イ ン タ ー ネ ッ ト の あ る 暮 ら し

海外旅行の達人は、各国の時事ニュー
スのチェックも忘れずにしましょう。
いまアメリカで話題沸騰の『O.J.シン
プソン裁判』の状況はもちろん、天候
などの気象情報や、各地域のイベン

トなどもついでにチェックしておきま
しょう。こうした時事ネタをあらかじ
め仕入れておけば、空港からホテルま
での間のタクシードライバーとの会話
もはずむというものです。
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【でかけるときは、忘れずに。時事ニュースチェック！】
昨年 12 月にニューヨークに行ったとき

北カリフォルニアをおそった嵐のニュース

ーバーにつぐ内容となっています。

「Grease!」というミュージカルを見ようと

は、San Jose Mercury が一番充実していま

サンフランシスコの新聞の1 つの「San

思ったのですが、残念ながら売り切れで見

した。まあこれはニュース会社の所在地が

Francisco Chronicle」もWWW サーバー

れませんでした。今回たまたま（またま

北カリフォルニアにあるというのが理由で

でニュースを提 供 しています（ U R L は

た？）夫婦でフリーな日程が取れそうだっ

しょう。

http://sfgate.com/new/schron/）。残念
ながら使い勝手はGopher といった感じで、

たので、旅行をしようということになりま

今回紹介する3 つのサーバーのほかにも

した。その同じ時期に担当編集者も、ラス

日替わりでニュースを提供しているところ

かつ分類もされていないので、ちょっと使

ベガスで開かれるコンベンションに参加す

がいくつかあります。Tacoma のある町で

いにくい気がします。

るためにアメリカに行くとのことで、私た

「The News Tribune」という新聞を毎日13

WWW ではなく、Gopher で提供してい

ち夫婦も最初の数日間ラスベカスに寄るこ

万 部 発 行 し て い る Tacoma News 社 が

るところで有名なのは、CNN Head Line

とにしました。

WWW で情報を提供しています（URL は

News です（URL はgopher://info.umd.

私たちも編集者も、往復共にサンフラン

http://www.tribnet.com/）
。ここにはO.J.

edu:925/）。URL を見るとわかるとおり、

シスコ経由の便で、しかも往復共に乗り継

シンプソン事件や大リーグのストライキな

CNN が直接提供しているわけではなさそう

ぎに時間があります（時間を作ったとも言

どのニュースのアーカイブや、求人広告の

なので、ニュースの提供時間のタイムラグ

えるのですが）。そこでダウンタウンへ行っ

検索機能まであり、今回紹介する3 つのサ

が気になるところです。
以上は無料サービスですが、有料のもの

たり、シリコンバレーの電器屋さんに寄っ

もあります。Colorado Springs の日刊紙

たりしようと話していました。

「Gazette Telegraph」が月5 ドルでの購読

出発の数日前、西海岸に住む友人から、
嵐が来ているとの情報が入りました。日本

サービスを提 供 しています（ U R L は

のニュースではほとんど情報が入ってこな

http://usa.net/cgi-bin/gazette/）。ネッ

いので、インターネットでニュースを提供

トニュースではClarinet が有料購読でニュ

しているサイトを探してみました。その結

ースを提供しています。
いずれにせよ、自宅にいながらにしてア

果が今回のこの記事というわけです。

メリカの最新ニュースが入手できるという

今回は3 つのWWW サーバーを紹介しま
す 。「 TIME DAILY」、「 San Jose Mer-

ことは、大変便利なことです。できれば、

cury」、「The Nando Times」の3 つです。

イギリスあたりの新聞もほしいところです。
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TIME Inc.

