ウェブの機能をフルに活かしたAT&T の情報サービス

AT&T Business Network Home Page
jhttp://www.leadstory.com/
いちいち情報を追いかける

ネスや一般的な話題の中か

り、そのサブジェクトに興味

時間はないが、さりとて無視

ら知っておくべきトピックを

があれば、かなりのところま

するわけにもいかない……ア

1 つ取り上げ、情報をコンサ

で情報を追いかけ、掘り下

メリカには、そんな多忙なエ

イスに編集して掲載している。

げることができるようになっ

グゼクティブ向けに最新情報

面 白 いのはその仕 組 み。

ている。

を手際よくまとめたサマリー

ストーリー本文の中にリンク

基本的にはウェブ上のリ

だけを提供するサービスが多

が組み込まれており、ほかの

ソースをリンクしているだけ

い。AT&T が管理職や起業

情報提供者や当該企業のウ

なのだが、ここまで1 つのイ

家向けに提供している情報

ェブページにジャンプするこ

シューについて情報を展開で

サ ー ビ ス AT&T Business

とができる。さらにトピック

きるウェブコンテンツの充実

Network もその1 つ。

関連のニュースや分析記事、

ぶりとそれを活かす編集能力

このページでは「 L e a d

オピニオン、バックグラウン

には敬服するばかりだ。

Story」と題して毎日、ビジ

ド情報までが用意されてお
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巨大情報産業が作った充実のウェブガイド

ンコードはbase64 というのが

Welcome to iGuide

ちょっと……）
。

jhttp://www.iguide.com/index.sml

タイムワーナーがやっている
「Pathfinder」に見られるよ

これまで情報発信について

のが、ルパート・マードック率

うに、大手の情報産業の場合、

は代理店やメディア任せだっ

いる大手情報産業ニューズコ

自社出版物の使い回しという

た多くの企業が、ウェブに独

ープが作ったこのウェブページ。

パターンが多いが、それに比

自のホームページを開設して

ベースとなっているサービス

べるとこちらのほうはTV ガイ

直接情報発信をするようにな

は5 段階評価、20000 サイト

ドなど、傘下の企業の情報が

ったり、同人誌的 E-zine が

のレビューを持つ究極のイン

それとなくすんなり組み込まれ

盛り上がったり……急加速す

ターネットガイド「inSITES」

ている。収録されている情報

るウェブの情報サービスに対

だが、ニュースやエンターテイ

量は少ないかも知れないが、

して、従来圧倒的強さを誇っ

メント系の記事も豊富。ポス

実際のインターネット利用者に

ていた情報産業は？ そんなこ

トカードを友人に送るなど楽

とっては使い勝手はこちらの

とを考えるうえでも興味深い

しい仕組みもある（ただしエ

ほうが一枚上手かもしれない。

美しさにはワケがある メディカル・イラストレーションの世界

Medical Illustrators' Home Page
jhttp://www.mednexus.com/med_illustrator/
日本でイラストというと、

利用される図解を描く作家た

の理科室で見た気持ちの悪い

雑誌などに載っている「挿絵」

ちが作ったホームページ。構

色付きの臓器がどうしてああ

であることが多いが、どうやら

造や関係性をはっきりと理解

いう色をしていたのかが納得

米国では「説明」や「図解」

するために、写真とは違った

できるというものである。

といった意味で使われること

独特の表現をいかに施すかと

また、この特殊技能を身に

のほうが多いようだ。当然、

いう点がこのイラストのキモな

つけようとする初心者のため

イラストレーターという職業で

のだろう。実際の様子を直接

のコースウェアなども販売して

も意味するものが違ってくる。

撮影した写真をながめただけ

おり、米国のビジュアルプレ

このページはメディカル・

では理解できない各パーツの

ゼンテーションを支える層の厚

イラストレーション、すなわち

連関がひと目で分かるように

さを考えさせられるページであ

医療分野の教育やコミュニケ

表現されたイラストがサンプル

る。

ーションのためのモデルとして

として表示されている。学校
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マルチメディア・オン・デマンドへのインターネット的アプローチ

Timecast: The RealAudio Guide
jhttp://www.realaudio.com/timecast/index.ms.html
リアルオーディオでおなじみ
のプログレッシブ・ネットワー
ク社が開始した新しいサービ

