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ようこそ「We Love Internet People」へ。前号
から始まったこのコーナーは、読者と編集部の
コミュニケーションのページです。WWW サー
バーの人気投票、HTML 投稿など、いろいろな
企画を用意しています。今回は予想に反して
（？）応募は少数でしたが、年が明け、新たな
気持ちでみなさんの参加をお待ちしています。今
月号の募集は182 ページにあります。ふるって
ご参加ください。

L et's Access! more and more
▲▲▲▲

あなたが作ったHTML
ピュータ言語は初めてという徳丸氏が

応募総数 ― 3 件

HTML を担当した。出来映えは80 点ぐ
★ 編集部投票によるベストタイトルは？

らい。もっとパーソナルな情報や漫画を

HomePage of Pablov
International

使ったページ（描いてくれる人募集中）、
ハイパーテキストによる小説も構想中。
★その他の投稿作品

Tokyo Digital Blanket /徳丸英俊、井上智香子

・ FujinoWeb ギャラリー／藤野公一
海外で撮影した風景写真などを集めた

映画・アート・デザインの仕事に関わ
るメンバーが集まるPablov International｡

フォトギャラリー。

TWICS にも英文のホームページをもって

・ハウス大岡山 ／豊島保雄
ねこあり航空機の写真あり。英語と日

いるが（http://www.twics.com/〜

本語が選べる。

TOKUMARU/home.html）、これはその
内容を拡大し、日本語版にしたもの。
井上智香子氏の86 年から92 年までの

ージを始めた理由は、インターネットで

作品を集めたオンラインギャラリーと、映

国民一人が一放送局になるというイメー

画情報、大阪弁の解説がある。ホームペ

ジを自分たちで試したかったから。コン
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投稿作品はすべてインプレスWWW サーバーに
登録しています（詳しくは183 頁）

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

▲▲▲▲

▲▲▲▲

アンケート＆メール

読者が選んだWWWサーバー

応募総数 ― 672 通

応募総数 ―4 件

●この雑誌の創刊号が出た頃、私はち

●インターネットマガジンのCD-ROM は

● 1 位 ―― 1 票

ょうど大学の学科のネームサーバーとメ

フル活用させてもらいました。商用プロ

ールサーバーを立ち上げているときでし

バイダーで自宅のパソコンを接続するノ

STAR Trek Generation Server
http://generations.viacom.com

たので、創刊号の記事が大変役に立ち

ウハウを2 号で勉強し、さっそく契約。

ました。現在は、半分以上遊びで使い、

会社のコンピュータも専用線で接続でき

仕事にどのように活用できるか試行錯誤

るようにIS 部門に申請。これからもイン

している最中です。第2 号も大変おもし

ターネット初心者にもよくわかる記事、

ろかったです。管理者向けの情報も流し

役に立つ付録を大いに期待しています。

てください。

桑原進

大橋史恭 30 歳

27 歳

（s̲ohashi@st.rim.or.jp）

（kuwa@arch.eng.osaka-u.ac.jp）
●当方、セガAM ２研バーチャファイタ

●パソコン通信経由で使い始めたばかり

ー開発チーム内のパブリシティ担当者で

です。コロラド州立大学の図書館の検

す。インターネットや電子メールを使っ

索をして、しみじみ感動しましたが、イ

てパブリシティ活動ができないか日夜考

ンターネット接続していないので、歯が

えております｡貴誌で商業利用のモラル

ゆいばかりです。このアンケート、電子

やマナーについて特集していただければ

メールでの回答が多かったとのことです

幸いです。

が、僕にとってみれば、インターネット

中島靖支 29 歳

（GGH01111@niftyserve.or.jp）

でメールを交換すること自体がまだ驚き
ですから、この回答という行為も快感で
す。

上念省三 35 歳
（GAF05117@niftyserve.or.jp）

★インターネットマガジン読者のデータ
年齢は？

アメリカでヒット中の映画「スタートレ
ック・ジェネレーション」。そのポスタ
ー画像やプレビュー（動画）サウンド
が手に入ります。
（塚田英人）

● 同率 1 位 ―― 1 票
TIMIS Server
http://www.timis.ac.jp
多摩大学のサーバーは、写真が美しい
ので１度見て下さい。手前ミソですが、
斎藤の「ねこサーバー」から、世界中
のねこたちとリンクできます。
（斎藤裕美）