米国タイム社の雑誌がインターネットで！
▼

URL http://www.timeinc.com/time/
ホームページで「TIME DAILY」を選択すると、
このページになる。この日は約 20 件のニュースが
表示された。また、単語を指定して以前のニュー
スの検索もできる。
基本的にニュースは日ごとに変わるが、時にはそ
の日のうちでも新しいニュースが飛び込んでくる
こともある。

まず最初に紹介するのが、雑誌「TIME」
で有名な米国タイム社が提供する日刊のニ
ュースです。本屋にならぶ実際の「TIME」
誌は、1 週間に1 冊発行される週刊誌です
が、TIME 社のWWW サーバーでは、日刊
として情報を提供しています。
T I M E 社 は世 界 的 規 模 の出 版 社 で、
「TIME」のほかにも「Life」、「Money」、
「People」など、有名な雑誌を出していま
す。またグループ企業としてはタイム・ワ
ーナーがあり、映画、音楽にも関係してい
る企業グループです。
WWW の構成としては、1 つのページに
その日のニュースが20 件ほど並んでいると
いう、単純な形式をしていますが、過去の
ニュースの検索ができるので、1 つのニュー
スを追いかけるのに便利です。
タイムグループでは「Pathfinder」とい
うWWW サーバーも提供しています。この
記事に入稿直前に確かめたところ、この
「timeinc.com」はPathfinder と一本化さ
れたようです。もし、試してみたい方は下
のPathfinder からジャンプしてください。

「 P a t h f i n d e r 」 のホームページ（ U R L は
http://www.pathfinder.com/）
。
「TIME」
、
「 Entertainment Weekly」、「 Sports Illustrated」
、
「People」の最新号の表紙が表示
されている。
「TIME」
、
「TIME DAILY」を選
択すると上に紹介したページと同じところに行
ける。

▼

▲

ホームページで「INSIDE」を選択するとこの
ページになる。ここからもそれぞれの雑誌のペ
ージへ行ける。また、O.J.シンプソンの裁判記
録ページにも行ける。シンプソン事件の情報に
関しては、おそらくここが一番豊富。ほかに
は「Money」や「VIBE」といった名前も見
つけられる。

▼

これが「TIME」誌のホームページ。このペ
ージから、デイリーニュースのほかに、実際
の週刊「TIME」のページや特別編集号の
ページにも行ける。
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▼ メインメニューかで2 番目の「Today's

San Jose Mercury

Newspaper」を選択すると、このページ

シリコンバレーの情報はこれで仕入れる！

が表示される。ここには表紙（Front Page）
から求人案内（Classified Ad）まで、10
個の分野名が表示される。要するに、新聞

URL: http://www.sjmercury.com/

の目次を見ているといった感じだ。

つぎに紹介するのは、カルフォルニア州
のサンノゼにある新聞社が発行している日
刊 ニュース紙 「 San Jose Mercury」 の
WWW サーバーです（新聞の実物は写真を
見てください）。実際にニューススタンドで
販売されいる新聞と同等の情報を得られる
ので、大変有用なWWW サーバーです。こ
こに示したページを見るとわかるとおり、企
業の広告も入っていて、実際の新聞と同じ
ような構成になっています。また、有用な
他 の W W W サーバーへ行 けるように、
「hyperlinks」としてサーバーへのポインタ
が用意されているページもあります。
なお、このサーバ
ーはアメリカ時間の

▲これがSan Jose Mercury のメイン

4 月 1 7 日 から有 料

メニューページ。ここから各種情報

▼ Today's Newspaper からそれ

にアクセスできる。本当はこのペー

ぞれの分野をマウスでクリックす

ジの前にホームページとして、ダイジ

ると、ここに示すような分野別

ェストがあるが、ここでは省略した。

のページに移る。各分野のペー

（月額 4 ドル95 セン
ト）になります。

ジからそのつぎの分野のページに
移ることも可能なので、新聞の
ページをめくる感覚で読み進め
られる。
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▲

「Intenational」のページのトップニュースにあ
る北アイルランドに関するニュースをマウスでク
リックしたら、このページが表示された。ここに
は、ニュースの続きのほかに、関連する用語集
やアイルランドに関する本の情報へのポインタも
用意されている。

