今月からインターネットイエローページは模様替え！
新しいページを 紹介する「今月のWhat s NEW！」
とインターネットウォッチの 記者による「Watcher's
Yellow Page」の2 つのコーナーで、あなたのネット
サーフィンのお手伝い。まずはご覧あれ！

今月の

I N D E X

「今月のWhta s NEW!!」
今月から始まるこのコーナー。インターネットマガジンに寄せられたさまざまな
新しいページの情報から面白いものピックアップしているぞ。

今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

旅 行
予 約
パソコン
写 真

HOT
YELLOW
PAGES

「インターネットナビゲーターCD」の使い方
HOT YELLOW PAGES を使おうs 付録のCD-ROMには、ここで紹介されたサイトを収録した「HOT YELLOW PAGE」コーナーがある。興味をもったホー
ムページの名前をクリックするだけで、そのサイトにジャンプ。キーボードからURLを打ち込む必要がないので、ラクチンというわけだ。
WWW on CD を体験しようs 記事中の
マークのついたサイトは、インターネットにつながっていなくても付録CD-ROMの中でネットサーフ体験ができるぞ。
WWW on CD
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今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

WHAT’S
NEW

9608

リクルートの情報誌「じゃマー
ル」がインターネットに

じゃマール
http://www4.rnet.or.jp/JAMAR/

草野球のピッチャー募集、私の小猫をもらっ

はどこかなどという項目で検索できるのだ。雑

て下さい、ギター教えて下さい、そんな個人の

誌をぱらぱらめくるよりも、こちらのほうが格

リクエストを集めて情報誌にしたのがリクルー

段に効率的だ。

トの「じゃマール」だ。
この「じゃマール」が、そのままインターネ
ットに登場した。条件を細かく設定できる検索

常時6000 件近いデータが掲載されているが、
雑誌からの情報以外に電子メールのデータも掲
載されるので、雑誌よりも情報量は多い。

機能が付いているのがインターネットならでは

パソコンの売ります買いますや、メール友達

だ。たとえば、野球に関する記事検索だった

を募集するコーナーもあるので、気軽に試して

ら、メンバー募集か、道具の売り買いか、地域

みてはどうだろうか。

WWW on CD

Diving Network Nippon

ダイビングスポットから機材情
報まで、ダイバーは必見。

http://www.dnn.co.jp

リクルートのじゃマールがインター
ネットに登 場 ！ トミーも黒 ひげ危
機 一 発 に続 くゲームページができ
たなどなど。相変わらず変化の多
い最新情報をしっかり押さえてお
こう！
プロダイバーとプロバイダーはとっても似てい

たとえば、海外に潜りに行きたい人なら、海

る…。そんなことはどうでもよいが、水温も上

外の有名ダイビングスポット情報へのリンクが

がってきてそろそろダイバーにとってはうれしい

あったり、各国の大使館や観光局の連絡先が

季節になってきた。夏休みも控えて、さて沖縄

掲載されていたりするので、非常に役に立つ。

に行くかパラオに行くかとツアーガイドをめくる

また、これから始めるという人であれば、ライ

のも楽しいものだ。

センスの取り方やスクール情報などがあるので、

ここは、そんな海大好きのダイバーたちはも
ちろん、これからダイビングを始めようとする
人たちにもぜひ見てもらいたいページだ。
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非常に参考になるだろう。
このページは、今月号のCD-ROM に収録さ
れているので、じっくり楽しんでもらいたい。
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プラレールでGO！

MIDPLUG INDEX

http://www.dirus.com/TOMY/
Plarail/welcome.htm

http://www.yamaha.co.jp/xg/S/S.html

MIDI データが再生できるプラグ
インを入手できる

黒ひげ危機一発に続くゲームだ

INTERNET

YELLOW

PAGES

YAHAMA から、MIDI データが再生できるネ

サンプルページで試してみると、ショックウェ

ットスケープ用プラグイン「MIDPLUG」が発

ーブ・フォー・ディレクターの動画と連動した

表された。MIDI データとは、音楽データ形式の

り、フレーム機能を使って静止画の写真と一緒

1 つで、音質がよくデータサイズも小さいので短

に鳴らしたりと、ホームページの表現力がこれ

時間でダウンロードできる利点がある。本来な

でまた1 つ広がったことを感じさせてくれた。
小室哲哉氏の「TK-PLANET」では早速この

ら、再生するためにシンセサイザーなどの外部
音源が必要だが、これはパソコンがサウンドブ

プラグインに対応したページを作っている。

ラスターなどの音源を内蔵していればそれだけ

http://www.komuro.com/

で再生ができるのだ。

area̲kahala/ak.htm

Annet's Cosmic Gei-Cen

インターネット上に現れた巨大ゲ
ームセンター

http://www.kinotrope.com/ANNET/

トミーのページといえば、黒ひげ危機一発の
ページがあまりにも有名だ。これにハマッた人
も結構いるのではないだろうか。このトミーの
ページに新たなゲームが加わった。その名も
「プラレール」
。
ゲームの内容は単純だ。プレーヤーは新幹線
を操作し、決められたステップ数の範囲内でゴ
ールまでたどりつけばOK だ。ただし、画面下
のように列車のルートはパネルで隠されている
ので、どんな障害が待ち受けているかはわから
ないのだ。行き先を決めるのはプレーヤーの勘