メールアドレスのドメイン

● 同率 1 位 ―― 1 票
アドレスなし
6%
その他
6%

60 代 無記入
50 代
1%
1% 10 代
4%
2%
40 代
10%
20 代
42%

30 代
40%

スミソニアン航空宇宙博物館
http://ceps.nasm.edu:2020/NA
SMpage.html

co
17%

飛行機好きにはたまらないスミソニアン
航空宇宙博物館のサーバー。日本にい
ながらにして見学できます。
（村上俊文）
ac
20%

BBS
30%
ad
0% go
1%

● 同率 1 位 ―― 1 票
Welcome to takaman's theater
http://aqua.cc.kyusyu-u.ac.jp/
takase/index.html

or
20%

第 2 号のアンケートはがきとメールを集計してみたら、こんな結果になった。イン
ターネットマガジン読者は 20 代、30 代の若い人が多い。
メールアドレスのドメイン名を見ると、どんな組織に属しているかがわかる。co
は企業、ac は大学研究機関、go は政府機関。ad はネットワーク管理組織。一番多か
ったのはＢＢＳ経由だ。or は「その他」だが、プロバイダーのダイアルアップサービ
スのアカウントはこれに含まれる。なお、大手パソコン通信サービスは BBS として

九州大学情報工学科島崎研究室の高瀬
純弥さんのホームページ。おみくじ、迷
路、時刻表があります。迷路を抜ける
と勝者として名前を載せることができま
す。
（山本仁）
★小数のご応募ありがとうございました！

分類を別にした。
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▲▲▲▲

企 画・投 稿 お待 ちしています。
宛先 アドレス

A

ipm a g - box @ im pres s . co . jp

B

あなたが作ったHTMLタイトル

読者が選ぶWWWサーバー

HTML エディタでWWW サーバー作品を作るのはそんなに

読者が選ぶWWW サーバーを紹介。あなたがネットサーフ

難しいことではありません。しかし、現状ではIP 接続して

ィンで見つけた傑作サーバーを、編集部に教えてください。

いないと事実上インターネットに発信できません。そこで、

掲載は、人気の高い順に紹介していく予定ですが、編集

編集部が読者に変わって作品を全世界に発信して差し上

部がユニークと思ったものは（独断と偏見で）掲載しま

げます。メールの１行目に#html-title とだけ書いて、送っ

す。メールの１行目に#best-www と書いて、送ってくだ

てください。応募要領を返送します。

さい。応募フォームを返送します。

C

D

あなたの企画

原稿

E

アンケート

「読者が企画するページ」
（184 頁）へ

読者の投稿ページを予定しています。

はがき以外にも、電子メールで読者ア

アイデアをお寄せ下さい。あなたが知

あなたの原稿を編集部まで送ってくだ

ンケートを行っています。メールの本

りたいこと、おもしろいと思うこと、

さい。編集部で審査の上、掲載しま

文１行目に#enquete と記入し送って

などの企画を送ってください。一番有

す。たとえば、ツールの使いの必殺技、

ください。対応する記入フォームを返

意義なものを選び、実現して差し上げ

ナビゲーション・テクニック、新作ソ

信します。また、新たにインプレス

ます。メールの１行目に#ipmag-plan

フト、裏情報などなんでもっけこうで

WWW サーバーでもアンケートを開始

と書いて送ってください。応募フォー

す。面白いもの、役に立つものを待っ

しました。ご意見、ご感想をお寄せく

ムを返送します。

ています。

ださい。

▲▲▲▲

プレゼント
A 〜 D に応 募 してくれた方 にはもれなく、E は抽 選 で紹 介 商 品 またはインプレス・ ノベルティグッズを差 し上 げます。

名
B サンマイクロシステムズ・ペーパーナイフ3
提供：サンマイクロシステムズ

C
182

ニフティサーブ・テレホンカード5 名
提供：ニフティ
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D 伊達公子フォトマガジン・デジタルブック入門
20 名 提供： NEC（PC-9800 用）

名
A サンマイクロシステムズ・カレンダー5
提供：サンマイクロシステムズ

E
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チューチューマウスT シャツ、マウスパッド、布
製バッグ：各 5 名

