スキー用品の CM に、クリスマスセールのチラシ、世
間はすっかり冬本番。スキーの準備はできたかな？ ス
キー情報あり、クリスマス情報ありの今月のイエロー
ページ。ボーナスでインターネット始めた人も、電話
代ですっかり使ってしまった人も、必見ですぞ。
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
ら面白いものをピックアップしているぞ。

今月のWhat' NEW!!
Watcher's Yellow Page

クリスマス
マッキントッシュパート2
音の鳴るページ
バーベキュー

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

9701

JR SKI SKI Homepage

積雪情報や時刻表など、
電
車でスキーに行く人は必見！

http://www.jreast.co.jp/jrskiski/

もうスキーがしたくてしたくてうずうずしなが
ら板を磨いている人も多いのではないだろうか。

なのだ。
このページ、JR 東日本のキャンペーンだけあ

そんな人は、ここにアクセスだ。JR 東日本のス

って、もっと便利な情報もある。なんといって

キーキャンペーンのページだ。

も「スキーヤーのための時刻表」だろう。いつ

各ゲレンデの積雪情報や、電車を使ったアク

乗ると、いつ着くのかということが分かるよう

セスの仕方などスキーヤーには必見の情報が満

になっているところは、さすがJR 東日本なの

載だ。また、この冬のスキーキャンペーンCM

だ。電車を使ったスキーなら渋滞もないから、

の裏話などもあって、これは要チェックだ。バ

車が動かず、いらいらで車の中でオオゲンカな

ックに流れるのはglobe なので、ファンは必見

んてこともないから安心だ。

リクルートの新雑誌のホーム
ページだ

あちゃら
http://webdew.rnet.or.jp/acara/

冬といえばやっぱりスキー。JR 東
日本のスキーページがオープン。ゲ
レンデ情報は見物だ。これをチェ
ックして、他 の人 とは差 をつけよ
う！ 冬本番のWHAT'S NEW の始
まりなのだ。
編、編集長！このイエローページに強力なラ
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特に面白いのが「あちゃらコード」システム。

イバル登場です。このリクルートの新雑誌「あ

これは、雑誌に紹介されている各ページにはこ

ちゃら」は、インターネットのいろいろなホー

の「あちゃらコード」という4 桁の数字が割り

ムページで、欲しいものや情報を探したり、面

振られている。このページにアクセスして、入

白いページを紹介する雑誌だ。あくまで実用的

力欄にこの数字を打ち込めば、簡単にそのペー

な情報にこだわった紙面作りになっている。こ

ジにアクセスできるというわけなのだ。これなら

のホームページはその雑誌の中に掲載されたペ

いちいちURL を打ち込まなくてもOK なので非

ージをカテゴリー別に分類して、わかりやすく

常に便利だ。CD-ROM が付いていない代わり

アクセスできるのだ。

のグッドアイデアだ。
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生誕 100 周年を迎える宮沢
賢治の情報満載

宮沢賢治の宇宙
http://www.g-search.or.jp/kenji/

柳井伊都岐のアトリエ
http://www.artman-world.com/Itsuki/
アーティストの作品制作風景を
覗きみる

INTERNET

YELLOW

PAGES

「注文の多い料理店」
「よだかの星」
「銀河鉄
道の夜」
、このタイトルのうち1 つくらいは耳し

作品をすこしだけのぞいてみよう。各童話のタ
イトルや話の一部を読める。

たことや読んだことがある人は多いはずだ。こ

また、彼のさまざまな作品にでてくるイーハ

のページは、幻想的な詩や物語を数多く遺した

トーヴォというイメージ。この世界観を、さま

宮沢賢治の情報を数多く掲載している。

ざまなキーワードで分析し、その作品の断片を

彼の作品をあまり知らなければ、
「宮沢賢治

集めた「イーハトーヴォ」のコーナーも宮沢フ

の作品世界」のコーナーを見てみよう。ここで

ァンならぜひ見ておきたい。美しい画像が多く

は、彼の作品を独特のキーワードによって分類

しっかりした内容なので、まだまだ工事中の多

している。興味のあるキーワードをクリックし、

いページだが、今後の充実が楽しみだ。

avex network

エイベックスのアーティストの
ファンなら今すぐアクセス！！

http://www.avexnet.or.jp/

フランスはアルザス地方の都市、コルマール
にアトリエを構え、作家活動を続けている柳井
伊都岐氏。彼は、中世最後の傑作として名高
い「イーゼンハイムの祭壇画」の模写をしなが
ら作家活動をしているという。その作業に取り
組み始めて18 年。その完成が間近に迫ったと
ころで、その瞬間をインターネットで世界に発
信しようという試みがなされている。
画家のアトリエに定点観測カメラを置き、そ
エイベックスと言えば、trf やglobe に安室奈

たとえば、傘下レーベルの最新ナンバーをCD

の日常生活がインターネットで覗き見られると

美恵など、超大人気のアーティストを抱える一

と同じ品質で30 秒試聴できたり、新譜情報や

いうわけだ。また、週に1 回はモデルが来るの

大レコード会社だ。そのエイベックスが、なん

アーティスト情報を発信する電子メールサービ

で、ラッキーな人はヌードモデルが見られるか

とプロバイダー業務を始めたのだ。その名も

スなどがあったりする。

もしれない…。このほかにも、柳井氏のオリジ

しかし、なんといってもすごいのがインターネ

ナル作品なども見ることができるし、アルザス

ットでのチケット販売だ。一般発売よりも早く、

地方のワインなどの情報もある。豊富な画像を

これだけなら低価格のプロバイダーということ

より安く入手できるようにするという。もちろ

収めたこのページは美術作品だけでなく、見所

だけなのだが、そこはさすがのエイベックス、や

ん会員にならなくてはいけないのだが、これは絶

が多いページだ。アクセスしているうちに、歴

ることが違う。

対に期待しよう！

史的瞬間に立ち会えるかもしれない。

「avex network」
。入会金無料で月々2000 円、
インターネット接続時間は無制限だ。
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今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

