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序章

この書は、ブログ「風見鶏の目」に掲載された記

事と、読者から寄せられたコメントを一言一句漏

らさず掲載したものである

菊地　馨
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2003 ・05 ・01 （木）

あなたの知らない沖縄～牛乳パックの謎

今年5月15日、沖縄は本土復帰30周年を迎える。実は今年1

月から、私は生まれ育った神戸から生活の拠点を沖縄県那覇市

に移した。マリンスポーツ、独特の文化や自然、戦跡巡り…な

どなど、その地域性からありとあらゆる側面を見せてくれる沖

縄は、本土からの観光客を飽きさせることはない。

しかし実際に住み着いてみると観光では見つけることができな

い意外な沖縄に出会うことがある。もし沖縄へ訪れることがあ

れば牧志の公設市場だけではなく、町のどこにでもあるスー

パーやコンビニをのぞいてみよう。そして牛乳パックを手に

とって欲しい。1000ml と思って手に取ったパックは実は

946mlだったりする…というよりも、店頭に陳列されている

パックのほとんどが946mlなのである。そして、そのハーフ

サイズは500mlではなく473mlだ。

これは沖縄が米軍統治されていた時代の名残であり、946ml

はヤードポンド法の1クオートに相当する。沖縄が本土復帰し

たあと、通貨単位がドルから円に、車道がアメリカ式の右側通

行から日本式の左側通行に変わったことなどは教科書で習った

ことがあるが、牛乳パックだけは本土復帰30年経った今もア

メリカ式なのだ。

同じ売り場を眺めているとアルプスの山並みと牧場、グラスに

入った乳酸菌飲料のパッケージが印刷されたパック飲料を見つ
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けることができるだろう。これはそのパッケージから想像でき

ない沖縄限定の飲み物「森永ヨーゴ」である。味はヤクルトを

少し甘酸っぱくしたような感じである。

　あまりにも沖縄らしくないパッケージであることから本土で

もあるのではないか…と思うのだが、少なくとも神戸では見か

けたことはなかった。そこで、いろいろ調べてみると、森永乳

業が出しているピクニックシリーズで「ヨーゴ味」というもの

が一時期本土で売られていたことがわかった。しかし、今では

「ヨーゴ味」はなくなり、事実上、沖縄限定の飲み物となって

しまったようだ。沖縄独特の飲み物といえばシークヮーサー

ジュース、さんぴん茶（ジャスミンティ）などがあるが、この

「ヨーゴ」もチェックしておきたい。

(左)　沖縄では少数派の1000mlパックの牛乳。

(中央)　沖縄では一般的な946mlパック。パックの大きさは

1000mlパックと同じである。
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( 右 ) 　意外に知られていない沖縄限定飲料「森永ヨーゴ」

（沖縄森永乳業）

コメント

kazagasira

はじめまして、kazagasira と申します。沖縄森永乳業「森永

ヨーゴ」については、本土でも大阪・大正区の泉尾アーケード

を突き当たった少し右手にある沖縄物産店で９４６ml パック

が出ていました。沖縄出身の方が多く住まわれ、かつ沖縄との

交流の多いことから例外的に空輸されてきているようです。

私は瓶牛乳の紙キャップのコレクターですが、瓶では「ドリン

クヨーゴ」という名称で、愛知（江南市）・岡山（津山市）・

福岡（久留米市）・熊本（球磨郡相良村）・宮崎（宮崎市）の

工場・系列会社で製造されていたことが判明しており、現在で

は宮崎のみ製造が継続されている模様です。なお沖縄森永も以

前は瓶の「森永ヨーゴ」を製造しておりました。

2003 ・05 ・04 （日）

米軍の非常食を食う

イラク戦争の影響が妙な形で我が家にやってきた。先日、とあ

る人から「イラクに出兵している米軍が携行している非常食」

というものをいただいた。いくら米軍基地が集中している沖縄

に住んでいるからといって、これらは民間人の私が簡単に入手
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できるような代物ではない。もちろん、金を出して買えるよう

なものでもない。

なぜ、このような物が私の手元にあるのかというと、あくまで

も噂話ではあるが、イラク戦争が予想よりも早く終結したの

で、米軍のイラク向け物資の余剰在庫が沖縄の在日米軍基地に

移され、それが米軍関係者の通じて沖縄の一般の人たちの間に

「お裾分け」として流れているのだという。

とはいえ、アメリカ兵が戦地でどのようなものを食べているの

か興味があったので、さっそく“調理”してみることにした。

ちなみに、この非常食は10数種類あり、それぞれステーキや

らテリヤキ（袋にはしっかりと「TERIYAKI」と書かれてい

る）など肉系統のメニューが多い。「非常食」にしては贅沢な

感があるが、今回、私が調理したのは「 MENU  NO.2

BONELESS PORK CHOP」である。非常食は、銃を構えた

兵隊のマークが印刷されたプラスティック製の袋にびっしりと

詰められいる。中をあけてみると表題のポークチョップのレト

ルトパックだけではなく、ネスレのインスタントコーヒー、砂
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糖、粉末グレープジュース、塩、タバスコ。真空パックにされ

たクラッカーやケーキ、ペースト状のチーズ、リンゴの煮物の

レトルトパックなどが入っていた。また非常食だけあって、水

だけで発熱する簡易ヒーターやスプーン、お手ふき、なぜか

マッチまで完備していた。

気になる調理法であるが、すべて英語で書かれていて、さっぱ

りわからない…といっても、実際は「水だけで発熱するヒー

ターで温めて食う」だけなのだ。まずヒーターの使い方である

が、緑の袋を破り袋の下線まで水を入れ、そこに発熱材を投入

するだけでよい。イメージとしては「燻煙式殺虫剤」を焚く準

備のような感じである。すると約30秒ぐらいで熱くなるの

で、これを「ポークチョップ」レトルトパックに巻き付けるの

である。だいたい2～3分ぐらい巻き付けておけば、十分にレ

トルトパックは温まる。しかし、これを自宅の台所ですると、

ヒーターの袋から漏れてくる煙がガス警報器に反応するので要

注意である（突然、警報機が鳴り出したのでびっくりした）。

当たり前のことではあるが、この手の食糧は屋外で食べるのが

よいだろう。そして温めている間にクラッカーやらケーキやら

を準備し、完成したのが下の写真である。

いよいよ試食である。

メインディッシュのポークチョップ。見た目はうまそうなのだ

が、一口かじってみると……肉がパサパサ、しかも堅い。肉自

体に味がない。ただし肉の引き立て役であるパスタは、ソース

とマッチしていて味は悪くなかった。またゆで具合も最適で

あった。次にリンゴの煮物（らしきもの）。ポークチョップと
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同じようなレトルトパックに入っていたので思わず温めてし

まったが、これは冷やしたて食べた方が美味しいかも知れない

（戦場では無理だと思うが…）。あまり甘くはない。またク

ラッカーやケーキやチーズペーストは、市販されているものと

大して変わらない味だった。

ところで新聞報道によるとイラクは着実に戦後復興に進みつつ

あるようだが、その一方で、経済制裁が長かったこともあり食

糧事情はあまり改善されていないとも言われている。もし冒頭

で出ている「噂話」が本当であるならば、食料のように民間に

転用できる余剰物資は在日米軍ではなく、このままイラクの一

般市民に回すことはできないものだろうか…。試食をしなが

ら、ふと考えてしまった。

'※2003年6月22日追記

イラクのようにイスラム教徒が大勢を占める国であり、肉やア

ルコールの食用については厳しい戒律があるため、他国の食料



風見鶏の目

9

援助でも簡単には食せない事情があるとのご指摘をいただきま

した。

イスラム教徒は肉やアルコールなどを飲食する場合「ハラー

ル」と呼ばれる、イスラム教の教義に基づいて処理されたもの

以外は食することができず、米軍の善意であっても「ハラー

ル」に従って処理されていなければ食べることができません。

コメント

面妖帝

私も、かつて MRE を食べてみた経験があります。もっとも

1992 年のことですが。

当時のものは、ヒーターなど付いていませんでした。

味のほうは、思わず、「うーん？　これ何やねん？」です。

やはり同じアメリカ製でも個人的には、宇宙食のほうがうまい

と思いました。

2003 ・09 ・01 （月）

モノレールがやってきた

2003年8月10日、日本で唯一“鉄道”がなかった沖縄県に

モノレールが開通した。愛称は沖縄方言の「ゆいまーる（助け

合い）」にちなみ「ゆいレール」と名付けられた。車両は2両

編成で那覇空港から首里までの約13kmを27分で結ぶ。
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ところで、開業初日にも関わらず、いきなり車両事故が発生

し、一部が運休するというハプニングがあった。駆け込み乗車

してきた子供の指が扉に挟まれ、これを見た乗客が子供を助け

出そうと力任せにドアをこじ開け、部品が変形したことが事故

の原因と言われている。子供が扉に挟まれ、それを乗客が助け

ようとする姿は、まさに沖縄に根付いた「ゆいまーる精神」そ

のものであり「ゆいレール」の面目躍如といったところだが、

子供の頃から電車が生活の一部になっていた私にしてみれば、

駆け込み乗車は危険であることは自然と体に染みついている

し、また車掌(モノレールの場合は運転士)は扉を閉めるとき、

乗客の出入りを確認して閉めるのが当然だという感覚がある。

見方を変えれば、この事故は電車に不慣れな県民性(?)を浮き
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彫りにした事故であったともいえる。

　モノレール会社側も、多くの利用客が電車に不慣れというこ

とを見越して、7月下旬に「モノレールの乗り方」と題した県

の広報番組を民放各局で放送した。これには切符の買い方、自

動改札機の通り方などが事細かに“実演”され、なかには「自

動改札機の切符投入口に小銭をいれないように」という注意ま

で盛り込まれていた。実際、このようなトラブルはなかったも

のの、駅に行くと券売機では駅員の説明を受けながら切符を買

う人がいたり、自動改札の前で立ち往生する人びとを見かけ

た。

その一方で、駅や車両には沖縄ならではの心憎い演出が所々に

施されている。まず切符の券売機。本土の券売機では、ほとん

ど使えない2,000円札で切符を買うことができるのだ。ただ

残念なのは、沖縄観光のシンボル守礼門が描かれている2,000

円札であるが、やはり沖縄でもあまり流通していない。

ちなみに私は沖縄に1年半以上住み着いているが1回しか手に

したことがない。モノレールの車内では各駅のアナウンスとと

もに、沖縄民謡をあしらったメロディが流れる。しかも各駅ご
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とに違う曲であり、空港から乗る観光客は、これまで以上に旅

情をかき立てられるのではないだろうか。また車内には窓際に

一輪挿しが備え付けてあって、花が飾られていた。通勤や通学

で利用する人にとってはひとときの癒しになるだろう。また最

新式のモノレールだけあって、走行は静かであり、車内の揺れ

もほとんど感じることはなかった。

今のところ、物珍しさもあってモノレールは連日満員の大盛況

であるが、果たして、このモノレールが、究極の車社会で、渋

滞が当たり前の沖縄に新風を吹き込むことができるのだろう

か。

「沖縄都市モノレール」とはいうものの、天下のNHKニュー

スですら「那覇都市モノレール」と報道するとおり、那覇市内

しか走っておらず、しかも那覇市内であるにもかかわらず、我

が家のように最寄り駅から30分も離れているような地域がか

なり存在していることを単純に考えても、全県的（本島的）な

利便性が感じられないのである。将来的にはモノレールの延伸

計画もあるようだが、モノレールそのものが近距離移動を目的

とした乗り物だけに、その延伸距離も限界があるだろう。

個人的には那覇から名護までの鉄道を引けば、それなりに沿線

を中心に発展し、なおかつ慢性的な渋滞も解消できるのではな

いか…と思ってみたりするのだが、これはこれで問題があっ

て、鉄道建設の工事中に今まで以上の大渋滞が発生し、物流が

滞り、鉄道が完成するまでに、ただでさえ全国最悪の経済状況

をさらに悪化させる可能性が考えられる。
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　それなら地下鉄はどうかというと、沖縄本島の地下には沖縄

戦の不発弾が多く眠っていて、工事に危険を伴うという説と、

地下は珊瑚礁から変化した堅い石灰質になっていて、容易に地

下が掘れないという説があり、いずれにせよ非現実的だとい

う。

　となると、残された道は現在のモノレールを有効活用する方

法である。たとえば、車社会の沖縄とモノレールのコラボレー

ションともいうべき「パーク&ライド」方式は、都心部の渋

滞解消に少しは役立つかもしれない。これは自家用車で駅近く

の駐車場に乗り付け、都心部の移動はモノレールを利用すると

いう方法であり、実際、本土でも試みられている。もちろん、

これはバスにも当てはまり、駅前に停留所を設けて、本島各地

をバスで結ぶ方法である。これが実現すればモノレールもバス

も、そして県民にとっても利益になると思うのだが、現実はそ

ううまくはいかないようである。バス会社側がモノレール開業

に異常なまでの危機感を持ち、モノレールとの乗り継ぎ割引運

賃の割引率を巡って、いがみあいが続いている。また駅を拠点

としたバス路線の改変も一部の路線をのぞいては実現には至っ

ていない。ある路線に至ってはモノレールと併走するものもあ

り、現時点では実に無駄な交通体系となっている。

　とにかく走っている区間が短いなりにもモノレールの開通に

よって、沖縄全体が大きく変わる可能性を秘めていると思うの

だが、それは県民がモノレールを単なる「観光地の乗り物」で

はなく「生活道具」として使いこなせるかにかかっていると思

う。
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2003 ・10 ・01 （水）

南の島に吹き荒れる六甲颪

1985年10月16日、私は神戸で高校2年生をしていた。テレ

ビでタイガース×スワローズ戦を見ながら、耳ではABCラジ

オで植草アナウンサーの名実況を聞いていた。そう、21年ぶ

りのタイガースのリーグ優勝の瞬間である。その後、翌日が中

間試験であるにも関わらず、深夜までタイガース優勝特番に歓

喜し、翌日は学校が終わると友人とともに下校途中の駅で阪神

優勝のスポーツ紙を買いあさったものである。

それから18年後、何の因果か、甲子園へ野球を見に行くにも

飛行機を乗らなければならないようなところに住み着いてし

まった。2003年9月15日…この日ほど、関西を恋しく思っ

たことはない。当然のことながら、沖縄にはサンテレビがな

い。敬老の日の昼下がり、私はNHKラジオの甲子園からのタ

イガース戦の中継に耳を傾けていた。結果はご存じの通り劇的

なサヨナラ勝ちで、優勝へのマジックナンバーを1とした。後

はマジック対象チームのスワローズが負けるのを待つばかりで

ある。しかし戦況はラジオでも知ることはできずインターネッ

トだけが頼りとなった。あまりにも間が抜けて味気ない優勝の

瞬間をこのようにして迎えなければならないのか…そこで、妻

に沖縄の阪神ファンが集まりそうなところへ連れて行っても

らった。

　国際通りの一角。屋台村のような雰囲気のある広場に、大き

なテレビが設置され、画面には昼間の甲子園の試合が映し出さ

れていた。



風見鶏の目

15

ここに集まっていた人の中には、どこで手に入れたのか、タイ

ガース応援グッズを持った人もいれば、はっぴを着込んだ人も

いる。国際通りは普段は観光客でにぎわう場所であるが、ここ

だけは周辺から孤立した独特の雰囲気に包まれていたが、その

場にいる人たちは食事をしたりビールを飲んだりと、阪神優勝

のビッグイベントを目前に、どことなく盛り上がりに欠けてい

た。私たち夫婦も、その中に混ざり、i-modeでスワローズの

試合の経過をチェックしながら食事をとることにした。会場の

設置された大画面テレビはいつの間にか、NHK-BSのニュー

スに切り替わった。その中でスワローズ戦の結果が速報される

と、いままで歓談していた人たちはざわめきたった。この雰囲

気の中、詰めかけた人たちに泡盛や風船が配られる。風船は

ジェット風船が足りなくなったのか、私たちのところには普通

の風船が配られた。ここでのんきに食事をする人はいない。み

んな総立ちである。私も椅子の上に立ち上がって、テレビを見

つめた。
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テレビではスワローズの敗戦の瞬間と、甲子園で待機していた

タイガースの選手がグラウンドに出てくる場面が映し出され

た。その瞬間がきたのだ。詰めかけた人たちは手にしていた風

船を飛ばし万歳三唱、我らが国歌“六甲颪”(?道上洋三)の斉

唱が始まった。見ず知らずのタイガースファンと握手を交わ

し、抱き合ったり…会場は興奮のるつぼと化した。甲子園球場

で選手たちの場内パレードが映し出されていた大画面テレビの

後ろにはダイエー那覇店の建物が見えていた。

「日本シリーズの相手はダイエーに決まりそうなので、あの看

板に向かって『ダイエーなんか屁のカッパ』コールを!!」

もう、何でもありである。

時間はどれぐらい経っただろうか。興奮も少し冷め、この場を
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離れようとしたところ、国際通りを六甲颪を歌いながら行進し