リアルオーディオを使って

ページを順番に見ていくこと

揃うのでは……というインタ

ができるという仕組みである。

ーネット的なアプローチでもあ

それだけの話？

と言うな

る。太平洋のこちら側の劣悪

ス。同社ではこれを「インタ

かれ。実際にやってみると結

な通信環境にいる我々として

ーネットを使った世界初のカ

構面白くて便利だ。しかも、

は、ビデオのサイマルキャスト

スタマイズドマルチメディア情

最初からビデオを流そうとい

など同種のモジュールが派手

報サービス」と言っている。

う大がかりな試みではなく、

な展開を見せるなかで、比較

まず、ユーザーはリアルオー

ウェブの表現力アップや回線

的低い転送速度ながら楽しい

ディオを使っているサイトメニ

環境の向上とともに、もっと

サービスを提供しようという同

ューの中から好きなものを選

リッチなコンテンツを楽しめる

社の試みを高く評価したい。

び、これをユーザー名で登録。

ようにするという現実的な方

これ以外にもリアルオーデ

そうすれば次回から、ここに

向である。高価なサーバーや

ィオを使ったライブ放送のサ

アクセスしてユーザー名を入力

高速回線を持たなくても手軽

イトへのリンクも完備している

するだけで、その時点の音声

に始めることができるので、結

ので、とりあえずブックマーク

付き最新ニュースなどのウェブ

果として豊富なコンテンツが

をチェック！

れしい偽りあり）
。

インターネット上で放送を生

曲がかかっている最中には

中継するFM 局が増えてきた。

バンド名や曲名なども表示さ

米国ではもうウェブで音楽を

れ、曲が気に入ればその曲が

聞くというのは当たり前にな

収録されているCD を注文す

ってきているようだが、ついに

ることもできる。さらにそこか

本命とも言えるサービスが登

ら「musicnews.com」にジ

場 。 そ れ が こ の 「 The DJ

ャンプして音楽関係のニュー

28 のジャンルで音楽が聞けるおまかせDJ ページ

TheDJ HomePage
jhttp://www.thedj.com/
HomePage」だ。

スも読めるのも、著作権管理

ページ上に、70 年代の音楽

団体のBMI とASCAP のおか

を収めた「8trax」から世界

げ（？）
。こういう仕組みが日

の音 楽 を集 めた「 W o r l d

本でも機能しないものかと思

Music」というステーション

うのは私だけではないはずだが

まで、なんと28 種類のジャン

……。

ルの仮想音楽放送局があり、

ところで、自分のCD をか

それぞれのラインナップで曲を

けて欲しい人には「送ってく

放送。ユーザーは自分の好み

れればどこかのチャンネルで放

のステーションを選択して聞

送します」と言っているので、

くことができる（ただしDJ が

世界デビューを目指している

出てきてコメントするわけでは

インディーズの皆さん、利用

ないので、ちょっと看板にう

してみるのはいかが？
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洋書屋さんに入荷する前に見る「Car and Driver」

Car and Driver
jhttp://www.caranddriver.com/hfm/index.html
40 周年の歴史を持つアメリ

ている。なかでも「96 年版バ

自動車ショウのレポート、シ

カモータージャナリズムの雄

イヤーズガイド」ではメーカ

ョックウェーブを使ったお遊び

「カー・アンド・ドライバー」

ー、プライスレンジ、タイプ別

もあってなかなか楽しめる。特

誌のホームページ。本格的月

に260 以上の車種の検索、ス

にデトロイトのモーターショウ

刊誌がベースとなっているだけ

ペック紹介や解説（同一タイ

でのQTVR を使った360 度の

に内容は実に豊富だ。

プの比較表もある）を読むこ

ニューモデル紹介（モノがス

とができ、これだけでもアクセ

テージ上で動いてくれるんだか

スする価値があるはず。

ら撮影も楽なはず）は、さす

当月発売分の内容のうち、
クルマ好きなら確実に気にな
る「ロードテスト」やスクー

このほか、自動車業界の最

がニューモデルをすみまでなが

プ、コラム記事などの中から

新ニュース、昨年から今年に

めてみたいという自動車ファ

主なものが抜粋され掲載され

かけて世界各地で開催された

ンの気持ちをつかんでいる。

笑える下着姿は男の特権？

あるようだ。もちろん前者は

ウェア・プロセッサ が清潔な

女の子対策のセクシーさが売

パンツをはかせてくれる。その

り物。で、こちらのほうは、

間、
「モニターの前にいるだけ

「男の下着には2 つの種類

男同士のばか騒ぎというか、

でパンツを脱ぐ必要はありま

がある」と言われたとき、ま

ちょっと間抜けな笑いとシャ

せん」というプロンプトが……。

ず思いつくのはブリーフ型とト

レのきつさがポイント（？）
。

このほか、ばかばかしい笑

ランクス型。どちらをはいてい

ホームページにアクセスする

えるページがいっぱいだが、そ

るかで性格診断があるくらい

と「あなたは清潔な下着をは

ういえば女性の下着では笑え

有名な分類法だ（ホントか

いてますか？」という質問。

ないし、カルバン・クラインの

ぁ？）が、米国ではどうやら

「Yes」と応えると「いやぁ、

でも……と考えると、この勝

カルバン・クライン型とジョ

みんなそう言うんですけどね…

負、ジョー・ボクサーの一人

ー・ボクサー型という分類も

…」と、 バーチャル・アンダー

勝ちか？

The hands of fate . . .
jhttp://www.joeboxer.com/

おぢさん世代、オベント箱に見るアメリカ文化で感慨にふける

The Land of the lunchboxes!
jhttp://www2.ari.net/home/kholcomb/lunch.html
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こんなところにも日米文化