インスタントラーメンの歴史
がわかる

即席麺家頁
http://www.inter.co.jp:80/instantramen/

W H AT ’ S
N E W
9 7 0 1

What's NEW!!の後半は、インスタ
ントラーメンのページやデートスポ
ットを探すのにぴったりのページな
ど、こちらも充実のラインナップだ。
さあ、どれからアクセスする？

1 年間に国内で生産される数、およそ52 億
食！このページは、世界に名だたる日本の発明
品インスタントラーメンのオフィシャルページ

いて細かく細かく定義してくれるこだわりのラ
ーメン講座などなどどれも読みごたえがある。
そして、何と言っても見てほしいのは「イン
スタントラーメン検索頁」だ。ここでは、商品

だ。
とにかく情報量がすごいの一言につきる。イ

名や味、社名で日本にあるほとんどのインスタ

ンスタントラーメンの歴史のところだけでも日

ントラーメンを検索できるようになっている。検

本のインスタントラーメンのさまざまな興亡史

索結果には値段や発売日、そして販売地域な

がわかる壮大なものだ。しかし、それだけでは

どとラーメンフリークにはたまらないデータを見

なく、ラーメン工場見学やラーメンの定義につ

ることができるぞ。

デートのスポットを探すなら
ここにアクセス

東京デート
http://teleparc.com/tokyo_date/index.htm

あの情報誌「ぴあ」が厳選した映画情報や

ごとの電話番号を打ち込むというところだろう。

トだ。

できれば電話のベルの音もしてほしかったが、結

内容は首都圏情報が中心だが、話題の映画

INTERNET magazine 1997/1

構たのしい仕掛けだ。

情報コーナーをはじめ、夜景やバー、その週に

なんと言っても、デート向けのものばかりを

発売されるチケット情報など、どれもチェック

紹介するので、相手のいる人やアタック中なん

しておきたい情報ばかりだ。雑誌から探すのが

て人の情報収集にはぴったりだ。クリスマスイ

面倒という人にぴったりだ。

ブに誘う相手のいない人は…これからいそいで

このページの面白いところは、各コーナーに

396

アクセスするとき、画面の携帯電話にコーナー

グルメ情報を提供するというのがここ東京デー

がんばろう！
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AOYAMA

ショッピングコーナーが充実
しているので必見だ

http://www.aoyama-syouji.co.jp/

窓の杜
http://www.forest.impress.co.jp/
ウィンドウズ95 ユーザー向けの優秀ソ
フトがいっぱい

INTERNET

YELLOW

PAGES

紳士服の安売り店で知られる洋服の青山のペ

てのスタイルから襟の形まで、ブラウザーで確認

ージ。ここでぜひ見てもらいたいのが通販コー

しながら注文ができるようになっている。ただ

ナーの「Shopping Space」だ。

し、モニター上と実際のものとは風合いや色が

シャツやネクタイ、スーツなどのほかに、身体

変わってくるので注意が必要だ。とはいえ、拡

の大きい人のための、
「ビッグサイズコレクショ

大した画像などは非常に鮮明で商品のイメージ

ンコーナー」なんてのもある。特に注目なのは、

をつかむのには十分だ。

シャツなどが簡易オーダーメードができるように

通販以外では、
「着こなしワンポイント」や
「シャツの起源」などちょっとしたアイデアなど

なっている点だ。
そのため、生地や色のサンプル、全体の仕立

もあって便利だ。

殴る蹴る！ かまぼこのてっち
ゃんの格闘ゲームだ

ストリートてっちゃん2
http://www.kamabokonews.com/st2/

「秋保窓」で有名だったウィンドウズ用のオ
ンラインソフトの情報を集めたページがリニュ
ーアルオープンした。その名も「窓の杜」だ。
ここは、数あるオンラインソフトの中から、
運営者の樋口氏が厳選したものを集めてあって、
アクセスすると、インターネット関連や音楽、
ゲームなどとジャンル別に分かれているので、そ
れをクリックしていけば欲しいソフトが簡単に
はちまきにはっぴを着たこのキャラクターに見

妙なニュアンスがたまらなくおかしい。やられて

見つかるようになっている。しかも、FTP サー

覚えはないだろうか。これはカネテツデリカフー

気絶したときの姿などは、どう見ても寝ている

バーも用意されているから、すぐにダウンロー

ズの広告マンガでおなじみの「てっちゃん」だ。

としか思えない幸せそうな表情だ。

ドできるというわけだ。

この「てっちゃん」を操作しながら、
「とーちゃ

殴る蹴るといった基本的なもののほかに、コ

ここは、毎日更新され、最新の情報がキャッ

ん」や「チャーリー」などのキャラクターを倒

マンドを組み合わせたスペシャル技もあってなか

チできるようになっているし、ソフトはすべて動

していく格闘ゲームなのだ。

なか奥が深い。勝ち進んでいくと、ダメージの

作チェックを済ませてある。しかも、ウィルス

一見モノクロで地味な画面なのだが、蹴りを

受けかたが大きくなったり、敵の姿が見えなく

チェックもしてあるので、最新で良質のソフト

入れるときの表情や殴られたときのポーズなど

なったりとレベルがあがるので心してかかろう。

を安心してダウンロードできる。検索システム
も追加されるというので今後が楽しみだ。

笑っているのか痛がっているのかわからない、微
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【クリスマス編】Christmass

Ho! Ho! Ho! Merry Christmas!