てくる一団に出くわしてしまった。「帰るに帰られんなぁ…」

と思いつつも、いつの間にか、六甲颪や各選手の応援歌を合唱

するこの“パレード”に混ざっている自分がいた。後で、この

“パレード”を先導していた男性に話を伺ったところ「みんな

知らない人ばかり。いつの間にか、みんなで国際通りを行進し

ていた」とのこと。沖縄三越前にさしかかったところで“パ

レード”は立ち止まった。すでに時間は21時を過ぎている。

当然、三越はシャッターを下ろしていた。「三越は去年、巨人

の優勝セールをしていました。宿敵巨人を応援していた三越に

向かって、六甲颪を!!」

六甲颪斉唱の傍らで「阪神は優勝したんですか?」「試合結果

は?」と訪ねてくる観光客が後を絶たなかった。中には「18

年前、西武球場で日本シリーズを見ましたよ」という人も。そ

んな中で18年前の優勝に大きく貢献した真弓、掛布、岡田、

バースコールまで巻き起こる始末である（実はこれは私の提案

だったりする）。日本一南の優勝祝賀会は関西にも負けないぐ

らい盛り上がったのである。

2004 ・02 ・20 （金）

沖縄だって冬は寒かった

最近、直接HTMLファイルをいじくってホームページの更新

をするのがめんどくさくなってきた。でも、何か書いてみたい

……そこで何かいい方法はないかと思っていたところ、今、
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ネット上で流行の「ウェブログ」で使われている「Movable

Type」を導入してみた。

「ウェブログって何？」

厳密にはいろいろな定義があるものの、現在、日本における

「ウェブログ」といえば個人サイトの日記サイトにいろいろな

機能を付けたようなもの…とお考えいただくとわかりやすいだ

ろうか。とはいえ毎日更新はとても無理なので、今まで通り

「気まぐれ」で更新していこうと思っている。

さて、以前から当サイトをチェックされている方はご存じとは

思うが、私は2年前、生まれ育った神戸から沖縄は那覇へ移住

した。冬になると神戸方面からいつも聞こえてくるのは「沖縄

は温かくてええなぁ」という声。確かに最初の冬は「沖縄の冬

は、やっぱり暖房、いらんやん」と、正直、全く部屋の暖房を

つけなかった。ところが今年の冬、那覇市の気温は10℃を下

回ることはなかったものの、体感的には神戸にいたころの冬を

彷彿させるような寒さを感じてしまった。特に1月はエアコン

の暖房を毎日のようにつけていた時期があった。周囲のウチ

ナーンチュに聞いてみても今年の冬は例年になく寒かったと語

る。那覇の気温は、同じ時期の神戸の最高気温よりも下回るこ

とはほとんど…いや全くないかもしれない。沖縄の寒さの秘密

は気温よりも「風」にあると思う。大阪湾周辺の場合、海面と

山地の温度差により、時間帯によって風の強さや向きが時間に

よって変わるため、特に冬型の気圧配置にならない限りは、恒

常的に風が吹くことはあまりない。ところがここでは1日中、

風が吹いているのである。ただ沖縄の場合、冬でも日向に出る
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と温かくなる。しかし今年の1月は太陽が顔を出す日も少な

かったこともあり、とにかく寒かったのである。

年末年始、私は神戸へ帰郷した。“内地”の寒さをしばらく経

験していないこともあり、那覇の自宅を出る段階からコートを

羽織って出かけた。手荷物にするのがめんどくさいためである

が、はっきりと言って汗ばんだ。ところがこの状態で関空に着

くと、予想に反して、そんなに寒く感じなかった。実家に帰っ

て親に聞くとここ数日は温かかったという。

ところが水道の蛇口をひねって、沖縄との差を痛感させられ

た。水が身を切るように冷たいのである。沖縄ではまず体感す

ることはないだろう。今まで、冬の水の冷たさはこんなものだ

とは思っていたのだが、わずか2年で沖縄の気候になじんでし

まうとは…ところで2月も下旬に差し掛かろうとしている。太

陽はカンカンと照り、日中は20℃を超える。もう沖縄の冬は

終わったのかもしれない。今日、バスに乗ったら冷房がかかっ

ていた。

※写真は2003年12月30日、ぶらっと東遊園地に立ち寄った

ら、まだ神戸ルミナリエのガレリアが残っていたので、携帯電

話のカメラで撮影
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2004 ・02 ・22 （日）

聖地へ!!

2月21日、2月なのに20℃を超えるポカポカ陽気。半袖シャ

ツ一枚で遠出してみた。今日は、道中に見つけたものをご紹介

したい。那覇の自宅を出て国道58号線を北上する。宜野湾市

に入るとどうしても取り上げたいスポットがある。左側に沖縄

アクターズスクールの白い建物が見えてくる。知る人ぞ知る

JPOPに一時代を築いた安室奈美恵やSPEED、MAXらを世

に送り出したあの沖縄アクターズスクールである。しかし、私

が注目したいのはその隣にあるこぢんまりとした琉球家屋であ

る。そう、この建物こそ一部で神…いやネ申と崇められている

“又吉イエス”氏の、かつての自宅兼選挙事務所なのである。

いわば「聖地」と言ってもいいだろう。

沖縄に移住して初めての選挙が2002年11月の沖縄県知事選

挙であった。候補者については全くの情報がなかったので、私

は選挙公報をじっくりと見て候補者を決めようと思っていたら

…「マタヨシ光雄」候補のやたら小さな字で書かれた公報に目

がいった。何しろ対立候補に対して「腹を切って死ぬべき」と

言い放ち、しかも「地獄の火の中に投げ込む」と追い打ちをか

ける…こんな候補者が今までにいただろうか。結局、このネ申

は、知事選に落選したことをきっかけに選挙事務所を東京へ移

したのだが、今も自宅建物が残っている。主…いやネ申が移住

して1年以上経つが、未だに、敷地には自由に入れる状態に

なっている。しかし、外から見る限り家が荒らされている様子

はない。やはりネ申のオーラが一般人を入れさせないのだろう
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か。とりあえず、詳しくは又吉イエス非公式サイトで熟知すべ

し。

さらに北上すると、観覧車が見えてくる。北谷町の「アメリカ

ンビレッジ」である。観覧車のほか飲食店やファッション関係

のショップ、映画館などが集まる。羽賀研二がオーナーを務め

る「南国食堂」もここにある。帰路にここで食事を取ったのだ

が、1000円のランチバイキングは、値段の割には美味かっ

た。ただ個人的には、このすぐ近くにある韓国風焼肉屋がお薦

めであるが、ここについてはまたの機会にご紹介したい。

そしてリゾート地恩納村を通過。万座毛や珊瑚礁のビーチが続

くのだが、この辺りはガイドブックにも載っているので、ここ

ではあえて通過。恩納村といえばやはり「おんな村いんぶビー

チ」でしょ…（略）。縦長の恩納村を突っ切ると、まもなくし

て万国津梁館という看板が見えてくる。ここは沖縄サミットの

会場である。そして間もなくすると「道の駅許田」が見えてく

る。「道の駅許田」といえば日本最南端の道の駅であるが、私

は「おっぱ牛乳の聖地」と崇めているポイントである。「おっ

ぱ牛乳」とは何なのか…これを説明すると長くなるので、私が

立ち上げたファンサイトを参考にしていただきたい。
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ここで食べる「おっぱ牛乳」のジェラートは絶品である。いろ

んな味があるがお薦めは「ミルク味」or「ソフトクリーム」

である。実はこの道の駅にはもう一件ジェラートの店があるの

で、巨乳をさらけ出している牛のマークが目印の店で食べてい

ただきたい。

ちなみに今、沖縄で一番ホットな観光スポット「美ら海水族

館」の入場券が現地で買うよりも2割引きで買えるので、絶対

に立ち寄るべきである。

2004 ・03 ・06 （土）

森永ヨーゴに新製品

去年、このサイトでとりあげた沖縄限定乳飲料「森永ヨーゴ」

に新製品がでた。
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その名も「森永フルーツヨーゴ・青リンゴ味」。飲んだ感想は

…森永ヨーゴの青リンゴ味（そのまんまやんか～）。ちなみに

果汁1.5％未満。色は、あえてたとえると、神戸の個人タク

シーの車体色。「森永ヨーゴ」ではなく「森永フルーツヨー

ゴ」という商品名だが、今のところ、青リンゴ味しかないもよ

う。

2004 ・03 ・16 （火）

危機感がない？沖縄県民　沖縄本島、夜間断水へ

…

昨日、開かれた沖縄渇水対策連絡協議会の協議で、29日にも

沖縄本島の一部を除く29市町村と離島の伊江島で、給水制限

が実施される見通しとなった。具体的には夜間22時から翌朝

6時までの夜間断水が実施される。沖縄本島での給水制限は

1994年以来、10年ぶりになるが、今回の給水制限では3～

10％程度の節約にしかならないと言う。

沖縄では前回の渇水の教訓として、独自に水タンクを備えてい

る家が多いせいか、特に断水だからといって慌てる人はいない

ようだ。だが、水不足については昨年末ぐらいから懸念され、

特に今月に入ってからは県がマスコミなどを通じて県民に節水

を呼びかけてきた。しかし、水の消費量は今も依然と変わらな

いという。のど元過ぎれば…というわけではないのだろうが、

危機感が感じられない。
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ふと、阪神・淡路大震災の時のことを思い出した。神戸市中央

区、震度7エリアのど真ん中で生まれ育った私にとって、水道

工事以外での断水というものを生まれて初めて経験した。幸

い、我が家は震災前から近所でわき出ていた地下水をペットボ

トルに汲み、飲食用として備蓄していたので、地震直後、飲み

水には困らなかったのだが、入浴、洗髪、排泄、洗濯など、生

活していくためには何かと水は必要であった。

もちろん渇水による給水制限と災害による断水は事情が違うの

で、一概に比較できないが、沖縄はこれから夏へと向かい、何

かと「水」がこれまで以上に必要になる季節。いくらタンクが

普及しているからといっても節水をおろそかにするのはいかが

なものだろうか。

とりあえず、次回は自分が震災から学んだ「水の使い方」につ

いて記してみたいと思う。

2004 ・03 ・20 （土）

断水生活シミュレーション

あなたはバリバリ働くサラリーマン。給料日前のある日、残業

を終えてアパートの自宅へ帰宅したのは22時。家に入るなり

あなたは、いつものようにトイレへ駆け込んだ。すでに22時

を過ぎているが、トイレからの水は流れてくる。そう、タンク

に貯まっていた水があったからだ。

さて、食事の用意であるが、自炊する気力もない。買い置きの
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カップ麺を作り、ふたを開ける。そしてお湯を沸かそうと蛇口

をひねるが…水は出ない。

「明日、出勤前に鍋や薬缶に飲食用の水を確保しておくか」

仕方なく、冷蔵庫にある残り物で焼き飯を作る。食事が終わ

り、いつものように食器を片づけようとしたときに、あなたは

ふと気が付くのである。食器が洗えない。これも出勤前に片づ

ければいいか。しかし出勤前はゆっくりと寝ていたいし、朝の

支度もやっかいである。このような事態に備えて、ラップと紙

コップを準備しておきたい。食器にラップで包み、その上に食

べ物を盛る。食後はラップをはがすだけで後かたづけが完了。

食器洗いに水を使わなくても済む。紙コップは飲料用のコップ

として使う。

そして睡眠。寝る前にもう一度、トイレへ。後は書くまでもな

いだろう。震災時は近所の小学校のプールの水を大きなバケツ

に汲み、家まで運んで排泄物を流したものだが、今回のような

断水では、この技を使うことはできないだろう。水が出ている

ときに湯船にある程度、水を張り、バケツで流すことをお薦め

する

本稿では最悪の事態をシミュレートしているが、もし断水期間

が終わると、私たちは無反省に湯水のごとく水を使ってしまう

だろう。しかし、これでは慢性的な沖縄の水不足の根本的な解

決にはならない。日頃からの節水を心がけ、限りある水資源を

有効に使いたいものである。
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たとえば洗顔中は水を出しっぱなしにせず、洗面器に水をく

み、洗顔する。食器などを洗う際、食器やフライパン等のしつ

こい汚れは、あらかじめ新聞紙などでふき取っておく洗濯は風

呂の残り湯を使う

…などなど。

ところが沖縄では風呂にはいる際、湯船につかるという習慣が

なく、シャワーで済ます人が多いという。確かに沖縄の気候を

考えると湯船につかるよりもさっぱりするのも事実である。1

人暮らしの場合は、湯船につかる場合とシャワーにつかる場

合、水の使用量はどちらにほぼ変わらないらしいが、家族が増

えるにつれ、水の使用量は湯船につかる場合のほうが節水でき

る。また残り湯を洗濯用に使うことによって節水効果はさらに

高まる。

もし今回の断水が長引く場合、もしかすると沖縄の人の生活ス

タイルが変わってくるかもしれない。夜間断水は3月29日か

ら、毎日22時から翌朝6時に実施される予定。

2004 ・03 ・25 （木）

イシガケチョウ乱入

昨夜、我が家に変わったお客様がやってきた。
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携帯電話のカメラで撮影したのでわかりにくいかも知れない

が、今まで見たことがない蝶である。沖縄では珍しくないそう

だが、私にとっては初めて見る蝶である。これは「イシガケ

チョウ」または「イシガキチョウ」と呼ばれる蝶なのだそう

だ。羽に石崖・石垣に似た模様があることから、このような名

前がついたらしく、日本では九州南部から南西諸島に生息する

とのこと。

神戸で過ごした少年時代、私は昆虫好きで、春から夏にかけ、

毎週日曜日になると虫取り網と虫かごを持って布引の山へ行っ

ていた。こう書くとワイルドな少年時代を過ごしていたかのよ

うに思うかもしれないが、当時、住んでいた家は神戸最大の繁

華街・三宮から徒歩15分ぐらいのところ、市街地のど真ん中

にあった。山へ虫取りに行くと言っても、そんな家から徒歩

20分程度いけば布引の滝にだって行けたし、1時間もあるけ

ば“市が原”という山奥の河原まで行くことができた。カブト

ムシやクワガタムシは捕れなかったが、カナブンやテントウム

シ、蝶や蛾、バッタなど、いろんな虫を捕っていた。そういえ
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ば、新幹線新神戸駅真下の河原でもアメンボや小さなカエルな

ども捕まえに行ってたなぁ…。そんな布引の山も今ではロープ

ウエーが通り、ハーブ園が出来て、観光地と化してしまった。

夜になるとハーブ園の建物がライトアップされ、華々しくなっ

たが、そんな光景を見ると、どことなく寂しく思うのである。

家に迷い込んだイシガケチョウを見て、ふと、こんなことを思

い出してしまった。インターネットで調べてみると、このイシ

ガケチョウ、最近では京阪神でも見かけることがあるらしい。

もともと熱帯に生息する蝶らしいが、生息域が北上していると

すれば、やはり地球温暖化の兆候なのだろうか。

2004 ・03 ・29 （月）

沖縄本島の夜間断水、延期へ

本日22時から実施される沖縄本島の夜間断水は、先週末の雨

により延期されることになった。とはいえダムの貯水率は50.

7％。これは例年の6割程度の貯水率であるため、引き続き、

日ごろの節水には心がけたい。

2004 ・04 ・04 （日）

そんなこと断言されてもなぁ…

今朝の『沖縄タイムス』に面白い記事を発見した。
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もし『沖縄タイムス』を取っている人がいたら、ぜひ見てもら

いたいが、9面（経済面）にその記事が出ている。そこには沖

縄県内の食肉業者の社長のエッセイらしきものが載っているの

だが、その中にこんな一文が出ていた。

来県する観光客の中で、『神戸牛を食べたい!』とおっしゃる

方はお一人もいません。断言します

……断言されてもなぁ。沖縄に来て神戸牛を食べたい観光客

は、普通に考えてもおらんやろ（あえて関西弁）。だいたい、

神戸生まれ神戸育ちの私でさえ、神戸牛なんて（以下略）

とりあえず、この社長は1年ぐらい県外へ旅行することをお薦

めしたい。

ところで、ここのところ毎日、「菊池馨」という検索キーワー

ドで、このページへアクセスしてくれる方がおられるんです

が、私の名前は「池」ではなくて「地」ですので、そこのとこ

ろ、よろしくお願いします。ひょっとして私のお知り合いなの

でしょうか……

コメント

面妖帝

う～ん、やはり３年前に大問題になったＢＳＥのせいでしょう

か？

私個人、怖くて牛肉、一切口にしておまへん。
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あ～、いつになれば問題解決するのでしょう？早ようステーキ

食いたいでんなぁ。

かおる

面妖帝さん。いらっしゃいませ。

一昨日、三宮の焼肉屋「六甲」で焼肉を食べてきました。

和牛盛り合わせを頼んだのですが、サービスでタン塩がついて

きたこともあって、全部を食べることができず、すこし残して

しまいました。

みるからにいい肉だっただけに、勿体ないことをしました。

あまりにも量が凄く、食べることに必至になっていたため味が

わからなかったのも事実。

2004 ・04 ・17 （土）

うまいラーメンは焼肉屋にあり!!

