世界で最も有名な音楽の殿堂 カーネギーホールのすべて
WELCOME TO CARNEGIE HALL
jhttp//www.carnegiehall.org/
ニューヨークにある、おそら

だ けに 、そ の 歴 史 を 綴った

く世界で一番名前の知られた

「Timeline」は米国の音楽史そ

コンサートホール、カーネギー

のものと言ってよい。これ以外

ホールのウェブサイトである。

にも OmniView の迫力ある全

アクセスガイド、コンサート

周天映像を使ってステージお

などのイベントカレンダーやそ

よび客席を自由にナビゲート

れに連動したチケットのオンラ

できる「 Photo Bubble」や 、

イン販売、ギフトショップとい

リアルオーディオの音声ガイ

った実用的なメニューが備わ

ドを使ってカーネギーホール

っているのは当然だが、最も

の全施設を見学できる「Walk

興味深いのが「Virtual Visit」
。

Through」
（アイザック・スター

クラシック音楽はもちろん、

ンの前口上付きだ！）などが揃

ベニー・グッドマンからジュデ
ィー・ガーランド、ビートルズ、

っている。
100 年以上の歴史を持つ文

最近ではピート・タウンゼント

化施設の蓄積してきた多様な

（ザ・フー）
といったさまざまな

情報を上手にウェブにまとめ

ミュージシャンが出演している

た好例である。

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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ベンチャーAmazon.comに挑戦状 老舗B&N社のオンライン書店
BarnesandNoble.com - The World's Largest Bookseller Online
jhttp://www.barnesandnoble.com/

「地上最大の書店」を標榜

Amazon.com 社の株式公開

ッキーを使って日本からのア

していた Amazon.comに強

にタイミングを合わせ、さらに

クセスだと判断したのか、日

敵が出現。それが 100 万以

同社の謳い文句である「地

本語の広告バナーを出してく

上のタイトルを揃え、ハード

上最大……」を不当表示で

るなど、海外へもなかなか精

カバー30%、ソフトカバーは

訴えたとか。

力的なアプローチをかけてい

20%のディスカウント、そして

さて問題のウェブページだ

「 世 界 最 大 のオンライン書

が、単なるオンラインショッピ

店」を豪語するウェブサイト

ングにとどまらず、著名人へ

ウェブビジネスのパイオニ

「BarnesandNoble.com」だ。

のインタビューなどオリジナ

アとして 評 価 の 高 い A m a

米国の大型書店 Barnes

るようだ。おそるべしBarne
sandNoble.com。

ルコンテンツにも力を入れ、

zon.comにはつらいが、ユー

and Noble 社が開始したこ

グラフィカルな演出でいかに

ザーとしては両社の競争でよ

の サービ ス 、相 当 に A m a

もお金をかけましたという感

り便利に安く出版物が手に

zon.comを意識しているよう

じ。また米国の某若者向けサ

入るようになることを期待し

で 、サ イト の ラ ウ ン チ も

イトを見ていたら、おそらくク

たい。

絶妙なセンスのバナー広告スライドショウ
BEST OF THE BEST : MICROSCOPE TOP TEN WEB ADS OF THE QUARTER
jhttp://www.pscentral.com/notes.html

日本でもウェブ広告の有

ー、グラフィックデザイナー

用性が注目されるとともにバ

といったチームクレジットが

ナー広告がたくさん見られる

きちんと紹介されているあた

ようになったが、コピーや仕

り、層の厚さというか広告業

掛けの面白さでは残念なが

界の本気ぶりが見てとれる。

らまだまだ米国に及ばない
ようだ。
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いちいちクリックするのが
面倒という人はホームペー

この「MicroScope」は週

ジから「Slideshow」を選択

単位で米国のウェブ広告レ

すれば、気の利いたコピー

ビューを行っているサイト。

のバナーが次から次へ登場。

メインになっているのはその

しゃれたコピーとギミックに

週のバナー広告のベスト10。

思わずニヤリの連続。気に

クライアントはもちろんだが、

なるバナーをクリックすれ

制作プロダクション、クリエ

ば、そのレビューを読むこと

イティブディレクター、アート

も可能。まさにウェブ広告担

ディレクター、コピーライタ

当者必見のサイトである。
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ボーイスカウト直伝 GIFアニメで学ぶヒモの結び方
Troop 9 Knots - animated!
jhttp://www.bsw.net/~bgibson/knots/someknot.htm

