Yahoo!とMTVが共同で開始した音楽情報サービス
unfURLed
jhttp://www.unfURLed.com/
Yahoo!とMTV（そういえ

サイトをカテゴリーやキー

ている AudioNet.com や

ばここは「Unplugged」でお

ワードで検索でき、アーテ

LiveConcerts.com などの

なじみだが、2匹目のなんと

ィスト情報やライブ情報、

サイトの最新ライブスケジ

かで「unfURLed」なわけ？）

ゴシップまで音楽にかかわ

ュールがまとめられており、

という米国の若者向け情報

るサイトを調べることがで

その週に行われるライブ中

サービス産業の代表格企業

きる。またイベントや MTV

継が一目瞭然。インターネ

が共同で運営する音楽関連

の最新TOP20チャートなど

ットで音楽を楽しもうと思

情報サイト。これだけでも

の最新情報が掲載されると

ったら、まずアクセスしてみ

話題性十分だが、内容のほ

もとに 、
「UPCOMING

たいスターティングポイン

うもさすがに充実。

EVENT」にはインターネッ

トだ。

Yahoo!同様に音楽関連

ト上でコンサートを中継し

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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セサミストリートの暗黒面
Bert is Evil!

バートの秘密

jhtp://fractalcow.com/bert/bert.htm

「Sesami Street」と言え

迫るバート、マリファナを吸

ば、多くの人気キャラクター

っているバート、実はヒット

が登場することでも知られる

ラーの崇拝者だったバート、

お母さんも安心

のお子様

さらにマイケル・ジャクソンや

用テレビ番組。日本でも放映

O・J・シンプソン、KKKとの

され、根強い人気を持ってい

かかわりなどなど……彼が悪

ることは言うまでもない。

魔であるという証拠が多くの

番組の性格上、どのキャラ

写真とともに掲載されている。

クターもヒトの好さそうなもの

というわけで、当然このウ

ばかりだが、彼らの中でちょ

ェブは「18 禁」（？）。ちな

いとアブなそうなのがこのバー

みに、 冒 頭 の警 告 ページ

ト。そこで彼を徹底調査して

（http://fractalcow.com/ber

みたら、意外な事実が山のよ

t/）で「Leave」を選択する

うに出てきた……というのが

と本家セサミストリートにジ

このウェブである。

ャンプすることができるので、

ケネディ大統領暗殺の直前
に撮られた写真に写っている

健全さを取り戻したい人はこ
ちらへもどうぞ。

バート、女性キャラクターに

オーストラリアはクィーン

ければ、何が何だか分からな

ズランド大学が作り上げた電

いが、微細な世界の不思議な

子顕微鏡写真のギャラリーで

カタチを堪能することができ

ある。

る。

デカデカと出てくる受賞ア

正体不明の顕微鏡写真を

イコンや突然出てくるノミの

当てる「これは何でしょう？」

でかい写真を見ると、まとも

クイズでは、メールで応募を

なデザインセンスはないんじゃ

受け付けていて、正解者の名

ないかと心配させられるが、

前がウェブで公表される一方、

中身は不安を打ち消して余り

間違った解答リストも掲載さ

ある迫力。血液や細胞、髪の

れている。これを読んでいる

毛、昆虫、カーボンフィラメ

と、ヒトはイメージからいろ

ントや磁気テープなどの素材、

んな想像を生むことがわかっ

微生物、軟体動物、寄生虫、

てくる。写真が大判なために

植物の花粉などの大量の写真

時間はかかるが、つい顕微鏡

の山。もちろん説明を受けな

が欲しくなるサイトである。
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拡大するだけでこんなに面白い 顕微鏡がとらえた驚異の世界
The Nanoworld Image Gallery
jhttp://www.uq.edu.au/nanoworld/images_1.html
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「thecorportation」という