クリスマスを楽しむならここ
は必見！

http://www.santaclaus.com/

WATCHER’S
平田和生が選んだ

「クリスマス編」

その名も「santaclaus.com」というだけあ
って、クリスマス編には必修のサイト。

マスビールの作り方もある）
、クリスマスリンク
といった基本のほかに、マック向けやウィンド

「Current Picks」では、クリスマス関係の行

ウズ向けのクリスマス関連ソフトのFTP のリス

事やインターネット上のクリスマス特集やサイ

トまであって充実だ。マックユーザーだったら

トの情報を日々アップデートしてくれる。また、

クリスマスライトでデスクトップを飾るもよし、

子供心に戻ってバーチャルクリスマスを

サンタクロースに電子メールを送るとサンタク

サンタクロースのスクリーンセーバーを入れるも

思いっきり楽しもう。

ロースからいろいろなメッセージが返ってくる。

よし、ウィンドウズ派ならクリスマスカードを

mk-hirata@bnn-net.or.jp
jhttp://www.asahi-net.or.jp/~af8k-hrt/
今年もジングルベルの季節がやってきた。

YELLOW
PAGES
今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page
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「Christmas Presents」も用意してあり、サン
タクロースのFAQ、クリスマスレシピ（クリス

ダウンロードするもよし。楽しめることうけ合
いだ。

A Winter Web Wonderland

（Watched by 平田和生）

クリスマスを120 ％楽しめる
ページだ…

http://banzai.neosoft.com/citylink/xmas/default.html

クリスマスの総合アトラクションページとし

スショッピング、おもちゃのランキングなど充実

て必見。実用的なものから笑えるものまでクリ

だ。クリスマスレシピのコーナーではなんとあな

スマスのエキスが満載。簡単にGIF 形式のクリ

たのレシピを電子メールアドレスとともにWeb

スマスクリップアートの付いた電子メールが友

上に登録してくれるので、クリスマスシェフと

人に送れる「Holiday GIFt」
、サンタクロース

して世界デビューのチャンスかもしれない。

から電子メールがもらえるコーナーなどとメール

そのほかクリスマスの靴下に入れる「何でも

関係は手堅く定番を押さえてある。リンク集も、

あなたの言うことをきいちゃいます券」などの

オーナメントをクリックすると世界に飛んでい

お楽しみ券がゲットできたりとまさに充実だ。

けるクリスマスツリーのリンクのほか、クリスマ

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 平田和生）

その他のおすすめ URL

クリスマスリンク集

クリスマスソング＆ムービー

サンタ・コネクション ★★★

Homepage for the Holidays

http://www.asahi-net.or.jp/~af8k-hrt/santa-index.html

http://www.merry-christmas.com/music.htm

日本最大のクリスマスリンク。おすすめサイト、電子メール、クリスマスパーティー、
クリスマスソング、クリスマスプレゼントと5つのセクションに分かれている。

トイザラス提供のクリスマスページ。「Jingle Bells」「Santa Claus isComing to
Town」など代表的なクリスマスソングやクリスマスカードがダウンロードできるほか、
クリスマス映画のリストがある。

Santa Claus's Workshop-96

★

★★

http://www.prairienet.org/~santa/homepage.html

大統領のクリスマ スツリー

サンタクロースのリンクページ。注目はインターネットフォンでサンタと話すという企
画だ。

http://www1.meshnet.or.jp/cinema/roadshow/xmas.html

Merry Christmas Around the World

http://www.auburn.edu/~vestmon/christmas.html
約40件のクリスマスのリンク。クリスマスへのカウントダウンが付いている。

Uncle Bob's Christmas Page

11/23公開のロードショウ「大統領のクリスマ スツリー」の内容、キャストな
どの紹介。

Santa Claus Radio Station

http://www.nettiradio.fi/test/santa/saneng.htm
フィンランドのサンタクロースのラジオのサイト。リアルオーディオによるサ
ンタクロースの放送が聞ける。

http://gagme.wwa.com/~boba/christmas.html

INTERNET

YELLOW

約42件のクリスマスリンク。その他クリスマスのおとぎ話などの関連情報もある。

Vicnet Santa Page ★★

クリスマスショッピング

http://www.vicnet.net.au/vicnet/santa/xmas.htm
真夏にクリスマスがあるオーストラリアからのクリスマスリンク集。ゲストブックに書
き込んで世界の人々に挨拶しよう。

PAGES

Mahkoのクリスマス・ページ

ttp://plaza4.mbn.or.jp/~itakura/import/mahko/
「クリスマスを輸入しよう」をテーマに個人輸入できるクリスマスグッズを紹介。クリ
スマス輸入商品情報やこんなものをゲットしたとの情報も歓迎中。

バーチャルクリスマスツアー

フェリシモ・サンタ・ブック
X'mas Tree Tour 95

http://www.felissimo.co.jp/festa/html/s66/index66.html

★★★

http://teleparc.com/ja/junc/xmas/
東京周辺25 カ所のクリスマスデートスポットを紹介。美人姉妹、外資系OL の案内
による仮想デートもある。

通販のフェリシモが贈るクリスマススペシャル。ユニークな商品満載。トナカイさん
のタイツであなたはどこのパーティーでも人気者間違いなし。

The Christmas Shop

http://www.instantech.com/xmas_shop/home.html

X'mas in KOBE '96

http://www.bekkoame.or.jp/~planet77/kobe/
大好評の15万個の電球を取り付けた幻想的な光の大イベントのルミナリエは必見だ。
そのほかポートピアランド、シティループなど神戸の定番クリスマススポットを紹介。

アメリカのクリスマス向けプレゼントのサイト。写真が少ないのが残念だが、マニアッ
クな商品が多い。

Perfect Present Picker

街角のクリスマス ★★★

http://perfect.presentpicker.com/

http://www.midorin.com/crismas/cris_home.html

贈り物に困ったときはこちら。性別、年齢、職業、趣味などを選んで待つこと数秒。
条件に合ったプレゼントを見つけてくれる。

（ドキュメンタリー編）

http://www.bekkoame.or.jp/~yonor/crist/1/fic01.html
（フィクション編）
目白7丁目（Midorin Home Page)の作者が目白、池袋、自由が丘など95年のクリ
スマス風景を音楽に合わせデジタルカメラのドキュメンタリーでつづる。裏サイトで同
じグラフィックに合わせたフィクション編がある。

