今泉 洋の

ダウンアンダーの別世界

アボリジナル・アートが面白い

Tandanya Aboriginal Art
http://203.8.94.2/homepage.html
「タスマニア沖で古代生物の棲息する

具や木炭でしか絵を描いていなかった

ーロッパからの移民によって近代化さ

海域が見つかった」というニュースが伝

彼らが、19 世紀、初めてヨーロッパか

れていく彼らの暮らしの中で、伝える

えられ、改めて地球の中でもユニーク

ら伝えられたペンや紙を使って描き始め

べきライフストーリーであり、スピリチ

な地域として注目されているオーストラ

た作品を中心にしたコレクション。オ

ュアルなコミュニケーション・メディア

リア。その本土にも、地球上のどの民族

ーストラリアの自然の中での伝統的な

としてのアボリジナル・アートが影響を

よりも長い4 万年という歴史を持って

生活と、新たに彼らが体験した近代の

受けていく様子が興味深い。もちろん、

いる人々がいる。それがアボリジニだ。

象徴としての船や中国人、田舎や農園

単純に絵画、デザインとして見ても十

このホームページは、それまで土絵の

などの様子が描かれている。次第にヨ

分楽しめる内容になっている。
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などでさんざん映像を見る機会が

海外在留邦人にお勧めの報道写真ページ

あるので、「なにを今さら……」

Visual News J List
http://www.toppan.co.jp/kyodo/visualnews/vn_list_J.html

とか、
「ウェブで苦労してみるには
トボけた内容」と思わなくもない

数あるウェブの情報サービスの

からむと面倒なんだろう。実際、

同通信社の「Visual News」ペ

が、外国で暮らしている人にとっ

中で、ありそうでないのがタイム

海外のサイトでも文字ベースのニ

ージだ。実験ベースのサービスで

ては貴重なビジュアル資料になる

リーなビジュアルの入ったニュー

ュースは多いものの、映像の入っ

はあるが、昨年 10 月からほぼ毎

だろう。特にサムネイルを使って

ス。WWW でせっかく画像が見れ

たものとなるとほとんど見あたら

日、一日あたり数枚の報道写真

まとめられている阪神大震災関連

るんだから、なんとかして欲しい

ない。

がアップされている。国内にいる

の報道写真は、映像情報のイン

とTV のニュースや新聞、週刊誌

パクトの強さを思い知らされる。

……とは思うが、やっぱり商売が

そんな中で健闘が目立つのが共

からメールだ！」と大騒ぎ。この

これを利用すれば、実在する、

時点では「 P が付いてないけど、

あるいは実在しないメールアドレス

ヘンだな？」とも気がつかない。す

を使って、インターネットに接続し

ると、続いて「vice-resident@

ているどんな人にでもメールが出せ

whitehouse.go.us」 の Al Gore

てしまう（もちろん相手がフルヘッ

ある日、「resident@white-

氏から「インターネットを使ってく

ダーを表示するようにしていればネ

house.go.us」のメールアドレス

れてありがとう」 のメールが…

タバレだが……）。受け手が本気で

を持つBill Clinton 氏から「日米貿

…？？。そんないたずらができる

Reply してしまうと、実在する他

易摩擦についてのあなたの見解を

のが、ギミックの効いたホームペー

人にメールが届いて大騒ぎになっ

聞きたい」というメール（もちろん

ジ制作で知られるNetCreations

てしまうかもしれないので、宛先は

英文）が届く。「大変だ、大統領

社のこのページ。

冗談の分かる相手だけにしておこう。

取り扱い注意！

ネットの禁じ手

ウソッこメール・サービス

Why send email when you can Fakemail?
http://www.netcreations.com/fakemail/index.html
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シャイで文学的素養の欠ける貴方に

