インデックス数は世界最大 サーチエンジンの決定版か？

Alta Vista: Main Page
j http://www.altavista.digital.com/
今やウェブ上にあるサーチ

カバーするウェブページ数

のがうれしい。また「Sur-

エンジンの数はうなぎのぼり

は1,600 万（ちなみに評価

prise」のページではカテゴ

状態。複数のエンジンを同

の高いあのLYCOS でさえ

リーを選択すると、あらかじ

時にサーチするというのも珍

1,000 万ページ程度らしい）
。

め選ばれたホームページにラ

しくなくなってきたが、考え

さらに13,000 のニューズグ

ンダムにジャンプすることが

てみるとオリジナルのソース

ループの記事もリアルタイム

できる……となれば言うこと

がダブっていれば何の意味も

でアップデートされ、アーテ

なしみたいだが、巡回ロボッ

ない。やっぱりどれだけのイ

ィクルを出力することもでき

トが少ないのか、米国外の

ンデックスを持つかが勝負…

る。

ものについてはアップデート

…と思っていたら、史上最

サーチスピードも速く、検

が遅かったり、そろそろ混ん

強ともいえる検索サービスが

索 方 法 も親 しみやすいし、

できたり、ここへのアクセス

登場した。それがこの「Alta

他のエンジンでは出なかった

自体が不安定になってきた

VIsta」だ。

キーワードでの当たりがある

のは残念。
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ブラウザーの向こうにマンハッタンのロアー・イーストサイドが見える

r a z o r f i s h
j http://razorfish.com/
インターネットやケーブルな

かもしれない。
このホームページはマンハッ

いる。なかなか理解しがたい

が集まるとともに、ハードから

タン在住のアーティストの中

ものが多いが、切手を題材に

ソフト、ソフトからコンテンツ

でも、かなりアバンギャルドな

した「F.I.R.E.」あたりは誰で

へという流れが次第に確実に

センスの持ち主たちが作り上

もニヤリとさせられるだろう。

なってきたと言われる。そんな

げたもの。 デジタル処理され

なお、ロアー・イーストサ

中、ご近所に全米広告業界の

たアート を集めたサーバープ

イドのオルタナティブ・ミュー

メッカ、マディソン街を持つ

ッシュびんびんのサイトだ。内

ジックシーン に つ い て は

ダウンタウン・マンハッタンの

容はグラフィックスや写真が

「SONICNET（http://www.

アーティストが「シリコンアレ

中心になっており、すべてが

ー（横町）」を名乗ってウェ

エレクトリックとも言い切れな

ブの世界へ進出するのは当然

いが、いずれもニューヨークな

「ウェブで遊んで一攫千金」をコレクション

ThreadTreader's WWW Contests Guide
j http://www.4cyte.com/ThreadTreader/
以前このコラムで「ウェブで