クリスマスジョーク
サンタさんをクリックしたら危険？

Yokoのクリスマスパーティー ★★

★★

http://www.cs.u-gakugei.ac.jp/~moriya/index-j.html

http://www.yo.rim.or.jp/~yokoy/
京都にお住まいのYoko さんがホームクリスマスパーティーに招待してくれた。Yoko
さん得意のフローチャート方式で次々と美しいオリジナルグラフィックを披露してく
れる。そんな暖かいクリスマスパーティーに是非出かけよう。

このサイトのサンタクロースは絶対にクリックしてはいけません。

サンタさん見つけた ★

http://www.1earth.com/santa/
サンタさんはカリフォルニアのサンノゼにいたって？クリスマスソングやクリスマスリ
ンクがいっぱいだ。

電子クリスマスメールのサービス

IS THERE A SANTA CLAUS?

http://www.auburn.edu/~vestmon/christmas.html
AdOnWeb's EnviroCards

サンタクロースが存在しないことを証明しようとしたレポート。

★★

http://www.adonweb.com/cards/

Claus.com

オリジナルメッセージ付きのクリスマスメールをWWWで送れる。クリスマス以外にも
誕生日、バレンタインデイ、母の日などいろいろなメール、サウンドメールがそろって
いる。

http://www.claus.com/

The Electronic Postcard

★★★

http://postcards.www.media.mit.edu/Postcards/
WWWポストカードの人気サイト。単なるクリスマスカードでなくDavid Hockneyや
Robert Altmanなどのおしゃれなアートをクリスマスカードにいかが？

ROBOCARDS

サンタクロースは良い子のところにしかいきません。あなたが良い子かどうかチェック
してくれます。イブにはサンタクロースの大追跡を企画。

★

その他
東京ディズニーランド（最新情報） ★★★

http://www.m-squared.com/storepg1.htm
3Dグラフィックス描かれたロボットのクリスマスカードがダウンロードできる。

http://www.tokyodisneyland.co.jp/japanese/j_whats_new/
CF1_j.html
11 月 15 日から12 月 25 日までの東京ディズニーランドは「クリスマス・ファンタジ
ー」でクリスマス一色にてくれます。ここで最新情報をゲットしよう！
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【マッキントッシュ編パート2】Macintosh Part Ⅱ

Desktop Mania for Mac!

究極のデスクトップを作ろう!

http://ux01.so-net.or.jp/~jinsan/dtop/mania.html

WATCHER’S
勤苦今愚（KingKong）が選んだ

「マッキントッシュ編パート2」
m kingkong@pobox.org.sg
マッキントッシュ関 連 情 報 をもっと知 っ
て、楽しむための情報収集サイトやマッキ
ントッシュに魅了された人たちのページを
中心に集めてみた。

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

400

INTERNET magazine 1997/1

手軽にカスタマイズできるマッキントッシュ

している。

のデスクトップは人それぞれの個性が出るもの

このページの作者のデスクトップもBeOS 風

だ。アイコンをアレンジしたり､オンラインソフ

のデスクトップや次世代のMacOS 風に仕上が

トを使ってみたりとさまざまな方法があるが、他

っていてとても凝っている。画面ショットもペ

人にはいじられたくないくらい個性的なデスク

ージ内にあるのでぜひ見てほしい。これらデス

トップを作ってしまうというこの「Desktop

クトップのカスタマイズ方法も解説されている

Mania for Mac!」はデスクトップのカスタマイ

ので参考にしながら、あなたも自分好みのデス

ズに必要なオンラインソフトへのリンクや、分

クトップを作ってみてはどうだろう。
（Watched By 勤苦今愚）

かりやすいやすい解説などの情報がとても充実

MACお宝探偵団

マッキントッシュのレアなアイ
テムが見られる

http://www.groove.or.jp/apple/frame01.html

MAC 関係アイテムの収集を喜びとする人た

しかも、機種ごとのページに行くたびにその

ちが集まった「MAC お宝探偵団」のページ。

機種の起動音が鳴るという嬉しい作りになって

なかでも、レア＆コレクターアイテムをあらゆ

いる。サウンドが聞けない場合は「その他のお

る手段で収集するために、日夜ネットワークを

すすめURL」で紹介するaiff サウンドファイル

駆け巡っていると言う会長のコレクションには

もサポートしているMacZilla を試してみてほし

圧倒される。LISA、Apple Ⅱに始まり、初代

い。コレクションは本体に留どまらず周辺機器

マッキントッシュ128k やSE/30、このほかにも

や小物、関連書籍にまで及んでいて思わず圧倒

数多くのマッキントッシュを持っていて各機種

されてしまう。また、世界中のコレクターへの

ごとに写真入りで解説が載っている。

リンク集もある。
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（Watched By 勤苦今愚）

その他のおすすめ URL

マッキントッシュを愛する人々

APS M*POWER

http://www.apstech.com/
AOKI ROOM

マッキントッシュの通販ベンダーでハードディスクでも知られているAPS Technologies
による互換機M*POWERのページ。E-mailなどによる24時間サポートもしている。

★★★

http://www.indis.co.jp/am2/aoki/mac/index.html
所有している各マシンの解説が写真やデスクトップショット入りで解説されている。ネ
ットワークを組んでいるようだが、こんなに多くのマックをどうやって使うのだろう。

雑誌関連

Mr.sckop's Home Page ★

http://www.giantkite.com/sckop/
数々のOLDマッキントッシュに囲まれた部屋が印象的なページだ。写真の所々にリン
クがあり、各機種の解説が見られる。

Maccer's Page

http://www.hf.rim.or.jp/~snishi/
1985 年にマッキントッシュを買って以来、ずっとマッキントッシュを使い続けている
という作者のページ。コレクションの中には初代マッキントッシュの箱もある。

最強のSE/30を創る会
WWW on CD

http://www.harenet.or.jp/personal/take-jun/PoweredSE30.html

昔のマッキントッシュの中でも特に人気のあるSE/30の内部構造が写真で詳しく見る
ことができるページだ。会員の募集もしている。

Mac User Japnese Edition ★★★

http://www.softbank.co.jp/softbank/publishing/macuser/
週刊科学コラムなど、ホームページ上の独自コンテンツを持っているページだ。マッ
キントッシュ用WWW関連ソフト情報は種類別に分類されていて、分かりやすく充実
している。