ウチナーンチュは「沖縄にうまいラーメンはない」という。と

はいえ沖縄では内地のラーメンチェーン店が多く進出している

こともあって、レベルとしては極端にまずいラーメン屋もない

といってよい。最近は横浜のラーメン博物館にも進出している

那覇市の「通堂（とんどう）」が沖縄ラーメンの代表と言われ

ているが、個人的には世間がチヤホヤするほど美味いとは思わ

なかった。県産の豚や鶏をベースにしたスープに冬瓜（シブ

イ）などの具を用いるなど沖縄の食材にこだわっているが、全
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体として上品すぎる味になっていると思う。ただしラーメンに

付いてくる煮卵は絶品。黄身がゼリー状でプルンプルンとして

いた。ちなみに、近日、この「通堂」の「おとこラーメン」が

生麺タイプのカップ麺として沖縄県内のファミリーマートで発

売される予定である。こちらには煮卵は付かないようである。

ところで私が沖縄で「これは美味い」と思ったラーメンがあ

る。それはラーメン店ではなく北谷町にある韓国風焼肉屋「た

かちゃん」で食べた「ネギみそラーメン」である。

沖縄に来て間もなく、たまたま小腹が空いたので立ち寄った焼

肉屋で食べたのが初めての出会いであるが、特に凝った味付け

をしているわけではないのだが、とにかく美味いのである。そ

れ以来、北谷方面へ行ったときは、この焼肉屋でラーメンを食

べている。もちろん焼き肉もうまいのは書くまでもないが、こ

このラーメンはコストパフォーマンスにも優れていて、焼肉、

キムチ、ご飯、生野菜サラダ、そしてラーメンがついた「ラー

メン定食」が、なんと850円で食べられるのである。この定

食のラーメンも場末のラーメン屋にある定食につく小さなラー

メンではなく、普通サイズのラーメンである。ラーメンは

「しょうゆ」「しお」「みそ」等があるが、特にお薦めは「ネ

ギみそラーメン」である。ちなみに焼肉のお薦めは「上タン
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塩」。いろんな焼肉屋でタン塩を食べたが、今のところ、ここ

よりも美味いタン塩はないと断言してもよい。あとサイドメ

ニューとしてキムチ風味付けの「焼き豆腐」もお薦めである。

(写真)「たかちゃん」のラーメン定食。これで850円。奥右

側にあるのは「上タン塩」

焼肉屋「たかちゃん」那覇からだと国道58号を北上、北谷の

桑江交差点を左折後、一つ目の角を右折し、50mぐらいのと

ころにある。ハングルの横断幕が目印。

2004 ・05 ・03 （月）

わしたショップ三宮店オープン

実は突発的な思いつきで、1日から神戸に帰省している。

突然の思いつきとはいえ実家には沖縄土産を持参しなければな

らないのは当然であり、沖縄で買い込み、神戸に帰ってきたわ

けだが、2日付けの『神戸新聞』朝刊を見て、びっくりしてし

まった。なんとテレビ欄下の目立つところに「わしたショップ

三宮店オープン」の広告がデカデカと出ているではないか。

「何のために、重い思いをして土産を買ってきたのか…」

早速、オープン初日に、その「わしたショップ三宮店」を偵察

してきた。三宮店はセンター街とセンタープラザの地下1階の

2か所にある。最初に覗いたのはセンター街の「わしたショッ
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プ」。実母とわれわれ夫婦で言ったのだが、あまりにも小さい

ではないか。だが店員さんから1枚の地図と粗品引換券をも

らった。それにはセンタープラザ地下にもあるというではない

か。とりあえず、その地下へ行ってみた。

センタープラザのエスカレーターで那覇市観光キャンペーンの

女性がにこやかに「わしたショップはこの下です」とほほえみ

かける。神戸で生まれ育ち30年以上も神戸に住んでいたとは

いえ、今は本籍も住民票も那覇市にある私にとって妙であっ

た。そのエスカレーターを降りて左側に、比較的大きな「わし

たショップ」があった。新垣のちんすこうも、海ぶどうも沖縄

そばも…今回、沖縄で買ったものがすべてここにあるではない

ですか（笑）。しかも先週、那覇で妻にプレゼントした「ちゅ

ら玉」も…（笑）。

とりあえず粗品引換券をもらったので粗品の「もろみ酢」をも

らう。粗品を渡していた女性に一言…

「実は私たち沖縄から来たんですよ」

女性は苦笑していた。

「わしたショップ三宮店」携帯のカメラで撮影。

参考：沖縄県物産公社・わしたショップ
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2004 ・05 ・04 （火）

神戸空港の「空弁」？

今日、那覇に帰ってきた。

　帰りの飛行機がちょうどお昼時ということもあり、伊丹空港

で噂の「空弁」（空港弁当）を買ってみた。ん！なぜ、こんな

所に風見鶏の絵が入った弁当が…。

よくみると新神戸駅の駅弁でおなじみ「淡路屋」謹製の「空

弁」ではないか。しかし、ここは伊丹空港。ひょっとして、い

ずれは神戸空港の空弁になるのではないのか？

中身の写真も撮りたかったのだが、写真撮影とはいえ機内で携

帯電話の電源をいれるのはよくないので、撮ることはできな

かったが、弁当の中身は次のようなモノが入っていた。

竹の子ご飯卵焼き昆布巻き焼き魚牛肉の煮物イカナゴの釘煮三

色団子桜餅…など

牛肉の煮物、イカナゴはいかにも「神戸」をイメージしたもの

であるが、これは伊丹空港の空弁である。

参考：お弁当の淡路屋
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（サイト上には空弁の情報はなかった）

トラックバック

『空弁人気ランキング』

http://plaza.rakuten.co.jp/zashituredure/diary/

200502240000/

こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。暖かい

一日でしたが、花粉で目はかゆいばかりで困りま

した。使い捨てコンタクト捨ててすっきりしたと

ころです。さて今日徒然する雑...

ＧＷの最後は美味しい晩酌で締めくくります⊂

（¬^* ）

http://plaza.rakuten.co.jp/hibikore2/diary/

200505050001/

今日は娘と映画『名探偵コナン　水平線上の陰

謀』を鑑賞。子供の日だけあり、親子ずれで混雑

していましたが、映画自体は軽快なテンポで進

み、大人も十分楽しめる(" ▽"*...

思わずオーバーラン

午後2時前に那覇空港に到着。「ゆいれーる」で帰ってきた。

おもろまち駅まで乗ったのだが、客が減っていると報道されて
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いる割には、意外に客が乗っているではないか。それはともか

く、壺川駅に停車するとき、ホームの停車位置より1m前後、

オーバーランした。車掌の「停車位置が少しずれましたので、

バックします」の車内放送とともに、モノレールはバック。モ

ノレールという最新の交通機関の中なのに、時間がゆったり流

れているような、のどかな光景…沖縄に帰ってきたんだなぁ…

と思ってしまった。

コメント

面妖帝

またお世話になります。

オーバーランといえば航空機をはじめ多種多様なものがありま

すが、中でも身近なのは車ですね。

かつて、某国立大病院の外来駐車場の誘導のアルバイトしたこ

とがあるのですが、そこではオーバーランどころか、それを超

越するのが、ごくあたりまえの光景でした。

路面に一時停止のラインが描いてあるにも関わらず、たいてい

の輩は無視して通過。

はたまた進入禁止の標識があるのに平気な面構え入りこむヤツ

までいました。すると、向こうから出ようとした車と鉢合わせ

！

お互いクラクションを鳴らし始め、やがて車から降りてガチン

コになる始末で、もうワヤでした！

それもタクシーの運ちゃんが、無理に逆走したのですから、開

いた口がふさがりませんでした。
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2004 ・05 ・05 （水）

花火が見える家

年に一度、ここに住んでよかったと思う時期がやってきた。

5月3日～5日にかけて那覇市に初夏の訪れを告げる「那覇

ハーリー」というお祭りがある。ハーリーとは「爬龍船」とい

う船のことで、学校や職場のグループごとにチームを組み、こ

の船の競漕が行われる。祭り期間中、毎晩、花火が打ち上げら

れるのだが、なんと、この花火、私が住むマンションのベラン

ダから間近に見ることができるのだ。

この花火を見るため、市内の各道路では大渋滞が巻き起こるの

だが、このような「世間の荒波」にもまれることなく、クー

ラーのある部屋から、まったりと眺める花火は至福のひととき

である、一昨日は神戸・北野坂で「インフィオラータ」を見

て、昨日と今日は那覇で花火を愛でて…まさに目の保養となっ

たゴールデンウイークだった。
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参考：琉球はナビイリュージョンin那覇ハーリー(沖縄テレビ

)

2004 ・05 ・29 （土）

ず～っと「中休み」

中休みといってもこのサイトの更新のことではない。「梅雨の

中休み」のことである。

今日、九州、四国、中国地方で梅雨入りしたようだが、ここ沖

縄では5月5日に梅雨入りしている。このブログでも取り上げ

ている通り、沖縄では水不足が懸念され、本島での貯水率は

50%前後の状態がここ1ヶ月以上続いている。このため県民

の梅雨への期待は大きかったのだが、未だまとまった雨はな

い。

全国の天気予報で、よく耳にするのが「すでに梅雨入りしてい

る沖縄では梅雨の中休みとなるでしょう」のせりふ。はっきり

言って、入梅から今まで、中休みのほうが多いではないか。雨

が降ると言っても、夕立や通り雨のようなものばかり。これで

も梅雨といえるのか。梅雨に人格があるとすれば「まじめに仕

事しろ」と言ってやりたい。
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実は当サイトへのアクセス記録を見ると「沖縄 貯水率」とい

う検索語でアクセスしてくる人が結構いる。その多くは沖縄県

内からのもので、なぜか嘉手納基地内からのアクセスも多い。

「雨」の話題は全県的な関心事といってもよいだろう。

今日も那覇は晴れである。

2004 ・06 ・23 （水）

宛先が不明です?

最近、仕事で出した郵便物が2件ほど「宛先不明」で帰ってき

た。2件とも、先方に電話で住所を確認した上で送ったもの

で、宛名はワープロ打ちである。再度、2件の宛先へ電話をか

けて確認したら、やはり帰ってきた郵便物と同じ住所であっ

た。念のため字に間違いがないかどうかも確認をとったが、や

はり帰ってきた郵便物と同じだった。手紙の受取人本人にここ

ので確認しているにもかかわらず「宛先不明」とはどういうこ

となのか。郵便局員が配達を怠けているのではないか…とかん

ぐってしまう。
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ところで電子メールの場合、宛先が間違っていたり、宛先の

メールアドレスがなくなっていたりすると「 MAILER-

DAEMON」というところから宛先間違いを指摘するメール

が返送される。何しろ相手は機械なので、1文字でも間違って

いれば、情け容赦なく、すぐにこのメールが届く。ところが世

の中には面白い人がいて、この「MAILER-DAEMON」さん

に、返事を出す人がいるというのだ。

メーラーだえもんさんへのお手紙

http://daemon.m-i.jp/

ほとんどが携帯メールの人が返信を送っているようであるが、

中には面白いものが多い反面、逆切れして「死ね」などと返信

するものもかなりあるようである。しかし、相手が機械(メー

ルサーバー)とはいえ、すぐに極論のメールを送るとは…荒ん

だ世の中になったものである。

2004 ・08 ・12 （木）

暑い夏の記録

沖縄は日本で一番暑いと思われがちだが、実はそうでもない。

私が那覇に移住して最高気温が35度を超えた日は、記憶にほ

とんどない。

過去の記録を調べてみると那覇での最高気温のトップ3は以下

のとおりであった。



風見鶏の目

41

1位 35.6℃ (2001年08月09日)

2位 35.5℃ (2003年08月03日)

3位 34.9℃ (1991年07月11日)

私が那覇に移住したのは2002年1月のことなので、35度を

超えたのはたった1日だけということになる。今年に関して言

えば7月27日に記録した33.1℃が最高である。日々の全国の

天気予報で予想最高気温が36℃とか37℃といった予報を見

ると「アホみたいな温度やなぁ」と思うようになってしまっ

た。

今日は東京都心部での連続真夏日の日数が38日間となり、東

京での連続真夏日の記録を塗り替えたそうである。ちなみに那

覇では7月7日から本日までその記録が続いているが、東京よ

り1日少ない37日。また全国規模でみると熊本市で46日連続

が最多である。過去の記録を紐解くと 1961 年以降では、

1995年に日本最東端の南鳥島で観測された115日連続が最

長。本州では1994年に神戸市で記録した76日連続(1994年

7月2日～9月15日 ) が最長なのだそうだ…1994年の神戸

市って…思い切り神戸市で神戸市民をしていたころじゃないで

すか!!

あまり記憶にないが、確か全国的な米不足でタイ米をまずいな

どと食っていた頃ではないだろうか。琵琶湖の水不足が懸念さ

れ、ニュースでは毎日のように琵琶湖の水位が報道されていた

ように思う。ちなみに神戸の観測史上最高気温のトップ3のす
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べてが1994年に打ち立てられていることがわかった。

1位 38.8℃ (1994年08月08日)

2位 38.0℃ (1994年08月07日)

3位 38.0℃ (1994年08月06日)

あの頃の神戸が歴史に残る一番暑い時期だったとは…参考まで

に那覇市の連続真夏日の記録は、神戸の記録より1日多い77

日(2001年6月16日～9月1日)。ただし期間中、最高気温が

35℃を超えたのは1日だけだった。なんだか那覇の気温が涼

しく感じてきた…

参考：気象庁　電子閲覧室

　1961年以降の、全国の気象データを調べることができる

　夏休みの自由研究におすすめ?!

コメント

面妖帝

南国だから暑い、というのは、もはや過去の話です。

今年は11 年前と同じく、とても暑いッ！

何とかしてや～！たのみまっせ！
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2004 ・08 ・15 （日）

携帯専用サイト用の .htaccess の記述について

(AirH"PHONE対応)

実は某所で1日平均200アクセス程度の携帯専用サイトを運

用していて、「.htaccess 」ファイルで携帯端末だけが使う

IPアドレスを判別し、パソコンからのアクセスを拒否してい

たのだが、最近になって「AirH"PHONE」という携帯端末

で、携帯専用サイトにアクセスできないという情報が寄せられ

た。

ネ ッ ト 上 を 検 索 す る と 「 DoCoMo 」 「 vodafone 」

「EZweb(au,TU-KA)」だけをアクセスさせる方法はあった

のだが「AirH"PHONE」の振り分け情報を見つけることが

できなかった。

すると、とある方から「AirH"PHONE」が単体でアクセス

するときのIPアドレス情報があるとの情報をいただき、さっ

そく「.htaccess」に追記した。

今のところネット上には「AirH"PHONE」も含めた携帯端

末に対応した「.htaccess」ファイルを公開しているところは

ないようなので、4携帯端末に対応した「 .htaccess ファイ

ル」の記述を備忘録として記録しておく。　もし携帯専用サイ

トを運営している方で同様の悩みをお持ちの方がいるようでし

たら参考にして頂ければと思う。利用される方は、以下の部分

をコピーして「.htaccess」ファイルに記述し、携帯専用サイ
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トのあるディレクトリにアップロードしてください。

(2006年7月1日現在)

----------------

order deny,allow

deny from all

# iモード端末を許可(2006/06/ 210.153.86.0/24は06年9

月から運用予定)

#  http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/make/

content/ip/about/

allow from 210.153.84.0/24

allow from 210.136.161.0/24

allow from 210.153.86.0/24

# SoftBank(旧vodafone)端末を許可(2006/06/15)

#  http://developers.softbankmobile.co.jp/dp/tech_

svc/web/ip.php

allow from 202.179.204.0/24

allow from 210.146.7.192/26

allow from 210.146.60.192/26

allow from 210.151.9.128/26

allow from 210.169.176.0/24

allow from 210.175.1.128/25

allow from 210.228.189.0/24

allow from 211.8.159.128/25
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# EZweb TU-KA端末を許可(2006/6/20)

#  http://www.au.kddi.com/ezfactory/tec/spec/

ezsava_ip.html

allow from 210.169.40.0/24

allow from 210.196.3.192/26

allow from 210.196.5.192/26

allow from 210.230.128.0/24

allow from 210.230.141.192/26

allow from 210.234.105.32/29

allow from 210.234.108.64/26

allow from 210.251.1.192/26

allow from 210.251.2.0/27

allow from 211.5.1.0/24

allow from 211.5.2.128/25

allow from 211.5.7.0/24

allow from 218.222.1.0/24

allow from 61.117.0.0/24

allow from 61.117.1.0/24

allow from 61.117.2.0/26

allow from 61.202.3.0/24

allow from 219.108.158.0/26

allow from 219.125.148.0/24

allow from 222.5.63.0/24

allow from 222.7.56.0/24

allow from 222.5.62.128/25

allow from 222.7.57.0/25
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# AirH"PHONE端末を許可(2006/06/05)

#  http://www.willcom-inc.com/ja/service/contents_

service/club_air_edge/for_phone/ip/

allow from 61.204.6.0/25

allow from 61.204.4.0/24

allow from 61.204.3.0/25

allow from 61.204.0.0/24

allow from 61.198.255.0/24

allow from 61.198.254.0/24

allow from 61.198.253.0/24

allow from 61.198.250.0/24

allow from 61.198.249.0/24

allow from 61.198.163.0/24

allow from 61.198.161.0/24

allow from 61.198.142.0/24

allow from 221.119.9.0/24

allow from 221.119.8.0/24

allow from 221.119.7.0/24

allow from 221.119.6.0/24

allow from 221.119.5.0/24

allow from 221.119.4.0/24

allow from 221.119.3.0/24

allow from 221.119.2.0/24

allow from 221.119.1.0/24

allow from 221.119.0.0/24

allow from 219.108.7.0/24

allow from 219.108.6.0/24
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allow from 219.108.5.0/24

allow from 219.108.4.0/24

allow from 219.108.3.0/24

allow from 219.108.2.0/24

allow from 219.108.15.0/24

allow from 219.108.14.0/24

allow from 219.108.1.0/24

allow from 219.108.0.0/24

allow from 211.18.239.0/24

allow from 211.18.238.0/24

allow from 211.18.237.0/24

allow from 211.18.236.0/24

allow from 211.18.235.0/24

allow from 211.18.233.0/24

allow from 211.18.232.0/24

allow from 210.168.247.0/24

allow from 210.168.246.0/24

allow from 125.28.8.0/24

allow from 125.28.7.0/24

allow from 125.28.6.0/24

allow from 125.28.5.0/24

allow from 125.28.4.0/24

allow from 125.28.3.0/24

allow from 125.28.2.0/24

allow from 125.28.14.0/24

allow from 125.28.13.0/24

allow from 125.28.12.0/24
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allow from 125.28.11.0/24

allow from 125.28.1.0/24

allow from 125.28.0.0/24

----------------

注意

サーバーによっては「.htaccess」の設置を許可していない場

合もあるようですので使用に当たってはサーバー管理者へ問い

合わせてくださいこのIPアドレスは変更されたり、追加され

ることがありますので、#以降に記述したURLで最新情報を

チェックしてくださいパソコンで上記「.htaccess 」のある

ディレクトリにアクセスすると「403 Forbidden」を返しま

す。「.htaccess 」に下記の記述を追加すると、パソコン用

ページへとばすことができます

ErrorDocument 403 パソコン用ページのURL

コメント

フジイミツグ

携帯サイトを運営しているのですが、ＰＣから見れないように

するのに悩んでいました。

ここを読んで解決する事ができました。

どうもありがとうございました。

タナカ

携帯専用の.htaccess 大変参考になりました。

有難う御座いました。
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一つ質問なのですが、.htaccess の最後に

