キャリブレーションテストが泣かせる こだわりのアートサイト

ZoneZero
j http://zonezero.com/
最近はそう極端なバラつきは
ないようだが、他人の家に遊び

ょっとした問題になったことがあ

単なる技術的興味よりコンテン

るほどだ。

ツの価値を大事にしながら……

に行った時、なんだかテレビの色

「俺のアートをそんないい加減

と言われてみればなるほど、グァ

がおかしいと思ったことはないだ

な色のモニターで見て欲しくな

テマラのコーヒー農場労働者や

ろうか？

実はブラウン管の色

い！」と言ったかどうか知らな

メキシコのストリートキッズなど

は結構個体差が激しく、特に色

いが、色調整をしっかりやって

ラテンアメリカ関係、しかもねっ

に気を使うデザイン作業用のモ

もらってから作品を見てもらおう

とりとした触覚的な感じの写真

ニターをちゃんとした色に調整す

と、自前のキャリブレーションテ

が多い。クールなメディアのホッ

るのは大変な作業。実際、某社

ストを用意したこのページ。テー

トな出会いは、まさにアナログと

で自慢気にずらりとモニターを並

マはずばり「アナログからデジタ

デジタルの好バランスの上に成り

べたところ、色がバラバラで、ち

ルメディアへの変換」。しかも、

立つというわけだ。
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ヤフーと ZD の提携で生まれたインターネット雑誌の本家オンライン版

Yahoo! Internet Life
j http://www.zdnet.com/zdil/
アメリカには

ポートするウェブページではなく、ウェブ

数 多 くの E -

主導で雑誌（季刊）のコンテンツを作って

迎え、2 号目もウェブが先行するというか

Zine があってそ

いくという従来とは逆の手法でリスタート

たちで快進撃を続けている。

れぞれユニークさを競っているが、血筋の

した点。95 年 11 月末に「Internet Life」

内容の基本はインターネット上のリソ

よさ（？）では抜群なのがこのホームペー

という名前で創刊。その後、12 月にヤフ

ース紹介だが、編集部のランクは4 段階、

ジ。趣味で始めたディレクトリーサービス

ーと提携してウェブの体制を強化し、名

ユーザーのランクは10 段階という姿勢に

が大当たりして一躍ネット界の寵児とな

前も「Yahoo! Internet Life」に変更。

も見られるように、あくまでも利用者主

ったヤフーと老舗出版社ジフ・デイビス

いわば老舗が新興ブランドネームを借りた

導。それが結果的に雑誌をサイバースペ

社が発行するE-Zine だ。

とも言えるが、それ以来、元 TV ガイドや

ースのオピニオン誌的存在に導くはずと確

プレイボーイ誌のエグゼクティブエディタ

信している点に好感が持てる。

ユニークなのは、これが決して雑誌をサ

ネットサーフィンの友 スナックフード協会の笑えるおつまみページ

Snack Food Association
j http://www.snax.com/
人のスナックがらみの駄洒落

どに答えていくと、いかにもそ

という言葉（どうやら日本では

（本家のサイトへのリンク付き）

れらしいスナック缶やT シャツ

「炬燵蜜柑（こたつみかん）」

や、音を聴いてスナックの種類

が当たるクイズもあるが、日本

と翻訳されたらしい）が流行っ

を当てるクイズ、スナックの壁

からの応募は無理かもしれな

たことがある。確かに夜中にネ

紙ファイルをダウンロードでき

い。

ットなどを見ていると、体には

るサービスが（ほんのおつまみ

よくないと分かっていても、何

程度だが）用意されている。

ひと昔前に「カウチポテト」

かちょっと食べたくなるのは事

「ジョブスとウォズニアック

実。そんな気分のユーザーに狙

がガレージで最初のアップルを

いをすましたのがこのページだ。

作っていたとき

エルビス・プレッツェリやフ

に食べていたス

ランク・スナックトラ、ウィリ

ナックは？ 」

アム・スナックスピアなど有名

といった質問な
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ーであったバリー・ゴールソンを編集長に

ボリュームはないが、なかな
かなごめる内容。さすがにスナ
ック業界、軽さで勝負という
わけ？
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映画マニアには最高の教材！ ハリウッド映画のシナリオが読める

Drew's Scripts-O-Rama
j http://home.cdsnet.net/~nikko11/scripts.htm
「映画はシナリオだ」という