MdN

★★★

http://www.MdN.co.jp/

YELLOW

最新号から抜粋した内容のダイジェストや業界の最新ニュースを紹介している。内外
で活躍中のアーティストの作品を見ることもできる。

Mac Fan internet

★

http://www.mycom.co.jp/mfi/index.html

PAGES

ジャンルごとに分類されたプラグインの一覧が便利なページだ。ほかにも料金や接続
速度別に検索できるプロバイダーのデータベースなども使える。

ユーザーグループ

日経 MAC

★

http://mac.nikkeibp.co.jp/

公認ユーザーグループの一覧ページ ★★

http://www.Apple.co.jp/UG/

過去の特集などを紹介する「Picking Up!」のコーナーに「漢字Talk7.5 強化講座」
や「不調マックの治療マニュアル」などの役に立つ情報が掲載されている。

ユーザーグループに関する各種情報に加え、所在地の一覧や会員のページへのリンク
なども紹介しているページ。

MAC POWER

日本さるビデオ党 ★★★

http://www.ascii.co.jp/pb/macpower/index.html

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

雑誌と連動した記事から、マッキントッシュ関連のデイリーニュース、注目のシェア
ウェアの紹介などを掲載するページ。スタッフページの紹介も興味深い。

個性的なユーザーグループで、ページの内容もRIMNET のアクセスランキング、アク
セスした日が誕生日の有名人が分かるページなどたまらない独自の情報満載だ。

Virtual MACLIFE

マックファーム

http://www.bnn-net.or.jp/MACLIFE/index.html
月刊「MACLIFE」のページ。最新号のトピックスやニュースなどをページ上で見る
ことができる。ニュースはなかなか充実している。

http://www.yk.rim.or.jp/~c_kazu/indexf.html
イベント時にはオリジナルのCD-ROMも販売するなど、活発な活動をしているユーザ
ーグループ。来年の「MacWorld Expo97」にも参加するようだ。

MAUG-Japan

プラグイン関連

http://www.iijnet.or.jp/pastel/maug/maug.html
MACWORLD EXPO BOSTON '96では現地からレポートをしたという実績を持つ気
合の入ったグループだ。PowerBook用太陽電池など、珍しいものの写真も見ること
ができる。

みにマグのページ

http://www.yk.rim.or.jp/~spider/minimug.html
今までの活動が写真入りで紹介されている。印象的な爆弾のキャラクターはJAVA、
Shockwaveなど数バージョンがあり、なかなか凝っている。

ハードウェア情報

Talker Page

★★★

http://www2.gol.com/users/nao/talker.html
「English Text-to-Speech」があれば、対応しているページのテキストを音声で読み
上げてくれるプラグイン「Talker」に関する日本語の解説ページ。

Lightning Strike

★★★

http://www.infinop.com/html/extvwr_pick.html
独自の技術でなんとサイズを1/70 から1/100 にまで圧縮した画像をWWW 上で見る
ことができるプラグイン。サンプル画像を見ると画質も綺麗なうえ、驚くほど速く画
像が表示される。

MacZilla

★★

http://maczilla.com/
NetScapeNavigator のウィンドウ内をゴジラもどきのキャラクター「MacZilla」が
動きまわるというプラグイン。midiやaiff等のサウンドもサポートしている。

UMAX SuperMac ★★

http://www.supermac.com/products/index.html
日本ではPulser、アメリカではSuperMacという製品を出す「UMAX」のページだ。
日本では一部の機種しか手に入らないが、デザイン、性能ともに気になるマシンだ。

番外編

PowerComputing ★★

http://www.powercc.com/
「できるだけ安く」がPowerComputing 社のモットーなので、ここのマシンなら同予
算でも、より高性能な機種が買えるかもしれない。

Genesis MP ★★

http://daystar.com/Gns.html
とにかく、高速をウリにしている「Genesis MP」には、604eを4つも搭載したマル
チプロセッサー機などパワーユーザー向けの機種が多い。

WinMac

★★★

http://www.usyd.edu.au/~rchow/winmac.html
ウィンドウズ95 にマッキントッシュ風のファイルメニューを表示する「WinMac」と
いうソフト。機能も良くできていてファイルメニューからリスタート等もできる。

Mac for Win95

★

http://home1.gte.net/alonat/mac.htm

StarMax Computers

ウィンドウズ95 をマッキントッシュ化する方法が解説されているページ。徹底的にこ
だわってマッキントッシュ化したい人におすすめ。
。

http://www.mot.com/GSS/MCG/products/systems/ds/starmax/SMf
amily.htm

T2 Icon Gallery

PowerPC などのCPU の製造元として知られるMotorola 製の互換機 StarMax
Computers。他メーカーが1年保証の中、5年保証というのもウリだろう。

INTERNET

http://home.umi.or.jp/~tsunori/t2icon/icon_gallary.html
さまざまなアイコンが揃っているT2 Icon Galleryだ。ここにはウィンドウズ95風のア
イコン集がある。
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【音の鳴るページ編】
Sound

オンライン小説に効果音を付けて、
シナリオライターにチャレンジ
[ra]

リアルオーディオ小劇場
http://love.co.jp/novel/index.htm

WATCHER’S
ROKO の選んだ

「音の鳴るページ編」
懐かしい音、心地よい音、珍しい音、演
出 効 果 たっぷりでページに隠 された音 。
果たしてどんなサウンドが君を待ち受け
るのか ……

YELLOW
PAGES

（参考）各タイトル横の略号はファイル形式
[wav]･････････････････････････WAVE 形式
[aiff] ･･･････････････････････････AIFF 形式
[au] ･･････････････････････････････AU 形式
[ra] ･･･････････････････････････RealAudio
[Shockwave] ･･････････････Shockwave
[TwinVQ] ･･･････････････････････TwinVQ

