テーマは何でもいいが、と

になるくらいで、その楽しげ

にかく子供じみたことを大の

な撮影の様子もきちんとウ

大人がマジでやってしまう。

ェブに収録されている。

収められている。
ちなみにこのサイト運営者
の手による「砂のお城を作

こういう点にかけてはアメリ

彼らが設けたこのウェブペ

カ人は世界一と言ってもよ

ージでは、初心者向けのハ

出版されているらしいので、

い。そんな確信を一層強く

ウツーやツール、ベストな砂

その気になった人はぜひ読ん

してくれるのが、砂の城を作

のお城の作り方やコンテスト

でみよう。まさに夏本番を

らせたらナンバーワンと言わ

のオーガナイズの仕方などが

控えて、楽しい浜遊びのお

れるテキサス州サウスパドル

親切に説明されているほか、

手本とも言えそうだ。

島の面々。なんでも全米向

全米の砂遊び好きな大人た

けのコマーシャルのモチーフ

ちのコンベンションの模様も

ろう」という本が日本でも

夏の風物詩 砂のお城に技を競う
The South Padre Island Sons of the Beach Sandcastle Page
jhttp://www.unlitter.com/

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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なにが起こるか クリックしたいこのボタン
How to keep an idiot busy
jhttp://junior.apk.net/~jbarta/idiot/idiot.html

直訳すれば「お馬鹿を暇な

タばれになってしまうのでパ

しにする方法」である。では

ス。ま、ともかく試してみて

「どうやって？ 」となるのだが、

ください。

それをここで書いてしまうとネ

コロラド名物 インターネット装備の究極のタクシー
The World Famous Ultimate Taxi
jhttp://www.ultimatetaxi.com/
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コロラド州デンバーのタク

ー9 本、ミニストロボ、ネオ

ウェブページにはこうした

シー運転手ジョン・バーンズ

ンスティック、ドライアイス

システムの紹介以外にも、キ

氏のウェブ。まあ、どんな人

を使った発煙装置、900ワッ

ャブに乗車して盛り上がって

がホームページを持ってもお

トのオーディオ、ヤマハ製キ

いる有名・無名な人々の写

かしくはないが、問題はその

ーボード、デジタルドラム、

真やトランクの中に設けられ

中身。

コダックのデジカメ、パナソ

たハイテク装置駆動用のスペ

彼の運転するタクシーはア

ニックのデジタルビデオに東

シャルバッテリー、お土産用

メリカのイエローキャブとし

芝のラップトップ、そしてモ

のT シャツなどのガジェット

ては古典的な79 年製のチェ

デム等々。これで音楽スタジ

も紹介されている。

ッカーだが、日本で言えば一

オ兼ナイトクラブ兼プラネタ

IPアドレス装備という正統

世を風靡した電飾トラック野

リウム兼オモチャ屋、そして

派ではないかもしれないが、

郎のタクシー版といったとこ

地球唯一のインターネット接

これはこれで楽しくお仕事で

ろで、その装備はハイテクガ

続されたタクシーの出来上が

きるに違いない。

ジェット満載。まずはレーザ

り、というわけである。
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パネルデザインから始まる新しいサンプリング楽器への挑戦？
M/B Interactive sound system 7x7
jhttp://38.248.229.6/ss7x7/

一部で注目されているソ

ングをベースとした新しい楽

然音を組み合わせて演奏で

フトシンセ「 ReBirth RB-

器をインターフェイスパネル

きるNaturmaxなど、8種類

338」のように、発売前に

のデザインをベースに作り上

のバーチャル電子映像楽器の

ベータ版がウェブで公開され

げようという試み、と見た。

デザインは次第にまったく新

るなど、テクノ系ミュージッ

あらかじめ用意されたテク

しい、どんどん遊べるタイプ

クギアとウェブの間には結構

ノやジャングル、アンビエント

のソフト楽器へと展開してい

面白い関係がある。ニュー

系の曲を選択するRemote

く。おそらくどれもハード専用

ヨ ー ク に あ る M/B Inter-

はともかく、動画付きのショ

機として商品化できないもの

active社のこのウェブもそう

ートクリップを楽 しめる

ではないが、そんなまどろっ

した観点から是非注目した

Viewer、アンビエントサウ

こしいことをやるよりウェブ

いページだ。

ンドとドラムパターンを選ん

で公開してしまおうという斬

とは言っても、紹介され

で演奏、さらにそれを記録

新なアプローチには敬服。

ているのはすでにある楽器の

できるジャングルシンセJun-

またここからリンクされて

機能を再現する音楽専用ソ

glematic、世界のエスニッ

いるページにはショックウェ

フトではなく、一見ショック

クミュージックをチューニン

ーブを使ったクールな小作品

ウェーブを使ったテクノガジェ

グしながら演 奏 していく

が収録されていて、こちらの

ット。だが実体は、サンプリ

Gaiatron、マトリックスで自

センスにも要注目だ。

M・アンドリーセン推薦のAnonymous Mailerってこれか？
Secret Admirer -- The Electronic Cupid
jhttp://www.SecretAdmirer.com/index.htm

