ライブイベントが一目で分かるインターネット番組ガイド
Welcome to YPN's NetClock!
jhttp://www.ypn.com/mm-bin/genobject/netclock_front
最近、インターネットで

が放送（！）されているか

た、登録しておくと、ユー

急速に増えているのがオーデ

をチェックするのは大変な作

ザーの現地時間で自分が関

ィオやビデオのストリームを

業。そんなところに目を付

心を持っているジャンルのイ

使ったライブプログラムや有

けたのがこのページである。

ベント開始時刻を表示して

名人とのチャット。いつで

エンターテイメントやマネ

くれるというサービスもあっ

も、どこでもオンデマンドで

ーなど26 種のカテゴリー、

て、なかなか便利……と、

……というアップデートの効

曜日、時刻、さらにAOL や

ここまでは非常に助かるのだ

いたストック性がウェブの魅

MSN、インターネットなど

が、問題なのは日本時間の

力ではあるのだが、こうした

主なメディアなどを指定する

設定がないこと。まだまだ日

旬のイベントを見聞きするの

と、簡単なプログラムの内

本は辺境の地か？

も捨て難いものがある。しか

容説明とリンクをお勧め度

し、いつ、どんなプログラム

付きで表示してくれる。ま

今回紹介したサイトガイドがリアルオーディオで聞ける！

「What's Cool Radio」
jhttp://home.impress.co.jp/magazine/
inetmag/radio/
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21世紀の主流 実用型電気自動車を見る
What is EV1?
jhttp://www.gmev.com/index.htm

自動車メーカーに一定割合

ディ、シャーシ、サスペンショ

の代替エネルギー車の販売を

ンなどの基本部分で利用され

義務づける規制を米政府が発

ているハイテク技術、給電の

表 したからか、 日 本 でも

仕組みの解説があるのはもち

「EV-50」などが実用化され、

ろんだが、電力チャージのた

がぜん電気自動車の開発に力

めのサービスステーション案

が入ってきたようだ。このウ

内やディーラーマップ、エアコ

ェブはゼネラルモーターズが製

ン、セイフティ対策などにつ

作した電気自動車「EV1」の

いての記述にも力が入ってい

プロモーションページ。

て、いかにもプラクティカル

20 世紀の初頭に内燃機を

な米国のメーカーらしい。ク

持つ自動車が発明されて以来

ルマ好きもたまにはこういっ

の出来事とうたうだけあって、

たページで未来をリアルに考

モーターやインバーター、ボ

えてみるのも悪くない。

欧州の老舗家電メーカーが描く夢のある未来像とは？
Vision of the Future: Home Page
jhttp://www.philips.com/design/vof/toc1/home.htm

「もはや日本の家電業界は

が発表されており、家庭生活

世界を席巻した」と言われる

や病院、子供の遊びなど、号

が、ではその業界がどんな未

ごとにいろいろな領域で未来

来を描いてくれるかというと、

のビジョンを描いている。し

ちょっと心もとないものがあ

かも、どこかの国の官庁が持

る。自力で未来像が描けない

ち出しそうな家電のイメージ

もんだから、ついついPC 業

を超えたインテリジェントゴ

界のアイデアを取り込もうと

ミ箱や家系図額縁など、不思

して、結局は某 OS メーカー

議なアイテムがいっぱいだ。

の戦略にばっちり組み込まれ

本家のほうの業績はいま一つ

てしまったりするんじゃない

のようだが、こういうユニー

の？

クな見方を堂々とプレゼンで

そんなことを考えさせるの

きる健全さには敬服。わが国

が欧州の老舗家電メーカー、

の家電メーカーもこんな余裕

フィリップスが提供している

を持って欲しいものである。

このウェブジン。すでに7 号
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このページを見て恐ろしい

分、新しく挿入されたシーン

ことに気付いてしまったが、

や新しいキャラクターの解説、

あのスターウォーズ、なんと

ジョージ・ルーカスが語るオ

最初のエピソードが撮影され

リジナル三部作のアイデアな

てから、すでに20 年が経って

どが盛り込まれており、スタ

しまったらしい。そして今年、

ーウォーズファンなら Y o '

