オリンピックもすっかり終わって、夏もそろそろ終わ
り。夏休みは楽しめたかな？ 夏の思い出に浸っては、
冬休みを待ちながらネットサーフィンをするのもまた
楽しいかもしれないぞ！

今月の

I N D E X

「今月のWhta s NEW!!」
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、
とくに面白いものをピックアップしたコーナーだ。

今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

ダイエット
温 泉
有 名 人
天 体

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

9610

KYON2 Recording Report from Fish Talk
http://www.jvc-victor.co.jp/studio/kyonkyon.html

歌手として、CM タレントとして、女優とし
て、その才能をいかんなく発揮しているKYON

2

こと小泉今日子のホームページが開設された。

KYON 2 のニューアルバム
のレコーディング風景がレ
ポートされるホームページ

だ。とにかく、金魚の視点からKYON 2 がレコ
ーディング中に感じたことや、ハプニングなど
が書かれているのだ。

このホームページは、この秋に発売が予定さ

このほかにも、KYON2 がスタジオで食べたも

れているニューアルバムのレコーディング風景の

のや、アルバムに参加するゲストミュージシャ

レポートが主な内容となっている。レポートは

ンやたずねてきたお客さん、KYON2 がスタジオ

だれが書いているのかと言うと、スタジオにい

に来たときの服装など、ライブな情報を写真入

る金魚が書いているのだ。なぜか？ それは、キ

りでたっぷりと見ることができる。これを、見

ョンキョンとキンギョが似ているから…だそう

ればニューアルバムが一段と楽しめるぞ。

JAPAN LITERATURE Net

文学者によるホームページがつ
いに開設された

http://www.jali.or.jp/

あのKYON2 のホームページ
がついに登場！ 断筆宣言をした
筒井康隆氏がインターネットで新作
を発表。いやはやこれだからネット
サーフィンはやめられない、今月の
What's NEW だ。
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インターネットでは、さまざまな人が情報を

ている。それぞれのホームページでは、プロフ

発信しているが、表現のプロである文学者がつ

ィールや各自の作品紹介を紹介したり、エッセ

いにインターネット上に文学活動の拠点を持っ

イなどが発表されたりしている。また、筒井康

た。
「JALInet（JAPAN LITERATURE net）
」

隆氏のページでは、氏の新作が読めるのでファ

というこのホームページでは、今後さまざまな

ンとしては必見である。ただし、今後は有料に

文学活動が行われていくことだろう。

なる予定とのことだ。

現在、筒井康隆、小林恭二、堀晃、薄井ゆ

このほかにも、文学関連のリンクを整えるこ

うじ、左藤亜紀の5 氏が発起人となり、この5

とで文学情報のインデックスの役割も果たして

氏のホームページの集合という形でスタートし

くれるという。今後の活動に期待したい。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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WWW on CD

ショックウェーブ・フォー・ディレ
クターで阪神巨人戦を実況中継

バーチャル甲子園
http://www.hanshin.co.jp/virtual

東京レストランガイド
http://www.nihon.net/tokyo/
みんなで情報を投稿しよう！ いつかは
究極のレストランガイドになるかも

INTERNET

YELLOW

PAGES

インターネットでのスポーツ中継というと、リ
アルオーディオを使った音声中継などはよく聞

トが出れば ボールがライト側に飛んでいく。そ
んな仕掛けで野球中継がされるのだ。

く。しかし、ここでは一味違うスポーツ中継が

しかも、試合中はチャットができるようにな

楽しめるの。なんと、ショックウェーブ・フォ

っている。レフトスタンドかライトスタンドの応

ー・ディレクターを使って、刻々と変わる試合

援したいほうのスタンドを選んでチャットするの

状況をレポートするというものだ。

だ。また、スタジアムでウェーブがわき起こると

アクセスすると、スタジアムのグラフィックが

いうから驚きだ。阪神巨人戦の日アクセスして

表れる。ランナーが一塁に出れば、選手のグラ

みよう。今号のCD-ROM には、逆転サヨナラ

フィックが一塁まで走ったり、ライト側にヒッ

で阪神が勝利するデータが収録されている。

CITYSEARCH/METROBEAT

ニューヨークに行くならここは要
チェックだ

http://www.metrobeat.com/

その名のとおり、東京のレストランガイドで
ある。しかし、すごいのは登録されたデータ量
が3000 店というところだ。
このページのデータ収集の方法は、ユーザー
がその3000 店のなかから行ったことのあるレス
トランを選び、レビュー記事を書くというシス
テムだ。そのため、3000 店が登録されている
と言っても、すべての店の詳しい情報が手に入
るというわけではない。
しかし、この方法なら行ったことのある人が
ニューヨークと言えば、たくさんのレストラン

