イ ン タ ー ネ ッ ト の あ る 暮 ら し

この季節、F-1 はもちろんインディ
やル・マンなどメジャーレースが
続々です。それではインターネット
で観戦してみましょう。

私たちが海外旅行を楽しみにする理
由、それは先月紹介したミュージカ
ルと今月紹介するモータースポーツ
です。

LIFE WITH INTERNET
インディ500 観戦の達人●愚留目 都亜

【自動車レースの季節だっ！】
先月のミュージカルとともに、毎年 5 月

など、すべてが愛すべきインディ500 です。

と簡単な説明を載せました。

末に楽しみにしているイベントに「インデ

5 月 6 日に始まった第 79 回を迎えた今年

インターネット上の情報としては、自動

ィ500」があります。インディ500 はアメリ

のインディ500 は5 月28 日に決勝が行われ、

車レースは情報が豊富なほうといえます。

カのインディアナポリスで行われるインディ

翌29 日の優勝祝賀ディナーで幕を閉じまし

公式なものも個人が趣味でやっているもの

カーによるレースのことです。日本ではヨ

た。毎年上位に食い込んでいたPenske チ

もありますが、いずれも力が入っています

ーロッパが中心のFIA のF-1 が有名ですが、

ームが予選落ちという波乱で始まったレー

ので、yahoo.com などから探索してみると

当然のことながらアメリカではフォーミュ

スは、190 週目まではホンダエンジンが優

よいでしょう。

ラレースといえばインディカーです。

勝か？という展開でしたが、残念ながらか

テレビでのレース観戦を考えたときには、

ないませんでした。優勝者はジル・ビルヌ

私自身では「資料性」を第一と考えます。

ーブの息子のジャック・ビルヌーブです。

その点では、3 番目に紹介する「MILD

インディカーのレースは年間17 戦程度行
われますが、その中でも5 月にインディアナ
ポリスで行われる500 マイルレースは「イン

前置きが長くなりましたが、今月は自動

SEVEN Formula 1 Team」のページは評価

ディ500」の愛称で呼ばれる特別なレース

車レースの話題です。このひと月ほどのあ

に値すると思います。今後も長く続けてほ

です。レースの走行距離は、文字どおり

いだで私が見たレースに関するページを紹

しいサーバーの1 つです。

500 マイル（約800km）
。問題はコースで、

介しましょう。取り上げるのは、全日本

さて、問題が1 つあります。私はインデ

1 周 2.5 マイル（約 4km）の楕円形のコー

GT 選手権、FIA フォーミュラワン ワール

ィ500 が一番好きな自動車レースですが、

スを単純に200 周するだけのものです。

ドチャンピオンシップと、そしてもちろん

妻の好きなのはル・マン24 時間レースです。

Cart PPG インディカー・ワールドシリーズ

最近いろいろ探しているのですが、これと

ほぼ全員が「ただぐるぐる回っているだけ

です。さらに、今回取り上げられなかった

いったサーバーが見つかりません。誰かい

でつまらない」といいます。しかし、私に

4 つのWWW サービスについて、そのURL

いサーバー知りませんか？

私の知人にレース好きが何人かいますが、

とっては数ある自動車レースの中で一番好
http://Web2.valvoline.com/JPEG/33̲Start.JPG より転載

きなレースです。毎年決まった「Ladies
and Gentlemen, start your engine!」の掛
け声とともに33 台が一斉にエンジンをかけ
るところ、スタート時やイエローフラッグ
後のリスタート時のグリーンフラッグの振
り方、時速370km のスピード、チェッカー
フラッグの振り方、優勝者の飲む牛乳など
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に夫婦で陣取り、ビール片手に楽しませて

NISMO の全日本 GT 選手権中継！

いただきました。ただ、30 秒に1 回画像フ

http://www1.sony.co.jp/NISSAN/NISMO/GT-ChampionShip/

ァイルを更新するという方式だったので、
タイミングが悪いときは決定的瞬間が見ら

最初に紹介するのは、ニッサン・モータ
ースポーツ・インターナショナル株式会社
（NISMO）が行った「全日本 GT 選手権」
の中継実験です。5 月4 日にGT 選手権の第

2 戦が富士スピードウェイで行われましたが、

れないこともありました。できれば、画像

その際にレース中の画像をインターネットを

ファイルの更新とは別に、レース中の順位

利用して流したわけです。

の最新情報も見られるとよかったのではな

決勝のスタートの日は、ディスプレイの前

いでしょうか？是非また実現してほしい実
験です。

▼ 31 のページで「5 月 4 日 決勝」を選択する
と、このページが出てくる。当日は時々刻々と
このページに情報が追加されていった。クリッカ
ブルな項目には、詳細な説明や画像、音なども
入っている。なお、ここに示したのは終了後の