ラブレター代筆サーバー

The Cyrano Server
http://www.nando.net/toys/cyrano.html
文武両道に秀でながら、人

そんなフランス戯曲の主人

シラノがロクサーヌに書いたよ

並はずれた醜い鼻に悩むシラ

公の名を冠したこのサーバー

うな見事な美文を出力してく

ノ・ド・ベルジュラック。心

では、手紙のスタイル（詩的、

れる。さらに、手紙を送る適

ならずも美形な友人のため、

性的、知的、悲壮、超現実

当な相手がいなければ、マッ

自分の好きな従姉ロクサーヌ

的、絶望、優柔不断などか

チメイキングのためのサーバー

へのラブレターを代筆する。

ら選択できる）や彼女を形容

へのリンクも準備済みという

恋に落ちる2 人。だが、実は

する言葉、彼女の最も魅力的

オチもついている。だが、昨

彼女が恋したのはその手紙の

な身体的特徴、彼女が好き

今では文才に惚れるような女

内容であった……友情と愛

な食べ物、最も似合うと思わ

性がいるかどうかは明らかで

情、葛藤の日々。

れる服装などを指定すれば、

はない（しかも英語だし……）
。

例の事件のおかげで、日本では

る飛行機は、L-39 ジェット訓練

して、ミュージアム見学、メディ

「お金さえあれば何でもあり」とい

機から始まって、MiG-21、MiG-

カル・チェック、訓練機でのテス

うありがたくない印象を持たれて

25、MiG-29、そしてSu-27、

トフライトに続いて、お目当ての

しまったロシアだが、このページ

Su-29 といった、ひと昔前なら目

最新鋭機でのフライト体験という

を見てみると「やっぱりそうか」

にすることもできなかったロシア

コース。MiG-25 では75000 フィ

という気もしてくる。

空軍の最新鋭機だ。

ートまで上昇というが、お値段の

ここで紹介されているのは、3

VIP プランでは、モスクワの空

方もそれなりに上がって、最低

泊 3 日〜 4 泊 5 日のスケジュール

港にリムジンでお迎え、シャンペ

3000 ドルから最高は50000 ドル

で行われているロシア最新鋭軍用

ンとキャビアの待つメトロポール

まで。体験するなら円高の今のう

ジェット機の体験飛行。搭乗でき

かインターコンチネンタルに宿泊

ちかもしれない？

どこかの教団じゃないけど、ロシアでミグに乗ってみる？

Fly With Us!
http://www.mig29.com/mig29/Welcome.html
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日本でいう郵便局にあたる米国

なくカゲが薄い印象のある郵便だ

めた「コミック・ストリップ・ク

郵便公社のWWW サーバー。も

が、
（だからこそ？）最近では第

ラシックス」のシートなど、あま

ちろんお役所なので、郵便番号調

二 次 世 界 大 戦 勝 利 を記 念 した

り日本では目にすることのないも

べとか郵便料金表、プレスリリー

「原爆切手」を企画して論議を呼

のを見ることができる。タイムリ

スなどの お約束もの もあるが、

んでみたり、マリリン・モンロー

ーな企画ものも多いし、切手なら

一番楽しいのが発行されている切

の切手で話題づくりをやってみた

ではの凝縮されたデザインは、ア

手 を 集 め た 「 Directory of

りと、結構がんばった企画をたて

イコンを自作するときの参考にな

Stamp Images」だ。

ている。なかでもアメリカン・コ

るかもしれない。

オンライン勢に押されてなんと

米国の切手がズラリ

ミックのヒーローたちを一堂に集

郵政省もこれくらいやってくれ

United States Postal Service Public WWW Server
http://www.usps.gov/

これは便利！

カラフルなホームページ作成に欠かせない 16 進色見本

RGB Hex Triplet Color Chart
http://www.phoenix.net/~jacobson/rgb.html
「Netscape 1.1N」がリリース
されてから、これまでアイソのな

てみる、なんてプリミティブなこ
とをやってたらキリがない。

かったバックグラウンドやテキス

そんな時に役立つのが、このカ

ト、リンクの色が簡単に変えられ

ラーチャート。ほかにも、色の名

るようになった。ウェブの世界も

前と16 進のデータを一緒にして

ずいぶんカラフルに変わってきて、

いるページはあるが、ここまで色

次は「HotJava」か、はたまた

そのものとデータを並べて見せて

「Director」か？

と夢は膨らむ

ものの、ちょっと待った！

くれる便利モノは見あたらない。
ホームページを作成する時に、画

カッコいいページを作るとなる

面のどこかにこのチャートを表示

と、色が使えるからといって、ど

しておいてHTML ファイルを書い

んな組み合わせでもOK とはいか

ていき、時々 RELOAD して確か

ない。色のセンスの問題になって

めてみる。ここしばらくは、これ

くる……とはいうものの、いちい

が正しいホームページの作り方…

ち「R/G/B」に16 進の数値を入

…かもしれない。

れてみて、どんな色になるか試し
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テピアのお姉さんを捜せ！