今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

402
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自作の小説を書いてインターネットで発表す

作と続いている。

ることが可能となり、本誌 11 月号でもオンラ

あくまで文章主体に構成しながら読み進める

イン小説のイエローページ特集がされて、多く

中で並行して再生される効果音は、データのダ

のページが紹介された。新しく紹介するこのペ

ウンロードに要する時間を加味する必要がある。

ージは小説として文章を読ませるのと同時に、

差し込み素材の選択が非常に難しいと思われる

ストーリーに合わせた効果音を盛り込むことで

が、文章を崩すことなく盛り込まれた、
「バス」

独自の雰囲気を醸し出している。内容として

の音や「チャイム」
「雷」の音など、他のオン

は、某地方都市に住む女子高生を題材に、日

ライン小説とは一味違った雰囲気の仕上がりに

常生活の風景を描写したものが第一作、第二

なっている。

Common Birds of the Australian National Botanic Gardens
http://155.187.10.12:80/anbg/birds.html

（Watched by ROKO）

どんな声がするのか期待を
してしまう
[au]

南半球はオーストラリアのキャンベラ郊外に

人気はやはり身近に見られるManned Duck

ある自然保護政府機関によって管理されている

（カモ）とか、Magpie（カササギ）
、Chougu

Botanic 国立公園からのページ。90 ヘクタール

（ベニハシガラス）
、Kookaburra（笑いカワセ

ほどの広さの中に生育する5000 種類余りの植

ミ）など。日本で見聞きする鳥たちとは、種は

物群に囲まれて暮らす鳥たちの生態と鳴き声が

同じでも鳴き方が違うのか、聞き方が違うのか、

収められている。オーストラリアの代表的な鳥

日本の野鳥のページ「野鳥のさえずりリンク集」

類をイラスト表示し、解説とその声を聴くこと

http://www.kt.rim.or.jp/˜hira/birding/song/

ができるほか、鳴き声だけのデータベースや種

index.html の声と聞き比べてみよう。

別に分類されたな鳥類のデータベースもある。
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（Watched by ROKO/T-Tatekawa）

その他のおすすめ URL

風景と季節の音

広島の路面電車の走行音 [au][ra]
WWW on CD

[Shockwave]★★★

京都の音

http://japan.park.org/Japan/Kyoto/culture/otohukei/index.html
除夜の鐘の「ゴーン」という音や、京都西陣織りの「バッタンバッタン」という機織
りの音などを風景から切り取って再現している。

北海道の音
WWW on CD

http://www.asahi-net.or.jp/~us9h-tkd/trainrep.htm

日本各地から集められた路面電車が走る広島電鉄の車両「350 型」や「550 型」な
どの音を収録。

[au]

列車の起動時の音

http://oldsurface.issp.u-tokyo.ac.jp/~ueta/train_music.html
列車の起動時の音にこだわったページ。電車の制御方式にもいろいろあるので、それ
ぞれがさまざまな個性ある音を鳴らしているとのこと。

[wav][au]★★★

http://www.dosanko.co.jp/sound/index.html

「凍裂（樹木が寒さで裂ける音）
」
「馬そりの鈴」
「流氷どうしの擦る音」など北海道
ならではの多様な場面の音が収録されている。

鳴き砂で作った蛙の音

山形県西置賜郡飯豊町遅谷の地層は500万年前の日本海の海岸にあたる所で鳴き砂
が眠っていた。いわば鳴き砂の化石。それが不思議なことに蛙の声を出します。

[Twin-VQ]★

「クマゼミ」や「ツクツクボウシ」などのセミの標本写真があり、それぞれの鳴き声が
聞けるが、夏の暑さがぶり返したような気になってくる。

[wav]

http://www.ryogoku.com/info/firework/fireav.html
連発した打ち上げ花火の音が続いた後に「ドカーン」と大玉の音。隅田川花火大会
の模様を収録したものだ。

鐘の音

電話、タイプライター、その他

[au]★

http://www-pcd.stanford.edu/~fjames/protocols/sound_effects.
html#form

YELLOW

データベース欄で紹介したサウンドエフェクトから提供されている効果音の数々があ
る。

http://www.wnn.or.jp/wnn-n/semi/introd.htm

花火・音と映像

INTERNET

[wav][au][aif]★

http://www.yo.rim.or.jp/~smiwa/index.html

蝉の鳴き声

いろいろな効果音

Welcome to Mac's Bedroom

[wav][aiff][au]

http://www.threeweb.ad.jp/~keiichi/mac%27s_bed_folder/bedroo
mQ.html
インターネット上のバーチャルドミトリー「Mac'sBedroom」に入居してる人が呼び
鈴をそれぞれ付けている。

ハリウッドInterMedia Partners社の効果音サンプル [wav][aiff]★

http://www.soundelux.com/sdx/sounds/sounds.htm

[au]

http://www.dik.co.jp/wa/sabi/iwasaki/workhtml/workx.html
心しずかにお参りし煩悩を払うために、如来様の下の鐘アイコンをクリック。

「拍手喝采」
「レコードのスクラッチ」
「ガラスの割れる音」などが収められている。

効果音 CDのデモンストレーションサンプル [wav]

http://ux01.so-net.or.jp/~dis/se.htm
市販の効果音CDの収録サンプル音が聞けるページ。

動物の鳴き声

変わった楽器の音

荒島岳のコノハズク [ra]★★★
WWW on CD

http://www.mitene.or.jp/~tochan/arasimadake.html

5月の連休より6月上旬までが適季。鳴きっぷりは「ポッポー」と2声3羽ぐらい、キ
ョンキョンキョキョンと4声1羽など。水音がなく反響が良い。

[au]★

鯨の鳴き声

http://sunsite.unc.edu/pub/multimedia/sun-sounds/whales/
Sunsite のマルチメディアサウンドデータから鯨の鳴き声。普通の鳴き声、ハンティ
ングに合っているとき、息継ぎのときなどいろいろな状況の元で収録されている。