ルーレットに競馬、カードゲームにシューティ

チップデータや、シューティングゲームのハイス

ングゲームとさまざまなゲームが一堂に会するゲ

コアが記録される。それらのデータでスコアのラ

これが意外と面白くて難易度の高いゲームな

ームセンターが現れた。ショックウェーブ・フォ

ンキングが表示されるという仕掛けになってい

のだ。パネルがめくれると陸橋や駅が現れたり、

ー・ディレクターで作られたゲームだが、どれも

るのだ。

隠れキャラ（なにかは秘密）みたいなものがあ

これも、非常によくできたゲームばかりだ。た

ったり、なにが隠されているのか知りたくてつ

だ、データが大きいのでそれがつらい。

のみとなる。

いつい何度もめくってしまいたくなる。

ゲームを楽しむには、一度メンバー登録する

クリアするとプレゼントがもらえるらしいので
ぜひ挑戦してみよう。

必要があるが、別にお金を取られることはない

ただ、ネットワーク対戦ゲームは登場にもう
すこし時間がかかるというのが残念だ。チャッ
トしながら対戦できるとのことなので、期待し
て待っていよう。

ので安心だ。登録すると、ルーレットで使った
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【旅行編】Travel

Hotels and Travel on the Web

海外旅行のプランを立てるなら、
まずこのペ−ジをのぞいてから

http://www.webscope.com/travel/homepage.html

WHATCHER’S
矢口優が選んだ

「旅行編」
Mail to:yuy@hawaii.edu
夏休みももうすぐだ。そろそろ旅行の情
報収集をしなくてはいけない時期になっ
てきた。というわけで今月の一発目は｢旅
行｣がテーマ。

YELLOW

海外の旅行関連のページはたくさんあるが、

ページだ。航空会社のスケジュ−ルやチケット

交通機関の情報だけだったり、ホテルのサービ

の料金から空港の案内、またホテルの案内と予

ス内容の情報はあるのに、ホテルのある場所の

約、両替レート、旅行用外国語までと旅行に

情報は別のペ−ジで探さねばならなかったりと

関するさまざまな情報がリンクを追っていくだ

いうパターンがほとんどだ。これでは、とりわ

けで簡単に探し出せる。

けインタ−ネットの初心者にとっては検索のコ

各都市のホテルへのリンクペ−ジの最後の部

ツを知らないと、さまざまな情報を一度に得る

分には、その都市の観光局のページや交通機

のは面倒で難しい面がある。

関、催し物などの情報へのリンクも張ってある。
（Watched By ROKO）

そんな不満を一気に解消してくれるのがこの

Spa Collection!

ゆっくりと温泉を楽しみたい方
のために

http://www.iijnet.or.jp/pega/spa/index.htm

今月から始まるこのコーナー。イン
ターネットウォッチの記者であるウォ
ッチャーに面白くてクールなページ
を集めてもらった。ネットサーフィン
の達人たちが集めるイエローページ
なのだ。

PAGES

有名名泉から知る人ぞ知る秘湯まで日本の

泉ライフの楽しみ方）というコーナーでは、実

約 70 の温泉について、効能、場所、交通手

際に温泉に行った人の感想や温泉の楽しみ方の

段、宿、観光スポット、イベント、問合せ先

情報が書かれている。
「ガイドブックと違ってい

などがデータベース化されている。

る！」などという生の情報がのっていることも

まずは、
「温泉・旅館」というところをクリ

今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page
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ある。

ックすると写真入りで地域別の温泉案内のペ−

また、このペ−ジでは、人気温泉ランキング

ジにつながる。ここで、場所や問い合わせ先と

を毎月集計しており、どの温泉が人気なのかを

いった基本的に必要な情報はだいたい得られる

知ることができる。

だろう。次に「TIPS FOR ENJOY SPA!」
（温
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（Watched By 納富活成/NotMe）

その他のおすすめ URL

国内の旅行情報

Welcome to EuroLife Service
WWW on CD

http://www.eurolife.com/

観光スポットやビールやワインなど、ドイツ関するさまざまな情報が載って
いる。ドイツで暮らしている人の掲示板などもあるで、生の情報も手に入る。

全国旅行・観光情報

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/harunobu/travel.html
日本を中心に旅行関係ページを網羅したリンク集。5月31日現在1908のリンク先が
登録されている。また、海外へのリンクも充実している。

全国温泉案内『Oh! YU』

地球の歩き方

http://plaza.globe.or.jp/gio/index.html
おなじみの海外旅行ガイド「地球の歩き方」のホ−ムペ−ジ。最新版に掲載される
前の取材したての情報も掲載されている。

http://www.iia.or.jp/messe/cis/ohyuhm.htm
全国の温泉の案内とリンクが充実しているうえ、実際に入湯した人からの感想を載せ
てある。ペ−ジの更新も非常に頻繁に行われている。

その他

INTERNET

Tokyo Disneyland Official Home Page★★★

http://www.tokyodisneyland.co.jp/
東京ディズニ−ランドの公式ペ−ジ。日替わりのイベントや営業時間が確認できるほ
か、ショックウェーブ・フォー・ディレクターを使ったゲ−ムもある。

全国各地のお天気（CRC総合研究所提供）

http://www.crc.co.jp/CRC/fg/f3/index.html
3 日先までのお天気、降水確率を見ることができるページ。かなり細かく予報が出て
いるので、目的地の天気をピンポイントで知ることができる。

