このコーナーは、
インターネッ
トピープルの皆さんが作るページです。話題のインターネッ
トピープル、
ネッ
トワークのこぼ
れ話、読者のサーフィン情報など、読者のみなさんの投稿と編集部が日頃の取材で集めたネタから旬の話題を

Let’s Access！
！

提供します。たくさんの人の参加をお願いします。

Shouting!
今月の高座

私は自分で草の根BBSを運営している都

パソコン通信にも「最適」であると唱ってい

合上、複数回線を引く必要がありました。

ます。ところが、おおよそパソコン通信でし

そこで2回線分の収容量を持つISDNに切り

か使われないだろう「テレホーダイ」を、

替えました。回線自体は安定しており問題

NTTはISDNは対象外であるというのです。

ありません。私はこの回線を使ってダイアル

営業窓口と116番に聞くと「ISDNはまだ新

アップ接続も行っていますが、プロバイダー

しい回線であるため対応できない」という答

は隣町にしかありません。このため「テレホ

が返ってきました。私は、「損」をしている

ーダイ3600」のお世話になろうとしました

と思います。
（Kazunari Terai）

が、NTTの回答は「ISDNは対象外」とい
うものでした。NTTのパンフレットによると、
ISDNは一般小売店などでファクシミリを導
入するのに大変いいと書いてあります。また、

2000

ip

テレホーダイは、今年の8月に一般電話回線用として
スタートしましたが、ISDNでの定額料金サービスも、も

通信コストの高さがインターネットの普及を

ちろん考えています。具体的なサービス内容、料金体系

妨げているといわれる一方で、ISDNのパーソナ

など、いま検討段階に入っており、近いうちにお知らせ

ル利用はインターネットによって加速されていま

できると思います。ISDNをお使いのインターネットピー

す。定額料金制の導入やISDN料金の値下げ、

プルのみなさん、もう少し、お待ちください。

そしてて「OCN構想」など、96年はインフラの

(NTTの広報部より)

ドラスティックな変化が待っていると思います。
次号の特集では、この辺りをレポートする予定
です。お楽しみに。

編
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Chatting!

ってみよっかななんて考えてます。

声を聞かせて

（中澤朋孝）

●CD-ROMに収録されていたインターネ

記」として数々の感想が寄せられていま

ットフォンを試してみた。サーバーに接続

す。私もインターネットカフェに行ったこ

したとたん、外人さんからcallされて英語

とがありますが、なぜかブックマークのリ

で話しかけられとまどった（私は英語が話

ストにはPLAYBOYなどのH系ばかりが登

●以前、あるゲームで慰安婦というコマン

せない！）。黙っていたら、向こうが「タ

録されていました。

ドがあって、韓国の人々の感情を逆なです

ナカサーン」なんて日本語で話してきた。
慣れなくて操作もわからず切ってしまって
悪いことをしてしまった。その後、一通り

（Masaharu Matsumoto）

ip
1000

1000

ip

ると大騒ぎとなりました。インターネット
上でも、人を不快にさせたりするようにし
ないということは、最低限守らなければな
らないことですよね。ところで、私の大学

操作もわかり、ロサンゼルス在住の日本語
のうまい外人さんと話をした。回線品質が

●うちの会社には「Internet研究会」なる

のテンポラリーディスクに、霞ヶ関ソフト

悪く聞き取りにくいこともあったが、何と

ものがあり、なんと月500円でダイアルア

というフリーソフトが入っていました。こ

か会話ができ感激した。この感じ、何かに

ップI P 接 続 ができてしまう。 しかも、

ういうものを作る人の良識が疑われます。

似ていると思ったらアマチュア無線とそっ

28.8kbpsで。これにテレホーダイをプラス

くり！

すると23時から翌朝8時までは（ちょっと
（田中康伸）

ip
1000

（立川崇之）

1000

遅めの）専用線でつながってるようなもの。

ip

一応1日1時間までって決まりはあるもの
の、1時間もつないでいれば十分ネットサ

●最近、私の会社ではインターネットカフ

ーフィンできるのでこんな幸せな話はあり

ェに行くのがはやっているようです。社内

ません。いままでは情報を受け取るばかり

LANの掲示板には、「インターネット体験

だったけど、そろそろホームページでも作

Thinking!