Body Music

[wav]★

[wav]★★

http://www.tyo.laterra.or.jp/~onoue/inst_1.html
「クラッシックギターを改造した胡弓」
「デジタルプロセッサーを使ったノイズシンセサ
イザー」など、自作の改造楽器の音を収録している。

ちょっと変わった楽器の音

[au]

http://www.hike.te.chiba-u.ac.jp//cons1/
「Bass Recorder」や「Treble Viole」
「Glastonbury Pipe」などの、あまりなじみ
のない楽器の音が聴ける。

http://www.wbm.ca/users/kgreggai/html/bodymus.html
ページを開いた瞬間に結構大きく「鳴る」のでボリュームはやや絞り気味が良い。

人魚の海

自作改造楽器の音

「櫓太鼓」の音

[Twin-VQ]★

http://www.wnn.or.jp/wnn-t/nyumon/culture/culture.html

[wav]

http://www.aquarium.co.jp/info/ningyo.html
人魚伝説のモデルとしておなじみのジュゴンの「鳴き声」などが聞ける。

「櫓太鼓」とは、相撲の興行を知らせるために打たれる高さ16mの櫓の上で打たれる
太鼓のこと。

DRUMER AUDITON

テディベアのホ−ムペ−ジ [wav]★

[Shockwave]★★★

http://www.toshiba.co.jp/emi/yazawa/coffee/drum/index_j.htm

http://www.din.or.jp/~yoshi/teddy02.htm
テディベアと呼ばれているのは、頭・手・足がジョイントで自由に動き、詰め物がぎ
っしりと入っているものだそうだ。このページでは鳴き声が聞けるぞ。

音楽に合わせてマウスでドラムをクリックすると、矢沢永吉がリズム感を診断してく
れる。目玉は診断後のコメントだ。

乗り物の音

データベース、
その他

川崎重工「900Z」の音

サウンドエフェクト [wav]★

[wav][aiff][au]★

http://www-pcd.stanford.edu/~fjames/protocols/one_audio.html

http://www.khi.co.jp/mcycle/f/h3f001j.html
川崎重工「カワサキ博物館 900Z1」のページ。大型バイクとして人気を集めたスー
パー900Z1 のエンジン音を聞くことができる。セルスタートから走行開始まで4 サイ
クル特有の迫力ある音が楽しめる。

フジツボのページ［マフラー］の音

SunSITE Japan

[au][wav]★★

http://sunsite.sut.ac.jp/multimed/

[Shockwave]★★

http://www1.mediagalaxy.co.jp/fujitsubo/exhaust/exhaust.html
自動車パーツのメーカー「フジツボ」のホームページ。ここでは、同社が販売してい
るマフラーの音を聞ける。

オンラインマガジン「MOVE」の「スポーツカー」の音

エフェクト効果を最善にするためのホームページへの記載方法などのテクニック解説
があり、ページへの記載の方法などの例文がある。

[au]

http://www.ntt-ad.co.jp/move01/index.html
自動車雑誌「MOVE」オンライン版のページでは、「表紙」にあたるページから
SOUNDアイコンのクリックでスポーツカーのエキゾースト音が聞ける。

「SunSITE Japan Multimedia Collection」には、大量のサウンドデータが収録され
ている。

Multimedia Directory

[au][wav]

http://info.fuw.edu.pl/multimedia.html
ポーランドのWarsaw大学のマルチメディアコレクション。ここの「animals voices」
には動物の鳴き声や効果音などが収録されている。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1997/1

403

PAGES

http://ww
w.w
atc
h.
im

jp/
co.
.
s
es
pr

【バーベキュー編】
BBQ

Internet Chef Recipe Archive Search
http://www.ichef.com/ichef-recipes/search.html

WATCHER’S
矢口優が選んだ

「バーベキュー編」
m yuy@Hawaii.Edu
みんなでバーベキューなんて楽しいよね。
今度のバーベキューはインターネットで材
料やビールを取り寄せてトライしよう！

YELLOW
PAGES
今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page
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手軽に市販のバーベキューソースを使うのも

ソ−スが決め手のバーベ
キューソースの作り方を見
てみよう

スの種類もいろいろあっておもしろい。

いいが、せっかくいい材料を調達するのだった

レシピの検索機能はバーベキューに限らずい

らソースも手作りと凝ってみたい。そんなとき

ろいろなものがあって便利なのはいうまでもない

に役立つのがこのInternet Chef On-line のレシ

が、ほかにもTips のコーナーではキッチン用品

ピの検索機能だ。英語なのでちょっととっつき

の手入れの仕方や調理の際のヒントが載ってい

にくいかもしれないが、書かれてる内容は材料

たり、メッセージボードやチャットのコーナーも

の名称がほとんどで、基本的にはそれらを混ぜ

あったりするので、英語が苦手でなければ料理

合わせるだけなのでそんなに難しくはない。バ

の情報をあれこれと交換するのに役立つだろう。

ーベキューの本場のアメリカだけあって、ソー

（Watched by 矢口優）

バーベキューにはやはりビール！
インターネットを使って各地の地
ビールを試してみよう！

サイバ−地ビール街
http://www.okhotsk.or.jp/~beer/

バーベキュ−になくてはならないビールだが、

けされて、どのようなタイプのビールを各醸造

せっかくインターネットを使うなら、日本各地

所が作っているか、ホームページををもってい

にある地ビールを試してみるのはどうだろうか?