面白いのは数多くのドラフ

言葉があるくらい、映画にお

トが読める点。アメリカでは

けるシナリオの存在は大きい。

よい原作や脚本があると、プ

シナリオとは、文字どおり映

ロダクションなどが買いとっ

画のシーンをカメラ視線で追

て、次から次へと違うシナリ

う形で記述されたストーリー。

オライターに任せてブラッシュ

一度見た映画も、シナリオと

アップしていく。これに対し

つき合わせてみると、また格

て、日本は最初のライターが

別の面白さがあり、映画好き

ずっと手を入れていく職人芸

がこうじるとシナリオを読んで

的な仕組みなので、どうして

みたくなるのもよく分かる。

も手が回らない部分が出てく

このページはいろんな場所

るようだ（これは偏見？）
。あ

に分散しているハリウッド映

ちらの何段階かのドラフトを

画のシナリオを一挙に集めた

比較しながら読んでいくと、

ページ。「エイリアン」から

どういう過程を経て最終的に

「ダイハード」
「ジュラシック・

映画になったのか が理解で

パーク」
「トータル・リコール」
「パルプ・フィクション」など
のシナリオスクリプトがクリッ

き、映画の面白さをもう一歩
進んでかみしめることができる
というわけである。

クひとつで取り出せる。

カメラはどこ？ QTVR をしのぐ上下左右 360 度の快感

OmniView
j http://www.usit.net/omniview/
面白いアプリケーションが
発表されるたびに、もっと速

不思議な世界を見渡すことが
できるのだ。

いマシンが欲しくなるという空

しかし、問題なのは処理速

しい悪（？）循環に陥ってい

度。データの読み込みには時

る人は多いのではないだろう

間がかかり、一旦ファイルを

か。実は筆者もその1 人。か

読み込んでからの視点移動も

く言う私が最近出会ったショ

スムーズとは言いがたい。はっ

ックなアプリケーションが、

きり言って、一世代前のマシ

O m n i V i e w 社 の開 発 した

ンでは問題が多すぎる。やっ

OmniView だ。

ぱりメモリー積んだ新しいマシ

もはや当たり前になってし

ンを買うしかないかな〜という

まったとも言えるアップルの

ことになってしまうのである。

QTVR が水平方向 360 度のフ

Windows3.1、95、Mac-

ォトリアリスティック・ビュー

intosh 68K、PPC 用が揃っ

を提供してくれる（これはこ

ており、Netscape のヘルパ

れで、発表当初とても新鮮だ

ーアプリケーションとして登録

ったんだけどね〜）のに対し

すれば、このサイトから風景

て、OmniView では上下左右

やインテリアのファイル

360 度の全方向、「三脚は見

（100K 〜 1MB 程度）をダウ

えるがカメラはどこ？」という

ンロードして楽しめる。
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マリリン・モンローとアインシュタイン、ナポレオンの共通点は？