全国キャンプ場情報

http://www.meiji-life.co.jp/access/camp.htm
全国30 か所のキャンプ場情報を集めたページ。売店や炊事場、トイレなどの設備に
関する情報などが載っている。

WNI Cyber Weather World Golf Information

http://www.wni.co.jp/cww/docs/golf.html

山小屋

関東近辺のゴルフ場周辺の天気や気温、風向と風速の予報が載っている。トップペ−
ジには1時間ごとに更新される衛星ひまわりの映像や各地の予報もある。

http://www.annex.co.jp/OUTDOOR/4info/14sisetu/koya/20koya.h
tml

INTELLICAST: World Weather

登山やハイキングの基地として使える山小屋をはじめとして、ユースホステルなどの
宿泊施設を紹介するペ−ジ。山域ごとに検索ができる。

digitalとほ
旅人がその風土に魅せられて、旅人自身が始めた宿の「旅人宿」を紹介する年間誌
「とほ」のインタ−ネット版。北海道を中心に「旅人宿」の情報が掲載されている。

ヒッチハイクマニュアル★★★
ヒッチハイクについてそのノウハウを詳しく書いてある。初級者から上級者（？）ま
で幅広くカバーしている。また、安く泊まれる場所情報も載っている。

旅の風景
WWW on CD

4 日先までの海外の各都市の天気予報、最高最低気温などの情報を提供している。
世界のさまざまなエリアの衛星写真があり、12時間に一度更新される。

http://malaria.himeji-du.ac.jp/IPublic/malaria-net-j/index-j.html
伝染病と寄生虫症に関して海外旅行出発前にしておくこと、 現地での注意事項や帰
国後の対策、最新情報へのアクセス先など実用的なことが掲載されている。

外務省 海外安全相談センタ−

http://www.fix.co.jp/extra/ASS/index.html

http://www.nttls.co.jp/mofaj/gmhouse/gmc/gmcd/gmcd.htm
外務省の領事移住部邦人保護課海外安全相談センタ−より提供されている海外の治
安情報が載っている。

日本道路公団

http://www.kcn.or.jp/~mkomai/

駒井真也氏が旅のときに撮った写真を多数見ることができる。山の写真や自
転車で全国の国道を旅したときの紀行文などがある。

http://www.japan-highway.go.jp/
有料道路（高速道路と一般有料道路）に関する情報が満載。
「高速道路ネットワー
ク」のコーナーには、全国の有料道路の地図が載っている。

首都高速道路公団（MEX）ホ−ムペ−ジ

海外の旅行情報

http://www.iijnet.or.jp/mexhozen/index.html
工事、道路交通情報のほか、パ−キングエリアの所在地や売店の営業時間、駐車場
の台数などの細かい情報も載っている。

HOKEO Hawaii★★★

阪神高速道路公団

http://www.visit.hawaii.org/mainj.html
日本人の海外旅行先としては人気ナンバーワンであるハワイ観光局の日本語ペ−ジ。
このページだけでも情報満載だが、リンク先にも面白い情報があるので要チェックだ。

Hong Kong Tourist Association★★★

http://west.park.or.jp/hanshin-expressway/
路線図、パーキングエリアの案内、工事情報に加え、震災復興状況や橋脚補強工事
の案内もある。また、エリアごとの通過所要時間なども分かる。

国内線航空案内

http://www.hkta.org./
香港観光協会のペ−ジ。食べ物やホテル、イベントなど盛りだくさんの情報が見られ
る。また、滞在期間、時期、関心事を入力すると香港のおすすめスポットを紹介し
てくれる「Interactive Tour Guide」もある。

http://www.hongo.ecc.u-tokyo.ac.jp/~e53510/airhome.html
この6月から改訂された国内航空運賃についての情報を含めて、各社の割引運賃につ
いての情報が詳しく載せてある。

「乗換案内」（ジョルダン株式会社）ご試用版

Les Pages de Paris★★★

http://www.jorudan.co.jp/index.html

http://www.paris.org/
日本人に根強い人気を持つフランスのパリ市のホ−ムペ−ジ。グルメの国だけあって
レストランがたくさん紹介されている。

発着する駅を、マップで検索するか駅名で指定すると、ルートと所要時間、費用を
計算してくれるソフト「乗換案内」の試用版。ページ上で実行できる。

4Dining: New York City's Online Restaurant Guide

18キップML

http://mitsuko.jaist.ac.jp/kippu18/index.html

http://www.4dining.com/
アメリカのニュ−ヨ−クにあるレストランが検索できるページ。検索結果は店名、住
所、電話番号のみならず、レストランのクラスや予算の目安まで含まれる。

春、夏、冬の学校休業時にJRから発売されている「青春18キップ」のメ−リングリ
スト会員が作っているページ。駅弁や立ち食いそばなどの情報が載っている。

パンダバスホ−ムペ−ジ

驛弁博物館（Ekiben-Museum）★★★

http://www.yk.rim.or.jp/~mars/EKIBEN/

http://www.pandabus.com/index.html
日本語ガイド付き観光バスを東南アジアで運行しているパンダトラベルのペ−ジ。
「お
もしろいペ−ジ」のコーナーでリンクされているページは必見だ。