「ErrorDocument 403 / http://p.lar.jp/PC.htm 」

と記述したのですが、ＰＣからアクセスすると

「403 Forbidden 」と表示されます。

なぜＰＣ用ページに飛ばないのですか？

PC.htm には「このページは携帯からご覧下さい」

と記述し、.htaccess と同じファイルにアップして

あります。

kazamidori

タナカ様

いらっしゃいませ

私の本文の記述が間違っておりました。

例ですと

ErrorDocument 403 /PC.htm

または

ErrorDocument 403 http://p.lar.jp/PC.htm

で大丈夫かと思われます。

申し訳ありません

かおる
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携帯サイトを作る上での、ちょっとしたアイデアと応用方法を

更新しました

参考にしていただければ幸いです

同じURL でパソコン用と携帯用のページを作る

http://kazamidori.net/kaoru/2005/10/post_41.html

同じ URL でパソコン用と携帯用のページを作る（ Movable

Type 編）

http://kazamidori.net/kaoru/2005/10/post_42.html

2004 ・08 ・22 （日）

Movable Typeをバージョンアップ！

気まぐれの癖にウェブログツール“Movable  Type( 以下

MT)”をバージョンアップしてみた。バージョンアップの理

由は単なる新しい物好き…というわけではなく、spam(迷惑)

コメントに悩まされていたからだ。ひどいときは1日で38回

もこの手のコメントが投稿され、削除するのが大変だった。最

近は暫定的にspam対策をしていたが、これでも完全ではない

ため、この機会にMTをバージョンアップしてみたのだ。

サイトの内容に変更はないが、コメントを投稿される際に、一

部、使い勝手が変わるため、ご注意願いたい。もちろんspam

でなければ元記事に批判的な投稿も載せていくので、お気軽に
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コメントしていただければと思う。

参考までにご自分のホームページに“MT 3”の導入を検討さ

れている方は、下記サイトを参考にして頂ければと思う。ちな

みに私の場合、オリンピックの野球を見ながらではあったが、

バージョンアップ＋デザイン変更などで3時間もかかってし

まった。

Movable Type 公式サイトプログラム本体のダウンロード

個人利用の場合は無料 TypeKey  認証サービス Movable

Typeのダウンロードをするためにここに登録が必要(登録は

無料)Movable Type 3.x 導入手順これを見ると出来合いの

ブログサービスを利用した方が…と思ってしまうが、徹底的に

オリジナリティにこだわる方は、徹底的に勉強して自前のブロ

グを作ってみるのも一興かと

2004 ・08 ・29 （日）

沖縄の盆

本土では一般的に8月13～15日が盆の時期になるが、沖縄で

は昨日から盆シーズンに突入した。沖縄の盆の儀式は本土と違

い旧暦で執り行うのが一般的である。沖縄の一般的な企業の夏

の賞与は盆の直前に支給され、またこの時期、個人商店や家族

経営の会社などは臨時休業するし、那覇空港では県外にいるウ

チナーンチュが一斉に帰郷するため、帰省ラッシュを迎える。

あるウチナーンチュによると「沖縄では正月よりもお盆が大
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事」なのだそうだ。

また沖縄では盆の初日をウンケー、最終日をウークイという。

今年はウンケーが28日、ウークイが30日である。コンセプ

トとしては本土のお盆と同じく先祖様があの世から帰ってき

て、この世の人と交流を持ち、最終日にはあの世に帰ってい

く。

　ちなみに沖縄の太鼓踊り「エイサー」は沖縄の盆踊りであ

り、今でも盆を迎えると各地で太鼓を持った若者たちが町を練

り歩く。本島ではもっぱら中部以北で盛んなようで、那覇では

首里の一部地域で今も行われている。

ところで、ナイチャーの私もウチナーンチュの妻の実家へ行っ

たのだが、親類縁者でごった返していて、仏壇に手を合わせた

以外はご飯を食べただけで初日は終わってしまった。そういえ

ば本土と沖縄で違うと言えば「お中元」を渡す時期も違う。本

土では7月下旬から8月上旬、どちらかといえば暑中・残暑見

舞いのような意味合いがあるが、沖縄ではこの盆の時期にやり

とりされる。夏の挨拶がてら一軒一軒、回らなくていいので、

合理的ではある。今年、我が家は洗剤セットを持っていった。

腐らなくて実用的なものということでこれを選んだのだが、個

数が多いのと重いのとで、自宅から駐車場の車のあるところま

で持ち運ぶのに苦労した。歳暮は軽いものにしようと思う。

華氏911と沖縄

昨夜、妻の実家で映画の無料券をもらってきた。ただ、その無
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料券の期限が31日までであったため、見に行くとすれば今日

しかなかった。特に見たい映画はなかったが、とりあえず何か

と話題の「華氏911」をみることにした。夫婦で見るような

映画でもないのだが、いざ映画館に入ると、話題性からなのか

若い女性同士やカップルの観客が意外に多いことに驚いた。県

外の反応はわからないが、沖縄は、この映画の主役とも言うべ

き「米軍」とかかわりが深いことも関係あるのだろうか。

米軍といえば、今月13日、宜野湾市の沖縄国際大学に普天間

基地所属の在日米軍のヘリが墜落した事件は記憶に新しい。意

外に報道されていないが、実は宜野湾市で墜落したヘリと同型

のヘリコプターが宜野湾市の事故の2日前、イラク領内をパト

ロール中に墜落し乗員2名が亡くなるという事故が起きていた

そうだ。戦地と戦地ではないところでおこった事故を比べるの

はフェアではないが、同型機が同時期に相次いで墜落している

ことは、基地の島・沖縄に住む者として不気味である。在日米

軍も宜野湾の事故直後しばらくは同型機の飛行訓練を中止して

いたぐらいである。

華氏911はブッシュ政権とビンラディン一家との癒着を浮き

彫りにして、テロの戦いという大義名分によるイラク攻撃の矛

盾を突く内容となっている。映画の冒頭、ブッシュ大統領は同

時多発テロまでの任期中、42％が休暇だった事実を明かす。

この間には米国へのテロ予告に関する資料なども大統領に渡さ

れる予定だったが、大統領は休暇のため目を通さなかったとい

う。いっぽうヘリ墜落事故後、沖縄県知事は海外出張から緊急

帰国し、この事故対策で首相への面会を求めたが、首相は夏休
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みを理由に、知事には会わなかった。それどころか夏休み中、

オリンピックをテレビ観戦していたという。オリンピックを見

るのは構わないが、もしこれが事故ではなく、何らかのテロ

だったとしたら、華氏911で描かれるブッシュ大統領と同じ

ではないだろうか。幸い死者は出なかったが、墜落現場となっ

た大学や周辺の一般住宅に物的被害が出ており、国の対応とし

ては事故ではなく自然災害と同様の対策を講じてもよかったの

ではないかと思う。阪神大震災直後の村山首相の対応のまずさ

ともオーバーラップしてくる。

ヘリ墜落の原因について、民間施設（大学）に墜落したにも関

わらず、沖縄県警の現場検証が米軍によって拒否され、しかも

米軍の検証資料を県警に示すことにも難色を示している。在日

米軍は事故から10日後、原因について「後部回転翼の補完部

品の一部に当たる小型の支持装置がなくなり、回転翼が制御を

失った」と発表したのだが、その直後、普天間基地から同型機

を含むヘリがイラクへ向けて飛び立ったことが確認されてい

る。米軍は2、3日後に飛行訓練再開することを外務省に伝達

していたらしいが、さすがにこれについては在日米軍問題に消

極的な政府も直接、アメリカ国務長官に抗議している。

私も含めて沖縄県外の人は沖縄で起こった在日米軍問題は「沖

縄だけの問題」で片付けてしまい勝ちである。しかし、この事

実を振り返ると沖縄だけではなく、日本政府そのものがアメリ

カになめられていることを感じないだろうか。

備忘録沖縄県は在日米軍施設の75%が集中し、県の面積の
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10%が米軍基地で占められている。沖縄県嘉手納町に至って

は町の面積の83%が米軍基地。いっぽう宮古地域には米軍施

設はない。県民総支出に占める在日米軍関係者の支出は5.

0%(2000年度)

2004 ・08 ・31 （火）

ウークイ

沖縄の盆を語るにあたり、ウークイと呼ばれる行事は、おそら

く本土にはない独特のイベントではないだろうか。これまで仏

壇に置かれていた位牌とお供え物などを玄関先に持っていき、

そしてあの世のお金となる「ウチカビ」と呼ばれる紙を燃やし

ながら一家の長が、あの世に帰る先祖の霊に挨拶をする厳かな

儀式である。挨拶の内容はウチナーグチで、よく聞き取れな

かったが、家族の健康などを願っていたような内容と思われ

る。

その帰りに妻から聞いた話であるが、妻が子供の頃は、もっと

遅い時間帯にやっていたという。今回、妻の実家でこの儀式が

行われたのは昨夜10時過ぎだった。遅くなった理由として家

族の生活スタイルの変化が考えられるという。子供が成長し、

会社勤めの者が多くなり、そして、あまり遅くなると、翌日の

仕事に差し支えてはいけないという配慮があるという。ご先祖

様もこの世の人間のライフスタイルにあわせなければならない

ので、大変ではないだろうか。
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ウークイの儀式が終わると備えられていた供物はその場でいる

もので分配されるわけだが、我が家は妻の意向により一番高そ

うなメロンをいただいて帰ってきた。ご先祖様に恨まれないか

心配である。

2004 ・09 ・22 （水）

阪神春日野道駅のこと

昨日、Yahoo!のトップページにあるトピックスで「日本一狭

いホーム、24日でお別れ」という項目を見つけた。ひょっと

してこれは…やはりそうだった。阪神春日野道駅ではないか。

しかも写真つき。思わず郷愁に浸ってしまった。

私は「阪急」の春日野道駅の近くに30年ほど住んでいたが、

阪神電車でしか行けないところ（例えば今はなき深江の新神戸

大プールとか甲子園とか）は阪神春日野道駅から電車に乗って

出かけていた。当時住んでいた家からだと阪神電車の場合、三

宮駅へ行くのと時間的には変らなかったが、どういうわけか阪

神春日野道駅をよく利用していた。

あの独特の薄暗い雰囲気、人がすれ違ったら線路に落ちそうな

ほどの恐ろしく狭いホーム。地下にある駅なのに電車が接近す

るとカンカンカンと鳴り響く踏み切りの音。まさに恐怖の世界

である。ただ、どういうわけか、私は子供の頃からこの駅の雰

囲気が好きだった。
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十数年程前、当時のバイト先の女の子と雑談で、この駅が話題

になったことがある。この駅の存在について「ほんとにそんな

駅があるんですか～ぁ」など言うばかりで信じてもらえなかっ

た。それもそのはず、彼女たちはJRで明石から神戸へ通って

いたので、阪神春日野道駅を知るわけがないのだ。百聞は見に

しかず。「スカート厳禁、歩きやすい靴で来るように」の注意

のもと、彼女たちを阪神春日野道駅へ誘った。その理由は駅に

着いて納得していただいた。まずあの狭い地下ホーム。電車が

通過するとき、ものすごい突風が吹き付ける。下手をしたらそ

の突風で反対側の線路に落ちてしまうかもしれない。そして、

ホームと改札口をつなぐ階段は急な上に、電車の通過に関係な

く常に強い風が吹いている。これは地下との気圧の違いで吹い

ているのだろう。とにかく婦女子には過酷な環境なのだ。

彼女たちは駅にはそれなりを衝撃を受けたみたいだが、この駅

の周辺の雰囲気に感動したようである。当時、この駅の南側は

工業地帯であったが、北側は春日野商店街が連なる。500m

ほど行くと阪急春日野道駅がある。この時は春日野商店街では

なく大安亭市場へ案内したような気がする。震災前ではあった

が春日野商店街は人通りが少なく、廃れいく商店街そのもの

だったが、大安亭市場は活気に満ち溢れていた。

沖縄へ移住する前日、預金口座の解約のために、春日野商店街

の中にあった銀行へ行ったのだが、商店街はさらに衰退してい

るように見えた。今はどうなっているのだろうか。昨日、ネッ

トで見た写真を見ると「島式」ホームの両側に新しいホームが

写っていた。
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夜、夢に出てきそうな駅のホームも9月24日をもってお役御

免となるそうだ。

# 自宅のパソコンが突然、逝っちゃいました。

# メールもなくなってしまいました。

# 最近、私へメールを送られた方で、返事を要するメールが

ありましたら、

# お手数をおかけしますが、もう一度、再送信をお願いしま

す。

2004 ・09 ・25 （土）

沖縄の吉野家限定メニュー「タコライス」

狂牛病騒動で吉野家から牛丼が消えて久しい。まだ吉野家で牛

丼が食べられた時代、沖縄の吉野家には「焼鳥丼」「親子丼」

のメニューが実在していた。今や全国区のメニューとなった

が、先日、近所の吉野家に立ち寄ったところ、なんと沖縄限定

メニューとして「タコライス」があるではないか。

「タコライス」とはタコスのご飯バージョンで沖縄発祥の食べ

物である。具体的にはご飯にチリソース、挽肉、チーズ、レタ

ス、トマトを乗せた料理で、家庭用としてレトルトのタコライ

ス用挽肉も発売されている。
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写真は吉野家で出されているタコライス。チリソース、レタス

があり、その下には挽肉、チーズ、ご飯が隠れている。一般的

にはトマトなどもトッピングされているが、吉野家ではトマト

はなく、価格は380円で大盛りなどはない。

味は個人的にはチリソースはもう少し辛い方がよかったと思

う。うちなーんちゅの嫁さんはちょっと酸っぱいという印象を

持ったようだが、値段の割には美味とのこと。ちなみにチリ

ソースはゴマドレッシングにも変更できるそうだ。

　ところで台風21号が接近中。那覇市内では雨は強くないも

のの風が少し強くなってきた。今後の台風の進路には十分、気

を付けてください。

台風予想進路図（気象庁発表）暴風域にはいる確率 ( 気象庁)

沖縄地方　雨雲レーダー (tenki.jp)

コメント

播磨からの流れ者・○チャン
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タコライスは、泉崎の県庁地下１階の売店で見つけました。

値段は２５０円也！安い！

菊地　馨

県庁の地下にそんなやすいところがあるんですか。

一般の人も入れるのでしょうか。

今日テレビで「石焼きタコライス」というものを紹介してまし

た。

播磨からの流れ者・○チャン

県庁地下の売店は、知る人ぞ知るです。

かく言う私時折、利用しています。

一般者が訪問しても何ら問題ありません。ただし昼食まえに、

11 時頃行けば、お目当ての弁当にありつけるでしょう。

弁当のみならず文房具、菓子、その他雑貨、かりゆしウェアま

で売っていました！

2004 ・10 ・10 （日）

infoドメイン偽装取得事件

今月に入って、インターネットの住所にあたる「ドメイン」の

うち、一部の「.info」ドメインが、登録者の知らないところ

で登録されているという怪事件が起こっている。具体的には、

たとえば「example.com」あるいは「example.net 」とい
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うドメインを所有していた人の名義で「example.info」のド

メインが知らず知らずのうちにとられているというのだ。まさ

かと思い、私の名義で取得している2つのドメインで「.info」

を調べてみると、1つのドメインの「.info」が私の知らない

ところで私の名義で取得されていることがわかった。

最近は.comや.netといったドメインは1,000円以下/年で取

得できるが、このように格安でドメインが取得できる業者を経

由してドメインを取得している人が、この事件の“被害者”に

なっているようである。

“被害者”といっても、管理費用を請求されるなどといった被

害はないのだが、自分の名義で自分の知らないドメインが取得

されているのは気持ちのよいものではない。しかも連絡先の

メールアドレスが自分のものになっているので、この身に覚え

のないドメインの期限が切れると、ドメインの更新の催促がく

る可能性がある（更新する気がなければ無視すればいいだけの

ことなのだが）。

ドメイン取得代行業者もこの怪事件には手をこまねいているよ

うで、上位の登録業者に確認をとっているようだが、具体的な

対策はないのが現状である。特に実害はないのだが、釈然とし

ない。

※主な国内業者のリリース・バリュードメインWHOISで公開

されている登録者情報を無断で使用した偽装.INFOドメイン

についてWHOISで公開されている登録者情報を無断で使用し

た 偽 装 .INFO ド メ イ ン に つ い て (2) ・ MuuMuu
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Domain!infoドメインの不正な登録及びWhois情報の公開に

関しまして

トラックバック

偽装.INFO ドメイン

http://blog.tolucky.org/archives/2004/10/19_

015524.php

私が持っているドメイン(xxxxx.net) と全く同じ

名前の.info ドメイン(...