▲

状態だ。

▲ 21 のページで「インターネットカメラ」を選
択するとこのページとなる。現在では、ここにあ

▲ 1 このページは、NISMO のトップページから「GT

るように終了のメッセージが出るだけだが、当日

選手権第 2 戦中継実験！」を選択して出てきたペー

はここをクリックすると、その時点での最新の画

ジ。

像が送られてきた。下に示した3 枚の画像は、こ

なおNISMO のトップページからは、
「Club Le Mans」

のインターネットカメラで表示されたもの。テレ

というファンクラブの情報ページ、オートキャンプや

ビカメラからの画像とのことで、画質は満足のい

4WD オフロードコースの情報ページ、GT 選手権の

くものだった。

規則、日程、結果のページに行ける。
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間後には結果がWWW ページに追加されて

本場モナコの F-1 情報
http://www.monaco.mc/monaco/gprix/

いました。
「The Epilogue」を見ると、FIA とも協
議を行い、今後も情報提供を続けるとのこ

ここで紹介するのは、Gale Force 社とい
うモナコのコンピュータ会社が提供してい

となので、楽しみなWWW ページといえま
す。

るWWW ページです。F-1 のモナコグランプ
リの主催者でもある「Automobile Club de

▼ 41 のページで「Stands and Tickets」を選

Monaco」のバックアップを受け、モナコ

択したときのページ。観覧席の位置や価格、チ

グランプリの情報を出しています。私がこ

ケットの買い方を見られる。

のページを見始めたのは5 月の中旬でした。
最初のうちは項目も少なかったのですが、
レースが近づくにつれて内容が充実してい
きました。
このWWW ページの特筆すべき点は、情
報提供のスピードです。モナコグランプリ
では、予選が木曜日と土曜日に行われるの
ですが、いずれも予選終了の3 時間〜 4 時

▼ 21 のページで「The Circuit」を選択
するとこのページとなる。コース図ととも
にコースの詳細な説明が見られる。

▲ 1 これは決勝 6 日前の時点で
のトップページ。項目が9 個あ
るのがわかる。

▼ 392 年と94 年のレースについ
ては、数は少ないが写真も見ら
れる。

▼ 65 のページで「 The Results」
を選択したときに表示されるページ。

5 レース終了 2

▼

モナコでもSchumacher 強し！

日後のトップペ
ージ。最終的に
項目数が19 にま
で増加している。
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日本にもあった！ F-1 サーバー
http://www.jtnet.ad.jp/WWW/MILDSEVEN/F1/Welcomej.html
F-1 に関する私の情報源となっている
WWW サーバーをもう1 つ紹介します。そ
れは日本たばこ産業株式会社が提供する
「MILD SEVEN Formula 1 Team」WWW
サーバーです。
このサーバーの情報量は「すごい」の一
言につきます。「1984 年第10 戦イギリスグ
ランプリの優勝者、タイム、平均時速は？
3 位は誰？ ポールポジションは誰の何分何
秒？」という問題に対してすぐに答えられ
るのは、このサーバーのおかげです。
情報の格納の仕方もなかなか優れていて、
直近のレースに関する情報がまず表示され、
必要なら、さらにほかのレースの情報を表

▲

示させることができるようになっています。

2 1 のトップペー
ジで「Beneton Formula 1」のボタンを
押すと、ベネトンチ

▲ 32 のページで「チーム、ドライバーコメント」

ームのページとなる。

を選択したときのページ。各人がその日の結果
を受けて発言したコメントが見られる。

▼ 51 のページから「UKYO KATAYMA
and TYRRELL」ボタンを押すと、マイ
ルドセブンがスポンサードしているもう1
つのチーム、ティレルの片山右京に関す
る情報ページになる。右京との対話録で

▲

ある「Ukyo's Eye」がお勧め。

1 これが「MILD SEVEN Formula 1 Team」のトップページ。
ここに示したのは、モナコグラ
ンプリの開催 6 日前のもの。モ
ナコのコースに関する詳細な情
報が提供されている。
「過去の戦績」が圧巻で、そ
のコースのこれまでの全記録が表示される。また
「'95 RACE RESULTS」ではそれぞれのレースの記
録が、フリー走行の順位、コンストラクターズポイ
ントまでも含めて表示される。
「F1 DATA BOOK」
では、50 年代のドライバーズチャンピオンやコンス