なく、
「そんなもん、いらない

人を喰った名前のこのサイト、

よ〜だ」とシャに構えている人

中にあるそれらしき体裁をし

にぜひおすすめしたいのがこ

た会社案内やニュース、従業

こ。

員メモのジョークもさることな

このページ、いろんな受賞

がら、最もニヤリとさせられ

アイコンを並べて、
「うちの会

るのがこのページ。

社（？）はいちいちレビュー

日本ではそれほどポピュラ

している暇がないから、好き

ーではないが、海外では内容

な受賞アイコンを選んで勝手

に特徴のあるページに対して、

に使っていいよ」というもの

検索サービスやインターネッ

である。「 9 9 セント賞 」 や

ト関連の情報サービス、雑誌

「違法移民によって作られた

などの有名サイト、あるいは

米国製」
、
「Top95 ％ウェブ」

スキモノの作った無名のサイ

なんていうナンセンスなアイコ

トがいろんな賞を与えている。

ンがいっぱいで、これを見て

自分でウェブページを作って

いるだけでも楽しい。但し書

いる人なら、いつかはこうし

に「利用条件としてここの

たサイトから評価され、自分

URLを埋め込むこと」と書い

のページに受賞アイコンを飾

てあって、最後までしっかり

ってみたいと考えているに違

してるところもお仲間感覚い

いない。そんな人に……では

っぱいだ。

ご自由にお使い下さい シャレの効いた「受賞アイコン」
The Corporation: Icon Gallery
jhttp://www.thecorporation.com/icon/icon.html

「Ka-Boom!」とは、無理や

このウェブはコ

どのコミックブックで使われ

り日本語にすると「どっか〜

だろうか？

ミックブックで使われている

たかといった語源までをも調

ん」というところ。英語には日

この手の擬音語・擬態語を

査して解説してある。さらに、

本語で多用される擬音語・

集めた、いわばコミック表現

このサイト用にアメコミ風フ

擬態語にあたる言葉が非常

辞典。

ォントのダウンロードサービ

に少ないという話を聞いたこ

数多くの言葉をアルファベ

とがあるが、ことコミックにな

ット順に並べただけにとどま

ると世界共通ということなの

らず、その言葉がいつごろ、

スまで用意されているという
徹底ぶりには脱帽だ。

ポップ系ファン注目 アメコミの擬音語・擬態語を集大成
Ka-BOOM! A Dictionary of Comicbook Words on Historical
Principles
jhtp://www.intergate.bc.ca/business/kjohn/kaboomhome.h

tm
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コンピュータと競う「豚ころがし」でちょいなごみ
Pass the Pigs
jhttp://www.ultranet.com/~gkramer/PassThePigs.shtml
JAVA アプレットを使った

に取ると勝ち、という具合。

い次のロールを振ってみたく

サイコロゲーム… … ならぬ

1人でコンピュータと、あるい

なり、その結果墓穴を掘った

「豚コロ」ゲームである。ルー

は2 人で交互に対戦すること

りで、なかなか奥が深い。や

ルは簡単。転がった豚のスタ

もでき、コンピュータのレベ

ってみると結構病みつきにな

イルでポイントと次のロール

ルも「E a s y 」「A v e r a g e 」

る……かもしれない。

（振り）の権利が与えられ、

「Expert」に調整できる。

どちらかが100 ポイントを先

単純だが、欲が出てついつ

ハリウッド映画とウェブの

はカンベンだな〜、とお嘆き

プレスキットまでをまとめて収

関係はますます密接になって

のあなたにピッタンコなのがこ

録してあり、それぞれのフォ

きている。最近では新作映画

のサイト。

ーマットあるいは映画のタイ

が公開されるたびに、映画の

映画会社などのウェブでバ

トルからファイルを探すことが

タイトルでドメインをとること

ラバラに公開されている映画

できる。インターネット上の

も珍しくない。しかし、ハリ

のスチール写真や予告編ビデ

面白いマルチメディアソース

ウッド映画の情報は見たいけ

オ、プロダクションノート、

探検が趣味の人にも、ブック

ど、英語を長々と読まされた

メイキングビデオやサウンドフ

マークすることをおすすめした

り、いちいちサイトを探すの

ァイルからインタラクティブ・

い。

ハリウッド映画のマルチメディアソース
Hollywood Online - Multimedia
jhtp://www.hollywood.com/multimedia/index.html