PAGES

http://www.intellicast.com/weather/intl/

海外渡航者のための医療情報サ−ヴィス

http://www.asahi-net.or.jp/~LT6H-KBYS/

YELLOW

路線名、駅名から検索できる駅弁情報ページ。お弁当の名前と価格が一覧できる。
画像データは広く募集中。

Paradise Islands in the Pacific

http://www.magna.com.au/~hideaway/
オーストラリアの旅行会社が運営する太平洋の島々の案内。国と地域別に分類され
ており、ホテルや現地の事情など旅行者にとって有益な情報が満載している。
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TRAVEL

【予約編】Reservation

FLEX INTERNATIONAL

自分で企画する海外個人旅行

http://www.kt.rim.or.jp/~flex

WHATCHER’S

飛龍電脳有限公司が選んだ
「予約編」

旅行の情報を集めたら、今度は予約する
ときの情報も集めよう。フライトスケジ
ュールが分かったり、ホテルが予約でき
たりと便利なページが集まっているぞ。

YELLOW
PAGES
今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page
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東京の旅行代理店であるフレックスインター

の料金は、電子メールで予約した場合、及びペ

ナショナル社はインターネットでの海外格安航

ージ上の予約フォームをファックスで送って予約

空券の申込み受け付けを開始した。ここでは、

をした場合は特別割引料金となっている。

まずエービーロード、ブランカなど大手旅行雑
誌に掲載しているツアーを紹介しているほか、
バーゲン情報もある。

このほか各国の鉄道やバスなどの周遊券情報
や航空会社へのリンクもある。
これからの海外旅行は、行く先々の情報や格

また、航空券とセットという条件なら、世界各

安航空券情報をインターネットで集め、インター

地のホテルも予約を受け付けており、好きなホ

ネットで手続きをするのがトレンドになるかもし

テルをリストの中から自由に選べる。この場合

れない。

COMETホテル予約システム

（Watched By 飛龍電脳公司）

ビジネスマンは必見！ 国内旅行
のホテル予約ページ

http://hotel.aska.or.jp

ビジネスマンにとって、実際的かつ実用的な

く2 〜4 割は安い。
。

ホテル予約ページだ。ここは北海道から九州ま

今までのホテルが作るホームページはそれぞ

で東京、大阪、神戸中心に、約 110 件の主要

れのホテルを紹介するためのものというのがほと

なビジネスホテルやシティーホテルと契約し、デ

んどで、実用的ではなかった。しかし、ここな

ィスカウント料金を設定しているホテル予約シ

ら割安で予約できるという大きなメリットがあ

ステムである。以前は電話予約のみで、口コミ

る。ビジネスだけでなく個人、グループ、家族

で広がってきた知る人ぞ知るというシステムだ

を問わずビジネス、観光で特に東京、大阪方面

ったが、インターネットにホームページを開設

へ旅行する人は必見のページだ。

した。ホテルに直接予約を入れるより間違いな
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（Watched By 飛龍電脳公司）

その他のおすすめ URL

航空会社

Sailing and Diving Vacations on a Cruise Yacht

http://www.yachts.vi/
世界の豪華クルーズ船ツアーのメッカである、バハマやジャマイカでのヨットクルージ
ング、ダイビングのツアーを紹介しているぺージ。各ツアーの予約センターにリンクが
張られている。

Welcome to ANA

http://www.ana.co.jp/
全日本空輸のホームページ。国内線や国際線の料金検索システムや予約情報、お得
なフライト情報などが掲載されている。

ホテル

Royal Dutch Airlines

http://www.klm.nl/
ヨーロッパ各地へのハブ空港として使いやすいエアライン。ノースウエスト航空と提携
していて、効率的にマイレッジが稼げる。

Holiday Inn Worldwide★★★

INTERNET

http://www.holiday-inn.com/

AirUK

http://www.airuk.co.uk

ワールドトラベラーの定番ホテルであるホリデイイン。地域別に検索し、全世界から
2000軒のホテル予約がオンラインで可能だ。

英国第３の航空会社。英国とヨーロッパ本土へ週１５００便を運行。ヨーロッパで
の格安フライトには欠かせない航空会社。

Vacation reservations

YELLOW

http://www.vacationreservations.com/

Welcome to Asiana

アメリカはフロリダのマイアミやオーランド、カリブ諸島のホテル、コンドミニアム、
豪華別荘、リゾートホテルなど好きなところをオンラインで予約できる。

http://www.kumho.co.kr/asiana/
最近アジア、北米、豪州に新路線を続々就航させているアシアナ航空のホームペー
ジ。ソウルを中心に世界各国へ出かけるのにぴったりの航空会社だ。韓国では初のオ
ンライン予約サービスを始めた。

Victoria & Vancouver Island B.C. Travel Guide

Pakistan International Airlines

カナダ・ビクトリア当地の観光局が運営しているホームページ。ビクトリア地区のホ
テル、モーテル、ベッド＆ブレックファーストがたくさん紹介されている。

http://www.piac.com/index.htm
パキスタンの国営航空会社のパキスタン航空のホームページ。ニュヨークのJFK 空港
を使う便のフライトスケジュールを掲載している。また、各種ツアー情報もある。

PAGES

http://www.islandnet.com/~cvcprod/victoria.html

Aloha from River Estate Guest House Kauai, Hawaii

http://www.eskimo.com/~pageless/mb/riverestate
ハワイ、カウアイ島でのリゾート・ホテルのホームページ。オアフの喧噪から離れてお
忍び滞在などには最適のホテル。このホームページは日本語でも読める。

