技術とお金はこう使う！ CNETがインテルの出資で作り上げたウェブジン
Mediadome - Experiences with RealPlayer
jhttp://www.mediadome.com/Tech/Realplayer/experience.html?prognet
つい先頃完全パーソナラ

「Mediadome」である。

プレゼンテーションのテクニ

イズを謳い文句にした初心

ミュージシャンの情報や

者 向 け の ウ ェ ブ サ イト

コンサート、ビデオクリップ、

「 Snap! Online」を 開 始 す

コミックブックや映画といっ

るなど、PCユーザーから一

た広い範囲のポップカルチ

ルサービスもある。ウェブの

般ユーザー層の獲得へ向け

ャーを取り上げ、あらゆる最

最新技術を謳っていても、

てコンテンツ開拓に余念の

新テクノロジーを駆使して

単にファイルを並べただけ

ないCNET。同社がPC界の

提供しようというもの。ピッ

のサイトとは段違い。ウェブ

巨人インテル社のバックア

クアップされるコンテンツそ

を使えば、
トータルでどのく

ップを受けて制作している

のもののクオリティーもさる

らいカッコいいものができ

のが、隔週刊のウェブジン

ことながら、2 つのビッグネ

るのかを確かめてみよう。

（ Interactive Webisode）

ームが関与しているだけに、

ックには要注目である。
登録ユーザーにはアップ
デートを知らせてくれるメー

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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「国際救助隊」の秘密
SuperM - intro

元祖マペット・ムービー、サンダーバード

jhttp://superm.bart.nl/indexx.html

英国で制作され、60 年代

ムの紹介やエピソードに焦点

には日本でも放送された伝説

が当てられ、キャラクターの

のSFマペット番組「サンダー

写真やバイオにはあまり力が

バード」のプロダクション、

入れられていない。しかし、

スーパーマリオネーションのウ

よくよく探すと独特の表情が

ェブページである（それがなん

印象的だったマペットの顔メ

でオランダにあるのかはさてお

カニズムやロケット船の青写

いて……）
。

真などの掘出し物を見つける

同社の代表的な作品である
「サンダーバード」のオリジナ
ルタイトルは「世界諜報機
とされているのがなんとも自衛

最新のマペットものを追究す

隊的翻訳だが、今考えてみる

るなら、 リンクの中 から

と、その実態はなんだかお気

「The Puppertry Home Page

楽NATOに見えなくもない。

（http://www.sagecraft.co

キング になりきるためのショッピングサイトはこちら
Elvis Impersonators Connection
jhttp://www.tcb.net/eic/index.html

ハワイのアロハシャツ、サング
ラスなど、その気になりたい

てから20 年。世界各地でい

人のためには心強いアイテム

ろんなイベントが開催された

の数々が勢ぞろい。

が、プレスリー関係のネタと

プレスリーのそっくりさんが

して必ず登場するのが そっ

作ったウェブなどへのリンクも

くりさん

あり、その道を究めたいとす

のコンテストであ

る。なかには、ついツッコミ

る人には必見のサイトである。

を入れたくなるような人もい
るが、全員が各人各様に偉大
なるポップスターになりきろう
と涙ぐましい努力を……。
そんな そっくりさん のた
めに、なりきり小物を集めて
通販しているのがこのサイト。
68年にラスベガスのショウ
で着用され後年の彼のイメー
ジを定着させてしまったヒラ
ヒラ付きのジャンプスーツ、
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プラモなどの関連リンクも
用意されているが、本格的に

ブ自体はプロダクションチー

今年は キング ことエル

エンスー心をくすぐる？

関」
。日本では「国際救助隊」

それはともかく、このウェ

ビス・プレスリーが亡くなっ

ことができる。そんなところも
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m/puppetry/）」がおすすめ
である。

イタリアのセンスでコラージュした昆虫の色彩世界
Thais - Entomologia, Entomology
jhttp://www.thais.it/entomologia/default.htm