るかどうか、オンラインで注文できない場合の

このページは北海道の地ビール業者オホーツク

入手方法と連絡先が記されてる。残念ながら、

ビールのページであるが、各地の地ビール業者

現状ではオンラインで注文できるところは限ら

を対象に独自に行った調査結果をまとめた全国

れているが、普通ではマスメディアの情報に載

地ビ−ル情報をはじめとして、日本の地ビ−ル

ることも稀な地ビールについての情報が簡単に

についてのさまざまな情報が満載されている。

得られるのもインターネットならではである。

とりわけ、全国地ビール情報は地域別に区分
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（Watched by 金丸雄一）

その他のおすすめ URL

材料のペ−ジ

飲み物のペ−ジ

銀閣寺大西

御殿場高原ビール・時之栖（すみか）★

http://www.ail.co.jp/boy/jiman/onishi/

http://www.GKB.co.jp/

最高級和牛の京都肉を使った味噌漬けが1枚1000円。1枚から希望枚数を注文でき
る。ほかにも、ステーキ用、すき焼き用、しゃぶしゃぶ用の肉がある。

バーベキューに合うピルスナータイプの御殿場高原ビールをはじめ、ビアレストランソ
ーセージ3種類、マスタードがセットになったBBQセットもある。

米沢牛さくらんぼ漬本舗/肉の小林 ★

勝沼醸造株式会社 ★

http://www.YAMAGATA-JAPAN.COM/SHOP/KOBAYASI/
INDEX.HTM

http://www.suntech.ac.jp/wine/winery_club/katsunuma_winery_
list.j.html

牛ロース肉を味噌とさくらんぼワインに漬け込んだ牛さくらんぼ漬けをはじめ、これ
まで各賞を受賞しているほかにも芋煮セットとその作り方もある。

山梨の勝沼ワインがオンラインで注文できる。オンラインだけの特別限定販売のワイ
ンもある。

羊肉のなみかた

水野酒店

http://www.portnet.co.jp/rental/niku/yonezawa.html

http://www.bekkoame.or.jp/~mizunosk/mizunosk.htm

羊肉を使った米沢の名物義経焼き。1 人前200 グラムとボリュームはある。まとめ買
いをすると一口ステーキのサービスもある。

これまで確認できたところではインターネットで国内唯一の酒の安売りショップであ
り、4大メ−カ−のビールをはじめ広く市販されているものをまとめて頼むには便利。

十文字チキンカンパニー ★

武田屋酒店

http://www1.mediagalaxy.co.jp/jumonji/sales/sales.html

http://www.takedaya.com/

植物性タンパク質で飼育され、トリ特有の臭みがない菜彩鶏の直販。代金は宅急便
の配達員に払えばいいので、わざわざ振込みをせずにすむので便利。

銘酒「澤之井」をはじめとしてさまざまな日本酒を扱っている。また、銘酒限定頒布
会もオンラインで申し込める。

特選ショッピング/天草ホ−ムペ−ジ

地酒売りの窓

http://www.infonet.kmt-ics.co.jp/home1/aminfo/bussan/bussan.htm

http://www.threeweb.ad.jp/~kazusugi/

熊本天草特産の活きクルマエビ、黒毛和種牛のカルビ焼きやステーキの各種セット、
シーフードがある。

ホームページから詳細資料の請求ができるようになっており、旬のビールや酒、在庫
のあるものを知らせてくれる。

恵比須丸

広島銘酒

http://www.iijnet.or.jp/saitoku/ebisumaru/syohin.html

http://www.urban.or.jp/home/saketen/index.html

大あさり2 個、さざえ2 個、あわび中型1 枚のシーフードのバーベキューセットをはじ
め、徳島南岸でとれたシーフードが注文できる。

広島の銘酒をはじめ、広島限定販売のアサヒ「赤の生ビール」
、キリンの「広島じゃ
けん」がある。全国どこにでも発送してくれる。

山崎ストアーホームページ ★

PEPSI Home Delivery Service

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

http://www.pepsi-j.com/file1/file2/shopping.html

とにかくシーフードが安い。バーベキューには欠かせないイカが1 杯 100 円だ（10 月
29日現在）
。季節によって扱い商品が変わるのでこまめにチェックするといい。

ペプシコーラがやっているインターネットによるオンラインの注文受け付け、配送サー
ビス。南関東で2ケース以上頼むなら送料は無料。

★

★★

町中水産

その他

http://www.sphere.ad.jp/konta/machinaka/index.htm
北海道の日本海岸のとれたての貝つき活きほたてを直送してくれる。
「ほたてのおいし
い食べ方講座」は簡単な料理法が載っていて便利。

バーチャル八百屋

Zee Club Network Shopping

★

http://www.urban.or.jp/home/fujita/

http://www.yaoya.com/
鶏肉、さつまいも、舞茸（時期によって変わる）といろいろな材料がそれぞれこだわ
りをもった農園から直接買える。

フォト・レシピ集 - SPICY FILES - ★★

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

http://www.sphere.ad.jp/konta/takashima/
季節の野菜を産地直送で届ける北海道の高島農園。現在はバーベキューの付け合わ
せ用のベイクドポテトにもってこいの男爵いもがある。

東北牧場菜園部

バーベキューグリルをはじめアウトドア用品が揃っている。他にも健康関連の商品も
置いてある。

エスニック料理

高島農園

タンドリーチキン、ビーフコフタカバブなど、一風変わったバーベキューの作り方が写
真付きでていねいに書かれている。

Wenzel's Recipes Online!

★

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

http://www.iijnet.or.jp/yas/touhoku/index.html
有性卵、タマネギ、にんじん、ピーマンなどの完全無農薬野菜を配達日指定で注文
できる。ただし関東以北への配達に限られる。

これも最初に紹介したInternetChef 同様レシピのデータベースだ。検索結果が多い
が、結果の表示に改善の余地がある。

協和町施設園芸共同組合ページ

http://www.hi-ho.or.jp/kyowa/order.html
茨城県真壁郡協和町から季節の果物のほか、旬の野菜5 〜 7 品目を詰め合わせたセ
ットが届けられる。

ハーブ工房 HCC

★

http://www.yin.or.jp/herbhcc/SHOP.HTM
タンドリ−チキンやシシカバブ−を作るにはさまざまな香辛料が欠かせない。ここでは
香辛料をすべてグラム単位で販売している。

セコムShopping Cruise

http://www.sisnet.or.jp/secom/shop/andersen/
バ−ベキュ−ソース、しゃぶしゃぶ用たれなどの5点セットがある。確認できた限りで
は、国内でバ−ベキュ−ソースをオンライン販売しているのはここだけだ。
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