2004 ・10 ・24 （日）

産婦人科の病室で思ったこと

実は妻が切迫流産のため、先週木曜日から入院している。私も

昨日の夕方から今日にかけて病室に泊まり込んでいたのだが、

そこでテレビをつけてびっくりしたのは「新潟県中越地震」の

ニュースである。阪神・淡路大震災で「震度7」を経験した者

として、あの当時の記憶を再び思い起こさせる、阿鼻叫喚の風

景がテレビに映されていた。

しかし、マスコミは阪神・淡路大震災で何を学んだのだろう。

なぜヘリコプターを飛ばすのだろうか。被災地の状況を確認す

るだけなら、防災ヘリにカメラを搭載し、そこから画像を配信

すればいいものを、各社が無駄にヘリからの中継を伝えてい
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る。

震災直後に出版した自著「阪神大震災・神戸からの報告書」の

中でも指摘したのだが、ヘリコプターの騒音は倒壊した家屋の

中で助けを求める声をかき消し、救助の妨げになる。阪神大震

災では、この「二次災害」によって助かっていたかもしれない

命を落とした人がいたという。

ところで、時間が経つにつれ被害の状況が明るみに出てきた

が、自分がいた場所が産婦人科の病室ということもあって、生

後2か月の赤ちゃんが亡くなったとのニュースは胸に突き刺さ

るものがあった。ニュースによると、この赤ちゃん。家族とと

もに車で避難する途中で襲ってきた余震のショックで亡くなっ

たと言うではないか。首も据わってなかったことも関係するの

かもしれないが、ご両親の気持ちを思うといたたまれない。し

かも、この赤ちゃん、偶然にも、私が震災後に何気なく書いた

震災を題材にした小説の中で生まれてくる子供と同じ名前なの

た。それだけになんだか自分の身内のように思ってしまったの

である。小説の中のこの子は震災をくぐり抜けた恋人同士の間

に生まれ、復興する神戸で育っていくのだが…。

先程見たNHKのニュースでは、ある家族は子供のミルクだけ

を自宅から持ち出して避難してきたと語っていた。避難所への

救援物資はまだ十分行き渡っていないという。もしボランティ

アで新潟へ向かう方がいれば、救援物資の中に粉ミルクや紙お

しめも持っていっていただきたいと願う。明るい未来のため

に、小さな命を救ってほしい。
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2004 ・10 ・26 （火）

その後のinfoドメイン偽装取得事件

10月10日のブログで取り上げたinfoドメイン偽装取得事件

に進展があった。どうやら info ドメインの管理会社が無料

キャンペーンを打っているらしく、上位ドメイン登録業者が勝

手に登録したという。その数は一説には100万件とも言われ

ている。これには世界的規模で苦情があったようで、私の名義

で無断で取得されたinfoドメインについても、登録情報が私

の名義から「deleted to be deleted」という表示に変わっ

た。とりあえずは一件落着と言ってよいだろう。

コメント

yumenoato

yumenoato@TEA Caddy です。

トラバありがとうございます。

とりあえず一安心ですね。

2004 ・10 ・29 （金）

阪神大震災における我が家のライフライン復旧状

況

テレビのニュースでは新潟中越地震におけるライフラインの復
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旧情報が出てくるようになった。このニュースを見ていて、や

はり阪神・淡路大震災被災当時のことを思い出してしまった。

当時の我が家におけるライフライン復旧情報を備忘録としてま

とめてみた。これについては拙著「阪神大震災・神戸からの報

告書」(データハウス刊)や当時のメモなどから抜き出してい

る。

地震発生：1995年1月17日午前 5時46分当然、部屋の中は

雑然としている被災場所：神戸市中央区国香通、震度7エリア

自宅は当初半壊状態、半年後に全壊判定となるポートアイラン

ドの公団住宅に引っ越すまでは自宅で生活する電話地震直後、

部屋を簡単に片づけてから、父が親戚に無事を知らせる電話を

かける当時、我が家はダイヤル式の黒電話であり、停電時でも

電話回線が生きていれば使えたただし、午前7時ごろには電話

はつながらなくなった電気1月17日(地震当日)の正午過ぎ、

瞬間的に部屋の蛍光灯が点った。ただしすぐに消える同日16

時20分ごろ蛍光灯が点灯、テレビで各地の被災情報を確認同

じ頃、電話も復旧したらしく、遠方の知人から電話がかかり始

めるただし我が家から100mほどのところでは依然として停

電状態が続き、復旧まで5日から1週間ほどかかったようだ

今、思うと避難所に近い場所から停電が復旧していていたよう

に思う水道1月21日(地震から5日目)夕方に通水当時、我が

家には二宮町のクアハウスからもらっていた飲料水のくみ置き

があった。地震直後は近所の人に分けるほどの水の備蓄があっ

たので、飲料水には困らなかったトイレの水は避難所となって

いた近所の小学校のプールより分けてもらっていたガス拙著の

原稿を書き終えた時点では復旧していない拙著が出版された数
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日後に復旧した記憶があるので、3月上旬と思われるそれまで

は普段は鍋料理で使っていたカセットコンロがあったので、簡

単な料理や湯沸かしは可能だった風呂1月25日(地震発生9日

目)に神戸市各区に1か所ずつ、自衛隊の仮説浴場がオープン

中央区は我が家から1kmほどのところにある小野柄小学校

（現在の中央消防署があった場所）に設置ただし奇数日は女性、

偶数日が男性の入浴日となっていたため、私が風呂に入ったの

は26日である鉄パイプとテントだけで組まれた風呂ではあっ

たが、案内をしてくれた自衛隊の方の対応もよく、とても気持

ちよかったのを覚えている

2004 ・11 ・22 （月）

馨vs薫

高校生の頃、数学のテストで満点を取ったことがある。ところ

が先生が配点をミスしてしまい100点満点にすべきところが

96点満点になってしまった。しかし数学の先生はある方法で

100点満点になる方法を考えた。なんと、解答用紙の氏名を

フルネームで書いた人に「プラス4点」を与えたのである。こ

の数学のテストで満点を取ったにもかかわらず、私は96点

だった。当時、私はテストの解答用紙には苗字だけしか書かな

かった。何しろ「馨」という文字は画数が多く、書くのがめん

どくさい。少しでも解答に時間を割きたかった私は「馨」を省

略していたのである。幼稚園時代からこれまで同じクラスや職

場で同姓の人と一緒になったことがない。「菊地馨」という人

物を識別するには内々では「菊地」だけでよかったのである。



風見鶏の目

67

しかし、このときほど自分の名前の「漢字」を恨んだことはな

い。

ところで、今日の沖縄タイムスの夕刊には面白い記事が出てい

た。

12月6日、沖縄県北中城（きたなかぐすく）村の村長選挙で、

なんと同姓同名の人が立候補することとなったそうだ。この村

長選挙では3 人が立候補を表明しているがそのうち2 人が

「キャンカオル」というお名前なのだ。この2人とは現職村長

の喜屋武馨氏と元村議会議長の喜屋武薫氏。名前もさることな

がら、苗字も画数が多そうである。投票用紙にスラスラと書け

る字ではない。公職選挙法では、ひらがなやカタカナで投票し

た場合、有効票にはなるが判別ができないため「按分票」とし

て扱われ、両候補に0.5票ずつ振り分けられる。当然、候補者

も差別化を迫られることになる。夕刊にはポスターの写真が出

ていたのだが、これによると、現村長は「キヤン村長」、元村

議会議長は「ギチョ(議長)カオル」の“愛称”で選挙戦を戦

うことになったようだ。ただし立候補の届け出は、この愛称で

は受け付けられないため、本名での届け出になるという。

ちなみに村の選挙管理委員会は、漢字で投票した場合は、判別

できれば多少の誤字は有効票とし、公職選挙法では無効扱いに

なる「村長のカオル」とか「元議長のキャン」も有効にするこ

とを検討しているとか。

これに対してもう一人の候補者である新垣邦男氏は面白くない

だろう。新垣陣営は厳密に公職選挙法に則った開票を選管に訴
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えている。とはいえ、選挙戦ではうるさい候補者名の連呼がな

くなり、政策を主張しあう理想的な選挙戦になるのではないだ

ろうか。

参考同姓同名選挙　愛称で熱（沖縄タイムス　11月22日夕

刊）肩書きでもOK　候補者同音で苦肉の策　（琉球新報　

11月9日朝刊）補足：現村長の喜屋武馨氏は過去2回の選挙

で、いずれも無投票で当選している

2004 ・12 ・06 （月）

その後の馨vs薫

昨日、行なわれた北中城村村長選挙の結果であるが、残念なが

ら2人の「キャンカオル」候補は落選。第三の候補者・新垣氏

が当選した。選挙結果は下記の通り

当選新垣　邦男4,408喜屋武　馨1,913

喜屋武　薫1,173無効90

つまり、馨村長＋薫元議長の得票を足しても、新垣氏の得票に

及ばないという結果になった。全国的に注目された同姓同名の

候補者による村長選挙は「いったいなんだったのか」という結

末で幕を閉じた。
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2004 ・12 ・08 （水）

那覇の町を走る「うんこ」バス

最近、那覇市内の路線バスの一部に「うんこ」と書かれた広告

を貼り付けたバスが走っている。てっきり沖縄名産の「うこ

ん」の見間違いではないかとも思ったのだが、その後、目撃し

たバスを見ると、やはり「うんこ」と書かれていた。正確には

「大地のうんこ」と書かれていることもわかった。落書きにし

てはちゃんとしたフォントで、パステル調のカラフルなデザイ

ンであり、いったい何の広告なのか、不思議に思っていた。

ある日、何気なくインターネットで検索してみると、その名も

ズバリ「大地のうんこ」と名づけられた、ウコンの加工食品が

実在することがわかった。ここに袋のパッケージの写真も出て

いるのだが、バスの車体に貼り付けられている広告はこのデザ

インだった。パステル調でわかりにくかったが、うんこの絵も

書かれているようだ。この「大地のうんこ」、もしかするとち

んすこうと並ぶ沖縄土産になるかも。

コメント

reo

すばらしいキャッチコピーだと思いました。

10 月に沖縄へ遊びに行きましたが、

残念ながら「大地のうんこ」バスは発見できず。。。

kazamidori
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「大地のうんこ」バスは那覇バス市内線の 1 番（首里識名線）

のバスについているようです。しかも車体右側、運転席の窓の

下の部分なので、バスを待っている人の側からは見えない位置

にあります。バスの右側を走る車か、反対車線にいる人でない

と見えないかもしれません。

いちご

私も先日、沖縄を観光した際に見ました『うんこバス』。気に

なって沖縄の土産品店を探して、公設市場と言う所で偶然発見

し購入しました。（ネット販売もしているそうです。例えば楽

天とか…）

結構、うこんダメ！と思う人が私の周りには多く内心、余り期

待はしていなかったのですが、『大地のうんこ』は無臭で味も

なく、小粒で飲みやすいうこんでしたよ。

なんか、オススメです！

お土産にしてはお手ごろな量と値段で可愛いので私としては気

に入ってます。

沖縄土産の代表になりそうですね。

ぜひ機会があれば飲んでみてください。価値はありますよ！

kazamidori

「大地のうんこ」発売元のホームページを発見しました。

発売店の一覧も出ておりますので、ご参考まで。

健康食品販売　大聖

http://www.jutaisei.com/



風見鶏の目

71

2004 ・12 ・11 （土）

「風見鶏」で検索して訪問された皆様へ

サーバ統計を見ると、特に今月に入ってから検索エンジンで

「風見鶏」を検索されて当サイトへアクセスされる方が多いよ

うだ。サーバ統計の検索単語レポートを見ると、1か月前まで

は「風見鶏」でアクセスした人はわずか5～8件程度だった

が、最近は30～50件と増加している。もしかして「風見鶏」

が世間ではブームなのか…。あなたが望む「風見鶏」は見つか

るのか？　5つの仮説を立ててみた。

(仮説1)　年賀状素材で「風見鶏」を使いたい人がいる

妻の説によると来年は酉年で、年賀状の図案で風見鶏の絵を探

している人が多いのでは…とのことだ。私も12年前の年賀状

に風見鶏の絵を使ったような気がする。しかし、当サイトは

「風見鶏」を銘打っているが「風見鶏」に関する記述はほとん

どない。なぜ当サイトが「風見鶏」を名乗っているのかは後述

するとして、もし妻の説の通り「風見鶏」の絵を探している人

が、ここへアクセスしているとなると、明らかに時間の無駄で

ある。だからといって、突き放すのも失礼なので、検索の裏技

を紹介しよう。それは「イメージ検索」。日本ではYahoo!や

Google で提供されている。下のリンクをクリックすると、

ネット上で「風見鶏」と名付けられた画像を検索することがで

きるので参考にしていただきたい。

Yahoo!画像検索　風見鶏Google検索　風見鶏
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(仮説2)　「風見鶏」が静かなブームになっている

今、政治や経済、そして社会全体を見回してみても決して安定

しているとはいえない。このような時代を生き抜くには時代の

風を読む必要があるのではないだろうか。そこで風見鶏に自分

の生き方を見いだした人が多くなった…わけないですね。人間

に対して「風見鶏」と呼ぶ場合、決していい意味にはならな

い。優柔不断であり、長いものに巻かれるようなタイプであ

る。かつて中曽根元首相が「風見鶏」と言われていた。これは

彼が自民党総裁に上り詰めるまでの自民党内での振る舞いをた

とえている（仮説1 の画像検索でこのようなものを見つけ

た）。ほかに「風見鶏」のブームといえば、NHKの朝ドラ

「風見鶏」。1977年に放送され、異人館ブームの火付け役と

なった。そういえば現在のNHKの朝ドラ「わかば」も神戸が

舞台だが、風見鶏とは無関係。何はともあれ、2005年は風見

鶏ブームがくるかもしれない。

(仮説3)　風見鶏の製作方法を知りたい

絵とか抽象的な風見鶏ではなく、本物の風見鶏を作りたい人が

多いのだろうか。何年か前、アニメのサザエさんで「風見鶏」

をテーマにした放送があった。タラちゃんがなぜか風見鶏に興

味を持ち、そこにノリスケが神戸出張の土産として風見鶏の

クッキーを磯野家に持ってくる。本物の風見鶏がほしいタラ

ちゃんを不憫に思ったカツオがタラちゃんのために段ボールで

風見鶏を作るという、ほのぼのとした話だった。結局、何が言

いたいのかといいますと、「風見鶏 製作」で検索するとよい

のではないだろうか？
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(仮説4)　とにかく風見鶏について知りたい!!

このサイトにある「風見鶏」に関するリンクで熟知すべし

気まぐれ歳時記　「風見鶏」を語る(2000年3月1日)ふるさ

と切手博物館　兵庫県「神戸と風見鶏」(1997年4月15日)

(仮説5)　ここのドメインがなぜ「風見鶏」なのか知りたい

ひょっとして「kazamidori.net」を狙っている人がいるのだ

ろうか。このドメインは2000年の春に取得、かれこれ5年は

このドメインでホームページとメールを利用している。それま

では加入していたプロバイダでホームページを持っていたのだ

が、プロバイダで独自ドメインサービスが始まったのをきっか

けに衝動的に独自ドメインを取得した。なぜ「kazamidori.

net」にしたかというと、私は神戸生まれの神戸育ち。そこで

神戸らしいドメインを取りたいと思い、単純に「風見鶏」とい

う単語を選んだ。

　当時「kazamidori」のドメインは「.com」のみが存在し

ていたが、今ではこんなに取得されているようだ。ちなみに下

記サイトは私とは全く無関係です。

http://www.kazamidori.com/http://www.kazamidori.

info/http://www.kazamidori.biz/http://www.

kazamidori.co.jp/http://www.kazamidori.jp/

コメント

koppe

「風見鶏」で検索して訪問した一人です。
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こちらで紹介されていた「イメージ検索」で年賀状の風見鶏の

絵の参考になる写真をたくさん見ることができました。そのま

までもいいはずなのに、わざわざ紹介していただいて、とても

感謝しています。本当にありがとうございました。

一大学生

はじめまして。

「風見鶏」で検索したものです。

私は、大学の課題で「風見（鶏）について調べてこい」と言わ

れて探していました。

風見については、ネット上にあまり資料がなく、困っていたと

ころでした。

紹介していただいたおかげで、何とか見つけることができ、レ

ポートを書くことができそうです。

いまから頑張ってレポートを書きます。

ありがとうございました。

2004 ・12 ・15 （水）

38歳主婦、「漫湖」が苦痛

うんこの後にこの話題は大変、恐縮なのだが、まずは今日の

『沖縄タイムス』夕刊に掲載された投書をお読みいただきたい。

沖縄に来て丸15年、ずーっと気になって仕方ないことがあり

ます。それは「漫湖」「漫湖公園」の読み方です。実はこの発

音は、内地では女性の性的な身体の部分を指す言葉なのです。
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（中略）

そのうち慣れるかも…と思って生活してきましたが、いまだに

どうしてもなじめません。というか、この公園の名を1度も口

にしたこともありません。ニュースで流れるたびに苦痛すら感

じています。

（中略）

由来のある名前なのでしょうが、名前を変えてもらえないかし

ら、とすら思ってしまいます。

（中略）

こんなこと気にしてるの、私だけでしょうか？

＝那覇市・なっちゃん(38)主婦

「漫湖」はラムサール条約にも登録されている湿地帯。近くの

小学生が射s…あ、失礼、写生に訪れるほど、都市部の中に

あって野鳥が集まってくる那覇市のオアシスのような存在であ

る。
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全国的にもいろいろな意味で知られる名称ではあるが、沖縄で