The Lefthanded Universe
j http://www.xs4all.nl/~riksmits/pg001e.htm
マリリン・モンローとアイ

見る左利きの世界、左利きの

で、世界中のほとんどの国で

ンシュタイン、ナポレオンの共

言い伝えや神話、左利きの嘘

は10 ％程度いるのに比べて、

通点は？というと何かのクイ

とホント、
「あなたは本当は左

異常に少ない。これはかつて妻

ズみたいだが、その答は全員

利きなのかも知れない」とい

が左利きだというだけで離婚

左利き。

う「真性左利き度」テスト、

の理由として認められるほど、

これは世界中の左利きの人

さらに左利き用品のショップ

左利きが抑圧されていたため

たちのためのホームページ（そ

リストまで、まさに左利きの

……」というのが大々的に掲

の下に「右利きの人も歓迎」

テンコ盛り状態。

載されているのには驚く。マ

と書いてあるのが微笑ましい）

しかし「意外な事実」のと

ジかどうかは別にしても 、こ

ころに「1992 年の米大統領

ういう 細かいところに こだわ

中身は文字ばかりだが、左

候補は全員左利きだった」と

るところからホームページ 作

利きの本、左利きに関する研

いう事実と並んで、「日本の

りが始まるのかも しれない。

究成果のニュース、アートに

左利きは全人口の 2 ％以下

である。

もうこの号が発売されるこ

どだ（結果＝挫折）
。

ろには終わっているはずだが、

ラインサービスについての説明

こんな事情に合わせて、楽

やPC 上での申告プログラム

フリーの人間にとって、この

しく確定申告をしてもらおう

「1040-PC」
（これを使うと還

時期になると頭の痛いのが確

とウェブで広報活動を始めた

付金が3 週間以内に口座に振

定申告。あわてて請求書をか

のがアメリカの税務署、正確

り込まれる！）など、納税者

き集めて……それはもう大変

には財務省内国歳入庁。ご覧

に対する様々なオプションが

な目にあうことになる。

のとおり、とても役所仕事と

説明されている。

そんなことを米国の友人に

は思えないポップなつくり。

話すと、
「え？ できないの？」

日本の税務署もこれくらい

内容は、一般的な税金の知

ショウアップしてくれれば……

とびっくりされるのが所得税

識から、教育費控除など、ま

とは思うが、その前にやるべ

のコンピュータ申告だ。米国

ともな英語（自分たちでそう

きことは山ほどありそう。少

ではこの手のソフトは巨大市

言ってます）で説明する納税

なくとも税金の使い方くらい

場になっており、かのマイクロ

のやり方、さらに先頃開始さ

ちゃんと説明してもらわなくっ

ソフトも企業買収に動いたほ

れた「TeleFile」というオン

ちゃ、だよね。

楽しくやりたい確定申告 アメリカの税務署はこんなにおしゃれ

IRS
j http://www.irs.ustreas.gov/prod/

アタマの使い方を考えさせられる 2 つのサイト

Welcome to Hillary's Hair
j http://hillaryshair.com/
健康保険法案やホワイトウ

種類の彼女の髪型を優雅なサ

ブ・ドールやビル・ゲイツ、

ォーター疑惑など、いろいろ

ーバープッシュ・アニメーショ

ボリス・エリツィン、トム・

と話題の尽きないファースト

ンで見せてくれる。単にそれ

ハンクスの頭が爆発……とい

レディのヒラリー・クリントン

だけの話だが、これだけでサイ

う過激な内容。

だが、スキャンダルとは全然

トを作ってしまうというのは、

関係のないところでも注目を

まったく……。

集めている。それは彼女の髪

インターネット上で評判に
なったおかげで彼の会社に秘

一 方 、「 The Exploding

密捜査官がやってきて、
「銃を

型。なんと、彼女はビルが92

HeadPage（http://www.

持っているか」とか、
「ボブ・

年に大統領になって以来、こ

vv.com/˜gilmore/head）」

ドールをどう思うか」など事情

れまでに320 種類のヘアスタ

は22 歳のダニエル・バーフォ

聴 取 されたという。 彼 がビ

イルで登場しているという。

ード氏の作ったコミックブック

ル・クリントンを載せない理

風 のページ。 彼 の嫌 いなボ

由？ それはお分かりでしょ？

このサイトはその中から40
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世界最大の自動車会社のでっかいページ

GM
j http://www.gm.com/
ここ数か月、自動車会社の

その量は現状の自動車部門だ

ウェブ進出が目立つ。メーカ

けで1,300、現在制作中のオ

ーそれぞれが独自のカーデザイ

ールズモビルなど関連企業の

ンを競うように、それぞれのポ

ものまで含めると16,000 ペー

リシーをホームページの演出で

ジにもなるという。

アピールする様子を見るのは

もちろんちゃんとお金をか

なかなか楽しい。ウンチク系

けて、ショックウェーブあり

自動車雑誌には、格好のネタ

QTVR による車の内外装シー

である（はず）
。

ンあり、世界最大の自動車会

そんな中、真打登場……ビ

社にふさわしいつくりになって

ュイック、シボレー、ポンティ

いる。デザインスタディやソー

アック、キャディラック、サタ

ラーカーなど自動車の未来に

ーンなどの自動車メーカーで

挑む企業としてのハイテクな

あり、傘下にさまざまな企業

演出もさることながら、デザ

を抱えた米国最大の企業、ゼ

イナーや製造ライン担当者の

ネラル・モータース。こんな会

音声メッセージなどを入れて

社がまともに全チャンネルを統

人間味を出そうとするなど、

合し、ウェブにサイトを設け

目配りを忘れない点はさすが

るとこうなるというのがこのホ

に大人の会社。だけど、欧州

ームページだ。

車メーカーより大味な感じが

制作は傘下のEDS が担当。

してしまうんだな、やっぱり。

まわりのユーザーを見渡し

入手先リンクのリストがほと

てみても、どうやらブラウザー

んど揃っている。自分のブラ

についてはネットスケープの一

ウザーを強化したいと思った

人勝ち的状況。しかし、今度

場合、ここを見れば一発で

はプラグインですさまじい開発

OK だ。

競争が行われているのはご存

もちろんネットスケープばか

じのとおり。もはや何種類あ

りではなく、各種ブラウザー

るのか見当もつかないし、ど

のリストがMacintosh、Win-

こで手に入れていいのやら…

dows、UNIX などへの対応表

…とお悩みのあなたにピッタン

付きで一覧できる。またこの

ブラウザーに関する情報ならなんでも揃う

BrowserWatch
j http://www.browserwatch.com/
コのページがここだ。

ページにアクセスしてきたブラ

まずはブラウザーに関する

ウザーの種類やウェブの利用

ニュースのコレクションから始

状況調査の結果、ブラウザー

まって、Macintosh（PPC

種別の利用度調査など、関連

および 6 8 K ） と W i n d o w s

データへのリンクまで揃ってい

（95 および3.1）の機種別プラ

る。ウェブの動向に注目して

グインモジュールの開発状況

いるマーケティング関係者は

（対応済み、予定なし、開発

要チェックだ。

中の3 つに区分）やサンプルの
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