インターネットマガジン世論調査
テーマ

宗教法人法は改正すべきだと思いますか？<結果報告>
jhttp://home.impress.co.jp/magazine/inetmag/yes-no/
インターネットマガジンでは、さまざまな社会問題

無効票
7.1%

We Love Internet Peopleの
宛先電子メールアドレスは

ip-box@impress.co.jp

について、より多くの個人の意見を聞いてみたいと

NO
11.4%

YES
81.5%

いう趣旨のもと、WWWサーバー上で世論調査を実

WWW情報、インターネットに関

施中。政治・教育・風俗など、その都度ホットな

する意見、面白い企画、何でも

テーマを設定して、皆さんのアクセスを待っていま

いいので送ってください。

す。お答えいただいた方全員に20iPを進呈します。

インターネットポイント（P268）
発行中。

次のテーマ●夫婦別姓に賛成ですか？
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INTERVIEW

あの人に会いたい！

フリーな立場でアキバの情報を流したい
「秋葉原マップ」の運営者・石橋文建さん

秋葉原のお店の情報と地図が入った「秋
葉原マップ」は、ウィンドウズ用のフリー
ソフトとして1 9 9 3 年末に公開された。
WWW版はインプレスのサーバー上で月間
40万件のアクセスを誇る人気ページだ。運
営者は石橋文建さん26歳。サラリーマン
のかたわら、企画、取材、制作を一人で
こなす。週末はデジタルカメラを片手に秋
葉原を駆け回っている。

l小さい頃からアキバ少年だったんです

で描きました。店の名前のフォントを合わ

タはフォーマットが同じなので、HTMLに

か?

せたかったんで、せまい所に長い名前の店

するのは大変ではなかった。クリッカブル

●そんなことはありません。秋葉原が家電

があると、あ、入らないってお店を急に大

マップだけちょっと時間がかかりました。

の町だった頃は興味がなかった。大きな店

きくしたりして。

そのときインターネットを知ったわけです
が、通信コストがかかるからはじめは無理

が大きな顔をして同じようなものを売って
いるように見えて、どちらかというと好き

l制作期間はどのくらい?

じゃなかったんですよ。足繁く通い出した

●土曜日1日取材して週末にブロック2つ

のは3年ぐらい前のDOS/Vパソコンブーム

ができる。全部で3か月ぐらいかかりまし

lWWW版ではお買い得情報や製品ニ

のときからです。今でこそたくさんの店が

た。あの頃母が亡くなってほかのことにや

ュースを流す週刊「秋葉ホットライン」が

同じようにDOS/V製品を置いていますが、

る気がおこらなかったので時間がありまし

ありますね。休日はほとんど秋葉原?

その頃はまだ小さな店を探さなくてはいけ

た。今、イチから作れと言われても、絶対

●毎週土曜日の午後1時か2時頃に秋葉原

なかった。たとえば石丸電気なんて誰でも

にできないですね。

に行って夕方5時頃まで取材。道具はデジ

だと思いました。今は何とかやれてます。

タルカメラQV10と小さなメモ帳だけ。秋

知ってるけど、雑居ビルの1フロアにある
店の情報なんてどこにもない。そんなお店

l公開後は人気ソフトになりましたね。

葉に着いた時点ではネタはいつもゼロだか

のデータベースを作ろうと思ったのがきっ

●ちょうど去年の終わり頃は疲れてまし

ら、午後4時頃になって何も変わったこと

かけです。地方から出張してきたような、

た。フリーソフトとして秋葉原マップがパ

がないと焦ります。結局家に帰って夜中の

たまにしか秋葉に行かないような人も使え

ソコン雑誌に次々に紹介されるんだけど、

3時頃までかかることがあるけど、この半

るようにと考えています。

それによって利用者からメールがくること

年1週もかかさず続けています。１週休む

はない。何かつまんないし、もうやめちゃ

ともう読者がこなくなるんじゃないかと不

l地図はどんなふうに作ったのですか。

おうかななんて考えてたときに、
「DOS/V

安になる。１回QV10が壊れたんでやった

●お店のデータはチラシにものっているの

パワーレポート」編集部の工藤さんに誘わ

休める!と思ったんですが、結局行ってし

で集めやすかったけど、絵は秋葉原を歩き

れてインプレスに遊びに行きました。そこ

まった。まあ、そもそも誰にたのまれたわ

ながらフリーハンドでメモしていきました。

で話をしているうちに、インプレスサーバ

けでもないから、勝手に「やらなきゃいけ

地図ももたず、歩幅で距離を計る(笑)。

ーにWWW版を作ることになったんです。

ない」と言い聞かせて勝手に「あーつら

家に帰ってそのメモをもとにドローソフト

構造はハイパーテキストだし、お店のデー

い」と思っているだけなんだけど(笑)。「秋
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葉ホットライン」はWWWだけではなくて、

lいつまで続けられますか?