「フルイド（＝流体）
」とい

に置いておき、気になる見出

れで楽しいが、真っ当な内容

うイメージからすると、これ

しが表示された時にクリックす

は……と考えていて気がつい

は「24時間ニュース流しっぱ

れば、すかさず元画面のブラ

た。なぁ〜んだ、単に自分の

なし」サービス？

ウザーにコンテント本体が表示

と こ の ウ ェ ブ ペ ー ジ

される、という仕組みである。

（zdnet.com）へのアクセス

まずこのページにアクセス
すると小さなウィンドウが別

しかし表示される見出しは

に開き、次から次へと情報が

PC＆インターネット関係のニ

ゃないの？

表示される。本体のウェブブ

ュースにとどまらず、ゲーム

ッシュ的な演出でアクセスを

ラウザーをしまっておいても、

やジョーク、トリビアといっ

上げる、こんな手があったの

このウィンドウをデスクトップ

た具合にバラバラ。これはこ

かと、ちと感心。

を上げるためのギミックなんじ

IE4.0にアップグレードしない人のためのニュースアラート？
Welcome to Fluid News!
jhttp://ads.zdnet.com/micro/fluid/
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それにしてもプ

海外に出かける前にチェックする 各国のインターネットカフェ事情
Internet Cafe Guide
jhttp://www.netcafeguide.com/index.htm

「世界最大のコンピュータ
ネットワーク」
「インターネッ

な時、頼りになるのが世界各
地のインターネットカフェ？

トが世界を結ぶ」……なんて

それはともかく、このウェブ

いうコピーが一般雑誌などに

ページは世界 63 か国、1000

氾濫し始めてしばらくになる。

か所のインターネットカフェを

しかし実際は、海外に出かけ

カバーしたガイドページ。住

る人にとって旅行先でインタ

所や電話番号、多くのカフェ

ーネット接続するのはそれほ

のURL やE メールアドレス、

ど簡単ではない。

さらに料金などが記載されて

あらかじめローミングサービ

いる。これでウェブメールを

スをやっているプロバイダー、

使えるように設定しておきさ

あるいは某世界的大企業のイ

えすれば……？

ンターネット接続サービスに

とりあえず旅の土産話か観光

加入しておくか、国内のダイ

ルートの1つくらいに考えてお

アルアップ先に国際電話する

いたほうが無難かもしれない。

いやいや、

しか手がないのである。そん

異邦人が世界各地のディスコで見つけた楽しみ
Dancing City
jhttp://www.zoetek.com/entrance/dancingcity/

もはや死語となった感のあ

ー（ポーズはトラボルタ風で決

クやカントリーのユニークなク

る「ディスコ」
。もうパチンコ

まりだ！）が作ったのがこの

リップもカバーしているが、

屋さん経営のキャバレーと変

ページ。

わらないという話も……。
それはともかく仕事や観光

彼のテーストによれば、かの

ホームページで自動的に流
れてくるインド風のディスコ

「Shonen Knife」も色物にな
っちゃうんですね。

で世界を回っていると、接待

ミュージックをはじめとして、

や付き合いでついつい現地の

西インド諸島、オランダ、レ

ーマニアのバッドチューニング

ディスコに出かけることもあ

バノン、スペインなどで聞け

な人がピックアップしたユニ

るオヂさん族。そんな過去の

るユニークなディスコサウンド

ークなサウンド……ちょっと

栄光を追い求めているルーマ

のサンプルを収録。さらにデ

複雑な笑いを誘うページです。

ニア海賊TVのパーソナリティ

ィスコだけに留まらず、ロッ

英語もかなりいい加減、ル
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