▲

「Local & State」のペー
ジのトップニュースをマウ
スでクリックしたら、この
ページになった。このペー
ジ中の写真は、カリフォ
ルニア州北部をおそった
嵐のために、木が倒れ、
電線を巻き込んで道路に
横たわっているところを写
したものだ。

▲

メインメニューのページで 1 番 目 にある
「Breaking News」を選択すると、特に重
要なニュースの概要が表示される。この日
は約 20 件表示された。ニュースの見出しを
マウスでクリックすれば、それぞれのニュー
スの詳細に進める。

▼ 10 番目のページは「Today's Classified」
で、いわゆる求人広告だ。このWWW サー
バーでは、全求人広告を列挙するのではな
く、探したいものの種類とキーワードを入
力することで、自動検索ができるようにし
ている。
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最後に紹介するのは「NandO.net」で

The Nando Times

す。これは、News & Observer Publishing

全米の情報も知りたい

社が提供しているWWW サーバーで、「The
Nando Times」の名前で日刊ニュースを提

URL http://www.nando.net/

供しています。
The Nando Times のニュースは、World
Report、U.S. Report、Financial Report、
Information

&

Technology

Report、

Sports Report の5 つの分野に分けられてい

▲ トップページで「World Report」を選
択すると、上のページが表示される。
表示されたニュースの見出しをマウス
でクリックすると、下のページのよう

▲

にそのニュースの内容が表示される。

▲ これが「 NandO

net」 のホームページ。

ホームページから「C o n t i n u o u s l y
updated」を選択すると、The Nand

The Nando Times のほかにも、各種情報

Times のトップページが表示される。

（へのポインタ）が用意されている。ノース

各分野のニュースの概要のほかに、い

キャロライナ州の地域情報があるところを見

くつかの広告名が表示されている。

ると、どうやらそこが会社の所在地のよう
だ。
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ます。特徴的なのは、各分野ごとに全ニュ
ースの概要が用意されていることです。1 つ

ローリングストーンズのジャケットが届いたぞ！

のニュースについて1 〜2 文で簡潔にまとめ

前号の記事でインターネッ

られているので、この概要さえ読めば、ニ

トでのオンラインショッピン

ュースの見出しを拾い読みしていることに

グを紹介しました。前号の原

なるわけです。

稿を書いている段階では、紹

前述したSan Jose Mercury と同様に、

介したローリングストーンズ

このThe Nando Times でも広告が入ってい

のジャケット、花のギフト、

ます。大きすぎるとは感じない程度の大き

本の購入ともに手元に送られ

さで、広告名だけが入れてあります。そこ

てはきていませんでしたが、

をマウスでクリックすると、その広告のペ

ようやく1 つ送られてきまし

ージが表示されます。

た。ローリングストーンズの

なお、私が今まで読んだ限りでは、写真

ジャケットです。「アメリカ国
外向けは近日中にサービス可

が入ったページはありませんでした。

能」となっていましたが、よ
うやく実現されたようです。
代金もクレジットカードにチ
ャージされましたが、アメリ
カの国内向けより20 ドルほど
高い価格となっていました。
ジャケットはフェデラルエ
キスプレス（FedEx）で送ら
れてきました。そこでFedEx
のホームページ（ U R L は
http://www.fedex.com/）
に行って配送記録を追ってみ
ました。Airbill の番号を入れ
るとその荷物がいつどこにあっ
たか表示されます。これを見
ると、実質 48 時間程度で送
られてきたことがわかります。
いずれにせよ、編集のN 氏
が毎日の通勤に愛用していま
す。まわりのみんなが「それ
って会社の経費？」と不思議
がっている今日この頃です。
最後に付け加えると、この
ジャケットはN 氏とともにラ

▲「 World

Report」 の ペ ー ジ か ら 「 U.S.

スベガス旅行をしました。:-)

Report」を選択すると上のページが表示さ
れる。この日はニュースの見出しが8 件表示
された。その中の1 つをマウスでクリックし
てみると、下のページのようにマンガが表示
された。
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