別のリストも用意されているあ

テストだ。ボスになれば、彼の

もらえる ただ グッズ」を取

たりが、なかなかゲンキンでよ

会社（急成長中、借金なし、

り上げたことがあるが、今回は

い感じ。その中で見つけた面白

市場評価額75,000 ドル）に加

最近急増しているコンテストや

いページが「 Boss Contest

え、 2 5 , 0 0 0 ドル分 の資 産 、

クイズなどのリンクを集めたホ

（http://www.webcom.com/

5 0 0 時 間 のトレーニングか

texas/boss1.html）」。その名

10,000 ドルのうち一方、さら

ームページをご紹介。
数がやたら多いのは当たり前

のとおり、今年 70 歳になるテ

に運転資金として25,000 ドル

として、最新のエントリーを集

キサスのエアコン会社の社長が

をつけましょうというもの。な

めた「今月初登場」から親切

引退するので、「クイズを解い

んか話がうますぎる……と思っ

な「締め切り迫る」、さらにテ

て、うちの会社のボスにならな

たら参加料 20 ドルと書いてあ

ーマや賞品といったカテゴリー

いか？」という思い切ったコン

る。う〜む。
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らではの強烈な毒気を放って

どの情報ネットワークへ注目

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

sonicnet.com/）
」がおすすめ。

愚留目 都亜氏に教えてあげたいバカンスガイド

Preview Vacations
j http://www.vacations.com/
米 国 の旅 行 T V 番 組

気予報、年間の催しなど、詳

からほかのユーザーに送ること

「Travel Update」のスポンサ

細な情報（ハワイのページに

のできる「ポストカード」も用

ー、旅行代理店のPreview

はスペースシャトルの撮影した

意されているので、アームチェ

Vacations Online 社のホーム

写真もある！）が用意されて

アトラベラーでも十分楽しむ

ページだ。
「バカンスの始まり

いる。どのホテルやリゾートの

ことができる。

から終わりまで」をテーマに作

紹介ページにもちゃんと写真

本業の格安バカンスツアー

り上げたと豪語するだけあっ

が入っているところはさすが

のパッケージやApollo 予約シ

て、情報量、グラフィックス

だ。どこに出かけていいのか分

ステムと連携した航空券の購

ともになかなかの出来栄え。

からないという人には、条件

入は、日本在住者には関係な

の組み合わせで候補地リスト

さそうだが、一見の価値はあ

目的地を選ぶ。各地域別に場

を揃えてくれるサービスもある。

るページだ。

所や歴史、見所、料理や天

写真やムービー、ユーザー

まずは世界地図を見ながら

男性機能不全 その日に備える正しい知識？

Successfully Treating Impotence
j http://www.impotent.com/home.html
インターネット利用者の男

見つけてしまった。なんと、

のが「インポクイズ」
。簡単な

女構成比を見ると、明らかに

いわゆる「インポ」のオンライ

英語の設問に選択肢で応えて

男性優位のオトコ社会。内容

ンガイドである。

いくと、正解とともに解説が

が男性週刊誌っぽくならない

内容は「インポ、その神話

表示される（自動翻訳機能付

ほうが不思議……と考えてい

と事実」というものから、ス

きのブラウザーでどう和訳され

たら、その手のメディアには必

ポンサーである薬の説明、医

るのか見てみたいものである）
。

ず登場する 男性特有のお病

者に会う前の予備知識、FAQ

高ストレス社会、しかも端末

気

といった具合だが、興味深い

の前で過ごす時間の多いオト

についてのホームページを

コたるもの、知っておいても損
はないだろう。
ところで、ホームページの
冒頭には「男の10 人に1 人は
インポという事実を知ってま
したか？」と書いてあって、
筆者が見た時のカウンターは
900 人あまり。ということは、
これまでに90 人は該当者がい
たということ？

神に感謝…

…である。
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全米ヒットチャート No.1 の歴史

Number One Hit Records
j http://www.fn.net/~spreng/webhits/index.html
最近のポップスにはリメイ
クものが多 いが、 そんな時