ができる。また、検索結果からリンクをたどっ

記事を書いてくれるので、生の声が聞けるとい

やシアター、ナイトクラブや美術館と、いくら足

ていけばそのイベントのレビューや地図などの詳

う利点がある。ただし、組織票や悪質な意見も

を運んでも行き足りないくらいの街だ。しかし、

細情報が見られるようになっており、なかなか

掲載されてしまう可能性はある。それらは、ネ

見所が多いだけにどこに行くか迷ってしまう。

の情報量である。

ットワークを利用する人たちのモラルにかかっ

そんな悩みに答えてくれるのがこのページだ。

レストランや劇場など、場所のレビュー記事

ているのだが…。

のほうは読者の投稿型なので、評価が公正かど

現在のところはレビュー記事が少ないが、非

うかは難しいところだが、500 件もの情報を押

常に役に立つページなので、今後の情報の充実

行きたいイベントや地区、予算などを選んで

さえているとのことなので、ニューヨークに旅行

が待たれるページだ。

いけば、それらの条件にあったイベントの検索

するときの情報収集には非常に役立つだろう。

検索機能がついた

ぴあ

のニューヨーク版の

ようなものだ。
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【ダイエット編】Diet

グリコ・栄養成分ナビゲーター

食べているものの栄養成分を調
べて、ダイエットに活用！

http://www.toppan.co.jp/cgi-bin/glico/gonavi.cgi

WATCHER’S
田中亜也子が選んだ

「ダイエット編」

ダイエットにカロリー計算はつきものだけど、

でかなり正確な結果が期待出来そうだ。何グラ

これが結構面倒。そこでここへアクセスして代

ムか分からないひとには、その食品の標準的な

わりに計算してもらおう。

一人分の量が横に示されている。

夏休みが終わればもう秋。天高く馬肥ゆ

この栄養成分ナビゲーターは簡単な操作で知

いくつかの食品を組み合わせてまとめて計算

ると言うけれど、秋は美味しいものが楽

りたい栄養成分情報をリアルタイムで取り出せ

したいなら、続けて同じ操作をすればよい。完

しみな季節だ。となれば太り過ぎに注意
ということでダイエットからスタートだ！

YELLOW
PAGES

るシステムだ。使い方は、まず食品名を50 音

了したらあとはおまかせ。それぞれの食品に含

リストまたは食品分類リストのいずれかから選

まれるエネルギーやさまざまな栄養成分の含量

択する。次に、選択した食品のグラム数を入

が表となって出てくる。バランスのとれたダイ

力。1 グラムに満たない量も小数点が使えるの

エットのお供に。
（Watched By 田中亜也子）

http://www.konnyaku.com/index-j.html

ノンカロリーのこんにゃくはダイエットの強力

Watcher's Yellow Page
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くさん紹介している。

な助っ人。さらにうれしいことに、こんにゃく

自社製品の紹介コーナーもあり、オンライン

には日本人の食生活で不足しがちなカルシウム

でのオーダーが可能。生芋高級こんにゃく、糸

がたっぷりと含まれているのだ。

こんにゃく、さしみこんにゃくといったスタンダ

こんにゃくには、コレステロールの多い人や、

今月のWhat' new!!

ダイエット食品と言えば、やっ
ぱりこんにゃくだよね

共栄こんにゃく

ードなものから、ワラビ餅風の「わらべ娘」
、こ

高脂肪症の人の血液を正常レベルに戻す働きが

んにゃくゼリーといったデザート、さらにこんに

あるので、健康的にダイエットをすすめること

ゃくのキムチ炒めのような調理済みの商品やギ

が可能。こちらのページでは実際に家庭で料理

フトセットなどが、良心的な価格で販売されて

して、本当においしい「こんにゃく料理」がた

いる。
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（Watched By 田中亜也子）

その他のおすすめ URL

国内のダイエット食品関連

海外のダイエット食品関連

マンナンフーズ★

Laura's Fudge★

http://www.members.co.jp/mannan/index.html

http://downtown.web.aol.com/ads/l/LAURIASFUDGE/ad759/page_
1.html

さすがダイエットフードの老舗だけあり、サプリメントを含めて種類が豊富。オンラ
インで申し込み後、約2週間で手元に届けられる。支払い方法は代金引き換え。

フィジカル

1926 年から良質の材料を使ってお菓子を作っている。ダイエット用の砂糖ゼロのキ
ャンディーは他のキャンディーと同様に美味しそう。甘い物が欲しくなったらどうぞ。

http://www.biwako.or.jp/users/physical/html/welcome.html

The Dietz Market Southwest

今ダイエット食品の中で一番人気のガルシニア。ここで販売しているのは米国サビン
サ社の正規認定品で、1 日分にはガルシニア1800mg、ギムネマ900mg などを含ま
れている。

http://www.frontier.net/~dietzmkt/

WARASHIBE's ダイエットのススメ

激辛の食品をダイエットフードとして食べている人はどうぞこちらへ。チリ唐辛子を
ふんだんに使ったスパイシーなソースやギフト用の詰め合わせなどが用意されている。

INTERNET

Nutritiously Gourmet★★

http://www1.meshnet.or.jp/WARA/cosme.htm
ここで販売している「シトリマックス−EX」を食事の30 分前に飲めば、ガルシニア
が脂肪合成に必要な酸素の機能をブロックしてエネルギーに変えてくれる。

http://www.aimnet.com/~gourmet/
2冊の料理本の著者であるアメリカのJane A. Rubeyさんが、毎月ローファット・ロ
ーカロリーの料理のレシピを公開している。

YELLOW

Cyber Ocean

http://www.cyberocean.co.jp/main//company/saintladies/chromatrim/
「クロマトリム100」はダイエットとシェイプアップを同時に実現 してくれるガムだと
いう。日本の薬事法ではまだ認可されていないが、ここに申し込めば輸入を代行して
もらえる。

PAGES

飛燕減肥茶

ダイエット教習所★★
WWW on CD

ダイエットティー

http://www.omninet.co.jp/miyako/genpi.htm#sample

http://www.bekkoame.or.jp/~great/

Let's Slimという超低カロリーダイエットドリンクを用いたダイエット法を教
えてくれる。太る理由を考えてからダイエットは実践。卒業式を目指して頑張ろう。

中国の女性にスマートな人が多いのは、中国茶には余分な脂肪を分解して体外に排
泄する作用があるからということ。まずは無料サンプルを請求してみよう。

中国烏龍減肥茶らくらくダイエット

世界一のダイエット!