全米で最も素朴な農業地

人が知っているヒモの結び

帯と言われるモンタナ州は

方はせいぜい 2 〜 3 種類だ

ビリングス。そのボーイスカ

ろうし、子どものころ手ほど

ウト第九隊のウェブにあるヒ

きを受けて以来、じっくり挑

モの結び方を解説したペー

戦してみたこともないだろう。

ジである。
ただ単に結びといっても、

ここに紹介されているの
はボーイスカウトで教える8

ヒモの結び目で情報を伝え

種類の基本的な結び方のよ

る、つまり結び目を言葉とし

うだが、目の前で実演しても

て使う民族があるくらい、結

らう代わ りに、ウェブ 上 の

び方には奥の深いものがあ

GIFアニメで順を追って覚え

る（ホント？）
。それはともか

ていくことができるという楽

く、おそらく登山したり船を

しい仕組み。いつか使う日

操ったり、特別な作業にかか

のために、じっくり勉強して

わる人をのぞけば、ふつうの

みるのも悪くない。

デートのお誘いには最新映画のポストカードを送ろう
UIP Moviemail
jhttp://www.moviemail.co.uk/

ひところ流行ったポストカ

執筆時点でリストアップされ

ード電子メール。当初はシン

て い る の は「 Beavis and

プルな絵柄でも受けていた

Butthead

Do

America」

ものの、インパクトのあるネタ

「The Lost World」
「Dante-

が尽きてしまって見に行くほ

's Peak」などの最新作。も

どのこともない、ということに

ちろん送る側はクリップを選

なってしまったのか、最近はあ

ぶ段階で多くのクリップを楽

まり評判を聞かなくなってしま

しむことができるから、単に

った。そこでご紹介したいの

映画紹介のウェブとして見て

がこのサービス。

もよい。

英 国 の United Interna-

映画を宣伝しようとする側

tional Pictures（ UIP）の 提

の目論見は、送る人、受け取

供するこのページでは、最新

る人の両方に見てもらえると

の映画のクリップをポストカ

いうわけで、一挙両得作戦な

ード代わりにメッセージととも

んだろうが、さて、実際は…

に届けることができる
（という

…。
「今度のこの映画、面白

より、URLとユーザーID、パ

そうだよ。見に行かない？」
と

スワードのセットがメールで

いう使い方をする人はどれく

受取人に届く）
という仕組み。

らいいるんだろうか？
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なるほど納得 ロジックの通った究極のURLサービス
this.is
jhttp://this.is/

「あなたの名前でドメイン

すれば、下のディレクトリーに

ろ、こちらのドメイン名もレイ

が取れます」というサービス

自分の名前や商品名を付け

キャビクにいるこのサイト運

が出てきたり、商標でのドメ

て「this.is/cool」みたいな使

営者が持っているらしい。う

イン取得をめぐる駆け引きが

い方で、非常に覚えやすい

〜む、重ね重ねガッチリして

ニュースになって久しい。最

URL を確保できるというわ

ます。

近はドメインの種類追加プラ

け。コマーシャルユースの料

アイスランドへの回線が

ンも出てくるなど、にぎやか

金は、下に付くディレクトリー

細いためか、アクセスに時間

なことこの上ない状況……

名の種類・汎用性によって年

がかかるのが難点だし、ユー

なんて思いながらウェブをう

間 1,000ドルから30,000ドル

ザーのリストを見てもあまりた

ろついていたら、意外な盲点

までの差があるという具合

いしたものがないので、うまく

をついたサービスを発見し

で、なかなか商売がお上手。

ビジネスできているかどうか

た。それがこの「this.is」だ。

ちなみに個人名なら年 7,500

は不明だが、とりあえずちょっ

ヒットまでが 200ドルである。

とした話のネタにはなりそう

アイスランドのカントリード
メイン名「is」をうまく取り込
んだこのサイト。ここを利用

名前から分かるように、月
替わりで レアもの の音楽

「Funky」
「Weird（奇妙）
」の
3 つに分かれている。

ついでにシャレで「what.is」

である。

の所有者を調べてみたとこ

ばこそ）やけに新鮮なサウン
ドで、いずれも一聴の価値

を紹介するサイトである。レ

執筆時点で掲載されてい

ア と言うくらいだから出てく

る5 月号の内容はIBM7090

流行のスタイルが決まって

るのは当然、ほとんどの人が

による50年代のコンピュータ

しまうと、どれもこれも似たも

知らないと思われるミュージ

音楽、60年代のトランスベス

のばかりになってしまう昨今

シャンばかり。したがって、い

タイト・ソウル、テクノのはし

の音楽シーンに不満な方に

ちいち名前をあげることはし

りまで多種多様。だが、今聴

はぜひ聴いてみることをお勧

な い が、全 体 は「 R o c k 」

いても
（というより、今であれ

めする
（要ショックウェーブ）
。

があるものばかり。

Old but Cool! ウェブで見つける音楽の掘出し物
RareMusic on the Internet
jhttp://www.raremusic.com/