「女性の性的な身体の部分」は、このように言わないので、テ

レビでもラジオでも名前が堂々と放送されているし、しかも

『沖縄タイムス』社が読者に配布しているカレンダーの12月

の写真が、この「漫湖」だったりするのだ（写真参照）。しか

し、この話題を地元新聞社に投書する「なっちゃん38歳」も

強者である。これだけでは飽きたらず名前を変えろとまで迫っ

ているのだ。主婦ということなので、今更、そのような言葉で

苦痛に感じることもないとは思うのだが…。恩納（おんな）村

いんぶビーチやおっぱ牛乳などへの“改名運動”の波及が懸念

される。

コメント

ノグチ　タツオ

マンコは東京地方の方言でしょう。関西の「まん子」という芸

名の女優がNHK に出演するとき名前を変更させられたと言う

ことがありました。

沖縄まで行ってまだ関東の方言に縛られているのは変ですね。

性的なことにとらわれ過ぎているのと違いますか。
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山崎豊子氏がある文学賞受賞の席で喜びを表すのに、「皆さん

におまんをひとつづつ配りたいといって」大笑いになったとい

う話を読んだことがありますが関東中心主義は止めにしたいで

すね。

ちゃお

郷に入りては郷に従え。

漫湖のある沖縄によその土地からわざわざ来たのは自分の方な

のに、どうして名前を変えさせようという発想になるのか不思

議です。

この人が外国に行ったらレマン湖やオマーン湖、Fucking 村や

エロマンガ島などの名前を変えさせるつもりなのでしょうか

ね。

Z-Plus

これは酷すぎる話ですね。

とても辺鄙な地域で養豚場を営んでいた会社が、昭和50 年代

その近くに住宅地が開発され、そこに引っ越してきたよそ者た

ちによる住民運動で廃業に追い込まれたという話を思い出しま

した。

根は同じ所にあると思います。「マンコ」がいやなら、初めか

ら「マンコ」と言う言葉が使われない地域から出なければ良い

のです。
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生活のためとか、家族の仕事のためなどという「きわめて自分

勝手な理由」で引っ越してきたのであれば遠慮すべきは自分で

あると認識すべきですね。

とおりすがり

関西でおこめ券がいやだって言っている人もいるらしいです

ね。

これまた通りすがり

15 年我慢せずにこの地を離れれば問題なしでしたね。

15 年我慢したからって名前を変えきれるわけがないですしね

…

図々しいとはこの事、新聞に投稿する前に気付いてほしかった

ですね。

まぁ新聞社の人もネタ振るにしては爆弾でしたな。

kazamidori

ものすごい反響で、驚いています。2 ちゃんねるにスレッドが

立っていることをわざわざご連絡していただいた方もおられま

した。サーバー統計で把握はしていますが、すごいアクセス数

です（同じ風見鶏ねっと内にある「又吉イエス非公式サイト」

ほどではないですが）。

参考までに現在2 ちゃんねるにある関連スレッドをご紹介しま

す。
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38 歳主婦、「漫湖」が苦痛 [ 痛いニュース+]

http://news18.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1103687603/

「漫湖」（まんこ）が苦痛 [ ニュース二軍+]

http://live14.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1103698757/

なっちゃん(38) 主婦のガイドライン [ ガイドライン]

http://that3.2ch.net/test/read.cgi/gline/1103939175/

ちなみに、この投書の正式なタイトルは「気になる漫湖の読み

方　名前の変更は可能？」で、『沖縄タイムス』12 月15 日夕

刊の「ダーヴァメール」という投書欄に掲載されています。

さんぴん

郷に入ったら郷に従えとおもいます

漢字だと・・・

子門呼でしたっけ？

イントネーション変えたらどうなんでしょ

kazamidori

とうとう、この投書の英訳まで出たみたいですね

参考までにリンクを貼っておきます

http://forum.japantoday.com/m_325756/mpage_1/key_/

tm.htm

ちなみに本稿では原文を一部中略（元々のタイトルまで改題）
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しましたが、沖縄タイムスのデータベース検索「シーサーく

ん」で全文を読むことができるようになったようです。

http://db.okinawatimes.co.jp/cgi-bin/search.pl?data=NEWS/

2004/12/15/20041215e003-01-05.

text&query=%82%C8%82%C1%82%BF%82%E1%82%F1&db

name=/data2/INDEX/

NEWS&format=long&year=all&month=all ≠ xtskip= ≠ xttop=

⊂id=1

ごんたろう

インカ帝国の初代皇帝の名前は「マンコ・カパック」です。

人名だからか、ＮＨＫの番組でもここぞとばかり「まんこ」連

発してましたね・・・・・

ようこ

ケニアに住みはじめて８年になります。熊本出身です。パス

ポートの出生地は「Kumamoto 」となっています。

こちらではいつも大笑いのネタですよ。クマ＝熱い　モト＝

（マンコ）の意味ですので。ある時など首都ナイロビの空港で

偽造パスポートの疑いまでかけられたこともあります。

相馬轍

初めまして、風雨来記2 で漫湖に興味を持って来た物です。

こうしてみると、意外とこの名前に違和感を持ってない人が多
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いのが驚きですね。

我々はどうしても、卑猥なネタを想像してしまいます。

トラックバック

NHK 泣かせの地名

http://blog.ofg.jp/?eid=83147

　 NHK 泣かせの地名として一部で有名なあの公

園に行ってきました。この辺の湿地帯を指す名称

らしいのでいわゆる「湖」は存在していませんで

したが、期待通りの過激な...

おっぱい！おっぱい！

http://seiwadai.exblog.jp/1367966

おにぎり、日当…＝２県で締めて５６万円＝救助

活 動 、 実 費 負 担 し て ?? 乳 頭 山 遭 難 ｜ Yahoo

ニュース

　乳頭山って、またすごい名前だなぁ、と由来を

調べたら、そもそ...

女子アナ赤面の『まんこ』騒動

http://blog.goo.ne.jp/tocotoko/e/

62881d2e2d5cd114b20b4790386c08fc

沖縄県にある干潟「漫湖」（まんこ）を、テレビ

ではどう伝えているか、という内容。
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２ちゃんねる

女性器表現について...

[MapleLeaveScrap] 読むのが難しい沖縄の地名

http://www.maplia.jp/sie/diary/

?date=20060521#p04

はい、はい。どんどん蔵から写真を出してきます

よー。

 ……というわけで、読むのが難しい地名ネタ。

この表題、ダブルミーニングです。

 まず、一つ目は「...

2005 ・01 ・15 （土）

大地震を予言していた『神戸新聞』

神戸から持ち込んだ阪神淡路大震災の関連資料を読み返してい

ると、面白いものが出てきた。

それは1995年1月8日の『神戸新聞』のコピーである。そ

う、あの兵庫県南部地震が発生する9日前の新聞である。この

記事の見出しは「京阪の断層300年も沈黙　M7級地震　近く

続発か」。9日後の大地震を予言していたかのような記事であ

る。

記事では立命館大学理工学部の見野和夫教授の研究によると、

琵琶湖から大阪にかけての断層で300年以上目立った地震活
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動がなく、マグニチュード7クラスの地震のエネルギーを蓄え

ている可能性が高いと指摘、そして見野教授は「関西は地震に

対する意識が薄く、防災体制が不十分」と警告している。実

際、兵庫県南部地震を引き起こした断層は、この記事で指摘さ

れた断層帯ではなかったが、何人の人がこの記事に気づいてい

ただろうか。

ちなみに、なぜ私がこの記事に気づいたのかというと、震災に

あった後、家の片づけをしていたときに、たまたま、この記事

を見つけたのだ。

同じようにして見つけた記事にこんな記事もあった。1995年

1月17日朝刊（地震直前に配達された新聞）

神戸で震度1

十六日午後六時三十二分ごろ、神戸で震度1(微震)の地震が

あった。大阪管区気象台によると、震源地は大阪湾。震源の深

さは約二〇キロ。

今では、この地震が「前震」とされているが、残念ながら私は

気づかなかった。が、母は気づいていたようだ。

2005 ・02 ・07 （月）

魅惑の一億円札

今月、神戸の親友より震災10周年資料などに紛れて面白いも
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のが送られてきた。それを見た途端、あまりの懐かしさに思わ

ず望郷の念が沸々とおこってきてしまった。それは「一億円

札」である。

最近、偽札やら盗んだお札を捨てるなどといったお金にまつわ

る事件が相次いでいるが、神戸の一般庶民の間では古くからこ

の「一億円札」を家に飾るという奇っ怪な風習がある。この一

億円札の大きさは縦16cm、横34cmの大きな物で、かつて

は生田神社へ初詣に行くと参道で無料で配られていたものであ

り、それゆえに縁起物とされていた。ちなみに、この一億円札

を作っているのは生田神社にほど近い神戸サウナ。つまり、一

万円札に似せたサウナ屋の広告チラシなのだ。ただ、あまりに
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も立派に偽造…ぃゃぃゃ、精巧に作られているため、まことし

やかに金運がつくと言われ、神戸では家や店の壁に飾る人が多

い。私の実家でも震災当時まで住んでいた家では聖徳太子時代

の一億円札が長いあいだ、飾られていた。金運はどうだったか

は、ご想像にお任せするとして、この一億円札、飾るときは普

通に飾るのではなく逆さまに飾るのが流儀とされている。理由

はよくわからないが、普通に飾ると金運が逃げていくそうだ。

せっかく送っていただいたので、早速、私の部屋にも貼ってみ

ることにした。

そういえば昨日の新聞で一万円札を撮影して作られた簡易保険

のポスターが通貨偽造にあたるのではないかという記事が出て

いたのだが、この一億円札は大丈夫なのだろうか。実は裏面も

精巧に作られていて、すかしの部分にサウナの地図や営業時間

が刷り込まれているのだが…。

2005 ・03 ・01 （火）

「かねひで」お買い得情報?!

沖縄に「かねひで」というスーパーマーケットチェーンがあ

る。他のスーパーと違って独特でチープな品揃えが、私の心を

くすぐることから、よく利用しているのだが、今日の昼下が

り、某所の「かねひで」の店内をぶらぶらしていたら、妙な

バーゲン品(?)を発見した。
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写真ではよくわからないがPOPには「アタック(香典用)」と

書かれてあり、商品は地味な包装紙と白黒の熨斗紙に包まれて

いる。あえて書くとすれば「香典返し用」「お供え用」とする

べきなのだろうがツッコミどころはそこではない。

　普通のスーパーで、このような品物が当然のごとく普通に陳

列されているのは不自然ではないだろうか。「かねひで」買い

物歴3年の私も、このような商品は初めて見た。この店の近所

で大きな葬式があったわけでもないし、都合よく「これがほし

かったのよ!!」という人も、いないだろう。

「かねひで」は沖縄ではメジャーなスーパーマーケットである

が、たまに「なんだ、これは？」という掘り出し物が売られて

いるので、沖縄観光の方は観光地化された牧志の公設市場より

も最寄の「かねひで」に足を運んぶことをお勧めしたい。リア

ルな沖縄の生活を感じることができるのではないだろうか。

コメント

播磨からの流れ者・○チャン
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私も「かねひで」をよく利用しています。

初めのころは、缶入りさんぴん茶の激安さに驚きました。　そ

れにランチョンミートなども。本土で同じ銘柄のランチョン

ミートの値段を見て、その高さに思わず目まいがしました。な

んと沖縄での価格の２倍以上もするのです！　ホンマにナメと

んのかぁ～。

梅田えみ

４月に沖縄に行った時に、かねひで酒店で買い物をしました。

とても親切で気持ちよく接客していただきました。おまけに、

とても安くて助かりました。ところでご相談ですが、銘柄がわ

かれば、ディスカウント価格で発送して戴けますか。前回郵送

していただいた時、とても丁寧に梱包してあり、またお願いし

たいとおもいます。

のーのー

物は安くて良いかも知れませんが、毎回レジの無愛想さには後

味の悪い思いで帰ります。もっとにこやかに対応してほしい

し、『いらっしゃいませ』と『ありがとうございました』の言

葉は特に誠意を持って明るく丁寧に言うべきではないでしょう

か？？レジでは二人一組でやっている所もありますが、ちっと

も早く回らないし、袋詰めも遅い。袋詰めが遅いなら、しても

らわなくても良いと思うぐらい。バーコードを通す人は、一

々、一つ一つの値段を言わないで欲しい。レジの人は、丸大

や、サンエーで買い物をして見習ってみてはどうでしょうか？

！安いのだけが売りで買い手の気分はどうでも良いと考える訳

ではないでしょう？？それともこんな雰囲気はサンプラザ糸満
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だけなのでしょうか？？

どん

本当同感です。近くに、かねひでしか無いんで良く行くんです

が、従業員の接客はどうかと思います。

従業員が優先何ですか、商品陳列？客の邪魔になっていること

を気付かない子が多すぎる。ちょと考えてほしです。小さい子

がけがしないうちに！

がんばれかねひで！

2005 ・03 ・03 （木）

しゃっくりは遺伝するのか？

私には妙なクセ(?)らしきものがある。それは“しゃっくり”

である。

おなかいっぱい食事をとった後、しばらくすると決まって、

しゃっくりが1時間程度続くのである。しゃっくりをしている

間、神戸の実家にいたころは母に、今は妻に「うるさい」とい

われ続け、冷たい仕打ちを受けていた。普段、食事は腹八分目

で抑えているため、しゃっくりは出ないのだが、「たくさん食

べたなぁ」と思うときに限って、私のハラミ（横隔膜）が痙攣

を起こすのである。

ところで、最近、妻のお腹が大きくなってきた。一時は切迫流
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産の危機があり2度の入院を乗り越えてきたが、今では安定期

を迎えた。そして昨年末ごろからはお腹に触って胎動を感じる

ことができるようになった。ところが、である。この“胎児

ちゃん（©ベネッセ）”（ちなみに女の子なので、我が家で

は「姫」という胎児名をつけている）、ときどき、数秒間隔で

ピクピクとした胎動を繰り返すことがあるのだ。妊婦雑誌など

を見てみると、これは赤ちゃんのしゃっくりだと書かれている

ではないか。ひょっとして、彼女は私のしゃっくりの遺伝を引

き継いでしまったのだろうか。

“姫”が生まれ、成長してから、私のようにしゃっくりをし

て、家族から「うるさい」と冷遇されるのは、あまりにも可哀

相である。そこで、しゃっくりについて、いろいろと調べてみ

た。すると、大人になってからのしゃっくりの原因は、胎児期

の横隔膜の痙攣の名残であるという説が有力なのだそうだ。し

たがって胎児がしゃっくりをするのは異常ではないようなの

だ。ただ、胎児がしゃっくりをする原因は、まだわかっていな

い。有力な説のひとつとして羊水中の不純物を飲み込んだとき

に反射的に横隔膜が痙攣を起こし、体外へ排出させる機能では

ないかと言われている。また、大人の場合、食べ過ぎ、飲みす

ぎでしゃっくりが出ることや、しゃっくりが1時間程度続くの

は異常ではないらしい。つまり、私や“姫”のしゃっくりは遺

伝でもなければ、異常でもなかったのだ。

ちなみに、ギネスブックによると人類史上最長のしゃっくりが

止まらなかった記録は、アメリカの男性が記録した約68年間

(1922～1990年)。しかもこの男性はしゃっくりが続いても
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普通に生活できたそうだ。ただ、普通の人の場合、1～2日も

しくはそれ以上続くと内臓疾患の可能性があるため病院を受診

したほうがよいそうだ。

コメント

みのり

私は、しゃくりは苦手ですね。

息を止めたり、水を思い切り飲み込んだりして、

少しでも早く止める努力をします。

お姫様の誕生が待ち遠しいですね。

奥様が風邪などひきませんように気をつけて下さいね。

ようこ

今、妊娠８カ月の妊婦です。

私のbaby は、胎動がとても激しくて、ぐるぐる回ったりパン

チ、キックは元気な証拠とおもうんですが、二日に一回くらい

トントンと１．５秒間隔で５分間くらい続きます。何か特別な

病気ではないかと心配してます。

しゃっくりなんてそんな頻繁に続くのでしょうか。

菊地　馨

ようこさん、いらっしゃいませ

私は男のうえ、産婦人科医ではないのでなんともいえないので

すが、娘が胎児だったころは毎日のようにしゃっくりをしてい

たように思います（しゃっくりをするたびに嫁さんのおなかを
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触ってました）。また長いときで20 ～30 分はしゃっくりをし

てました。もちろん、産まれてからもよくしゃっくりをしてい

ました（最近はしゃっくりはあまりしなくなりましたが）。

しゃっくりそのものは病気ではありませんし、娘を取り出して

くれた産婦人科の先生いわく「赤ちゃんにとって、しゃっくり

は苦しくない」そうです。

ただ不自然に異常な胎動だと思うようであれば産婦人科の先生

にお伺いされることをお勧めします。

ちぃこ

現在33 週です。ようこさん、私も毎日（しかも朝・昼・夜な

ど）赤ちゃんが「ひくっ! ひくっ！」と痙攣のような胎動を感

じます。主治医の先生から「しゃっくり」とは聞いていました

が、こうも毎日続くのは異常なのかなァ？と心配していたとこ

ろです。

・・・が、菊地さんの奥さんの話を聞き安心しました。素敵な

旦那さま＆パパですね♪

お互い頑張りましょうね!!