Tombo-View System

http://www.tepia.nmda.or.jp:8880/Welcome.html
青山の神宮球場の隣に位置す

とができる（といっても、どうや

る機械産業記念館、愛称「テピ

らデジタルによる倍率アップのよ

ア（←テクノロジー・ユートピ

うで画質は良いとは言えない）の

ア）
」
。業界関係者の間ではその方

が「Tombo-View System」
。リ

面の会議や展示会などの開催場所

モート・カメラが使えるのは平日

として知られている。今年は12 月

10 時から18 時（土曜日は10 〜

15 日まで「ニュー・デジタル・エ

17 時）までだが、のぞいてみると、

イジ」というイベントが開かれて

意外にサボってきているサラリー

おり、インターネット体験コーナ

マンらしきおじさんの姿が目につ

ーやCD-ROM 自作工房などが設

く。本当はテピアのきれいなお姉

けられている。

さんの姿を見たいのだが、カメラ

このテピアの中に設置された6

の位置が分かっているらしく、す

台のカメラのどれかを選び、上下

ぐにアングルから消えてしまうの

左右に動かしたり、画像を0.5 倍

が残念。

の広角から4 倍ズームまで選ぶこ

インターネットで一番クリックされる少年

Internet in a Baby
クリッカブル・マップを使って、

http://www.wideweb.com/baby/

を持っていたらどうだろう？

「いまさら」のテクニックもよみが

画面の一部をクリックすると、ど

このページでは、写真の少年の

えるという、ワザありの例だ（誰

こか分からないページにワープ…

髪、目、鼻、口、服や電話など、

でも考えそうなエッチ系への二番

…有名になった

いろんな場所をクリックすると、

煎じ的応用とはちょっと違う）
。

URouLette

（kuhttp.cc.ukans.edu/cwis/or

とんでもないこじつけ関係

のリ

リンク先は、ばかばかしいもの、

ganizations/kucia/uroulette/ur

ンク先へ飛べる。自分のクリック

ヘンな趣味、まったく逆の真面目

oulette.html） をはじめとする

した場所とワープ先。
「どういう

一本モノとバラエティに富んでい

こんな仕掛けも、今となってはあ

関係？

て、単に野次馬気分でのぞいてみ

まり斬新とは言い難い。でも、ク

得させてしまうのがこのページの

リックする場所がそれなりに意味

ミソ。ちょっとしたアイデアで

なーるほど」と強引に納

ても楽しめる。

自分の気に入ったホームページ

おくと、少なくとも週に一度はロ

があったら、即、ブックマークを

ボットがそのページに変化はない

入れる……これが正しいネットウ

かを確かめに行き、変更があった

ォークのやり方（もっと気に入っ

場合はメールで知らせてくれる。

てしまうと、そこをホームページ

URL-minder がチェックするのは、

にセットしてしまう？

そんな人

HTML のマークアップか、バイナ

はいないと思うが）
。しかし、いく

リー、あるいはアスキーキャラク

ら気に入ったといっても、毎日中

ターなので、もしGIF やJPEG の

身が変わったかどうか、チェック

ファイルが変更されたかどうか知

するほどのヒマはない……という

りたければ、画像ファイルそのも

人にぴったりのサービスがこのペ

のをURL で指定する必要がある。

ージ。

不定期でアップデートされる面白

自分のメールアドレスとチェッ
クしたいページのURL を登録して

そうなページに注目しているマニ
アにはお勧めのサービスだ。

お気に入りのページがアップデートされたらメールでお知らせ

The URL-minder: Your Own Personal Web Robot!
http://www.netmind.com/URL-minder/URL-minder.html
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