▲▲▲▲

インプレス W W W サーバー
新 企 画 続 々スタート
●インプレスWWW サーバーのアクセス先：

●インプレスFTP サーバーのアクセス先：

http://www.impress.co.jp

ftp://ftp.impress.co.jp
Script started on Tue Nov 1 23:09:25 1994
% ftp impress.co.jp
Connected to impress.co.jp.
220 impgw.impress.co.jp FTP server (Version wu-2.4(1)
Fri Oct 28 12:50:17 JST 1994) ready.
Name (impress.co.jp:nakajima): anonymous
331 Guest login ok, send your complete e-mail address
as password.
Password:
230======================================================

インターネットマガジンの発行会社であ
るインプレスでは、WWW サーバーを開局
中です。インターネットマガジンとも連動し

バーでも読むことができます。

では、CD-ROM 収録ソフトの最新版なども

●私が作ったHTML タイトル公開

フォローしていきます。

読者から投稿されたHTML 作品を、随時

●新着ファイル
TEX for Windows 最新版（ patch ２）、

登録していきます。本誌で紹介できなかっ

た楽しいコーナーを用意しています。
新企画、現在の見どころは次の通り。
●日本全国WWW サーバーカタログ
国 内 で開 設 されている 1 1 0 あまりの

た怪作が見られるかもしれません。

Win32S、カメレオンの最新版を新たに登録

●アフターケアー読者からのお知らせ

しました。

インプレスが発売している雑誌や書籍に

●新しい情報を見るなら直接ここへ

WWW サーバーを紹介しています。

ついて、発売後、変更になった事柄や訂正

http://www.impress.co.jp/whatsnew/ind

●「吉村 伸のようこそインターネットへ」

をより早く読者にお知らせするためのコーナ

ex-jp.sjis.html

本誌 154 ページに掲載している対談をサー

ーです。インターネットマガジンのコーナー

▲▲▲▲

AFTERCARE
本 誌 前 号 で次 のような誤 り、および発 売 後 の変 更 がありました。
●特集WWW 大航海記
モザイクコミュニケーションズ（Mosaic
Communications）は、ネットスケープコミ
ュニケーションズ（Netscape Communications）に社名変更になりました。 また、同社
の最新版のWWW ブラウザ「Netscape 0.9」
は「Netscape 0.96」にバージョンアップして
います。
●その他 本文訂正
・前号39 ページ
＜誤＞
目的のリソースはココ！
ftp://ftp.iij.ad.jp/network/Windows/
ftp://ftp.iij.ad.jp/network/Macintosh/
＜正＞
目的のリソースはココ！
ウィンドウズ用：
ftp://ftp.iij.ad.jp/pub/network/WWW/Web
/Windows/viewers
マッキントッシュ用：
ftp://ftp.iij.ad.jp/pub/network/WWW/Web
/Mac/Helpers
・前号45 ページ上から4 行目

＜誤＞
ftp.tokai-ic.ac.jp
＜正＞
ftp.tokai-ic.or.jp
なお、このマシンはFTP でつながりにくいこ
ともあります。時間を変えるなどして何度か
試してみてください。
・本誌139 ページ
BEKKOAME の問い合わせ電話番号が誤って
いました。
＜誤＞
03-5601-7900
＜正＞
03-5610-7900
●Chameleon 試用版のバージョンアップ
「インターネットリソースCD No.2」に収録
されている、ウィンドウズ用インターネット接
続ソフトウェア「Chameleon」の試用版がマ
イナーバージョンアップされました。新バージ
ョンは今号のCD-ROM に掲載しているほか、
インプレスWWW サーバーに掲載しています。
●前号のCD-ROM について
マッキントッシュを使用する場合は、シス

テム７以上を使ってください。今号からシス
テム７、システム６の双方で読めるようにし
ています。
●小冊子付録 日本全国 WWW サーバカタ
ログ
KDD 研究所のURL が変更になりました。
＜変更前＞
http://www.kddlabs.co.jp/
＜変更後＞
http://www.lab.kdd.co.jp/

＊インプレスWWW サーバーにも、情報を登
録しています。第 3 号の情報も随時登録して
いきます。
「AFTERCARE」に入り、
「インタ
ーネットマガジンNo3」をセレクトしてくださ
い。
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［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
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z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
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z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
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