Aloha Airlines & Island Air on the WEB

http://www.alohaair.com/aloha-air/
ハワイ諸島へのフライトをアイランドエアーと共同で1日180便運行しているアロハ航
空のホームページ。クリッカブルマップで、各島へのフライトスケジュールを見ること
ができる。

Southwest Airlines Home Gate

レンタカー

http://www.iflyswa.com/

Avis Rent A Car -Welcome to Avis Galaxy

アメリカの南西部をくまなく網羅する老舗の国内線。フライトスケジュールを見られ
るほか、オンラインで予約できる。創立25 周年記念で各種の記念品を発売している。

http://www.avis.com/home.html

United Airlines

大手レンタカーのAVIS は全世界を網羅している。オセアニア、アフリカ、中近東、
カリブ諸国、南米など広い範囲でどこでも利用できる。オンラインで予約もできる。

http://www.ual.com/

ALAMO RENT A CAR

マイレージプラスの詳しい情報のほか、世界のフライトスケジュールが時間や空港を
軸にして検索できる。インド線を開設したので、ユナイテッド航空だけで世界一周も
可能だ。

http://www.freeway.com/

Air Canada

日産カーリース ホームページ

アメリカ、カナダ、アラスカ、ハワイ、ヨーロッパをくまなくカバーしているレンタカ
ー会社。ドライブに役立つ天気情報なども載っていて、オンライン予約ができる。

http://www.aircanada.ca/

http://www.nnet.or.jp/NCL/

カナダ、北米を中心とするフライトスケジュールが見れる。コンチネンタル航空、ユ
ナイティッド航空と共同運行便を飛ばしている。

借りたい日時、車種、発着営業所などを指定すれば予約完了。料金や車種の一覧表
を見ながら選べる。国内旅行のレンタカー予約はこれでOKだ。

代理店

その他

JHC HOTEL COUPON HOME PAGE

Mileage Computer★★★

http://www.pandabus.com/./JHC/index.html

http://saeki-www.cs.titech.ac.jp/~ike/MILEAGE/mileage.html

ホテル予約システムで有名なJ.H.C.のホームページ。世界のホテルの宿泊券を予約で
きる。もちろんインターネットで550 都市、5300 軒のホテルから予約することもでき
る。現在新サーバー構築計画中。http://www.jhc.com/

マイレージの計算機のページ。自動的に飛行マイル数を計算してくれる。空港の3 文
字コードを入力すればOK だ。また、都市名から3 文字コードに変換してくれるペー
ジもある。

Travel Web★★★

ハワイゴルフツアー

http://www.travelweb.com/

http://www.iijnet.or.jp/HawaiiGolf/

アメリカ版ホテルシステムの定番のトラベルウェブ。細かな条件設定で世界中のホテ
ルの予約が可能だ。検索項目には、旅先でインターネットを使う人のために、モデム
が接続可能かどうかの項目もある。

ハワイでのゴルフツアーの老舗が経営している。ハワイの好きな島のゴルフ場やゴルフ
ツアーパックがオンラインで予約できる。日本語ホームページだから安心だ。

H.I.Sの旅の情報発信基地

http://www.golfscape.com/baystage/index.html

http://www.his-j.com/select.htm
格安航空券の紹介のほか、各種パック旅行の紹介、バーゲン情報、世界各地の現地
支店の紹介をしている。

Air Cruise America

ベイステージカントリー倶楽部
東京近郊にニューオープンしたゴルフクラブ。
「インターネットで見た」といって予約
すれば女性の場合、平日プレー費6500円と割安になる。オンライン予約もできる。

TICKET SAISON Home Page★★★

http://www.saison.co.jp/ticket-cgi/index

http://www.webcom.com./~aca/
1930 〜40 年代に活躍したDC-3 に乗り、ロスアンジェルス市内を遊覧フライトする
というツアーが予約できる。ロスアンジェルスからのオプショナルツアーにいかが。

オーダーフォームに必要事項を記入して送信すれば、24 時間以内に電子メールで返
事がくる。予約がOKなら、代金を振り込んでチケットの郵送を待つだけだ
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【パソコン編】Personal Computer

MuON Home Page

日本最大のM acintosh ユーザ
ーグループ「MuON」

http://130.87.74.177/

WHATCHER’S

江藤浩幸が選んだ
「パソコン編」

ボーナスも出たし、新しいパソコンを買
ったという人も多いはずだ。インターネッ
トには膨大なパソコンの情報が飛びかっ
ている。ぜひ活用してほしい。

マッキントッシュの日本最大のユーザーグル

海外のフリーシェアウェアには優秀なソフトが

Group OnNetwork）のホームページ。多数の

多いが、どうしても英語の壁が存在する。この

ユーザーグループの中でも、MuON は日本最大

ページなら説明を日本語で読んでから、興味の

の人数を誇っているだけあって、マッキントッ

あるものをダウンロードできるようになっている。

シュユーザーに役に立つ情報満載だ。
この中でも、一番役に立つのは、フリーソフ

YELLOW
PAGES

トやシェアウェアの宝庫であるInfo-Mac に登

Watcher's Yellow Page
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周りにマッキントッシュユーザーがいなくて、
情報収集が難しい人は、ぜひユーザーグループ
へ入会することをお勧めする。
（Watched By 江藤浩幸）

録されているソフトの説明を翻訳してくれてい

ウィンドウズのオンラインソフト情
報が満載

秋保窓-akiuFTPINDEXforWindows

http://www2.meshnet.or.jp/~thig/ftp/index.html

秋保窓は日本を代表するウィンドウズ用のソ

類されており、非常に探しやすくなっている。

フトウェアサイトだ。東北大学に本家があり、

各ソフトは日本語の説明付きというのもうれし

数か所にミラーされていたが、東北大学の本家

いし、その場でダウンロードもできるようにな

が閉鎖され、現在はC&C インターネットサービ

っている。

ス｢メッシュ｣内に仮の本家ページを運営中だ。

今月のWhat' new!!