ニフティ（FPCUG）とPC-VAN（秋葉

●秋葉には何があるかわからないと感じら

NOW）にはテキストで流しています。

れる間は続けられます。PC/ATブームの
ときに家電の町からパソコンの町に劇的に

l取材先のお店の人とは顔見知り?

変化した。今も先週オーディオ店だったと

●とんでもない。お店の人と特別な関係に

ころが今週くるとパソコン店になっている

なると一般客として扱われなくなるから本

状況です。店は大きくなって似たり寄った
りになってるところも多いけど、DOS/V

当のことがわからなくなるんです。だから
雑誌には顔を出したくない。石橋という人

取材は目立たないようにデジタルカメラとメモ帳だけ。

ブームが始まった頃はお店の裁量があった。
自分たちで見つけたものを輸入して、リス

が秋葉マップというものを作っていること
を知っている人はいると思います。店頭の

んじゃないかな。好きで始めたといっても

クはお客というアメリカ式。それがすごく

パソコンに秋葉マップがインストールされ

読んでいる人がいるから自分も面白くなる

面白かったんですよ。そういう面白さは今

ていることがありますから。

わけです。雑誌なんかは反応がハガキやメ

のインターネットにも同じようにあります。

ールで返ってくるからうらやましいです。
l秋葉マップの今後の企画は?

l提供情報の特徴は?
●たとえば家電系大型パソコン店の品物

lホットラインとは別に「fromショッ

●インタビュー。アイスクリーム屋のおじ

の話は載せない。雑誌で手に入る情報を

プ」というコーナーもありますね。

さんとかサンドイッチマンとか秋葉原らし

わざわざ流す必要はないし、パソコン雑誌

●これはお店からのインフォメーション、

い人たちの声を聞いて流したい。それから

に対抗しようとは思ってないから。僕が歩

つまり広告のコーナーです。広告は重要な

VRMLを使った仮想秋葉。歩いていると

いて知り得たほかで見られないような情報

情報源ですし、もっとパソコン店からの情

変な広告を貼り付けた車が通りすぎたりし

をのせるようにしています。最近はウィン

報がインターネットにあったほうがいいと

て、まさに秋葉原の何が飛び出すかわから

ドウズ95ブームでイベントやキャンペーン

思って始めたんです。でも、僕が一人でや

ない雰囲気を再現できたらいい。ショッピ

情報も多いです。僕はカルチャーはわから

っているせいかもしれないけど、タダでい

ングモールの構想？ うーん…誰か僕が気

ないし、技術にもこだわっていない。イン

いと言ってるのにショップの反応はよくな

に入るものを作ってくれたら自分でやらな

ターネット上でもふだんの生活と同じよう

いですね。

くていいいんですけどね(笑)。

に「実用的な情報」を作ったり得たりす
ることが自然だと思っています。秋葉マッ
プは誰も作ってくれなかったから僕が作っ
たんだけど、誰かこんなページを作ってく
れるんなら僕自身はやらなくてもいいんで
す。何もしがらみがない分、変なことを書
きたいときは書きたいですね。でも、お店
の人の営業妨害になるようなことは書きま
せん。
l月間40万件とは人気の証ですね?
●それは単純に「ヒット数」でしかないか
ら。読者が見えないのはWWWも同じで
す。これは日本人特有のものなのかもしれ

検索は地図上からと店の名前を指定する方法の2種類

ません。WWWはパソコン通信以上に一方
的な発信で終わってしまう。作ってるほう
は何人が読んでいるのか知りたいから個人

「アキバで見つけた変なモノ」はマニアでなくとも面白い
jhttp://www.impress.co.jp/akibamap/

ページにカウンターをつけるのが流行する
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NetSerfing!
WWWサーフィンはすぐに飽きるとよく言われるが、投稿を見てみ

読者が作るイエローページ

ると、まだまだインターネットには知らない世界がいっぱいあると思
う。インターネットに協会があることは知っていたが、教会がある
ことは編集部も知らなかった。
とくするページ
jhttp://www.gulf.or.jp/