2005 ・03 ・09 （水）

携帯メールの漢字変換機能について

最近、まだ見ぬ我が子の名前を考えるために漢字を調べること
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が多くなった。ふと、外出先で「この言葉の響きがかわいい」

と思いつくことがある。そして「どんな漢字があるのだろう」

と調べたいときに便利そうなのが携帯メールの漢字変換機能で

ある。だが、変換できる文字が意外に少ない上に、一つのカナ

を入れるだけで漢字ではなく常套句が変換されることがあり、

こういう用途では不便だったりする。たとえば「お」を変換す

ると「おはようございます」といった候補が出てくる。携帯の

メールを打つには便利な機能であるのだが、ある日この機能で

「り」と読む漢字を調べるために変換したところ、こんな常套

句が出てきた。

離婚しないんだ

「り」だけの変換で、この常套句を必要としている人はいるの

だろうか。この言葉は友達(もしくは親類)の離婚を楽しみに

していた人が、離婚が立ち消えになり、残念がる場合にしか使

わないのではないだろうか。しかも「離婚」という単語は

「り」だけで変換できないのである。いったい、どういう基準

でこんな常套句が入っているのだろうか。

ところで、今日から検索サイト「Google」でも同様のサービ

スが始まった。検索欄に「あ」だけ入れると「あびる優」「朝

日新聞」「愛知万博」といった旬の検索語を呼び出してくれ

る。いろいろ試してみると面白い発見があるかもしれない。

Google サジェスト
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菊地は「地」は土へんです!!

さて、前項で紹介したGoogle サジェストで「きく」と入れ

てみると「菊地美香」という検索語がトップで出てきた。私は

初めて聞く名前なのだが、どうやら芸能人のようである。が、

この人の公式ブログの名前が面白かったので、ご紹介したい。

菊地美香の「地」は土へんです

われわれ夫婦の間では“姫”の名前の条件として

名前だけで20画以内他人が字を見て読みやすい

という基準を設けている。これは私の「馨」という漢字があま

りにも画数が多く、まず読んでもらえない。なおかつ人に説明

しづらいという超難読漢字であるからだ。「馨」の漢字にまつ

わるエピソードは2004年11月22日の記事の冒頭でとりあげ

ているが、“姫”に同じ思いをさせるわけにはいけない。しか

し、このサイトの名前を見て、ふと思ったのは「名前よりは苗

字の間違いで悩みそうだなぁ」ということだ。メールや手紙な

どで「菊池」と間違われることは日常茶飯事である。今となっ

ては毎回、指摘するのも億劫になってきた。簡単平易な名前を

つけたところで“姫”も同じ苦労をしていくのかと思うと、心

苦しいものがある。

人口では「菊池」姓よりも「菊地」姓のほうが多いのだが、有

名人に「菊地」姓の人はほとんどいないのが、間違えられる原

因といえる。ぜひ、全国の「土へん」の菊地さんにがんばって

頂きたいと願う。
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2005 ・05 ・10 （火）

新しい家族がやってきました

私ども夫婦の親しくさせていただいている皆様へ、この場を借

りて、とりいそぎご報告させていただきます。

5月10日18時35分、私たち夫婦にとって初めての子供が生

まれました。生まれた瞬間から（実は生まれる前から）体をゴ

ニョゴニョと活発に動かし、そして大きな口を開けて泣く元気

な女の子です。ちなみに体重3,038g、身長51.0cm。同じ産

婦人科で2日前に生まれた男の子よりも図体がでかいです。

コメント

みのり

おめでとう(*^_^*)

良かったね。

ヒロ吉

写真、すごく楽しみにしてます。

どうかＨＰ開設されたらＵＲＬをお教えくださいm(__)m

産後は、お身体をどうかお大事に、お嫁さまによろしくお伝え

ください。



風見鶏の目

95

2005 ・05 ・14 （土）

血液型騒動

私は自己紹介で自分の血液型をB型だと紹介している。これは

神戸の実家にいるときに見せてもらった自分の母子手帳の血液

型欄に「B型」と書いてあったのを見たからだ。

ところで昨日、N産婦人科を揺るがす大事件が起きた。なん

とB型の夫＝すなわち私とO型の妻の間に生まれた娘の血液

型が「A型」であることがわかった。娘は生まれた直後、取

り上げてくれた先生や看護婦、そして妻の両親やきょうだいか

らも「父親似」と“お墨付き”を頂いたにも関わらず、私と娘

の血はつながっていなかったのだ!!

驚いたのは妻である。この事実が告げられた直後、私に「すぐ

に産婦人科に来てほしい」と電話をかけてきた。これまでの経

緯を聞いた私はタクシーで産婦人科へ急行するのだが、タク

シーに乗り込むと、運転手は「お子様が生まれるんですか？」

と呑気に尋ねて来た。

「いや、すでに生まれているんですけどね、ははは」

事実は言えず、乾いた笑いでごまかしたのだが、産婦人科に着

くやいなや運転手は「おめでとうございます」と追い打ちをか

けてくるではないか。私は心の中で「産婦人科で修羅場が待っ

てるかも…」とつぶやいた。通常、赤ちゃんは出産直後、へそ

の緒から採血するらしいが、この日、病院では間違いがあって

はいけないと、私が病院に着く前に、看護士が娘の腕から再

度、採血を行ったそうだ。しかし失敗したという。娘を可哀想
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に思った妻は、娘よりも夫の採血をしてほしいと看護婦に訴え

た。そして私が産婦人科に呼び出されることになったのだ。

単なる採血とは言え、病院内では医療行為である。看護士に

「保険証は持っているか」とか「問診票を書いてほしい」など

と言われる。しかし産婦人科の問診票には名前、生年月日、満

年齢などのほかに「最終月経」「出産経験」「過去の分娩方

法」などという項目がある。名前は「カオル」でも男なので、

あるはずがない。そんなこんなで私は採血に臨んだ。注目の血

液型は夜に判明するという。その後、病室でこれまでの話を妻

から聞く。私よりも妻が動転しているようだった。

「疑われるようなことはない」

私は、出産にも立ち会ったし、切迫流産で苦しんでいた時も妻

やお腹の中の子供と一緒に乗り切ってきたという自負もあるの

で、この結果が事実としても、妻を責めるつもりはなかった。

そして、夜。衝撃的事実が発覚する。なんと私の血液型はB型

ではなくA 型であることが判明したのだ。娘とも血がつな

がっていたことも証明されたことになる。

しかし、これまで何十人という人間から与えられた“典型的B

型人間”の称号は何だったのか?　私自身、血液型性格判断を

はじめ占いのたぐいはまったく信じないので、そんなことは気

にならないのだが、私の血液型の勘違いによって生後3日の娘

を採血失敗でキズモノにしてしまった私の責任は重大である。

この翌日、すなわち今日、私の両親が初孫の顔を見に神戸から

やってきた。このとき、初めて両親の血液型を訪ねた。すると
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父はA型、母はO型だった。過去に見た母子手帳の血液型欄

にあった「B型」は何だったのだろうか。私の空見だったのだ

ろうか?

以来、私は娘の面会で病院へ行くと、この騒動の場にいなかっ

た看護婦からも「A型のご主人」と呼ばれるようになったこ

とは書くまでもない。

2005 ・05 ・17 （火）

役所と相性が悪い名前

このブログでは難読漢字が含まれる名前は何かと損をするとい

う話題を何度か取り上げた。この教訓をふまえ、娘には2文字

で17画の比較的簡単な文字の組み合わせの名前を付けた。生

まれる前に名前を決めていたこともあり、出生後2日目に出生

届を提出したのだが、そのときに窓口のお姉さんから、乳幼児

へのいろいろな助成制度があることを教えていただいた。この

日は申請に必要な書類を持ち合わせていなかったため、昨日、

書類をそろえ、改めて市役所へ出向いた。

このうち、赤ちゃんの医療費について市が補助してくれるとい

う「乳幼児医療費助成」の受給資格認定手続きに行ったとこ

ろ、すぐに受給資格者証を発行してくれたのだが、資格者証に

印字される「保護者（私）の名前が漢字変換できなかった」と

いうではないか。保護者欄は名字だけしかなく、名前だけ手書

きで書いてほしいとのこと。「馨」は古くからある人名漢字だ
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し、最近では読みは違うがアテネオリンピック女子レスリング

の金メダリスト伊調馨さんの名前がマスコミによく登場してい

たではないか。

これならわざわざワープロ打ちにしなくても、すべて手書きの

方が見栄えがよかったかも。それに最近のパソコンの漢字変換

システムには手書き文字入力もあるので、こういうのも活用し

てほしかった。

そういえば、12日に娘の出生届を出したとき、出生届の「そ

の他」欄に役所の人が「親の姓は菊地である」という書き込み

をしていた。そして、この文末に印鑑を押してほしいと言われ

た。ひょっとして、ありえないと思うが、さんずいの「菊池」

で娘を戸籍に載せようとしたのだろうか？ちなみに届け出直後

にとった住民票は「土へん」であった。念のため、後日、娘の

戸籍抄本もとっておこう。

お役所仕事といえば、神戸にいた頃、郵送で「基礎年金番号通

知書」というものが区役所から送られてきた。よく見ると、こ

の通知書、性別が「女」になっているではないか。この通知書

は年金の手続きがあるときに一生、必要になる書類ではないの

か。すぐさま区役所に行って訂正を求めたが、訂正は粗末なも

ので、訂正印を押して、その横に手書きで「男」と書かれただ

けだった。私の名前は役所とは相性が悪いみたいだ。

関連リンク：すくすくねっと　なは那覇市役所の妊娠、出産、

育児情報サイト
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2005 ・06 ・25 （土）

「かねひで」ポイントカード発行へ

あの「かねひで」がポイントカード「スマイルカード」を発行

する。

ポイントは7月1日以降の買い物から200円につき1ポイント

を加算。500ポイントたまると「かねひで商品券」500円と

交換できるというもの。カードの期限は1年間で、カードの申

し込みは昨日よりかねひで各店舗で受付が始まっている。だ

が、ただでさえ安いかねひでで、500ポイントを貯めるのは

意外に難しいかもしれない。しかし、かねひでをよく利用する

者として、さっそくカードを申し込んでみた。カードは同じ沖

縄を基盤とする「サンエー」のポイントカードと比べると、や

はりチープであり、かねひでらしさ(?)が出ている。それでい

てカードの申込書に「クレジットカードではありません。安心

してご入会いただけます」という注意書きもあり、セキュリ

ティー面も万全といえる(?!)

コメント

Ｑ
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かねひでカード入会入会しました。

20000 円くらい買い物したけど。

100 ポイント　500 ポイントまで遠い・・・・でも　ガソリン

だったらたまるかな。

菊地　馨

Q さん。いらっしゃいませ。

ガソリン高騰のこのご時世、浦添のかねひで直営のガソリンス

タンドで

ポイントカードを使うと、どんどん貯まりそうですね

ところでmixi に「かねひで」のコミュニティがあり

かねひでに関する情報交換が行われています

http://mixi.jp/view_community.pl?id=37512

このコミュニティの中でスマイルカードのトピックも

ありますので、mixi のメンバーでしたら

一度覗いてみてください

スマイルカード会員専用トピック

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=3054541&comm_id=37512
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2005 ・07 ・06 （水）

粉ミルクにも沖縄バージョン?

子供が生まれてまもなく2ヶ月。家の中は育児用品が所狭しと

占有するようになってきた。そんなある日、何気なく粉ミルク

の缶を見ていたら不思議なマークがあることに気がついた。そ

れは太い文字で「沖」と書かれていて、その文字の周りに

「OKINAWA」の文字が丸く取り囲んでいるマーク。しかも

これは特定銘柄の粉ミルクだけではなく、私が調べたところ、

明治、森永、ビーンスターク(旧雪印系)の3社の粉ミルクに

同じマークがついていた(和光堂にはマークなし)。

このブログでは過去に沖縄の乳飲料には独特のものが多いとい

う話題を何度か取り上げてきたが、粉ミルクにまで沖縄バー

ジョンが存在しているようだ。内地と沖縄では同じブランドの

粉ミルクでも成分に違いがあるのだろうか。謎である。

2005 ・07 ・22 （金）

粉ミルクにも沖縄バージョン～解決編

前回、取り上げた粉ミルクの缶にある「沖」マークについて、

「沖」マーク付の粉ミルクを製造しているメーカー3社のうち、

メールでの問い合わせ窓口があるメーカー2社に問い合わせて

みた。2社とも同じ回答だったため、その回答をまとめてみ

る。
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まず、結論から言うと粉ミルクの成分は沖縄も内地も同じであ

り、沖縄だからといって違うということはないそうだ。それで

は何のための「沖」マークなのか。その真相は、沖縄が日本に

復帰した際、沖縄県内で販売する粉ミルクについて、税制上の

特典が受けられたことから、沖縄へ出荷する粉ミルクについて

は、本土向けの製品と区別するために「沖」マークをつけて沖

縄へ出荷していたという。ところが現在はその税制上の特典も

廃止されており「沖」マークは意味をなさなくなったとのこ

と。

ちなみに今回ご回答いただいた2社のうち1社からは、近々、

沖縄向け粉ミルクの缶から「沖」マークをはずす方向であると

の回答をいただいた。

2005 ・10 ・05 （水）

バージョンアップしたのはいいけれど…

今月1 日にブログツール「Movable  Type 」 ( 以下MT) を

バージョンアップした。
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バージョンアップするや否や「 Couldn't  load  blog;

perhaps you have not upgraded your MT database?」

なるエラーが…。実はこのエラー、3.1xまでのバージョンで

アップグレードcgiを使わずにインストールしたときに出るエ

ラーなのだが、今回バージョンアップしたバージョンは3.2

で、事実上、アップグレードもクリーンインストールも同じ手

順になる。いろいろと検索して調べてみたものの解決策が見当

たらず。旧のバージョンに戻しても復旧しないため、データ

ベースにあるブログのデータのバックアップをとり、データ

ベースを初期化。MTもクリーンインストールした。そして

バックアップからMySQLのテーブルに記事、コメント、ト

ラックバックのデータを手動で書き込み、完全復旧させた。た

だ、これまでのファイルの配置が変わってしまい、検索エンジ

ンから途中のページにアクセスされた方は「 404  Not

Found」のエラーを見ることになる羽目になってしまった。

特に当ブログでアクセスが多い記事は下記のページに移転して

いるので、ご注意いただきたい。

2004年8月15日

携 帯 専 用 サ イ ト 用 の .htaccess の 記 述 に つ い て

(AirH"PHONE対応)

2004年12月15日

38歳主婦、「漫湖」が苦痛

またブログの更新チェック等に利用される「index.rdf 」が
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「3.2 」からは実装されなくなったもよう。サーバーログを

チェックすると毎日20件ほどアクセスあるようで、これにつ

いてもindex.xmlかatom.xmlに変更をお願いします（トッ

プページの右下のアイコンがリンクになっています）

さて、サイトも模様替えしたのだが、実は一般には公開してい

ない愛娘の成長記録のブログ用に作ったテンプレートを流用し

ている（今回の復旧ではコメントがよくつく愛娘のブログから

復旧させた）。というのも、このバージョンでは同じプログラ

ムで動く複数のブログが共通の検索結果のテンプレートを使用

するため、やむなく（実は気に入っている）それぞれのブログ

のデザインも共通のものにした。

最後に、もしかすると同様の悩みをお持ちの方が探索に来られ

る可能性もあるためちょっとした情報を。クリーンインストー

ルをした場合、検索用テンプレートは「3.2」バージョンに特

化したHTMLとスタイル指定になっているため、旧バージョ

ンのスタイルシートを利用する場合は、一部属性で互換性がな

い可能性がある。検索結果用テンプレートはMTをインストー

ルしたディレクトリの

/search_templates/default.tmpl

にあるので、これをテキストエディタで直接編集する。編集す

る際は、念のため元のテンプレートファイルはリネームして

バックアップを取っておかれることをお勧めする。
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2005 ・10 ・19 （水）

同じURLでパソコン用と携帯用のページを作る

昨年8月に備忘録として「携帯専用サイト用の.htaccessの記

述について (AirH"PHONE 対応 )  」を発表したが、教えて

gooや2ちゃんねる等の質問スレッドで参考にされていたよう

だ。これを持ち出して書くのも気が引けるのだが、実は「 .

htaccess」や振り分け用のCGI等も使わずに、なおかつ同じ

URLで携帯でもパソコンからでも接続できるホームページの

作り方がある。

それは、サイトのトップを「フレーム」ページにすること。

実はフレームページのソースには、今や化石となった「フレー

ム対応でないブラウザ」用のページを埋め込むことができる。

現在、パソコンの場合、フレームに対応していないブラウザは

ほとんどないといってもよい。しかし通常の携帯電話の場合、

フレームページに対応していないことが多い。この仕組みを利

用することによって、同じURLでパソコン用と携帯用のペー

ジを作ることが可能なのだ。

具体的なソースを示すと

<html>

<head><title>トップページ</title></head>

<frameset cols="100%,*">

 <frame name="hidari" src="content.htm">
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 <frame name="migi" src="main.htm">

</frameset>

　<noframes>

　　　<body>

　　○○の部屋 for Mobile

　　※ここに携帯端末向けのリンクを並べる

　　　</body>

　</noframes>

</html>

これはあくまでも一例であり、フレームページの設定などは各

自でお調べいただくとして、この場合、<noframes>タグの

間に、携帯端末向けのコンテンツのインデックスを作る。これ

で同じURLでPC用と携帯用のコンテンツを振り分けること

ができる。

ただし注意点がある。

フレームに対応しないブラウザはほとんどないといったが、

GoogleやYahoo!(inktomisearch)等の検索ロボットも実は

フレームに対応していない。このままでは検索ロボットが携帯

用コンテンツしか拾わなくなるので、フレームのソースに

<meta>タグなどで検索ロボット向けの記述をしておくことを

お勧めする。具体的なタグの記述はググって熟知すべし。
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次は同様のケースで、Movable Typeを利用している場合に