る「MuON Info-mac Selection」だろう。

ープである「MuON」 （Macintosh user's

ほぼ毎日、登録情報が更新されているのが驚

ほかに運営できるサイトが見つかり次第、ここ

きだ。とにかく、ウィンドウズ用のオンライン

も引っ越すとのことだ。

ソフトを探すなら、まずこの秋保窓をチェック

登録されているソフトウェアは、インターネ

すべし！だ。

ット関連や画像関係のツールなど、分野別に分

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
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その他のおすすめ URL

パソコン/OS メーカー

ウィンドウズ関係

Apple Computer

PC Watch Title Page★★★

http://www.apple.co.jp/

http://www.watch.impress.co.jp/pc/index.htm

マッキントッシュの販売元、アップルコンピュータ株式会社のホームページ。世界中
のアップルホームページにも簡単に行けるようになっている。

PC 関係のニュースがほぼ毎日掲載されるインプレスのホームページ。毎週月曜には、
コラム「後藤弘茂のWeekly海外ニュース」が掲載される。

MICROSOFT

PC WEEK Online Japan

http://www.microsoft.co.jp/

http://www.softbank.co.jp/pcweek/index.html

世界最大のOS シェアを持つマイクロソフト株式会社の日本のホームページ。インタ
ーネット情報満載のオンラインマガジンの「MSN ZINE（ジーン）
」や「インターネッ
トの歩き方」なども読める。

PC関係のニュースが満載のソフトバンクのホームページ。英語版のオリジナルからの
翻訳記事やコラムなども掲載されている。

NEC Home Page

http://ring.crl.go.jp/ring/ring/vdweb/index.html

http://www.nec.co.jp/
パソコン市場で日本最大のシェアを持つNECのホームページ。最新情報や製品情報、
会社概要などをメインに紹介している。

ベクターデザイン社が発行の「フリーソフト、シェアウェアPACK 100001996年前期
版」と「HISTORY PACK Vol.1」に収録のソフトをFTPできる日本最大のフリーソ
フト/シェアウェアのライブラリ。

IBM Japan Top Page

MSJ HomePage

http://www.ibm.co.jp/

http://www.msj.com/

日本アイ・ビー・エム株式会社のホームページ。東京基礎研究所からの研究情報や
障害者の自立を支援する「こころWeb」などもある。

ウィンドウズのプログラム開発者向けのホームページ。プログラムのソースコードや開
発用ツールなどがある。

MS Windows Freak -ウィンドウズ フリーク

http://www.yk.rim.or.jp/~esoc/

マッキントッシュ

ウィンドウズのユーザーから開発者まで、幅広い範囲をカバーするホームページ。ウ
ィンドウズ95、Visual Basic のFAQ、FTP サイトの紹介や開発者向けのツールなど
内容は盛りだくさんだ。

MacWEEK Online Japan

http://www.softbank.co.jp/softbank/publishing/macweek/
ショックウェーブ・フォー・ディレクターやJava にも対応しているソフトバンクの
MacWEEK ホームページ。アメリカのMacWEEK の翻訳記事やソフトバンク取材の
独自記事が、平日は毎日更新されている。

その他

MacSense Home Page

BeBox

http://harpo.precursor.mb.ca/MacSense/

http://www2.gol.com/users/noah/bebox/

マッキントッシュのオンラインマガジンで、ニュースがほぼ毎日掲載される「HotBits」
などがある。

Apple の元部長のJean-Louis Gassee 氏が製作した、マッキントッシュでもウィン
ドウズでもないまったく新しいマシンがBeBoxだ。その最新情報が満載のホームペー
ジ。

MacInTouch Home Page

http://www.macintouch.com/

Cool Tool of the Day

Ric Ford 氏が収集したマッキントッシュの新しいソフトウェア情報やシステム情報な
どがほぼ毎日更新されるホームページ。

http://WWW.COOLTOOL.COM/noanimation.html

TidBITS Japanese Edition

ウィンドウズやマッキントッシュ用の「クールな」ツールを毎日1 つずつ、詳しい説明
付きで紹介している。過去に紹介したツールもリストアップされている。

http://www.axes.co.jp/TidBITS-J/TidBITS-J.html

shareware.com -- the way to find shareware on the Internet

マッキントッシュなどの情報が電子メールで配信されるオンライン週刊誌「TidBITS
日本語版」をWWW上で公開しているホームページ。購読の申し込みもできる。

http://www.shareware.com/

JET'S MacInfoRooms

190000 ものソフトウェアの中から、マッキントッシュやウィンドウズなどOS を指定し
て検索できるソフトウェアサイト。AND 検索や検索結果の件数の指定などもできる。

http://home.highway.or.jp/jets/
ニフティサーブのFMACBGフォーラムに毎日多数のマッキントッシュ関連のニュース
を発言しているJETS氏のホームページ。マッキントッシュ関係のニュースはここでチ
ェックできる。