http://www.asc-net.or.jp/santaku/

http://www.bekkoame.or.jp/~taisho/7diet.htm
アメリカ航空宇宙局の宇宙食やハーブなどの自然食を基礎に栄養学に基づいて生産
されたこの食品。効果がなければ代金は返してくれるとのこと。

PLANET スリマークイック

中国の漢方専門家が、中国清朝時代の宮廷でだけ使われ門外不出だった秘伝の製造
方法を解明し、さらに現代科学の技術を加味して作った減肥茶を紹介。

New NingHong Diet Tea

http://www.bekkoame.or.jp/~florock/diettea.html

http://www.csr-net.or.jp/hps/planet
北京のダイエット食品メーカーの肥満専門グループが研究開発し、1991 年4 月に開
かれた北京国際博覧会で金メダルを受賞した中国政府お墨付のダイエット食品。

中国オリンピック選手が愛飲して話題を呼んだダイエット健康茶「寧紅」をネット特
別価格で提供。手軽にダイエットしたい人、便秘がちな人はどうぞ。

Fuji Art

自然食品館・風の詩

http://192.218.158.191/NEXT/CyberCity/LIFE/Beauty/FUJI.ART/fuji
_art.html
食べ過ぎタイプの人には食物繊維を原料にしたものを、ガンコな脂肪太りの人には10
種類のハーブを特殊製法でブレンドしたものをなどと、タイプ別にダイエット食品を
選べる。

http://www.joho-yamaguchi.or.jp/kaze/index.html
ギムネマ・スリムティー、ガルシニア・ダイエットティー、ガルシニア・シトリマック
ス、オオバコイ・ザスリムといった漢方茶や健康食品が注文可能。

WITH Home Page

http://www.j-link.or.jp/wing/
12年の販売実績をもつこの総合商社が、ヘルシー＆ビューティーをテーマに世界各地
の健康茶を紹介。毎日飲み続けて無駄な脂肪を洗い流してしまおう。

（株）高貴

http://www.iijnet.or.jp/kouki/pana.html
何をやっても痩せない人を対象にパナプロッキーという食品を販売している。厚生省
指導の栄養基準を上回る豊富な栄養素で健康を増進しつつ、はやく楽に減量するこ
とを目指す。

久保薬品

さまざまなダイエット関連情報

http://www.clione.co.jp/clione/industry/kubo/

BEAUTY NET

ここでは1 人1 人のからだの状態にあわせた補助食品を使い、無理なく減量できる中
村式ダイエットを紹介。まずはカウンセリングを受けてみよう。

http://www.slim.co.jp/

West Wind

美容と健康をテーマとしたスリムビューティーハウスの全国120 店舗のリストのほか、
痩身など、同サロンのエステコースが写真をふんだんに使って紹介されている。

TANITA Home Page

http://www.wind.co.jp/wws/
健康食品をはじめ健康関連製品を通じて健康な生活をサポート。ここで販売している
「ガルシニアC スリム」はビール酵母・必須アミノ酸を含む天然素材のダイエット食
品。

GLOBAL COMPANY

http://www.tanita.co.jp/
計測器メーカーのタニタでは健康の基本は適正体重からと考え、理論と実践からの健
康作りを提案している。用途に合った体重計やデジタル歩数計をダイエットに活用し
よう。

http://www.infoweb.or.jp/global/

減量の助っ人「減助」★★★

1 日3 食のうち1 食を普通の食事に、あとの2 食は「ソーヤマルトG7」を豆乳に溶い
て飲む。満腹中枢に働くというのでつい食べ過ぎてしまう人は挑戦してみては。

http://www.infobears.or.jp/athome/matu/gensuke.htm

ボブとアンジーのキッチン★★★

半年で10kg の減量に成功した山崎松男さんの作ったカロリー計算のプログラムがダ
ウンロードできる。毎日の食事内容を記録してカロリーコントロールをしよう。

http://www.osakagas.co.jp/webcooking/index.html

Big Me Little Me

大阪ガスが提供しているこのサイトでは実用的な家庭料理情報を提供している。
「レ
シピ検索」では料理のタイプ・材料・調理法を選ぶと写真付きのレシピ画面が出て
くる。

http://bizport.com/biglittle/

健康の街

Worldwode Menu ★★

http://www2.meshnet.or.jp/~nakabepu/

http://www.byte2eat.com/restaurants/dCANmcdonalds.html

昔から健康によい言われている酢はやせる効果もあり、全体的な体のバランスを保っ
てくれる。この酢を飲みやすく粒状にした「健酢丸」や健康関係の情報・商品を紹
介。

カナダのマクドナルドのメニューに載っているものを栄養成分のチャートで表示。日本
のものとは内容やサイズに違いはあるかもしれないが、大まかなカロリーは参考にでき
るかも。

タイトルの通り表紙には125ibs も痩せたという女性のダイエット前とダイエット後の
写真があり、この女性のダイエットメソードが詰まった本とビデオが販売されている。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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TRAVEL