4 2 で「直近 GP レースシーン」を選択する

▼

トラクターズチャンピオンまで見られる。

と、決勝や予選の画像を見ることができる。も
ちろん、過去のレースシーンにもアクセス可能だ
し、それぞれの画像を見ることも可能。
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インディ500 に関するWWW ページとし
て最初に紹介するのは、自動車関連品会社

インディ500の情報はココが一番！

であるValvoline 社が提供する「You're In

http://www.valvoline.com/

The Pit」です。Valvoline 社はWalker Racing Team にスポンサードしているので、そ
のチームの情報が豊富に入っていますが、
予選結果、決勝のグリッド表などもちゃん
と入っているので、参照するには有効なペ
ージです。現在では、決勝の結果や、その
解説も入っています。

▲ 31 のページで「Starting Grid」を選択する
とこのページとなる。決勝へ進出した33 人のド

▲ 1 これがValvoline のホームページ。ここで紹介す

▲ 21 のページで「Images and Movies」を選

るページのほかに、今年のレース結果のページ、レ

択するとこのページとなる。ここに示したのは決

ースの歴史のページ、Walker Racing Team に関す

勝前の時点のもので、決勝終了後すぐに今年の

るページがある。

レースの画像が9 個ほど入れられた。機会があ

ライバー、33 台のマシンの一覧。

ったら、ここにあるクイックタイムの動画を一度
見てほしい。

まだまだある!! 自動車レース関連のサーバー
http://espnet.sportszone.com/car/

http://www.bit-wise.com/1stturn/

スポーツ専門の放送会社 E S P N がサポートする
WWW ページ。とにかく情報の掲載が早い。F-1 も
インディ500 もレース後すぐに記事が載った。また、
私がマンセルのF-1 契約解消のことを見たのも、こ
のページが最初だった。もちろん自動車レースだけ
でなくスポーツ全般に関しても提供されている。

アメリカのカーレースの情報に詳しい。また、今回
のインディ500 レースでは、ライブで5 分ごとに順位
表を出していた。実際私はTBS テレビの生放送を見
ながら、このページを見ていた。

http://www.icr.com/indy/default.htm

http://www.eng.hawaii.edu/Contribs/carin
a/ra.home.page.html
F-1、Indy、NASCAR に関する情報の宝庫。F-1 の
レギュレーションには表彰台でのトロフィーやシャン
パンの置き方まで決められていることを知ったのは、
このサーバーにあったF-1 のレギュレーションを読ん
だからである。

ICR Interactive が提供しているIndy Car に関する
WWW ページ。この会社が発行しているIncy Car
Racing Magazine に関する情報もある。
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観戦チケットも手に入れよう！
▲

http://www.inetdirect.net/tnt/

1 これは「Racing Pages」のホーム

「インディ500 のチケットはいくらぐらい

ページ。このページの中の「Tickets &

かな？」の疑問に答えてくれるのが、ここ

Travel」 を 選 択 す る と 、 Tickets &

で紹介するNet Direct のRacing Pages の中

Travel Inc.のページとなる。

のTickets & Travel Inc.のページです。チ
ケットだけの販売とは別に、ホテル込みの
パッケージもあります。サーキットへの送迎
や各種イベントへの参加なども含まれてい
ますので便利です。残念なことといえば、
オンラインで申し込めないことでしょう。申
し込みはファックスか電話です。

▲ 2Tickets & Travel Inc.のト
ップページ。「 "500" Packages」のボタンを押すと3 の
ページへ、「"500" Tickets」
のボタンを押すと4 のページ

▲

へ行く。

33 泊4 日、一室2 名利用で
1 人あたり10 万円ちょっと。
結構いい値段です。

▲

▲

4 この会社では、9 つのカテゴリーに分けて販
売している。ここで「Group1」を選択したと
きのページが右に示したページ。レースはこの
コースを左回りに200 周することで行われる。

オンラインショッピングその後。
。
。
第4 号のオンラインショッピングの報告です。1 月の終わりに「Book Stacks Unlimited, Inc.」に本1 冊とカセットテープ2 本を申し込みましたが、カードの引き落としはされ
たのに、物が全然送られてきませんでした。と、思っていたのは私と担当編集者でして、
実は編集長のもとにずいぶん前に送られてきていたとのこと。毎日大量に送られてくる
見本誌類に紛れてしまって、気付かなかったというわけです。編集長曰く「2 〜3 か月前
にはあったぞ」とのこと。まぁ、めでたし、めでたし、としておきましょう。
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