これまでに公開された三部作

Check というところだ。

で取り込めなかった未公開シ

もちろん世界各地の公開ス

ョットや新たな素材を加えた

ケジュールなども記載されて

スペシャルエディションが世界

いるが、これによると、どう

各地でリリースされるという。

やら日本では6 月21 日から三

このウェブページはそのキ

作品が次々に公開される予定

ャンペーンのためのもの。従

とのこと。それまでには一度

来のシーンへレタッチした部

見ておきたいウェブである。

再び話題を呼ぶか？ 20年後のスターウォーズ総決算
The Star Wars Trilogy: Special Edition
jhttp://www.starwars.com/

原点回帰？ 意外に便利なウェブの商品リソースリンク集
SHACK
http://www.shack.com/
クルマからコンピュータ、

同じカテゴリーの商品がほぼ

家電製品、家具、オフィス機

同一サイズでずらりと並べら

器、スポーツ用品など、2000

れているというのは、探しモ

もの商品へのリンクが集めら

ノをするときには意外に便利。

れているウェブページである。

この手のものが欲しいと考え

リンクだけ だから本体のデ

た場合、まずここへ行けば、

ータはウェブ上のどこか（主

類似のものと比較しながら検

にメーカーのページ）にある

討することができる。さらに、

ということになる。

雑誌などに掲載された評価記

「なぁんだ、ただのリンク集

事の抜粋と本文へのリンクも

じゃないか」と言うなかれ。

用意する計画があるとのこと

左側にサムネイル、右側に名

で、今後の展開が楽しみだ。

前というシンプルな構成だが、
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日替わりレポートで見るヨットの単独世界一周
Karen Thorndike and Amelia
jhttp://goals.com/amelia/karen.htm

いったん海に出てしまうと、

目指しているカレン・ソーン

るようだが、地図を見ながら

星以外にはなんの手がかりも

ダイク女史の模様を伝えるウ

読むレポートはなかなか面白

なかった昔と違って、現代の

ェブページ。毎日彼女からラ

い。現在はタヒチから喜望峰

外洋航海ではGPS やコンピュ

ップトップを使ったレポート

を回ってフォークランド諸島

ータ海図などさまざまな計器

がアップデートされるほか、

を目指す第四レグの途中だ

が使えるらしい。とは言うも

現在の位置、周辺の気象や波

が、これから1 年以上も続く

のの、単独世界一周ヨット航

情報なども見ることができる。

航海の無事を祈りながらちょ

海となると、おいそれと挑戦

レポートを読んでみると、

くちょくのぞいてみることにし

できるものではない。

さすがに単独航海だけあって

このページは米国女性で初

「コンピュータをさわっている

の単独世界一周ヨット旅行を

暇がない」ほど忙しい日もあ

よう。

Javaペイントプログラム登場 オンラインでイラストを投稿しよう
Anfypaint - the virtual gallery!
jhttp://www.anfiteatro.it/javadev/anfypaint.html