Info-Mac Home Page

ショッピング情報
MAC買い物情報

http://www.pht.com/info-mac/

http://ux01.so-net.or.jp/~presso/

マッキントッシュの世界最大のオンラインソフトのデータ集であるInfo-Mac のホーム
ページ。世界中のミラーサイトへのリンクがあり、ページ上でarchie（FTP サーバー
の検索）もできる。

秋葉原でのマッキントッシュ関係のハードやソフトウェアの価格や新製品情報を、実際
にショップで調べて載せているホームページ。秋葉原へ出かける前にチェックしよう！

Eudora-J FAQ

http://www.akiba.or.jp/

http://www.age.or.jp/x/ushiro/ed-j-faq/download.html
マッキントッシュの電子メールの定番ソフトである「Eudora-J」のFAQ を後淳也氏
がまとめて掲載しているホームページ。

INTERNET

Vector Design THE COMMON for Software★★★

秋葉原ホームページ
秋葉原電気街振興会による秋葉原のオフィシャルホームページ。パソコンショップ情報
はもとより、交通アクセスや食事などのタウンガイドや歴史などと幅広い内容が掲載
されている。

POWERBOOK ARMY Homepage

http://www.net-army.com/pba/
飯嶋淳氏が主宰するPowerBook Army のホームページ。PowerBook に便利なソフ
トウェアやURLの紹介、著者の通勤状況などを報告する「Mobile Computing Diary」
のページなどがある。

WWW-Clients-for-Mac★★★

http://www.etl.go.jp/People/yamana/www-clients-for-mac.html
山名早人氏がまとめた、ネットスケープやインターネットエクスプローラーなどの設定
集。TipsやFAQ、最新情報などがまとめられている。

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

INTERNET magazine 1996/8

361

YELLOW

PAGES

【写真編】Photograph

The Photoplex

西海岸の 今 を映し出すウェブ
マガジン

http://www.gigaplex.com/photo/index.htm

WHATCHER’S

福本直之が選んだ
「写真編」
Mail to: fukumoto@nets.or.jp
jhttp://www.nets.or.jp/~fukumoto/

展覧会や写真集など、さまざまな写真を
鑑賞できるページを集めてみた。

YELLOW
PAGES
今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

362

INTERNET magazine 1996/8

総合エンターテイメントウェブマガジン｢Giga
plex｣。｢The Photoplex｣はその一部のコーナ
ーである。今回アクセスした時は
Landau

Robert

の 展 示 会 「 BILLBOARD ART

EXHIBIT 」をいくつか掲載していた。
また、写真集を紹介する「Photojournalism」

どと、どれもアメリカの栄光を賛美する物でな
いものを紹介していることは一目瞭然だ。
そして「 ROCK LEGENDS OF THE 70s」
というコーナーには70 年代西海岸を華やかに彩
ったロックスターたちの顔写真が並んでいる。
The Photoplex

はウェブマガジンとして

では毎回1 冊の写真集を取り上げて解説してい

は並の出来かもしれない。しかしここの写真に

る。過去の写真集のタイトルを見てみると、

はまぎれもなく今の西海岸が映し出されている。
（Watched By 福本直之）

「Cambodian Victims」
「Crack Babies」な

(Art)n Laboratory Virtual Photography
Galleries & Exhibitions

アートな写真を載せているのでは
なく、
ページ自体がアートなのだ

http://www.artn.nwu.edu/Galleries/index.html

シカゴのNorthwestern 大学の芸術研究所が

このページのギャラリーはいくつかのカテゴリ

主宰するギャラリー。インターネット上での美

ーに分かれているが、とりわけ興味深いのは

術作品の展示形式は大きく分けると2 種類あ

「Virtual Photo Gallery」だ。何らかの形でデ

る。上記のようなWeb マガジン形式でさまざま

ジタル技術が介入している写真が無造作に並

な写真家や作品を展示するもの、あるいはある

ぶ。中でも特筆すべきはコンピュータによって

1 つの展覧会やデータ集を通して特定のテーマ

モデル化された「Virus Gallery」のシリーズだ。

ないし作家にスポットを当てて作品を展示する

「Papilloma Virus（Third Edition）
」の常軌を

ものだ。このページはそのどちらでもなく、ペ

逸した造形美の前では誰もが言葉を失わざるを

ージ自体がアートなのだ。

えない。

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
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海外の写真ページ

東京軍都畫報★★★

http://www.st.rim.or.jp/~tokyo/_thomason/thomason.html
バラエティーページ「東京福袋」の中にある「東京軍都畫報」では戦中から戦後の
東京に残された戦争の痕跡を紹介している。

WHNPA Contests96 Winners!★★★

http://www.whnpa.org/contest96/cont96.html
1921年に創設され、歴代合衆国大統領とその周辺の活動を撮り続けてきたWHNPA
（White House News Photographers Association）のページ。Stills 部門の96 年
コンテスト結果を紹介している。

The Exhibition Page

http://www.i3tele.com:80/photoperspectives/exhibitions.html
いくつかの社会的テーマに沿って作品を紹介。絶滅に瀕した動物や旧ユーゴのドキュ
メンタリー写真が並んでいる。