˜ yasuhiro/tokutoku.html
自分で言うのもなんですが、ぜひ一度覗い
てほしいのが私の作りました「とくとくページ」
です。インターネットの上では数多くの懸賞、
クイズ、プレゼントなどなど「ただで物がもら
える（かもしれない？）ページ」が公開され
ています。そのなかで実際にのぞいて「これは
●人類進化論のホームページ

面白い、得だ」と思ったものを紹介していま

懺悔の部屋

す。さあ、幸運を手に入れよう！

●Furyu

jhttp://anther.learning.cs.cmu.edu/

（山本恭弘）
「リーダーズ英和辞典」という有名な辞書をオ

priest.html

1000

ip

法律に反するか否かはともかく、心の中で

ンラインで、まるで電子ブックをつかっている

罪を犯したと感じたときに罪悪感を解消する

かのごとく検索ができるのです。例文などもそ

早稲田のサーチエンジン「千里眼」

には絶好の場所です。そこにはDigital Priest

のまま表示されるので、普通の辞書とほとん

jhttp://www.info.waseda.ac.jp/

がいて、素直に罪を告白すればちゃんと贖罪

どちがいがありません。Webめぐりのおとも

をしてくれます。あらかじめ、「殺人」
「不倫」

に、そして海外との電子メールのやりとりに

Title/Anchorに対しての検索、サーバー名

と、さまざまな場面で利用できるに違いあり

に対しての検索というのはまぁよくあるやつで

ません。

すが、ここはなんとリンク逆探知ができるので

「強欲」などのジャンルが設定されていて、そ
の中から罪の種類を選んだ後に具体的な内容

（Makoto Morikawa）

を書きこめます。"the Scroll of Sin"をクリック

search.html

す。入力したURLがどこからリンクされている

1000

すれば、他人の告白を読むこともできます。こ
れがまた爆笑もので、心の中でビル・ゲイツ

ip

かを調べられるとは思わなっかたので、これに
は驚かされました。

を殺してしまったとか、ガス・メーターを点検

人類進化論のホームページ

にきた娘と7発やってしまったとか、とにかく

jhttp://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/

笑えます。心やさしいDigital Priestはすべて

わたしの所属する京都大学人類進化論研究

の罪を許してくれ、ハードディスクをDefrag-

室のホームページができました。「サルからヒ

（小渡悟）

1000

ip

Furyu: The Budo Journal
jhttp://emporium.turnpike.net/G/

mentしろとか、オランダのmpegをすべてダウ

トへ・人類はどんな道をたどって現在にたどり

ンロードしろとかの贖罪の方法を指示をしてく

つき、これからどこにむかうのか」が、この研

武道専門のページです、柔道や棒術、合気

れます。

究室の大きなテーマです。一般の人にも興味

道など日本古来の武道の紹介などがされてい

をもって見ていただけるように、ビジュアル中

ますし、関連WWWへのリンクも充実してい

心にまとめました。とくに、わたしの研究分野

ます。本来なら、日本からこのような情報が

であるソロモン諸 島 のイルカ漁 のページ

発信するべきなのでしょうが。せめて武道関係

（http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/kirio/kirio.

者の目に止まって、日本の武道のホームペー

（匿名希望）

2000

ip

「新英和・和英中辞典」
jhttp://www.aix.or.jp/cgi-bin/cgi-dic

htm）では、石の音とカヌーだけを使って行

「リーダーズ英和辞典」

（K.Kitamura）

とパタパタアニメーションをい使って表現して

cgi-readers
ブックマークに登録しておくと必ず役に立

います。

（竹川大介）

つWebを2つご紹介します。これは、研究社
から出版されている「新英和・和英中辞典」
、
INTERNET magazine 1996/1

ジが増えることを期待します。

う、南の島の壮大なイルカ漁の様子を、写真

jhttp://www.aix.or.jp/cgi-bin/
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goodin/furyu/
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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

1000

ip

We Love Internet-People

impress.co.jp

P10
O
T
！
発表 インプレスWWWナビゲーターで検索してみた95年の10 大ニュース
【ヒット数ランキング】編集部が独断で選んだ1995年のニュースキーワードをインプレスWWWサーバーのWWW
ナビゲーターで検索してみた。全登録数は2738件、ヒット数順に紹介しよう。

1 位● 「震災」26件

6 位●「戦後」7件

阪神大震災直後、第2の連絡網として注目されたインターネット。現在
は神戸市（http://www.kobe-cufs.ac.jp/kobe-city/）の復興情報、ボラ
ンティアの広報など広がりを見せる。

