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キッチンをちょっとおしゃれに演出 冷蔵庫の扉版「ポケモン」？
Fridgedoor.com

jhttp://www.fridgedoor.com/

数年前に一部マーケティン

ういえば年賀状セットの売れ

グ関係者の間で「ちょいクリ」

る季節……）
。

ラインショッピングサイト。
アンティック風の動物から

なる言葉がよく用いられたこ

冷蔵庫の扉も、主婦にとっ

時のトピックもの、メモの書

とがある。人間、余裕ができ

ては「ちょいクリ」な場所な

き込めるものまで、45カテゴ

てくると他人とは違った装い

のかもしれない。いつのころ

リー、数百におよぶさまざま

をしたり、身の回りをアレン

からか知らないが、レシピや

なピースが集められている。

ジしてみたくなる。しかし、

請求書の紙をぶら下げる実用

磁気の問題からPC 周りに使

まったくのオリジナルでと考え

的なマグネットにもいろんなデ

うのはちょっと不安だが、デ

る人はまれで、多くは出来合

ザインのものが登場し、今や

スク用にも使えそうなものが

いのパーツをそれぞれの趣味

冷蔵庫の扉をキャンバス代わ

多い。値段も3ドルから10ド

で集め、それにちょっと手を

りに百花繚乱状態。だからと

ル程度なので、ちょいクリに

加えてアレンジする程度、つ

いうわけでもないが、
「fridge-

興味のある人はまとめ買いす

まり「ちょいとクリエイティ

door（＝冷蔵庫の扉？）
」と

るのも悪くないかも。

ブな雰囲気」を楽しむ消費が

いうドメイン名を持つこのウ

盛んになる、という話だ（そ

ェブ、実はマグネットのオン

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/

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1998/1

337

米映画産業の底力 高校生トリオが作った映画ビジネス入門
The Motion-Picture Industry : Behind-the-Scenes

jhttp://library.advanced.org/10015/

エンターテインメント系

て制作した映画をベースに

の人なら誰もが一度は映画

映画制作のプロセスを解

監督を夢見るというくら

説、第三部ではユーザー自

い、映画というのは総合的

身が映画制作を行うシミュ

な表現能力と複雑なチーム

レーションプログラムが用

ワークを必要とする一大事

意 されているといった具

業。そんな映画ビジネスの

合。

すべてを概観しようという

こういうウェブが作られ

大それた狙いを果たしたの

ること自体、表現と技術、

が、三部構成からなるこの

ビジネスが三位一体となっ

ウェブページ。

た米国映画産業の底力を

第一部では、映画の歴

うかがわせるが、それより

史から仕組み、映画制作

も驚かされるのはこのウェ

のプロセス、それにかかわ

ブページの制作者が高校生

る人々やショウビジネスと

3人組というところ。最近、

しての側面までがシステマ

日本映画復活の声もある

チックに解説されている。

が、このレベルに達するま

第二部ではこのウェブ制作

でにはまだまだ……？

者たちが実際に1週間かけ

これでも街中を走れる？ 車社会アメリカならではのアートカー
Art Cars in Cyberspace October Cover

jhttp://www.artcars.com/

「アートと自動車」とい

パレードするという、いか

うと、日本の車好きとして

にもアメリカっぽい模様を

は、なんとなくドイツの高

集めたのがこのウェブペー

級車にモダン絵画の有名ア

ジである。

ーティストがペインティン

未来車っぽく気取った

グという図を思い浮かべて

ものあり、ゴテゴテの飾り

しまう（ヨーロッパ流自動

付けあり、ボディーをダブ

車 マーケティングの影

ルにしたものありと、まる

響？）。しかし、ここに登

で下手な子供のプラモ改造

場する「アートカー」はど

の実寸版。これに比べれば

う考えても映画「マッドマ

日本の電飾トラック野郎や

ックス」か陸上版「ウォー

チバラギ

仕様の竹槍出

ターワールド」の世界。ア

っ歯改造車は芸の細かいこ

ートはアートでもフォーク

と……。それにしても、こ

アートといったところ。ポ

こまでダイナミックに改造

ンコツ寸前の車をそれぞれ

してもちゃんと街中を走行

が好き勝手に改造してはフ

できるというのはすごい。

ェスティバルに持ち込んで、
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目薬会社の陰謀？ ウェブページで にらめっこ しましょ
A game from Stairwell Studios - It's Stare Down Sally!