アーティストあるいはバンド名

ットでねぇ……」なんていうウ

のつづりの一部を入れるだけ

ンチクをたれてみるのはどうか

で、ナンバーワン・ヒットやア

な？

ルバム、アーティスト名が出
さらに曲名から作曲者を検

のタイトルとアーティストのデ

索するサービスも新たに追加

ータを集めたもの。ポップス／

され、検索結果からそのアー

ロックのシングルは1917 年か

ティストの作品リストまでたど

ら、アルバムは1956 年から、

ることもできる。これでますま

カントリーのシングルなら

す知ったかぶりができるという

1950 年からのデータを持って

ものである。

The PA NewsCentre
j http://www.pa.press.net/
ルマニアなら見逃せない。
うれしいのはこれらのプリン

容は英連邦を中心としたニュ

トがオンラインで買えること。

ースやスポーツ、テレビ、天

もちろん、通信社の基本的な

気予報など、通信社お決まり

スタンスが報道だから写真と

の内容だが、見落としてなら

しての面白味に欠けるのはし

ないのが「Xtra」のコーナー。

ょうがないが、価格はモノク

目玉はビートルズの歴史的な

ロで10 〜 21 ポンド、カラー

写真を集めた「The Beatles

で11 〜 30 ポンド程度だ。

Archive」だ。

このほか、先頃 BBC で放

デビュー当時からずっと彼

送されて話題になったダイア

らを追いかけた英国の通信社

ナ妃のインタビュー全文と、

ならではの写真が、グループ

その放送への反応も収録され

全員、メンバー別にずらり。

ているので、暇のあるゴシップ

しかも、撮影年月日とコメン

好きは注目。アクセスするに

トつきで並んでいるからビート

は簡単な登録が必要だ。

作る人も見る人も必見 ウェブ利用のためのテストパターン・ページ

Doctor HTML
j http://imagiware.com/RxHTML.cgi
URL を入力すれば、たちど

クスの検査、テーブルの構造、

ments/WWWtest.html）」

ころにウェブページの問題点

ハイパーリンクの実効性（外

がおすすめだ。こちらはウェブ

を指摘してくれる、ウェブマ

部リンクへの実用上の途切れ

で流通している複数のファイ

スターやHTML オーサーなら

がないかどうか）
、インプット

ルタイプにユーザーのビューア

是非利用してみたいウェブペ

フォームの構造などで、これ

ーが対応しているかどうかの

ージ総合診断サービスである。

らの結果を表組みにしてまと

試験ができるテストパターン

検査項目は、ドキュメント

めてくれたうえに、改善すべ

のページ。ヘルパーソフトが入

きポイントを教えてくれる。

ってない場合は、ダウンロー

のスペリング、画像ファイル

182

の検査（標準的な伝送速度

自分はブラウズ専門という

である14.4Kbps で耐えられ

人には「WWW Viewer Test

てくれるという便利ページだ。

るサイズや色数かどうか）
、ド

Page（http://www-

UNIX、PC、Mac に対応し

キュメントの構造、シンタッ

dsed.llnl.gov/docu-

ている。
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力される。

ンバーワン・ヒットとなった曲

英国通信社所蔵のビートルズの写真が買える

英国の通信社 Press Asso-

曲名かアルバムタイトル、

「あの曲は19XX 年の○○のヒ

このホームページは全米ナ

ciation のウェブサーバー。内

いる。

ドして組み込む手順まで教え
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「砂漠の嵐作戦」を超える国防総省のメディア戦略？

BosniaLINK
j http://www.dtic.dla.mil/bosnia/index.html
ひと昔前、イスラエルの空

抑え込みに成功したと言われ

のの、さすがに話題の無人偵

軍パイロットはひと仕事終え

るが、
「今度はインターネット

察機など派手な映像はない。

て家に帰ってくると、敵側で

を使ってダイレクトに民意へ

だが、派兵される兵隊への特

撮影された自分の爆撃の模様

の働きかけか？」と思わせる

別手当や寒冷地向け装備の支

を伝える米国のニュース番組

のが米国防総省制作のこのホ

給リストまで、ふだんは見る

を見るという話を聞いて、メ

ームページ。ボスニアに派兵

ことのできないアメリカの巨大

ディアと戦争のいびつな関係

されたNATO 平和維持軍の模

なロジスティックスの実態が子

に驚いた覚えがある。

様を伝えるものだ。

細に公開されているのは興味

先頃の「砂漠の嵐」作戦

内容は、作戦マップやニュ

深い。新しいメディアを使い

では、ベトナム戦争で情報コ

ースリリース、記者会見の模

こなし、ソフトにコンセンサス

ントロールの重要性を知った

様、司令官の略歴やスピーチ

を作ろうとするペンタゴンの思

米国政府がメディアプール制

といった具合。作戦の模様を

惑の一端をうかがい知ること

を採用し、ジャーナリストの

伝えるスナップ写真はあるも

ができる。

クリックに疲れた人におすすめのオートマ・サーフィン装置

Autopilot
j http://www.netgen.com/~mkgray/autopilot.html
とりあえずウェブは見れる
んだけど、ブックマークがない

どんホームページをブラウジン

書かれている「インターネット

グしてくれる。

のセンサーシップ反対」のメ

から、どこをのぞいたらいいの

デフォルトでは12 秒に一度

ッセージが入ったりするのはと

か分からない。時間はたっぷ

書き換えになっているが、日

もかくとして、残念なのは出

りあるんだけど（え？ ダイア

米間の回線の速度の問題から

てくるページの内容がいまいち

ルアップじゃないの？）
、もう

か、でかいファイルなど、途

なこと。もっとも突然意外な

クリックするのは疲れちゃった

中までダウンロードしていて突

ものが出てくることもあるので

から、適当にやってくれない

然別のページに飛んでしまう

何とも言えないが、ウェブの

かなぁ……。

こともある。ここは自分の使

グルメとしてはもう少しリンク

そんな怠惰で恵まれた人に

っている回線のスピードなどを

先に神経を配って欲しいもの

おすすめなのがこのサービス。

考え合わせて、若干長めの秒

である。うまく使うと、店頭

Netscape の「Refresh」モ

数を指定しよう。

デモや新しいウェブビジネスに

ードを利用して、勝手にどん

時々このホームページにも

つながると思うんだけどね。
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