先月号の本誌インタビュー

のがこのサービス。

でとう」というメールが届く。

に登場した時の人、ネットス

秘かに想いを寄せる人のメ

が、それがあなた以外の人で

ケープ社のM ・アンドリーセ

ールアドレスを入力すると、

あれば、こんどはその人に上

ン。前代未聞のタイトで駆け

システムは「誰かが想いを寄

と同様のメールが届く……と

足なインタビューだったが、唯

せてますよ。貴方も想ってい

いった具合。考えてみれば簡

一 彼 が一 瞬 考 えこんだのが

る人がいたらその人のメールア

単な仕組みだが、なかなか目

「最もエレガントなアプリケー

ドレスを知らせてください」と

の付けどころがオシャレ……

ションは？」という質問。そ

いうメールを相手に出してく

いや、エレガントか？

の答えが「う〜ん、匿名メー

れる。もちろん、あなたの存

そういえばマーク君、ガー

ルかなぁ」だったわけだが……

在を相手に知らせることはな

ルフレンドらしき女性を連れ

そう言われても、なんのことだ

い。もし相手があなたのメー

ての来日だったみたいだが、

かねぇ？

ルアドレスをシステムに返して

ひょっとしてこれを使ってゲッ

きた場合には、両者に「おめ

トしてたりして？？

そこで後から思いあたった
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ウソかホントか バナー広告の場所によるクリック効率をチェック
Banner Ad Location Effectiveness Study - webreference.com
jhttp://webreference.com/dev/banners/
つい先頃、ウェブのバナー

しかし日本では、誰も目

ついての詳細が掲載されると

広告の有効性について報じ

の前 の仕 事 に忙 しいのか

ともに、個別のケースの調査

た外電が日本のウェブビジネ

「う〜ん、ホントかねぇ」と

結果の妥当性が細かく解説

ス関係者の間で話題になっ

いう疑問程度に終わってしま

されている。少なくともウェ

たことがあった。いわく「ペ

って、その真偽のほどは分か

ブ広告関係者は一度は見て

ージの右下のスクロールバー

らないままに過ぎ去る……か

おいたほうがよいだろう。

の箇所にある広告のクリック

に思われたが、さすがにアメ

それにしてもマジにインタ

スルーレート（そのバナーが

リカのウェブ関係者。外電

ーネットの広告を考えるんだ

クリックされる率）はページ

で流れた調査結果にツッコミ

ったら、日本でもこういう実

のトップにあるものに比べて

を入れたのがこのページだ。

証的なアプローチは不可欠だ

228％も高い」のだそうであ

このウェブでは、上記のほ

る。

と思いません？

か、それぞれの調査結果に

ドメインネームをめぐる動
きは新たなトップドメインの
登場でますます騒がしくなっ

に浮かぶ小島、トンガ王国

がかかる）と「.com」並み

のカントリードメイン名 。

の安さ。申し込みもクレジッ

「Tonic」はこのトップドメ

トカードを使って簡単にでき

てきた。そんななかに登場し

インの管理を行う企業で、

るので、「.com」や他のめ

たのがトップドメインに「to」

なんとウェブ上でドメインネ

ぼしいトップドメインが取得

を使えるというちょっとユニ

ームの登録状況をチェックで

できなかった企業経営者など

ークなサービス。 つまり

きるほか、もし未登録の場

には朗報か？

「http://web.to/you」なん

合はすぐに申請を受け付けて

しかし、トンガ王国とイン

ていうURL が（すでに取ら

くれる。しかも初期登録費

ターネットという組み合わせ、

れてなければ）使えてしまう

用に2年間のメンテナンスを

なんとなく不安がなくもない

のである。

含めて100ドル（その後は年

が、それってサイバースペー

間 50 ドルのメンテナンス料

ス上では偏見というもの？

「to」というのは南太平洋

トンガ王国から朗報 100ドルで取得できるドメインネーム登録サービス
Tonic - national domain name registry
jhttp://www.tonic.to/

