケーションが 64 bit OS に非対応の場合、バンドルアプリケーション選択画面で当該
アプリケーションがグレイアウト表示するように仕様変更
タブを複数行表示にしない設定にしたときに、タブが一番右からはみ出るときの挙動を変更
一部のダイアログのレイアウトを変更
タブの単一行表示時(Lunascape 設定「数が増えたら複数行表示する」がオフの状態）の挙動を変更
上記変更にともない、以下３点の不具合が解消されました
タブ幅を可変に設定し、段数が 2 段以上になるとタブ追加ボタンが表示されない現象
「多段タブの固定表示をする」と「タブの右にティッカーを表示する」のチェックをオフに設定した
場合、タブの右側空欄の右クリックメニューが表示されない現象
ホイールクリックでタブの復元ができない現象
Lunascape 設定「幅を固定にする」がオフの状態でタブの文字数に併せて伸縮していた挙動を等分割
されるよう変更
タブ表示の変更に伴い Lunascape 設定から以下のタブに関する設定を削除
[タブ – 全般] 「多段タブの固定表示をする」
[タブ – 全般] 「文字数の上限を設定する」
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[デザイン – タブデザイン] 「スキンによりタブを描画する」
[デザイン – タブデザイン] 「テキスト・背景色・グラデーションの設定」
「ツールバー・サイドバーの表示切替」の項目をシフトクリックした際に表示されていたコマンドを表示
しないように変更
お気に入りリストで複数選択し、削除するとした際に確認メッセージが出るように変更
ブラウザバーの「タブを追加」アイコンの項目からタブを追加したとき、デフォルトエンジンで開くように
変更
「クリップボードの URL を開く」、「クリップボードを監視する」利用時にデフォルトエンジンで開くように
変更
ダイアログレイアウトを各国語版で共通に変更
ショートカットメニューのカスタマイズにおけるメニュー名を変更

不具合修正

Gecko

サービスパック適用済みの Windows XP 以降でのみ動作するよう変更

WebKit

Windows XP 以降でのみ動作するよう変更

全体

スキンを変更すると、設定サイドバーにある「その他の検索」アイコンが変更されてしまう現象を修正
設定引き継ぎで、Opera10 を自動検出できない現象を修正
設定サイドバーで、検索エンジンのフォルダの削除メニューを追加
タブを下に表示する設定に変更した際に、すぐに反映されない現象を修正
ユーザー権限のとき、ティッカーの情報推薦・通知機能を利用の「こちら」のリンクがインストールフォ
ルダ直下を指している現象を修正
ユーザー権限のとき、Lunascape 設定の[アカウント] - [LunaID] 内にある「LunaID とは」と「LunaID
の取得」のリンクがインストールフォルダ直下を指している現象を修正
ホイールによるタブ切り替え時のタブの描画速度を改善
タブロックを行った後、タブロックを解除すると Favicon が消える現象を修正
リカバリ機能において、バックアップを削除した後に複数項目同時にチェックが入る現象を修正
アドレスバーを非表示した後にタブを追加すると再表示される現象を修正
デザインスキン切り替え時、タブを閉じるボタンの描画が乱れる現象を修正
タイトルバー上で右クリックを素早く行うと複数のメニューが表示される現象を修正
サイドバーの選択状態によって「お気に入りにまとめて追加」メニューが利用出来ない現象を
修正
タブメニューの「自動更新をすべて解除」が利用出来ない現象を修正
メーラー等の外部リンクからページを開いた際、Lunascape 設定で行ったタブをアクティブ化する条件
が正しく判定されない現象を修正
共有ブックマーク内の共有ブックマークを削除出来ない現象を修正
ポップアップ通知の設定画面が複数立ち上がる現象を修正
「ツールバー・サイドバーの表示切り替え」のツールバー一覧に&が表示される現象を修正
カスタマイズモードにおいてツールバーのリセットを行うとカスタマイズモードが解除される現象を修正
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カスタマイズモードにおいて登録したツールのアイコンがデザインスキンの変更を行うとリセットされる
現象を修正
お気に入りサイドバーのお気に入り右クリックで重複していたショートカットを変更し修正
カスタマイズモードのリンクバーに関する不具合を修正
ORION スキンの「ポップアップ通知」の有効/無効のアイコンが逆に表示されていた現象を修正
Lunascape 設定ダイアログにて、Trident(IE)エンジンの設定ダイアログを表示しても Lunascape 設定ダ
Trident
イアログが表示されたままになる場合がある現象を修正
カスタマイズモードの「メニューの編集」で、表示メニューの(IE ツールバー)(IE サイドバー)を追加すると
再度編集できなくなる現象を修正
無効な IE ツールバーエントリがあるとツールバー一覧に空白項目が追加される現象を修正
タブを下に表示状態で前回終了時のタブを復元に設定していた際、Gecko のタブが含まれると上にタ
Gecko
ブ領域が表示されてから、下にタブが表示される現象を修正
Trident/WebKit エンジン利用時に、Gecko オプション画面が裏に隠れてしまう現象を修正
Gecko エンジンで、右クリック+ホイールスクロールでタブの切り替えができない現象を修正
複数個のタブを素早く閉じると、閉じられないタブが残る現象を修正
Gecko アドオンの RoboForm が動作しない現象を修正
スクリプトの「お気に入りの検索」利用時、検索結果ページがアクティブにならない現象を修正
初回起動時に Firefox から引き継ぎを行った際、再起動時にクラッシュすることがある現象を
修正
Gecko アドオン「Firebug」 をステータスバーからマウスオーバーで起動すると、中身が表示されない
現象を修正
キャレット位置がずれて表示される現象を修正
WebKit、Gecko のタブが複数混在している状況で、タブバー上でマウスホイールのタブ切り替えを行う
WebKit
と WebKit のタブで止まることがある現象を修正
設定した倍率と異なる倍率で表示される現象を修正
WebKit エンジン利用時、編集メニューの「選択されている URL のページを開く」が機能しない
現象を修正
WebKit エンジン利用時、編集メニューの「選択されている単語を Web で検索する」が機能しない現象
を修正
WebKit エンジン利用時、Flash 表示領域でもマウスジェスチャが利用できるように変更