ひところインターネット界

イントソフトの機能はひとと

ないが、ファッション、イマ

を揺さぶるセンセーションを

おり揃っている。さすがにマ

ジネーション、テクニックと

巻き起こしたJava だが、実

シンへの負荷は大きいようで

いう三部門での優秀作も掲示

際にちゃんとしたアプリケー

スムーズとは言いがたいが、

されており、試みとしてはな

ションを作るのは大変らしく、

ともかくちゃんと絵が描ける。

かなか面白い。

なかなかマトモなプログラムを

そこで描いた絵をそのまま投

なお、ウィンドウズ環境で

目にすることがない。そこに

稿 してもらって V i r t u a l -

はインターネットエクスプロー

登場したのがこのJava ペイン

Gallery に登録、優秀作品を

ラ3.0、マッキントッシュでは

トプログラム。

発表しようというのがこのペ

ネットスケープ3.01+OT1.1

ブラシサイズや楕円、スプ

ージの趣旨だ。多くの場合オ

などが必要。

レー、四角形などのパターン、

ンラインで描くしかないので、

色の選択といった基本的なペ

あまり凝ったものは期待でき

サンフランシスコの金曜の夜 ローラーブレードで盛り上がる
Friday Night Skate
jhttp://www.cora.org/friday.html

多くの人にとって、毎週や

集まって、3 時間半かけてサ

録によれば、なんと総勢 702

ってくる人生最大の問題の1

ンフランシスコ市内をローラ

人のスケーターが参加したこ

つ。それは金曜日の夜、何を

ーブレードで走ろう！という

ともあるというから、なかな

するかということである

話がまとまってしまった。

か痛快である。路上でのルー

（ん？）。映画？ ドライブ？

このページは毎週行われて

ルなどもちゃんと決められて

あ、イン

いるミッドナイトスケーティン

いるところが、いかにも健全

ターネットってのもあったっけ

グの模様を収めたもので、ビ

でメジャーな感じだが、東京

……では面白くない。そう考

デオや写真、また市内のコー

でこんなことをやったら、す

えたかどうかは知らないが、

スやスケーティングのための必

ぐに問題になるだろうな〜。

ともかく毎週金曜夜の8 時に

要装備も紹介されている。記

それともビデオ？
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音楽とショックウェーブの組み合わせが絶妙なエニグマの最新サイト
Enigma
jhttp://www.enigma3.com/

独特の時空間イメージとエ

や彼らの曲をバックにしたイ

スニックなフレイバーの絶妙

ンタラクティブアニメーション

なコンビネーションで人気の

（一見の価値あり）
、円筒の鏡

グループ、エニグマの最新サ

を使った騙し絵、サウンド付

イトである。

きの中世の楽器紹介、自分の

彼らの最新 CD に収録され

生年月日に合わせて出てくる

ている曲の抜粋やビデオ、詞、

星占いなど充実した内容。イ

リンク、イベント、バイオグ

ンターネットの世界との奇妙

ラフィーなど、普通の音楽サ

だが新鮮なマッチングが彼ら

イトにありそうなコンテンツが

のユニークさをさらに際立た

収められているのはもちろんだ

せている。音楽ファンならず

が、注目はショックウェーブ

とも、ぜひ訪れたいお勧めの

を使った6 種類のプログラム。

ページである。

絵画をモチーフにしたパズル

楽々＆得々 スタンプラリーならぬフォントラリー
ITFI Web Tour Page
jhttp://users.aol.com/typeindex/webtour1.html

あるルートを順番にたどっ

に並べ、いわばグループ紹介

いる人たちはこういう仕組み

て行って、ポイントごとにス

のためのツアーコースを作っ

を作って自分たちの活動をア

タンプを押してもらい、それ

てしまったのがこのページ。

ピールしてみてはどうだろう。

を最終地点で見せるとスポン

お金をかけたコマーシャルイ

ところで、 グループ名 の

サーから賞品がもらえる、な

ベントではないので賞品はな

「TypeFoundry」とは言わば

んていうスタンプラリーがネッ

い。が、その代わりに、メンバ

活字鋳造工場のこと。やって

ト上で行われることがある。

ーの作ったフォントをながめ

ることはポストスクリプトなん

これとはちょっと趣旨が違う

たり、シェアウェアをダウン

だけど、こういうノスタルジ

が、同じような仕組みを使っ

ロードしたりすることができる

ックなネーミングってのもちょ

て、ネット上でバラバラに存

のがミソ。日本でも、インデ

いおしゃれである。

在するメンバーのウェブを順

ペンデントなビジネスをやって
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