暗い少年時代を送った筆

気づかせてくれたのたこのペ

得られるかなどが詳しく解説

者（ウソ）の当時のささや

ージ。要は映画のビデオと

されている。

かな楽しみの1 つに、2 冊の

全然異種のCD を同時にか

なにか面白いことないか

全然関係なさそうな本を同

けると、時として絶妙なマ

な〜、と考えている人には

時に読むというのがあった。

ッチングを見せることもあ

ぜひ一度試してみることをお

こうやると、どちらの本にも

る。これはそうしたサンプル

すすめする。余談だが、ペ

書いていない、なおかつどち

をまとめたページである。

ージ表示とともに始まるピン

らかの本を読んだだけでは思

おすすめものとしては、名

い付かないアイディアが湧い

作「2001 年宇宙の旅」や

てくるのである（これはホン

「オズの魔法使い」などとピ

ト）
。

み合わせ。これらをどのポイ

という手法の妙味はこの辺

ントで同期させて再生を開

にあるのではないか、と再度

始すればベストなリザルトが
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がなかなかおかしい。

ンクフロイドの曲といった組

考えてみるとサンプリング

316

クフロイドの曲のMIDI演奏

シュールな楽しみ 思いがけない音と映像のマッチング
The Synchronicity Arkive
jhttp://www.xnet.com/~arkiver/synchro.shtml
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「リバース・スピーチ」とは

ネタに困ったワイドショー向け？ 逆転再生で真実が聞こえる
Reverse Speech
jhttp://www.reversespeech.com/

世界中のニュースを24 時間

パターンが設けられていて、そ

報道しているCNN。ニュース編

の中から選択することができ

成の視点がアメリカに偏ってい

る。もちろん、それでは満足

るとか、突っ込みが浅い、同じ

いかないというアナタのために

ニュースがかなりの時間繰り返

はフルカスタマイズも可能だ。

して放送されるという批判もあ

一般ネタにとどまらず、豊

るが、とりあえず常識的なニュ

富なリソースをユーザー各々の

ースをおさえておきたいという

関心に応じて編集し、表示し

人には格好のレファレンスだ。

てくれるより本格的なサービス

そんなCNNニュースに加え

としては「Newbot（http://

て、100 種類の雑誌などの素

w w w . n e w b o t . c o m ）」 や

材の中から自分に関係ありそ

E x c i t e の「 N e w s t r a c k e r

うなものだけをウェブ上に表示

（http://nt.excite.com）
」も

してくれるのがこのサービス。

あるが、シンプルな設定方法

いわゆるカスタム・フィルタリ

やフレンドリーなグラフィック

ングサービスである。

スという点ではこちらのほうが

フィルタリングというと、関

優れており、
「面白そうだけど

心領域の設定が複雑で面倒だ

設定が面倒だから……」と敬

ったりするのが常だが、このサ

遠していた人でも簡単に試し

ービスではあらかじめ6種類の

てみることができそう。

ネちゃんの母親パッツィ・ラム

オーストラリア人研究者デビ

ゼイの記者会見、クリントン

ッド・ジョン・オーツ氏の発見。

大統領、故ジョン・レノンな

簡単に言えば「人間はしゃべ

どのスピーチがリアルオーディ

っている時に無意識から湧き

オで収められている。また、

出るメッセージを織り込んでお

彼 の説 の中 でも面 白 いのは

り、10〜15秒おきに出てくる

「子供はまともにしゃべり始め

このメッセージはしゃべりを逆

る以前に逆向きにしゃべって

転再生することで簡単に聞く

いる」という説で、そのサン

ことができる」というもの。そ

プルも収録されている。

れによって我々は隠された真実

もちろんいずれの事例につ

や発言の裏の意味を知ること

いても、逆転再生とともに彼

ができる、んだそうである。

らの無意識が何を言っている

オーツ氏の経歴はチェック

のかという解説も付いているの

し忘れたが、アメリカではかの

だが、英語が非母国語の私と

O・J・シンプソンのリバースス

しては「そう言われればそう聞

ピーチをダイヤルQ2で提供し

こえるかな〜」といった程度。

たり、書籍やテープレコーダー

さらに、これが英語圏独特の

なども販売しているところをみ

ものなのか、日本語圏にも適

ると、なかなか商売人らしい。

用できるのかは不明である。

それはともかく、このサイト

だが、最近子供ができた某社

にはリバース・スピーチの実証

リアルオーディオ担当者（日本

事例として、人類初の月面歩

人）がぜひとも実験してみたい

行をしたニール・アームストロ

と意欲を示しているので結果

ング飛行士の有名なひとこと、

報告に期待しよう。ただし親

最近日本でも話題のジョンベ

のひいき目は割り引いて……。

設定簡単！ メンドくさがりやさんのためのニュースフィルター
CNN Custom News
jhttp://customnews.cnn.com/cnews/pna_auth.welcome
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