LIFE Photo Home Page★★★

http://pathfinder.com/@@PFUScOAHrQIAQJ*J/Life/lifehome.html
タイムライフ社の「LIFE」に掲載された歴史的な写真から1995 年のベストポートレ
ートまでいろいろな写真が収められているページ。さまざまななジャンルから写真を検
索することができる。

The KPT Online Graphics Gallery

Art of Wall

http://www.ifnet.or.jp/~kizuku/k.html/art.html
渋谷や代官山の町中の壁に描かれた、タグと呼ばれる落書きを集めて掲載したペー
ジ。

Internet Photo Magazine Japan

http://www.st.rim.or.jp/~akirak/index-j.html
写真情報月刊誌。主要写真展スケジュール、全国のギャラリーガイドなどの情報やリ
ンク先も豊富。現在はInternet Photo Competitionの審査結果を発表している。

INTERNET

PHOTO JAVA Home

http://www.iijnet.or.jp/PAPA/java/java_j.htm
常設展としてアラーキーこと荒木経惟氏、森山大道氏の写真を掲載している。また
先日までバンコクで撮影した写真を現地からインターネット経由で転送して展示する
という試みをしていた。

YELLOW

Virtual Birding in Tokyo

http://the-tech.mit.edu/KPT/Gallery/gallery.html
このページではKai's Power Tools で加工されたフォトイメージを紹介している。定
期的に更新され、毎回1人のアーティストを取り上げて特集している。

The Photojournalist's Coffee House

PAGES

http://ux01.so-net.or.jp/~koike/photo/photo_j.html
東京近郊で小池隆氏が撮影した60種類以上もの野鳥の写真が見られるページ。細部
まで見える精密な画像には鳥の息づかいまで感じるほどだ。

Tokyo Cats

http://www.intac.com/~jdeck/index2.html
アメリカの数多くのフォトジャーナリストが、ドキュメンタリー的な視点からアメリカ
の「今」を写真と文章で綴るページ。

DICK SWANSON Photojournalist

http://www.pickphoto.com/dickswanson/
National Geographic誌をはじめとする世界中の雑誌で活躍のフォトジャーナリスト
DICK SWANSON 氏のホームページ。子供、空模様、ベトナム、動物などテーマ別
に分類された写真を見ることができる。

Jochen Brennecke HyperPhotos★★★

WWW on CD

http://www.ifnet.or.jp/~toru/

写真家には猫好きが多いらしい。写真の持つスピード感と猫の敏捷性は相性
がいいのだろうか。ここでは原宿、世田谷に暮らす猫たちの姿を克明に追った写真を
見ることができる。

日本デジタル写真画家協会のミュージアム

http://www.asahi-net.or.jp/~br2h-kwmr/jindex.html
「Japan Digital photopainter society」のページ。現在はcamura.hiro 氏のコンピ
ュータで加工した写真を展示している。

http://art.net/Studios/Visual/Job

Shimazaki PhotoLibrary

Jochen Brennecke氏のクールな作品群を集めたページ。写真のみならず構成のセン
スもよい。写真と3Dレンダリングがリミックスされたライトな色彩感覚の作品群がグ
ッドだ。

多くのカメラマンが撮影した作品が風景写真を中心に600 点以上も掲載されている。
これらの写真は、非商用目的には無料で自由に使用可能とのこと。

http://www.iijnet.or.jp/shimazaki/

Welcome To the Panoramic Image Zone

http://ourworld.compuserve.com/homepages/radia/index.htm
360 度の全景を写したパノラマ写真などを掲載しているページ。パノラマ写真の撮影
方法やマルチメディア関連ページへのリンクもある。ギャラリーの今後の充実に期待
したい。

Omniview's Destination Page

http://www.omniview.com/dest.htm
Omniview社のPhoto Bubbleという技術を使えば、横だけでなく上下方向への視界
が得られる。同ページからビューアーをダウンロードすれば、浅草の浅草寺、Lincoln
Memorial Hallなどの写真を全方向から見ることができる。

国内の写真ページ
CASIO QV-10 CONTEST WINNERS

http://www.cyber-adv.com/cacasio2.html
液晶モニター付きで大人気のデジカメQV-10 によって撮影された写真のコンテスト結
果を発表している。今後こうしたデジタル写真のコンテストも増えることだろう。

山岳写真の第一人者 白旗史朗写真館★★★

http://www.sannichi-ybs.co.jp/sirahata.html
山岳写真の第一人者として国際的に名を知られる白旗史朗氏の写真を数多く収めて
いる。雄大かつ幻想的なその作品に写し出された山々の姿はこの世の物とは思えぬほ
どだ。

毎日新聞フォトギャラリー

http://www.mainichi.co.jp/photogallery/index.html
毎日新聞のオンライン版であるJamJam のフォトギャラリー。戦後50 年にわたる毎
日新聞の報道写真、阪神大震災の記録、日本航空史、日本の祭りなど「歴史」に
彩られた数多くの報道写真を見ることができる。

東京万華鏡の歴史写真館

http://www.smn.co.jp/JPN/gallery/photog.html
日本のフォトジャーナリストら4 人による惨禍を捉えた写真が掲載されている。ベト
ナム、チェルノブイリ、朝鮮戦争などの写真が説明文とともに掲載されている。
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