【温泉編】Hot Spring

全国温泉案内『Oh！ YU』

全国の温泉情報ならこれでばっ
ちり！

http://www.iia.or.jp/messe/cis/ohyuhm.htm#ohyuinfo

WATCHER’S
Junya Ushiro が選んだ

「温泉編」
m ail to:ushiro@gen-info.osaka-u.ac.jp
j http://www.age.or.jp/x/ushiro/

ページの最初にあるちょっと怪しい系（？）の

ほかにも、
『Oh ！YU』掲示板と題して、情

イラストに惑わされてはいけない。このページ

報交換ページも用意されているので、温泉に関

では、全国津々浦々の温泉を都道府県ごとに

した質問や報告を投稿することもできる。

階層化して、写真と簡単な解説を掲載すると

全国や地方ごとに温泉情報をまとめたページ

ともに、泉質、観光スポット、交通手段、連

はほかにもいくつかあるが、それぞれ特徴があ

暇を楽しむなら「温泉」が一番。温泉を探

絡先などの情報が提供されている。そして、詳

るので、上手に使い分けてガイドブックの代わ

せるページが数多くあるので、活用しよう。

細な宿情報もいくつか掲載されていて、いざ温

りとして役立てよう。どの温泉に行くかを選ぶ

泉に出かける際や、どこの温泉に行こうかと迷

のもひと苦労だが、それもまた温泉の楽しみの

っているときにチェックすると便利だろう。

1 つなのだ。

ストレスから解放されて、
「何もしない」休

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

（Watched By Junya Ushiro）

ちょいと日帰りで行ける温泉情
報ならココ

http://www.iijnet.or.jp/act/hotspa/index.html

このページでは、東京近郊から日帰りで行く

かれているので、とても親しみやすい構成とな

ことができる温泉を選んで紹介している。ドラ

っていて、見ているだけでも十分に楽しめる。

イブで温泉に行くことを前提として、道路情報

温泉に限らず、観光地案内のページの中に

はもちろんのこと、入浴のみで入れる温泉につ

は、画像や解説文が充実していて、仮想旅行

いて、泉質、営業時間、料金、概要などが解

を楽しめるページが数多くある。右ページで紹

説されている。ほかにも、おすすめの日帰りド

介している「ネット626 ！」
「下呂温泉私設案

ライブコースとして、周辺の見所なども詳しく

内板」
「ばーちゃる宇奈月温泉96」なども現地

レポートされている。ガイドとしても優秀だが、

に行ったような気分が楽しめるページだ。

写真を交えて、実体験に基づく話し言葉で書

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

（Watched By Junya Ushiro）

その他のおすすめ URL

全国の温泉情報

東北「秘湯」めぐり

http://www.dtinet.or.jp/~cube-d/outdoor/outdoor.htm
青森、岩手、秋田、宮城、山形にある「秘湯」について簡単に解説。山間の一軒宿
という感じの、小さな温泉の紹介が多い。

Spa Collection! ★★★

http://www.iijnet.or.jp/pega/spa/
全国約70 の温泉の各種情報を掲載。内容は前頁で紹介した『OH ！YU』と互角の
超お勧めページだ。
「人気」マークや一覧表を上手に使い、とても見やすく情報が整
理されている。

特定の温泉の情報
ネット626！★★★

温泉と宿 ★★

http://www1.meshnet.or.jp/net626/

http://www.nttdata.jp/hotspring/hitouj.htm
全国から特選された、合計60の温泉宿を紹介。宿の部屋や、交通手段が詳しく解説
されている。宿の主人からの音声ファイルがあるのが愛嬌だ。

湯原温泉郷の5 つの温泉紹介、観光案内、交通アクセス、お天気情報、宿泊案内
と、とても充実している。そして、露天風呂の入浴風景は、男性陣に人気だ。

INTERNET

下呂温泉私設案内板★★★

全国の宿津々浦々「やどかり」★★

http://www.st.rim.or.jp/~yoro/

http://www.yadokari.co.jp/
温泉地の宿情報として、料金、部屋数、連絡先のみを掲載している。件数が多すぎ
て、ある程度の予備情報が必要なくらい多くの温泉地と宿を紹介している。

野湯＆秘湯とっておき情報★★

日々更新される風景写真、天気状況、交通案内、観光案内、宿情報、土産店ガイ
ド、飛騨のスキー場ガイドなどなど、非常に多くの情報が掲載されている。

YELLOW

ばーちゃる宇奈月温泉 96★★★

http://www.sphere.ad.jp/aki/

http://www.justnet.or.jp/naminori/onsen/home.htm
約70 か所の野湯＆秘湯について泉質、効能、宿、交通などの情報を掲載。各温泉
につき、美しいJPEG写真が1枚ずつ掲載されている。

セレネ美術館の絵画、迫力ある黒部渓谷の写真などが充実していて、まさに宇奈月
温泉に行った気分になれるページだ。もちろん宿情報もばっちし紹介されている。

ようこそ嬉野温泉へ★

全国温泉宿案内 ★

http://www.saganet.or.jp/ureshino/hotspring/

http://annai.screen.co.jp/onsen/onsen.html
個々の温泉宿の紹介である。連絡先、宿泊費に加え、効能やお風呂の設備などの簡
単な解説がある。条件検索できるのが便利だが、登録件数はちょっと少なめ。

嬉野温泉について、歴史、泉質、そして特に宿情報を詳しく解説している。情報量
は多くてよいが、パンフレットを見ている感じで多少面白味には欠けるかもしれない。

船津温泉

旅の情報館-国内館（近畿日本ツーリスト）★

http://www.synapse.or.jp/~yumemaru/seikatu/funatsu/funatsu.html

http://www.knt.co.jp/kokunai/tlhome.htm
温泉に限らず、各観光地ごとの宿情報などが提供されている。登録数が少ないが、
個々の宿をかなり詳しく紹介していて、今後が期待できそうだ。

鹿児島の草津温泉。地図を掲載しての案内のほかにも、飲める温泉水、自然湧出湯
「ふなつ」の通販も行っている。先着50名にプレゼント実施中。

下部温泉のホームページ

いい湯・いい旅

http://www2.meshnet.or.jp/~first/shimobe/index.html

http://www.bsnnet.co.jp/hanbai/sousaku/
創作舎が発刊している「いい湯・いい旅」という都道府県ごとの温泉と見所ガイドブ
ックの紹介をしている。祭りやイベントの美しいJPEG 画像のみ参照可。