建築や彫刻からコンピュー

残念ながら名前や捕獲場所な

「still life」と名付けられた

タアートまでをカバーするイタ

どのデータはない。「Ento-

昆虫と植物のコラージュでも

リアの美術 CD-ROM クラブ

mology」とは「昆虫学」の

分かるように、ひたすら「美

のサイト、その中でも蝶やカ

ことだが、どうやら「学」な

しい」というイタリア的（？）

ブトムシ類の写真を集めたウ

どという小難しいことは置い

なセンスでまとめられているよ

ェブページである。

ておいて純粋にビューティフ

うだ。

見てのとおり、世界中から

ルな「Entomologia ＝昆虫

難しいことはともかく、画

採集された美しい蝶やカブト

の世界」を堪能しようという

像だけでも十分楽しめるペー

ムシの写真がずらり。しかし、

こと？

ジとしておすすめ。

コピーライターの鉄則「転んでもタダでは起きない」
Hallmark - Shoebox - Funny But No
jhttp://www.shoebox.com/funny/funny.asp

ホールマークと言えばグリ

しかし「気の利いた一言」

白いんだけど、ちょっとね」

ーティングカード業界の老舗。

をひねりだすには目に見えな

と言われたネタを惜しみなく

誕生日のプレゼントなど、ち

い苦労がある。たくさんのコ

公開しているのがこのサイト。

ょっとした機会に何かひとこ

ピーライターが毎日のように

いわばコピーの 落ち穂拾い

と言わなきゃいけないんだけ

新作をプロデューサーのもと

なわけだが、意外にニヤリと

ど、自分では気の利いた文句

に……。しかし全部が全部

させられるネタも多い。

が考えられない……。そんな

OKというわけにはいかないの

そろそろプレゼントの機会

ときに重宝なのがレディーメ

がこの世界。当然ボツネタが

が増える季節。中から面白い

ードのカード。というわけで、

出る……のだが、そこで「せ

ものを見つけて自分なりの改

アタマの堅い人が多くなった

っかくなんだから」と考えた

造を施してオリジナルを作る、

昨今、この業界、コンスタン

のがこのサイトである。

という具合に、ボツネタの再

トに売り上げを伸ばしている
らしい。

数多くのコピーの中からボ
ツになったネタ、つまり「面
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ボランティアで作成中 米国とカナダの公衆電話番号帳
The Payphone Project
jhttp://www.paranoia.com/~sorabji/resources/payphones/

ハリウッド映画、特にサス

とは違って、一般の電話から

と首をかしげるようなページが

ペンス系のものを見ていると、

呼び出すことができるような

多々あるが、このページも普

相手を人通りの激しい場所に

のだ。

通の人、特に日本に住んでい

呼び出しておいて、そこにあ

さて、このページはアメリ

る限り、絶対に用がなさそう

る電話のベルをならす……な

カとカナダの公衆電話をリス

な、無駄なページ……。しか

んていうシーンが出てきたりす

トアップしようとインターネッ

し、無料で使える国際電話で

る。ケータイ万能の時代でも、

ト上で呼びかけているページ。

もあれば、ちょっと有名な場

こういう使い方があるんだな、

局番別に電話の置かれている

所の公衆電話を探し出し、た

と思う一方で、
「え？ 公衆電

ロケーションと番号が書かれ

またま先方の電話に出た人と

話に電話できたりするわけ？」

ている。

お天気の話でもしてみるとい

とビックリ。そそ、どうやら

インターネット上にはこん

米国の公衆電話は日本のもの

なものが本当に役にたつのか、

うのも一興かも？

スポンサー探しリスト 逆に読むと本格的ウェブが見つかる？
Jupiter Communications - Adspace Locator
jhttp://www.jup.com/interact/data/sponsors/sponsors.shtml