東京に住みながら家庭を

ドフィーディング・ホビースト

発売されるころには飛び立っ

持つのは大変である。なんた

のために裏庭の餌箱にやっ

ているかもしれないが、この

って家は持てても庭までは至

てくる小鳥たちの模様をウェ

ビルのトップに巣を構え、都

難の技という状況なのだから

ブで中継しているサービス

会の中でもたくましく生きる

……なんてことも言いたくな

だ。もちろん同社の製品や

ハヤブサの雛の成長を見る

る日本の都会生活者にちょ

鳥の餌づけに関するティップ

ことができる。

っと屈折した和みを与えてく

スも収録されている。
もう1 つご紹介する「Fal

ってライブ映像を楽しむこと

230店舗を持ち、鳥の巣箱や

con-Vision（http://mord

は難しいが、どちらもライブラ

餌箱、鳥用の水浴びボック

or.transarc.com/dfs/public/

リーを備えている。仕事に追

スまでを扱っている W i l d

falconzw/timefs.html）
」は

いまくられている筆者として

Birds Unlimited 社が、バー

ピッツバーグのガルフタワー

は、ハイライト部分でも見な

という高層ビルに設置された

がら自然の中でインターネッ

ライブカム。原稿執筆時点

トできる日を楽しみに待つこ

ではすでに孵化してヨチヨチ

とにしよう。

小鳥を見てひとなごみ 都会生活者のためのネイチャーウェブカム
WBU Feeder Cam Home
jhttp://www.wbu.com/feedercam_home.htm
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両方とも時差の問題があ

れるのがこのサイト。全米に

歩きの状態なので、この号が
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名作映画250本の持つ莫大なデータをハイパーリンクで楽しむ
Random Movie
jhttp://us.imdb.com/M/random-title

「Internet Movie Database

ば、それをクリックすることで

（http://us.imdb.com/）」

関連する情報をすぐに取り出

と言えば、インターネット上

すことができ、さらにリンク

の最も充実した映画データベ

をたどって類似の要素を探索

ースとして知られるサイト。

することができるという具合。

このページの中で、いかにも

このほか、映画のプロット、

ハイパーリンクな楽しみ方が

編集上のミスショットのエピ

できるのが「 R a n d o m

ソード、ロケーション、興行

Movie Title」だ。

収入や映画批評といったさま

このURL（ホームページか

ざまな情報を選択して表示し

らプルダウンメニューでジャン

たり、テーマ音楽を聞いたり

プすることも可能）では、あら

することもできる。

かじめ選択された250 本の名

面倒な説明はこのくらいに

作の中からランダムに選ばれ

して、まずは実際に使ってみ

た作品が表示されるが、その

るといいだろう。入り口が1

ページには俳優や監督、プロ

つでも数万の楽しみ方ができ

デューサーや製作スタッフリス

る、まさにハイパーリンクの

トなど作品のフルクレジットが

見本のようなウェブ。映画フ

掲載されている。これらの中

ァンならいったんハマるとな

で出演者や製作者、作品ジャ

かなか抜け出すことのできな

ンルなど気になる要素があれ

いウェブページに違いない。

馬力で勝負？ アメ車なみのトルクフルなコンテンツがいっぱい
The Auto Channel
jhttp://www.theautochannel.com/

ホームページにいきなり登

しもっと見応えのあるのが、

場するグラフィックスのセン

ビデオやオーディオ、VR 画像、

スは、一昔前の C D - R O M

市販車からコンセプトカーま

風？

お世辞にもオシャレと

でをカバーするスライドショ

は言い難いが、内容のほうは

ウ、そしてなぜかMIDI 音楽

いかにもアメリカらしい圧倒

までを集めてある「Media

的な物量作戦。

Library」
。すべてを堪能する

ニュース、雑誌記事、スペ

ためにはVXTREME やVDO-

ックのデータベース、モーター

Live、VIVO、RealAudio、

スポーツ、パーツやアクセサ

OLiVR、QuickTime、

リー、メンテナンスやティップ

QTVR など、いろんなプラグ

ス、新車はもちろんクラシッ

インを準備する必要があるの

クカー、ビンテージカーなど、

でちょっと面倒？でも、この際

クルマに関するありとあらゆ

だ か ら 「 Tune-Up Tools」

る情報（といっても米国中心

でブラウザーのメンテをして

だが）が集められている。

おいても悪くない。

メインステージはレースの

ページのデザインに目をつ

ライブなど最新のクルマ情報

むれば、とりあえずクルマ好

へのリンクを収めたホームペ

きにはおすすめのウェブであ

ージ中央の「Studio」
。しか

る。
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