山梨県の下部温泉郷の温泉宿35軒の住所と電話番号を掲載している。イベント予定
や、釣り情報などの観光ガイドもある。

筑後川温泉

http://www.bekkoame.or.jp/~kouiti/onsen.html

エリア限定の温泉情報

福岡県、筑後川温泉の紹介。温泉宿の情報に加え、近隣の見どころも紹介している。

形原温泉

http://www.bekkoame.or.jp/~mkdive/onsen.html

北陸の宿泊情報（Jeims）★

http://www.jeims.co.jp/telmac/lodging.html
地図入りで、石川県（粟津、山中、山代泉、和倉、辰口、一里野）
、富山県（宇
奈月、福光町）
、福井県（芦原）の各温泉地を詳しく解説している。宿情報が中心
だ。

長野県温泉マップ★

http://pckiso3.cs.shinshu-u.ac.jp/nagano-info/yu/index-j.html
長野市周辺の温泉 6 か所を紹介。掲載されている写真は美しいものが多い。宿泊よ
りも、入浴だけで温泉を楽しむ情報が中心だ。

信州 Drive NAVI★

http://133.246.48.58/top.html
信州一帯の351か所の温泉地が、簡単なコメントで紹介されている。信州温泉雑学、
温泉の効能のほかに、QuickTime ムービーもある。

愛知県の形原温泉の紹介。約 10 軒の旅館、ホテルの簡単な紹介と、料理屋などの
地元の商店会の連絡先が掲載されている。

雪だるま温泉

http://www.shinnet.nttdata.jp/YASUZUKA/onsen.htm
新潟県菱ケ岳の雪だるま温泉「雪の湯」の紹介ページ。イベント案内や、宿泊施設
情報が掲載されている。

野沢温泉

http://shinshu.epson.co.jp/shinshu/sjis/resort/nozawa/96nozawa_su
m/nozawa.htm
外湯めぐりの案内や、旅館の一覧表のほかにも、見所、キャンプ場などの情報があ
る。画像が無意味に大きいのがちょっと難点だ。

鹿児島大、応用地質学講座のホームページ★

九州食遊大図鑑★

http://earth.sci.kagoshima-u.ac.jp/oyo/hydro.html#spa

http://www.fjct.fit.ac.jp/JP/PLAY/sightsee.html

温泉を科学しよう。水文地質学として、温泉湧出機構の図解などなど、楽しみなが
らも勉強にもなる。ほかに、鹿児島地学と題しての観光案内もある。

九州遊覧情報として5 つの温泉地の、各々数軒の宿について、宿泊施設、設備まで
詳しく紹介。分かりやすいアクセスマップも掲載されている。

How to Enjoy "Sento" ★

湯の道

http://www.st.rim.or.jp/~eri/main.html

http://www.cyber-bp.or.jp/ig/yunomichi/index.html

温泉ではなく銭湯の入り方の解説文だが、きれいなイラストとともに銭湯を満喫する
方法を楽しく紹介している。なかなか楽しめるページだ。

東北の約10 か所の温泉が簡単に紹介されている。ほかにも「湯の道」の店員の体験
による温泉紀行も掲載されている。

温泉紹介（函館市）

http://www.hakodate.or.jp/home/onsen/default.htm
北海道の渡島半島の約10 か所の温泉を簡単に紹介。一部、キャプテンシステムから
取り込んだ画像が掲載されているのは愛嬌か。

山梨温泉ガイド

http://www.yokogawa.co.jp/Measurement/Yamanashi/onsenguide.h
tml
山梨県内の温泉3 か所の紹介文と、86 の温泉宿の電話番号を紹介。そして、
「山梨
温泉MAP」ではすべての温泉宿の位置が一覧できて便利だ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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【有名人編】The Famous

−ツニュ−スより早く、
HOSHINO EXPRESS（中日ドラゴンズ星野監督） スポ
新聞には書けない裏話を

http://www.ntt.jp/entertainment/sports/
baseball/hoshino/index.html

WATCHER’S
矢口 優が選んだ

「有名人編」
m yuy@hawaii.edu
最近はいろいろな有名人が、独自のホー
ムページを開くようになってきた。大きな
メディアでは言っていないことが書いてあ
ったりなかなか楽しいぞ。
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世界初のプロ野球監督のホ−ムペ−ジとのふ