jhttp://www.stairwell.com/stare/

インターネットのおかげ

いうことで試してみると、

で以前にも増してCRT を

ここはなんとかパス。しか

見つめることが多くなり、

し本番のほうは……、なん

おかげでドライアイになる

かマトモに考えること自体

人が続出という。もはや目

に無理があるな〜。マジに

薬はインターネットユーザ

やって勝ってみてもナンの

ーの必需品か？

ことはない、要するにおバ

そんな話に火に油なのが

カなページである。ムキに

このページ。画面に現れる

なるほどのことはないし、

緑色の眼をしたサリーとい

かえって目薬が欲しくなる

う女性と「まばたきをしな

……つまり、たまには眼の

い競争」をしてみよう、と

ことも考えましょう、とい

いうのである。

うページかも？

まずはウォームアップと

壮観317種類以上 今やレトロな5インチフロッピー・ジャケットをアーカイブ
The official 5.25" disk sleeve archive

jhttp://www.cyberden.com/sleeves/

こと情報関連商品に関

うちに5 インチフロッピー

して言えば、時代の流れと

のジャケットを集めておこ

ともにパッケージのデザイ

うというのがこのウェブ。

ンはそっけなくなっていく

執筆時点では317種類のデ

一方ではないだろうか。例

ザインが収められており、

えば10年前にはアートの域

同好の士への協力を呼びか

に達したと言われていたLP

けている。実際、どのくら

レコードジャケットのデザ

いの種類のフロッピーが市

インも、CD 全盛になって

販されていたのかは分から

からは見る影もない。フロ

ないが、たかがフロッピー

ッピーにしても5 インチか

なのにこの種類、というデ

ら3.5 インチに主流が移っ

ザインの賑やかさがなんと

てしまった今、誰もパッケ

も楽 しい。 おまけとして

ージのことなど気にもかけ

「磁気・折り曲げ厳禁」と

なくなった。

いった注意書きのピクトグ

昔を知る人間にとっては

ラムも収められていて、ビ

何とも感慨無量……とい

ジュアルデザインのサンプ

うわけでできたかどうかは

ルとしても面白い。

知らないが、ともかく今の
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あなたの電話番号 英単語に変えます
What does your phone number spell?