年になろうとしている日本の

だし、平等主義の給食だもん

差が……と気づかされてしま

世代に馴染みのないものでは

な〜。

うのが1950 年代から80 年代

ない。しかし、こんなものが弁

子どものころから個性的に

半ばまでのランチボックス、い

当箱にプリントされているなん

自分を演出するチャンス（と

わゆる米国版オベント箱を集

てことはなかったような……。

はいっても何を買うか程度の

めたこのウェブページ。文化

当時の子どもたちのヒーロ

話だが）が持てるというのは

差といっても、中身がサンド

ーの絵柄が描かれたさまざま

素晴らしいことなんじゃない

イッチとご飯で違う、という

なランチボックスを見ている

か？と考えるのだが、これも

話ではない。

と、アメリカのウェブページが

今や「いじめ」の原因なんか

このページに集められたスタ

それぞれに個性的な理由が分

になっちゃったりするかもしれ

ートレックやアニメのキャラク

かる気がしてくる。これに比

ないんだな。豊かになったとい

ター、TV 番組の主人公、ビー

べると、思いおこせばぼくらの

うのは本当なのか、考えちゃ

トルズやモンキーズといったポ

少年時代って何か画一的な感

います。

ップスターたち、どれも今や中

じ。校則ばっちりの管理教育
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アブないアメリカを生き抜くための適性検査？

Rate Your Risk
jhttp://www.nashville.net/~police/risk/index.html
物騒な世の中である。特に

いったテストを受けると、どれ

近年は米国に留学していたり、

くらいの確率でアクシデントに

駐在している人間が危ない目

遭遇するか、その回避法は…

にあったニュースが伝えられる

…といったアドバイスを受ける

ことも多くて、外務省が現地

ことができる。

向けの生活ガイドを出す始末。

質問項目を読むだけでもな

そんなとき参考にしたいのが、

かなか興味深いが、内容が結

「あなたの生活パターンから見

構プライバシーに立ち入るた

た危険度」を測定するこのペ

め、
「だれかにこのテストを受

ージ。

けているのをのぞき込まれたら

ナッシュビル警察のウェブ

大変だから、ドアを閉めてか

にあることから判定基準は同

らやってください」という注意

市の犯罪パターンをベースに

書きは、すごく真実味があっ

していると思われるが、
「あな

て怖い。いや、このデータが

たはレイプ、強盗、殺人、発

何らかの形で盗まれてユーザ

砲、暴行にあうか？」「あな

ー個人と直接結びつけられる

たは殺されるか？」
「あなたの

ほうがもっと怖い？

家は泥棒に入られるか？」と

日本の科学教育を考えさせられるシカゴ科学・産業ミュージアム

The Museum of Science and Industry, Chicago
jhttp://www.msichicago.org/
高速増殖炉「もんじゅ」の

ミュージアム。詰め込み式で

されているが、イラストで説明

事故処理とマニュアルのあり

はなく、楽しく科学や技術を

するエイズの仕組み、ミニチ

方が問題になってから、科学

理解することのできるさまざま

ュアのお城、今思うと実用に

と社会一般との関係が問い直

な展示が用意されている。

はほど遠い歴史的な機械、ひ

されている。と言うとちょっと

博物館本来の目的を考える

よこのふ化の様子、歯車や乗

堅苦しいが、これだけ科学が

と、こうした施設がインター

り物のいろいろ……といった

巨大システム化してくると、

ネットなど新しい情報環境を

ラインナップ。だけど、よくよ

科学者はもとより、一般の人

どう生かすかというのは大きな

く考えてみると、これはいわゆ

も無関心では許されない。
「し

課題の1 つに違いない。シカ

る科学教育的

かし、今さら理科のお勉強じ

ゴにある科学産業ミュージア

世界。ではわが国のおもちゃ

ゃあね〜」という人に是非お

ムもその1 つで、ウェブ上の展

は……と見ると、どうも「悪

勧めしたいのが科学技術系の

示にも結構気を使っている。

に耐えて最後はパワーで逆襲」

このページは同ミ

パターンのスーパーヒーロー的

ュージアムの展示物

なものが多い。日本の将来は

などを中 心 に構 成

大丈夫だろうか？
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