知りたいファンは必見

いる。

れこみで、今シ−ズンの開幕に合わせてオ−プ

また、ファンからの質問にまとめて週 1 回答

ンしたペ−ジだ。まず、最初に登場するのがこ

える「Q&A」には、マスメディアには登場しな

のペ−ジの最大のウリともいえる「Dragon

いようなファンが気になる裏話がでていること

Fire!」
。星野監督自身による終わったばかりの

もあり、このペ−ジのおもしろさを増している。

試合についてのコメントがでている。負けた試

ほかに、ドラゴンズ戦はもちろん、それ以外

合のときなどはかなり強い調子で、その日の敗

の試合の途中経過が頻繁に更新される「Game

因について語ることもある。過去全試合につい

Flash」のコ−ナ−も便利だ。
（Watched by 矢口 優）

てのバックナンバ−検索もできるようになって

ROKKET WEBB（Sheena & the Rokkets）

独自ドメインを取り、
ア−ティスト
自らがペ−ジの運営を主導

http://rokkets.com/

今回の特集の「有名人」
のペ−ジではミュ−ジ

ほかにも、充実したバイオグラフィー、アル

シャンのペ−ジが圧倒的に多いが、
その中でも

ファベット順に整理された完全なディスコグラ

このROKKET WEBB はSheena & the Rokkets

フィーといった、今ではミュ−ジシャンのペ−

のリーダー鮎川誠氏自らがドメインを取得して、

ジでは当たり前になった情報はもちろんのこと、

ペ−ジの運営を主導している点に特徴がある。

ゲストブックへの書きこみを載せたり、不定期

まずは、
「Rokket Hotline」と題された最新情

の日記の公開はファンを大切にしている姿勢の

報満載のペ−ジをチェックだ。ライブやニュ−

表れと言えよう。また、ロック関係の膨大なリ

アルバムの情報など、噂の段階から確定したも

ンク集「Rokket Konnection」も必見だ。

のまでいろいろな情報が載っている。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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（Watched by Takahiro Sakai）

その他のおすすめ URL

ミュ−ジシャン

大林宣彦の世界（映画監督）

http://www.pscweb.com/ob/index.html
大林作品のフィルモグラフィーや、ファンクラブ会報に連載中のエッセイ「大声林語」
を中心に大林宣彦氏の映画活動を掲載している。

The Dawn（The artist formerly known as Prince）★★★

http://www.thedawn.com/
「かつてPrince と呼ばれていたア−ティスト」の公式ペ−ジ。贅沢なグラフィックに
目を奪われるばかりでなく、今年2 月に行われた結婚のことなど、謎とされている彼
の私生活の一部が垣間見られる。

sitesakamoto （坂本龍一）★★

http://www.kab.com/m/siteskmt/
日本初のインタ−ネットライブを行うなど、ネット上での活動にも力を入れてる坂本
龍一のペ−ジ。
「sakamoto's personal bookmarks」や、彼のレーベルである「gut」
のページへのリンクもある。

PLANET TK（小室哲哉）★★★

REAL WORLD（デジタルクリエイタ−・千葉麗子）★★

http://www2.eccosys.co.jp/~chibarei/index.html
「インターネット」
「クリエイタ−」
「アイドル」というキーワードが揃ったら、この人
は外せない。今や会社社長としても活躍しているためか、ページの更新は遅れている
ようだ。

HIBINO NETWORK（アーティスト・日比野克彦）

INTERNET

http://www.inter-g7.or.jp/g7/hibino/home.html
雑誌のインタビューや出版物案内などのほか、アトリエに棲む15,492点の「もの」の
一部を写真付きで紹介する「HIBINO PRIVATE GALLERY」がある。

http://www.komuro.com/

ビデオア−ティストNam Jun Paik★★

TM Network 時代からの小室哲哉自身のことはもちろん、trf、華原朋美や安室奈美
恵などのいわゆる「コムロファミリー」の情報も充実している。また、MIDPLUG や
TwinVQなどの新しい技術も積極的に導入している。

http://www.swatch-art.com/artist/arindex.htm
Swatch 社が贈るビデオア−トの創始者ナムジュン・パイク氏のペ−ジ。今年の限定
ア−ティストウオッチは同氏のデザインであり、彼の作品のダウンロ−ドもできる。

Beeps & Drums - 砂原良徳

WATCH SEIKO（マルチクリエーター・いとうせいこう）

http://www.sdw.com/m/ltokyo/p/sunahara/index.html
電気グル−ヴのまりんとしておなじみの砂原良徳のペ−ジ。CD-ROM として発売を
予定していたサウンドファイルのダウンロ−ドもできる。

Moto's Web Server（佐野元春）★★

http://tky068.tth.expo96.ad.jp/
彼のファンが中心になって運営されており、インタ−ネットエキスポ参加ペ−ジでも
ある。情報が非常によく整理されていて、見やすさに配慮していることが感じられる。

Masaya Matsuura Home Page（松浦雅也）★★

YELLOW

PAGES

http://www.sdw.com/seiko/
マルチクリエ−タ−いとうせいこうのペ−ジ。彼の小説「ノ−ライフキング」の英語
版を新たに改変してもらうために、そのテキストの著作権を放棄して公開するという
実験的な試みもある。

その他
SMAP× SMAP Home Page（SMAP）

http://www.iijnet.or.jp/masaya/index.html
元PSY'S のミュージシャン、松浦雅也のページ。未発表の作品が聴けるほか、彼の
スタジオをQuickTime ムービーで見たりできる。

CHAGE & ASKA official home page

http://www.fujiint.co.uk/FIP/CA/CA.html
アジア各地での公演やMTV への出演など最近は海外での活動に重点をおいているか
らか、まずは英語ペ−ジだけのオ−プンとなっている。イギリスだけでリリースされた
リミックス盤の試聴コーナーもある。

E.YAZAWA ONLINE SHOW（矢沢永吉）★★

http://www.toshiba.co.jp/emi/yazawa/index_j.htm
QuickTimeVR を使った「Interactive Gravia」や、リズム感を試せるインタラクテ
ィブゲ−ムなどに加え、公開レコーディングのリポ−トやホ−ムペ−ジ製作の裏話も
ある。

SOUTHERN ALL STARS HOMEPAGE

http://www1b.meshnet.or.jp/ktv-SMAP/
公式ページではないが、このページ目当てにインターネットカフェを訪れる女性ファン
が急増中とも。番組の人気コーナーのレビュ−もあるので、テレビを見逃したらここ
でチェックしよう。