jhttp://www.phoneSpell.org/

テレビのCFによく登場する

除く9つのパッドに24文字を

純なサービス。これで面白い

フリーダイヤルの電話番号。い

割り当てる＝当然いくつかの

単語を選べば、あなたの電話

ろいろ苦しい 読み の語呂合

キャラクターが重複する」と

番号もそれなりのインパクト

わせをやっているが、アメリカ

いう点。いくつもの組み合わ

を持つことになる？

の場合はちょっと事情が違う。

せの中から、覚えやすいイン

残念ながら東京都内の番号

米国の電話機では10 キー

パクトのある単語を見つける

は8 桁に移行してしまったの

ボタンにアルファベット24 文

必要があるが、これはなかな

ですんなりとは使えないが、

字が割り当られている。最近

か大変な作業。そこでこんな

モノによっては8 桁で面白い

は日本の携帯電話でもこの手

ウェブが登場する。

番号を推薦してくれる場合も

のボタンを持っているものが

このページが提供するのは、

ある。日本ではあまり実用的

多いが、これを使って覚えやす

3桁から7桁の数字を入れると

とは言えないかもしれないが、

い単語を作り、宣伝するのだ。

覚えやすいワードを数種類表

仲間うちで使ってみるのは面

示してくれるというしごく単

白いかも。

この仕組みのミソは「0 を

悪用禁止 プライバシーを守るための匿名ウェブ接続サービス
ANONYMOUS SURFING

jhttp://www.anonymizer.com/

パーソナライズやプッシュと

づかないうちに自分のことを

を経由すれば、相手のサーバ

いった機能が充実してきて、
ウ

相手に知られるのはまっぴら

ーに対してまったく無名を装

ェブはどんどん便利になってく

ごめん」という人のために無

うことができる無料サービス

る。
しかし一方で懸念されてい

名（anonymous）のアカウ

はいかが？

るのが、
利用者の環境や属性

ントを有料で提供しているこ

また複数のアノニマスメー

などのプライベート情報の流

のサイト。このサービスを経

ラーを通して（だから配送ま

通。例えばどの地域からアク

由すればどこの誰だか分から

でにちょっと時間はかかる）

セスしているか、どんなコンピ

ない形でウェブを利用できる

トレースの難しい匿名のメー

ュータとブラウザーを使って

など、ネットの中だけで別の

ルを出すことができるサービ

いるかといった情報が、ユーザ

人格を持ちたい人には好都合

スも備わっている。こちらの

ーの知らない間に逐一ウェブサ

のサービス？

「なにもそこ

サービス、悪用は避けたいが

ーバー側に記録されている。

までやることはない」と思う

一度はシャレで試してみても

人には、いったんこのウェブ

よいだろう。

そこで登場したのが、「気

ますます競争が激化するウ

ムページに「previous（前）
」

そうした「WebRing」の総

ェブの世界。プロの作った企

「next（次）
」の2つのリンクボ

本山とも呼べるのがこのウェ

業のウェブでも至るところに

タンを置いて、順番にリンク

ブページ。カテゴリー別のイ

バナーを張ったり、メールを

を張り合う仕組み。偶然誰か

ンデックスやキーワード検索

出したり、より多くのユーザ

のホームページにたどり着いた

機能もあるので、これぞと思

ーを集めるのに躍起になって

ユーザーに、順番にウェブを回

えるウェブを作った人は、自分

いる昨今、素人が作ったウェ

っていけるようリンクを張って

の好みのウェブリングを見つけ

ブに来てもらうのは至難の技

おいて、
「よかったら仲間のウ

て登録してみると、いきなり外

……と思う人も多いはず。そ

ェブも見てください」という具

国からのアクセスが増えるか

んなときに頼ってみたいのが

合に呼びかけるかたちで利用

もしれない。また、ちょっと変

「WebRing」という仕組み。

されており、現在登録されて

わった素人のウェブをずらり

これは同じようなカテゴリー

いるリングの数は米国を中心

と並べて見てみたいという人

に2万以上にのぼるという。

にはうってつけの入り口。

のウェブ制作者たちが、ホー

掘り出し物あり リングで広がるウェブ友達の輪
Webring - The Shape of Things to Come

jhttp://www.webring.org/
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毎日毎日違ったネタを取

イデアなどをラインナップ

り上げて視聴者の関心を引

している。企画用のリサー

こうとするマスメディア。

チ素材としてはちょっとチ

しかしアイデアが煮詰まっ

ープ過ぎる気もするが、ア

た時は？

イディアと予算のないプロ

音楽番組なら

「困ったときのビートルズ」
、

デューサーには福音か？

バラエティーなら「ラーメ

このウェブが面白いの

ン紀 行 」、 ドラマ班 なら

は、利用する側のメディア

「温泉＆殺人事件」という

から料金を徴収するのでは

ふうに相場の決まっている

なく、タレントや作家、コ

日本とは事情の違うアメリ

メンテーターからの広告収

カ。とにかく人を呼んでし

入で運営している点。ネッ

ゃべらせてしまおうと考え

ト上のジョブマーケットが

るのか、そこに目を付けた

盛んな米国ならではのビジ

ウェブが登場。それがこの

ネスだが、いずれインター

「guestfinder.com」
。

ネット上で出演交渉が盛ん

トピック別に最適のゲス

になってくると、自薦のタ

トやその道のエキスパート

レントが続出して、こんな

への連絡先を調査できるキ

ウェブが日本に登場する日

ーワード検索機能、さらに

も近いかもしれない。

今月のタイムリーな番組ア

米国版マスコミ電話帳？ 番組制作者向けゲスト＆ネタDB
GuestFinder: The Media's Finest Resource for Guests, Experts, and Story Ideas

jhttp://www.guestfinder.com/

モーターショウのウェブにこそ欲しかった「How It Works」自動車版
Automotive Learning On-line - InnerAuto.com

jhttp://www.innerbody.com/innerauto/index.html

クルマと言えば、97年は東

が、これはそのウェブ版自動

たアニメーションで詳細を理

京モーターショウが開催され

車編。ボディーやシャーシー

解することができるといった

る年。実際のショウ開催に合

など自動車各部が表示され、

具合。

わせてウェブのほうにも各社

カーソルを移動すると名称と

華やかなスタディーモデル

各様に力が入っていたが、こ

ともにその仕組みが解説され

で夢を語ったり、きれいなコ

ういうパワーのかけ方があっ

る。またブレーキから冷却装

ンパニオンたちの写真で盛り

てもいいのでは、と思わされ

置、オイルまわり、V8 エンジ

上げるのもいいけれど、世界

たのがこのページ。

ンの仕組み、フロントサスペン

有数の自動車企業なら、こう

あちらには「How It Work-

ション、4速マニュアルトランス

いう地道だが面白いウェブを

s」というあらゆるメカニズム

ミッション、差動装置、前輪

作 って公 開 してもよいので

の仕組みを解説する本がある

駆動装置などはJava を使っ

は？
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