戦後50年という節目の年、長崎市や広島市をはじめ平和を訴えるペー
ジの開 設 が続 いた。 長 崎 市 では原 爆 資 料 やベント情 報
（http://www.cc.nagasaki-u-ac.jp/PeopleWave95/）を掲載。

2 位● 「核実験」17件

7 位● 「就職活動」6件

フランス核実験再開阻止運動のページが各国で開設。東大の学生によ
るインターネットでの署名運動（http://www.iijnet.or.jp/nuke/）も話題
に。しかし、仏政府は実験を再開。

就職氷河期の95年だが「就職難」で検索したらゼロ件だった。大阪の
縁/EN/ーEmployment Netは新卒採用情報だけではない求人・求職専
門サーバー（http://www.nbc.co.jp/）だそうだ。

3 位● 「沖縄」14件

8 位● 「オウム」3件

米兵による少女暴行事件に端をはっした沖縄基地問題。沖縄県のホー
ムページでは、大田知事による政府への緊急要請文（http://www.
okinawa.ttc.co.jp/rape2-j.html）も読める。

意外に少なかったが、アンダーグラウンドではいろいろあるオウム情報。
山 梨 日 日 新 聞 社 と山 梨 放 送 は事 件 年 表 や記 録 写 真 を提 供
（http://www.sanichi-ybs-co.jp/）
。

4 位● 「Windows95」9件

9 位● 「オリックス」1件

パソコン界の話題をさらったマイクロソフトのWindows95。個人で集め
た裏わざ情報のページから米国レポート
（http://www.toppan.co.jp/
frontline/）まで。

日本一の「ヤクルト」で検索したがゼロ。
「イチロー」で検索してもゼロ。
この1 件 はオリックスブルーウェーブのオフィシャルページ
（http://www.tisnet.or.jp/orix/src/）
。

5 位● 「野茂」7件

10 位● 「木村拓哉」0件（担当編集者特別推薦）

あちこちの通信販売サイトで野茂グッズが売られている。
尼崎市のファン
が作る
「トルネードボーイ」
（http://www.st.rim.or.jp/˜k̲ono/tornado/）
も必見。

20代後半かから50代までの女性に熱く支持されるキムタクも、インター
ネットピープルには興味の外なのだろうか。作った人はWWWナビゲー
ターにぜひ登録を!

☆登録するなら

☆検索するなら

http://home.impress.co.jp/magazine/inetmag/wwwnavi/regist.htm

http://home.impress.co.jp/magazine/inetmag/wwwnavi/index.htm

LOVE.CO.JP

MELODY.OR.JP

京都の広告代理店・太洋堂。インパクトをねらったそうだ。

「メロディを語る夕べ」もホームページ開設

GENJI.CO.JP

OSARU.OR.JP

源氏物語などの古典の研究所らしい。

おさるネットという名のBBS

秘宝発見！

TAKAUJI.OR.JP
プロバイダー「両毛インターネット」は足利の
里にちなんで。

一度聞いたら忘れない
ドメインネーム

RYUSEI.OR.JP
「流星少年少女ネット」という名のBBS
SIKASENBEY.OR.JP

MANDALA.OR.JP

しかせんべいインターネットはもちろん奈良

インターネットに接続する企業や個人は
「有限会社であいネット」
というプロバイダー。
日本ネットワークインフォメーションセンター
運営者はご住職。

BEKKOAME.OR.JP
ベッコアメは変なドメインの元祖。
BUTAMAN.OR.JP
ブタマン・インターネットサービス。
仕事では使いたくないなあ。

DONBURI-ISLAND.KITA
東京北区の地域ドメインにあったどんぶり島。

（JPNIC）から世界で1つのドメインネーム
詳細はなぞ。
を登録してもらう。
このインターネット上の看板も、
最後に一番長いドメイン名を紹介しよう。
好きなものを申請できるから
visual-product-team-task.yachiyo.
変なものもいっぱい。

chiba.jp千葉県八千代市の地域ドメイン。

変なドメイン<海外編>も募集中

AYASHII.OR.JP
「あやしいネットワーク」という名のBBSらしい。
MATATABI.OR.JP
UNIX関連のインターネット入門書も出している「グループまたたび」

あなたがインターネットで見つけた面白いシグネイチ
ャー、ポエム、暗号メッセージ、名言、アスキーアー
ト、変なドメイン、何でもいいから送ってほしい。自
薦・他薦どちらも歓迎! 掲載分には1000iP送るぞ。
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