TOMOSAKA-TV（ともさかりえ）

http://www.iijnet.or.jp/TOMOSAKA-TV/
プライベート写真やマル秘ビデオのある「もっともっとともさかに逢いたい」から、本
人直筆のプロフィールや、バーチャルデートのできる「りえchanとデート」と盛りだ
くさんである。

My Quest For Gold（陸上競技・マイケル・ジョンソン）

http://www.michaeljohnson.com/
さきのアトランタオリンピックで大活躍したマイケル・ジョンソンのページ。独自ドメ
インまで取得しているところに彼の意気込みが感じられる。

Michael Jourdan's Restaurant（NBA・マイケル・ジョ−ダン）

http://www.jvc-victor.co.jp/studio/sas/sas.html
ライブが売 り物 のサザンのペ− ジらしく過 去 のコンサ− トの全 記 録 をはじめ、
RealAudioでサンプルを聴けるディスコグラフィーや、最新情報まで盛り沢山だ。

マドンナ - Something To Remember★★

http://www.dinesite.com/michaeljordans/
世界で最も有名なスポ−ツ選手マイケル・ジョ−ダンのお膝元、シカゴにある彼のレ
ストランの紹介を兼ねたペ−ジ。

KEI HATA（参議院議員・畑恵）

http://www.wbr.com/madonna/
マドンナの所属レコ−ド会社ワ−ナ−・ブラザ−ズのペ−ジ。彼女の代表曲について
ビデオ、サウンドファイル、歌詞がダウンロ−ド可能である。

Mariah Carey（マライア・キャリ−）

http://www.sony.com/Music/ArtistInfo/MariahCarey/index.html
今年3 月の来日コンサ−トで話題をさらったマライア・キャリ−のペ−ジ。ビデオク
リップが充実している。

http://www.k-hata.or.jp/
元ニュースキャスターで参議院議員の畑恵のページ。英語版に加えてフランス語版も
用意されている。情報は頻繁に更新されている。

NakaMats Home（ドクター中松）

http://www.netcity.or.jp/NakaMats/
個人としては最多の発明をしているという発明家中松氏のペ−ジ。同氏が東大で行
っている「創造学講座」の紹介もある。

Ryuhei Kawada Homepage（川田龍平）

アーティスト/クリエイター

http://www.kawada.com/
エイズ薬害問題で実名を公表して活動している川田龍平さんのホ−ムペ−ジ。現在
のところ彼の活動予定と彼を支援するグル−プのペ−ジへのリンクのみだが、今後コ
ンテンツが充実されることを期待したい。

NODA・ MAP（舞台演出家・野田秀樹）

http://www.mmjp.or.jp/nodamap/
野田秀樹の演劇プロデュース集団「NODA ・ MAP」のページ。最新の公演情報な
ど。橋爪功と野田秀樹の二人芝居「し」のコーナーには、練習風景を収録した動画
もある。

KABUKI for EVERYONE（歌舞伎役者・市川萬次郎）★★★

http://www.fix.co.jp/kabuki/kabuki-j.html
歌舞伎をわかりやすく解説したページ。市川萬次郎が素顔から女形に変身していく姿
をモーフィングムービーにした「Changes」は必見。
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【天文編】Astoro

Comet Hale-Bopp

彗星フィーバーが再びやって来る！
再接近に備えよう

http://www.halebopp.com/

WATCHER’S
T̲Tatekawa が選んだ

「天文編」
m tatekawa@planet.club.or.jp
秋の夜長は天文観測はいかが？ N の文字
のまわりに流れる流星ばかり見ていない
で、夜空の星を仰ぐのもまた一興かも。

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

290
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今春は百武彗星の接近により、彗星フィー

の位置だけでなく、
「いかにしてこの彗星を見つ

バーが起きた。来春には、
「地球が尾に飲み込

けたか」などという、発見者でなければ語るこ

まれて、空気がなくなり、人類が滅亡する」と

とのできないことも知ることができる。また、

いうパニックを起こした、1910 年のハレー彗星

Comet Hale-Bopp Magazine の内容も見られ

より巨大といわれる、ヘール-ボップ彗星が最接

る。第 1 号が1995 年 9 月に出たことからして、

近する。ヘール-ボップ彗星に関連するホームペ

いかにこの彗星が早くから注目されていたかが

ージは沢山ある。だが、ここで取り上げたペー

分かる。ヘール-ボップ彗星に関する情報を得

ジは、他のものと一線を画する。それは、発見

るページとして、第一のページである。
（Watched By T̲Tatekawa）

者によるページであるということである。彗星

Views of the Solar System

宇宙に関する百科事典ページの
ようなページだ

http://bang.lanl.gov/solarsys/

太陽系の天体について、太陽、惑星、衛星、

なことから、最近の宇宙開発に関連した事柄ま

そして天文の歴史および貢献した人物を紹介す

で記述されていて、初心者から専門家まで楽し

るページ。テキストだけでなく、JPEG、GIF な

むことができる。それだけでなく、各説明には

どの静止画、およびMPEG ファイル、AVI ファ

画像をふんだんに取り入れているので、英語が

イルの動画も収録され、880M バイト以上のデ

苦手な方でも楽しめると思う。また、ここから

ータがある。まさに太陽系の百科事典と呼ぶべ

天文関係のサイトへの膨大なリンクが存在する

きページである。さらに驚くべきことに、スペ

ので、さらに詳しく知りたい方にも、情報検索

イン語のページもある。惑星の紹介では、その

の出発点となりうるページである。

惑星の大きさや発見者、発見年などの基本的
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（Watched By T̲Tatekawa）

その他のおすすめ URL

彗星に関するページ

Digital Astronomy Gallery★★

http://www.asahi-net.or.jp/~RT6K-OKN/japan1.htm
Information on Comet Hale-Bopp for Non-Astronomer