面白いウェブを作りたい、

からのアプローチを待つコンテ

になるが、リストの中身は随

となると、それには当然お金

ント制作社が、ウェブのター

時更新されているようで、ス

がかかる。そこでなんとかし

ゲットジャンル別に売り文句、

ポンサーから見れば米国での

たい場合に、まず思い付くの

広告レートやコンタクト先、

ウェブ広告レートを見直す際

がスポンサー……。というわ

アクセス状況などを掲載して

の参考にはなるだろう。

けで、バナー広告のスポンサ

いる。それだけ、と言えばそ

なお、同社のサイトにはウ

ーを募集しているサイトは多

れまでだが、逆に言えばそれ

ェブ運営者にはちょっと気に

い。そういうサイトのリスト

だけきっちりした中身のある

なる広 告 主 インデックス

を作ってしまったのがインタラ

ウェブへのガイドとして読むこ

「 Advertiser Index（ http://

クティブマーケティングの専門

ともできる。

企業、ジュピターコミュニケ
ーションズ社のこのページ。
スポンサーやエージェント

ページ冒頭のアップデート

もあるので、こちらもぜひの

料はちょっと古いということ

ぞいてみたいところ。

「javElin」は、特定のウェ

し、パーソナルチェックリス

ターを考えているようだが、

トにあるウェブページの中で何

現在のところ20ページの登録

様子、つまり、いつ、どの部

が変わったか、変化の度合い

は無料デモンストレーション

分が、どの程度変更をされた

などグラフィックスを使ってそ

として利用できるから、試し

かを知らせてくれる、という

の結果を報告してくれるとい

てみる価値はある。

サービス。

う具合。プラグインもJavaや

登録するのが面倒な人に

利用者はパスワードで利用

ActiveX も使用していないの

は、 ホームページ上 にある

できるプライベートページを作

で、軽装備な（？）ウェブ愛

「The Daily Diffs」をのぞいて、

り、チェックリストあるいは

好者にも安心だ。

自分のお気に入りのサイトの

ネットスケープのブックマーク

このサービスは有料で、同

アップデート状況を確認して

を収めるフォルダーを作成す

社はターゲットとして弁護士

みることをおすすめしておこ

る。一方、javElin は指定さ

やジャーナリスト、会社役員

う。

れたウェブページをモニター

やデベロッパー、ウェブマス

指定ページのアップデート情報をGUIで一覧
javElink: Monitoring the Web Made Easy.
jhttp://www.javelink.com/cat2diff.htm

INTERNET magazine 1997/12

a/adverts/adverts.shtml）
」

の日付のほうを信用すれば資

ブページがアップデートされる
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好奇心と向学心あふれるデスクトップトラベラーへ
travlang's Word of the Day
jhttp://www.travlang.com/wordofday/

世界旅行を企んでいる人に

ンス（南アフリカ語）からブ

同じ意味の単語が、地理的に

とって、 頼 もしいページが

ルガリア語、ノルウェー語ま

近接した国々では非常に似通

「 Foreign Language for

で、世界 50 か国以上の多言

っていることに気づかされるの

Travelers（http://www.

語間の翻訳がハンディーにま

も楽しい（同じ語族から派生

travlang.com/language/）
」
。

とめられている。

している、方言的なものだか

旅行の際に役立つちょっとし

その姉妹ページとも言うべ

た単語の、いわばオンライン

きサービスが、1 日 1 単語、

翻訳辞書である。自分の母国

同じ言葉の各国語をずらりと

毎日、日替わりで旅行に役

語と探したい言語を指定し、

並べて見せてくれるこのペー

立ちそうな各国の言葉を送っ

リストの中から単語を選べば、

ジ。音声ファイルも備わって

てくれるメールサービスも備わ

たちどころに各国語に翻訳さ

いるので、発音もバッチリと

っている。いつかは知らない

れた言葉が表示される。大き

いう具合。

国に出かけてみたいと思って

な辞書ではないが、日本語や

それよりも、これだけズラ

英語はもちろん、アフリカー

リと各国語を並べられると、

ら当たり前と言えば当たり前
だが……）
。

いる好奇心＆向学心溢れる方
に！

メディアパワーの原点は多民族国家の軍事教育にあり？
Zeno's Warbird Video Drive-In
jhttp://members.aol.com/zeno303/Pages/ZenosDrive-In.html

「ビデオドライブイン」とい
うタイトルから受けるお気軽

見ることができるウェブページ

上げようという、多民族国家

である。

ならではの軍部の強い意志が

な雰囲気とは裏腹に、収録さ

どのフィルムも1940 年代

感じられたりして……。技術

れているのは第 2 次世界大戦

中頃に制作されたものだから、

は誰もが使いこなせて初めて

中の飛行トレーニングフィル

当然古くさくて見るに耐えな

意味がある！

ム。F6 ヘルキャットやP-51、

いという人もいるだろうが、

アのソフトで強いアメリカの原

P-40、P-47、さらにB-29と

飛行機のフラップの下ろし方、

点というのは、やっぱりこう

いった歴史的な戦闘機や爆撃

銃撃戦の注意事項などの説明

いう強い必要性から出てるん

機の訓練フィルム（なんと全

が懇切丁寧にされる様子を見

だろうな〜、と感慨深いもの

編見ると30 分以上の大作も

ると、どんなド素人でもとも

がある。

ある）をリアルプレイヤーで

かく一人前の操縦士に仕立て

マルチメディ
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