★★

http://encke.jpl.nasa.gov/hale_bopp_info.html
NASA による、彗星の情報。アマチュア向けに書かれたページで、来年4 月までのヘ
ール-ボップ彗星の様子が記載されている。

宇宙の観測を劇的に変えたCCD カメラによる、アマチュア天文家の写真集。都会で
もこれだけの写真が写せるとは見事というしかない。

SEDS Messier Database★★

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/Messier.html
100 程度の星雲、星団を分類するメシエの分類のデータベース。有名な星雲、星団
とその番号が掲載されている。

Comet Hale-Bopp

http://http.hq.eso.org/comet-hale-bopp/comet-hale-bopp.html
2.2m 望遠鏡により逐一観測された、ヘール-ボップ彗星の写真を公開している、
European Southern Observatoryのページ。

DSN Solar System Menu★

http://esther.la.asu.edu/asu_tes/TES_Editor/dsn_solarsyst.html
太陽系の天体を写真で紹介するページ。木星のページは衝突したシューメーカー-レ
ビー第9彗星の想像図もある。

彗星の科学

http://www.asahi-net.or.jp/~se2k-sgwr/
彗星関係のツール、彗星物理入門など、彗星に関する初心者から専門家までの情報
を提供しているページ。

SDAC Home Page

http://umbra.nascom.nasa.gov/sdac.html
太陽に関する観測データと画像データが多数収録されている。現在および将来の太陽
探索の計画も紹介されている。

星見人達
WWW on CD http://village.infoweb.or.jp/~fwbc1957/
日本にある、日本語のヘール-ボップ彗星の情報が入っているページだ。

天文の入門者向け

INTERNET

YELLOW

望遠鏡
PAGES

Home page of Public Astronomical Observatory★★

ザ・ナイン・プラネッツ日本語版★★★

http://www.obs.misato.wakayama.jp/koukai.html

http://www.togane-ghs.togane.chiba.jp/9planets-j.html
「The Nine Planets:A Multimedia Tour of the Solar System」の日本語版。太陽系
の各天体に関するさまざまな情報や写真が充実しているので、英語が苦手な方は前の
NASAのページより分かりやすいと思う。

Space

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/space/top.html
宇宙に関するFAQ が納められている。NewsGroup、sci.astro、sci.space のFAQ
も収録されている。

MACROCOSME

現在公開されている公共天文台の紹介。公共天文台は200以上あるが、掲載許諾を
受けたところしか収録されていないので、掲載されている情報は少ない。

Bisei Astronomical Observatory Home page

http://www.obs.misato.wakayama.jp/~ayani/bisei-j.html
「ふるさと創生資金」により岡山県美星町が建設した、公共天文台の先駆け
WWW on CD となった美星天文台。条例により光害が少なく、101cm 望遠鏡を週 4 回、
夜間に一般公開している。

Amateur Telescope Making（英語）

http://www.polaris.net/~tas/atm.html

http://www.intlaurentides.qc.ca/~patry/Zoom0.terre_E.html
宇宙の周期的階層構造が分かるページ。最近研究で話題になっている宇宙のボイド
構造の図もある。ただし後半（Zoom5）からは疑わしい。

性能のいい市販の望遠鏡は高価だ。ここではアマチュアが望遠鏡を製作するためのさ
まざまな情報が提供されている。

その他

組織・団体

Astronomy and Space Science

National Astronomy Week

http://info.er.usgs.gov/network/science/astronomy/index.html

http://www.ast.cam.ac.uk/~naw96/index.html
200 年以上の歴史を持つ団体。今年は海王星発見150 周年にあたり、海王星の記事
が特に詳しい。

Maryland Science Center

天文、宇宙科学のページへのリンク。英語のページだが、英語圏以外の国へのリンク
もある。

Astroweb:/Astronomy/Astrophysics Internet

http://fits.cv.nrao.edu/www/astronomy.html

http://www.access.digex.net/~mdsci/index.html
宇宙関係の展示物およびプラネタリウムがある博物館。実験設備が多い。

天文学、天体物理学のデータベース。リンクによる検索のほかに、キーワードによる
検索もできる。

The Prairie Astro Club

Welcome to SETI Institute

http://www.infoanalytic.com/pac/index.html

http://www.seti-inst.edu/

アマチュアの天文ファンによる、アマチュアのファン向けのページ。望遠鏡購入ガイ
ドもある。

地球外の知的生命体を探索するSETI のページ。探索していることの他、FAQも用意
されていて、
「なぜ探索を続けるのか？」
、
「なぜ探索するのか？」に対する答えもあ
る。

ALPO Homepage

http://www.lpl.arizona.edu:80/alpo/index.html

S.ET.I

月と惑星を観測している団体。文書の内容はとりたてて特徴はないが、バックグラウ
ンドの写真がきれい。

http://yukichi.cc.oita-u.ac.jp:8001/~astro/index.html

★

宇宙人の存在確率を決定する、ドレーク方程式について研究している。確率の上限
と下限に大きな開きがあるのではっきりしたこと

写真館、プラネタリウム
STScI/HST Pictures★★★

http://www.stsci.edu/pubinfo/Pictures.html
宇宙に人工衛星として打ち上げられた、ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された写真
のページ。空気に邪魔されない美しい天体写真を見ることができる。

NSSDC Photo Gallery★

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/PhotoGallery.html
太陽系の惑星、および太陽系外の天体の写真が見られる。地上からの写真だけでな
く、惑星探査機Galileo、Voyager、そしてハッブル宇宙望遠鏡による写真もある。
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