ついて述べたい。

コメント

motorola ringtone

http://sprint.zope.it/Members/phendimetrazinebbb/cingular-

ringtone.html &gt; cingular ringtone

http://sprint.zope.it/Members/phendimetrazinebbb/motorola-

ringtone.html &gt; motorola ringtone

http://sprint.zope.it/Members/phendimetrazinebbb/

phendimetrazine.html &gt; buy phendimetrazine

http://sprint.zope.it/Members/phendimetrazinebbb/sildenafil-

citrate.html &gt; sildenafil citrate

http://sprint.zope.it/Members/phendimetrazinebbb/verizon-

ringtone.html &gt; verizon ringtone

http://sprint.zope.it/Members/phendimetrazinebbb/vicodin.

html &gt; buy vicodin

flower delivery

http://atomworks.org/Members/bla/mlm-lead.html  &gt;  mlm

lead

http://atomworks.org/Members/bla/debt-reduction.html

&gt; debt reduction

http://atomworks.org/Members/bla/adipex-online.html  &gt;

adipex online

http://atomworks.org/Members/bla/buy-diazepam.html  &gt;
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buy diazepam

http://atomworks.org/Members/bla/carisoprodol-online.html

&gt; carisoprodol online

http://atomworks.org/Members/bla/hydrocodone-order.html

&gt; hydrocodone order

http://atomworks.org/Members/bla/ambien.html  &gt;

ambien

http://atomworks.org/Members/bla/flower-delivery.html

&gt; flower delivery

http://atomworks.org/Members/bla/gifts-flower.html  &gt;

gifts flower

flower delivery

http://atomworks.org/Members/bla/mlm-lead.html  &gt;  mlm

lead

http://atomworks.org/Members/bla/debt-reduction.html

&gt; debt reduction

http://atomworks.org/Members/bla/adipex-online.html  &gt;

adipex online

http://atomworks.org/Members/bla/buy-diazepam.html  &gt;

buy diazepam

http://atomworks.org/Members/bla/carisoprodol-online.html

&gt; carisoprodol online

http://atomworks.org/Members/bla/hydrocodone-order.html

&gt; hydrocodone order

http://atomworks.org/Members/bla/ambien.html  &gt;

ambien
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http://atomworks.org/Members/bla/flower-delivery.html

&gt; flower delivery

http://atomworks.org/Members/bla/gifts-flower.html  &gt;

gifts flower

同じURLでパソコン用と携帯用のページを作る

（Movable Type編）

前項の続編としてMovable Type(以下MT)を利用している

場合について触れたい。

実はMTの場合、ページのデザインの大半はスタイルシートに

依存しているため、そのまま携帯でアクセスしても閲覧するこ

とができる。しかもMTのソースの<a>タグには携帯端末用の

「accesskey」属性が埋め込まれており、特に何もしなくても

携帯に対応しているといってもよい。

ところが、である。MTをデフォルトで設定するとサイトの文

字コードがEUCやUTF-8で出力され、携帯の機種によって

は文字コードに対応しておらず、文字化けが起こることがあ

る。これを回避するには、どうしてもツールに頼らなければな

らない。そこで便利なのがMT4iというCGI。設置方法はリ

ンク先を参考にしていただくとして、このMT4iを普通に設置

した場合、パソコン用のURLと携帯用のURLは違うものに

なる。

そこで携帯用とパソコン用サイトを同じURLで運用するため
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には「携帯専用サイト用の .htaccess の記述について

(AirH"PHONE対応)  」の .htaccess 記述をアレンジする必

要がある。

この.htaccessの記述の変更箇所としては

ErrorDocument 403 MT4iが出力するURL

を追加し

そして冒頭の「order deny,allow」「deny from all」を

order allow,deny

allow from all

に変更

そして、IPアドレス箇所の「allow from IPアドレス」をす

べて

deny from IPアドレス

に変更する。

この変更だけで、同じURLでパソコンと携帯サイトを運営で

きる。実際は携帯からのアクセスをほかのURLへ転送するだ

けなのだが…ためしに携帯で  http://kazamidori.net/

kaoru/ にアクセスしていただきたい。
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なお、この方法を利用する場合下記の点に注意して欲しい

.htaccessの「deny(アクセス拒否)」と「allow(アクセス受

入れ)」を間違えないこと転送先URLは .htaccessを置いた

ディレクトリの外にすること

とくに、MTのプログラムがインストールされている位置に

よっては、2の理由によって、この方法が使えない場合がある

ので、注意していただきたい。

コメント

涼

初めまして、とても参考になりました。

早速ですが、この場合、 IP アドレスでなくとも、例えばドコ

モやEZweb でしたら

deny from docomo.ne.jp

deny from ezweb.ne.jp

などで全て転送できませんでしょうか。

ぼくはこれでやってみて、今のところ大丈夫のようなのですが

…。

このやり方で不都合があったのでしょうか、ちょっと解らな

かったもので、ご質問させていただきました。

菊地　馨

涼様　いらっしゃいませ。

参考にしていただきありがとうございます。

さて、お問い合わせの件ですが「.htaccess 」の記述をIP アド
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レスではなくホスト名を指定する方法は、一番手っ取り早い方

法ではありますが、その一方でアクセスした端末すべてに対し

て IP アドレスからホスト名に変換する作業が発生しサーバー

に負荷を与える原因となります。またWeb があるサーバーか

らDNS サーバーへホストを問い合わせるため、わずかながら

通信が遅くなることもあるようです。サーバー負荷を考えると

IP アドレス指定がお勧めです。

ところで、昨日（ 10 月 23 日）、国内で大規模な DNS サー

バー障害が発生し、 DNS サーバーで逆引き（ IP →ホスト名）

ができない状況となっていたようです。詳しくは下記リンク先

を参照していただきたいのですが、ざっとリストを見たところ

携帯系ではezweb ユーザーが影響を受けていたようです。当

サイトでは IP アドレス指定だったこともありログを見たとこ

ろ問題なく振り分けが行われておりました。

参考：逆引きネームサーバの障害について

( 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター)

http://www.nic.ad.jp/ja/topics/2005/20051024-01.html

このようなことが起こっても振り分けることができることか

ら、ホスト名よりは IP アドレスのほうが確実かと思われます

（その分、IP リストのメンテナンスが大変ですが）。

涼

ありがとうございました。

サーバ負担も考えると細かく指定したほうがいいということ
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も、理由のひとつなのですね。

通信が遅くなることもあるとは、知りませんでした。

一部の検索ロボットを避けるためにも使っていましたが、これ

も負担をかけていたのでしょうね…。

とても参考になりました。重ねてお礼を申し上げます。ありが

とうございましたー。

KK

とても参考になりました。ありがとうございます。php やcgi

を導入するのも検討しましたが、こちらの方が簡単だったので

助かりました。トラックバックを送らせて頂きました。たまに

寄らせて頂きます。

2005 ・11 ・22 （火）

爆笑される父

私には産まれて6ヶ月になる娘がいる。

どこの赤ちゃんでもそうなのだが、赤ちゃんは親と目が合うと

微笑み返しをしてくれて、その仕草がとても可愛いのだが、最

近、我が娘は、私の顔を見ると微笑を通り越して爆笑するよう

になった。その爆笑が半端ではないのである。

まず目を会わすと「ケラケラケラ」と笑い、時には口からよだ

れを吹き出しながら笑う。そして、くるっと寝返りをして、右
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手で畳をバンバンと叩きながら、さらに爆笑。

うつ伏せになっている娘に無理やり目を合わせに行くと、今度

は笑いながら仰向けになり、そしてまた寝返りを繰り返し、こ

ろころと転がりながら部屋の端っこまで行って、また爆笑なの

である。

娘よ、自分の父親の顔を見て、ここまで笑うことはないだろう

君の顔は父親似なんだから。

2006 ・01 ・20 （金）

Gmailを独自ドメインのメールボックスとして使

う

「Gmail」というサービスをご存知だろうか。あのGoogleが

行っているフリーメールサービスである。サービスの概要は以

下のようなものである。

メールボックス容量が約2.6GB（ギガですよ、ギガ）無料な

のにメール本文に広告がつかない普通のメールソフトでも設定

をすれば利用することができるWebメール画面もシンプルツ

リー表示はむしろ斬新で、場末のWebメールより使いやすい

かも迷惑メールフォルダがあるWebメールにアクセスした状

態でGoogle検索ができる

私はこのGmailをメーリングリストやメールマガジン等の購

読用として使っているのだが、実はこのGmail。使いように
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よっては無料であるにもかかわらず、プロバイダのメール以上

に活用できる代物なのだ。

また最近、Gmailは自分のGmailのアドレス以外のメールア

ドレスを使ってメールを送ることができるようになった。たと

えば「username@gmail.com 」というメールボックスを

使って「username@kazamidori.net」のメールアドレスで

メールを送ることができる。

そして、独自ドメインのメールに届いたメールをGmailに転

送するようにしてやれば、なんとGmailの無駄に大きいメー

ルボックスを独自ドメインのメールボックスにすることができ

るのだ。

ただ、それだけでは芸がない。Gmailの機能をフルに活用す

れば巷のホスティングサービスが提供するメールサービスより

も活用できるだろう。

(1)1個のメールボックスで複数のメールアドレスを運用

私が利用しているドメイン取得代行業者「Value Domain」

では、ドメインを取得した時点で、100個の転送メールアド

レスを使うことができる。個人で100個もメールアドレスを

使うことはないと思うが、これを「Value Domain」の設定

にしたがって「CATCH ALL」設定にしておき、そのメール

の転送先をGmailのアドレスにしておく。するとメールアド

レスの「@」より左側の部分にどんな文字列が入っていても

受信ができるようになる。こうすることによって何ができるか



風見鶏の目

116

というと、たとえば、購読するメールマガジンや懸賞を応募す

るごとにメールアドレスを使い分けることができる。しかも、

この方法だと100個どころか無限にメールアドレスを作るこ

とができるので、数千種類のメールマガジンをそれぞれ個別の

メールアドレスで購読することも可能である。もちろん逆に、

転送メールは1個のメールアドレスだけでも可能である。も

し、その中から迷惑メールが届くようになると、どこの業者が

漏らしたかもわかる。

※迷惑メールの場合、Gmailの迷惑メールフォルダに自動的

に振り分けられる。

(2)Gmailの設定

転送メールアドレスの設定ができれば次はGmailの設定であ

る。まず、しておきたいのは、Gmailの差出人を他のメール

アドレスでも使えるようにする設定である。

Gmail にログオンし「設定」から「アカウントの設定」を開

く「他のメール アドレスを追加」をクリックし「名前」と

「メール アドレス」を入力名前は何でもよいが、メールアドレ

スは自分のドメインのメールアドレスを指定画面の指示に従う

すると、Gmailの受信トレイに「Gmail の確認」というメー

ルが届くので、そのメールに記載されているURLをクリッ

ク。「確認が完了しました」というメッセージがでれば設定完

了

(3)Gmailの振り分け設定を最大限に活用

これまでの設定だけでは、ただのメールボックスである。さら

にパワーアップさせるにはGmailのフィルタ設定を最大限に
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使う。これは使い方によってさまざまな設定が可能なので、私

が実際に利用している方法を一例として記しておく。

例：私宛に届くメールのうち、特定のメールだけをAさんの

メールアドレスへ転送したい

Gmail の「メール設定」の「フィルタ」画面に入る「新しい

フィルタ作成」のリンクをクリックすると「フィルタ条件を指

定」の画面になるので、転送したいメールの振り分け設定を行

う「次のステップへ」のボタンをクリックすると「操作の選

択」画面に切り替わる。この条件を満たす設定だと「次のアド

レスに転送」にチェックし、Aさんのアドレスを入力

上記3については利用方法によっていろんな設定が可能である

上、複数の設定も可能であるため、表向きはひとつのメールア

ドレスで、メールの条件によっては複数のメールボックスにそ

れぞれ違うメールを転送することができる。しかもGmailの

メールボックスに入ると同時に、指定したメールがAさんの

アドレスへ転送される。転送したメールはそのままGmailの

メールボックスに残るので、お互いの好きな時間にそのメール

を読むことができる。

(4)運用

Gmail側でPOP設定をしておけば、メールソフトでメールに

やり取りが可能である。しかもGmail側で迷惑メールをフィ

ルタリングするので、メールソフトで迷惑メールを受信するこ

とはほとんどない。
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実際は独自ドメインの転送メールではあるが、Gmailを経由

させることによって、独自ドメインのメールボックスとして活

用することができるのだ。特に(3)は、無数の設定が可能なの

で、独自ドメインとGmailアカウントをお持ちの方は試して

みてはいかがだろうか。

※追記：Gmail for your domainの話題はこちらをご参考

ください

2006 ・01 ・21 （土）

Gmailをハードディスクとして使う

私がはじめてパソコンを買った1997年当時、ハードディスク

の容量は2G程度のものが普通だった。しかし現在のGmailの

容量は約2.6Gもある。どんなに迷惑メールを集めたとしても

そう簡単に「ギガ」を使い切ることはないだろう。それならイ

ンターネット上の“ハードディスク”として活用できないだろ

うか。そこで便利なツールが「GMail Drive」である。

http://www.viksoe.dk/code/gmail.htm

これはGmail を自分のWindowsパソコンの仮想的なハード

ディスクとして活用するツールで、エクスプローラのドラッグ

＆ドロップでパソコンのファイルをGmailに移動(コピー)さ

せることができる。

実態は添付ファイルにして自分のGmailアカウントへ送信し
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ているのだが、これを意識することなく使うことができる。見

かけ上、Gmailにフォルダを作ることも可能（※1）であり、

一部制約があるがエクスプローラとほぼ同じ操作ができる（※

2）。

Gmail Driveに送れるファイルは1件につき10MBまでの制

限はあるが、複数のパソコンを使いこなしている場合、すべて

のパソコンに Gmail  Drive をインストールしておけば、

Gmail のディスク容量を「共有フォルダ」として使うことが

できる。

もちろん、これを応用すれば、パソコンの買い替えによるデー

タの移し変えにも活用できる。たとえば古いパソコンにCD書

き込み機能がないような場合は、必要なデータのバックアップ

をGmail Driveに移し、新しいパソコンにインターネット接

続を完了後、Gmailに普通にアクセスし、メールの添付ファ

イルをダウンロードすれば古いパソコンの資源を新しいパソコ

ンで活かすことができる。

私の場合、通常使っているGmailと区別するため、自分宛へ

招待メールを送り、Gmail Drive用のアカウントを確保して

活用している。我が家はADSLのためアップロード（上り）

速度が遅いが、所詮バックアップ用途なので気にするほどでは

ない。

ちなみにGmail Drive用に作ったアカウントには、紹介枠は

19通ついておりました。



風見鶏の目

120

※ 1  実際の Gmail にはフォルダを作ることができない。

Gmail Driveで送ったファイルをGmailで見るとメールの件

名にフォルダのパスが入っている。※2 Gmail Driveの制限

事項・仕様上、ファイル名を変更することができないあえてす

るならパソコン上でファイル名を変更してアップロードし、変

更前のファイルを削除・転送できるファイルは1 件につき

10MBあえて10MB以上のファイルを転送するなら分割ツー

ルを使って分割個数分をアップロード・長いファイル名のファ

イルは転送できないGmailツール日本語化パッチ配布http://

gmail.dragonflash.net/

2006 ・02 ・12 （日）

光プレミアムに申し込んでみた

住んでいるアパートに「光プレミアムマンション」タイプの回

線が来るとのことで、今日、NTT西日本が申し込み相談会を

開いていた。我が家の場合、フレッツADSLに加入している

し、光に切り替えてもメリットがないと思っていたのだが、昨

日、現在の電話の基本料金とフレッツ回線料、プロバイダ料金

を洗い直してみると「光プレミアム＋ひかり電話」に加入した

場合、現在よりも500円ほど安くなることがわかった。そこ

で今日の相談会で、少し踏み込んで話を聞くことにした。

アパートの一階の相談会会場で待っていたのは、本当にNTT

社員かと疑いたくなるケバイ雰囲気を醸し出す女性だった。自

己紹介で「滝川クリステル」と冗談をほざいていたので、とり
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あえず「しばくぞ」とかましておいたが、スナックで酒を飲み

ながら店の女の子と会話しているかのような相談会ではあっ

た。が、だいたいの手続きの話はわかったので、とりあえずそ

の場で申し込むことにした。

実際の開通は早くても今月末になるそうだが、NTTのチラシ

に載っているプロバイダであればNTTがプロバイダの変更手

続きもしてくれるとのことだ。また「ひかり電話」を申し込ん

だ場合、電話の切り替え工事料金が4,000円ほどかかるらし

い（「光プレミアム」の工事料金はNTTのキャンペーン適用

で無料）。

ちなみに「ひかり電話」の場合、現在利用のNTTの電話番号

を引き継いで利用できるのだが、切り替える際、現在の加入電

話を休止する形をとるそうだ。しかし電話を休止するにも工事

料金がかかるとは、ちょっとびっくりである。

なお、申し込み時の粗品は「食器洗い洗剤（スポンジ付）」

「キッチンタオル4巻」「カラフルクリーナー（パソコンの

キーボードのほこりを払うブラシ）2個」であった。また、開

通して1ヶ月後にはNTTから6,000円分の商品券が届くそう

だ。
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2006 ・03 ・08 （水）

光プレミアム開通

申し込みから待つこと約3週間。やっと我が家に「光」がやっ

てきた。家に帰ってきてびっくりしたのは、家に設置された機

械の数である。今までADSLモデムだけが鎮座していたとこ

ろにVDSL装置、網終端装置、そしてひかり電話のVoIPアダ

プタの3台が並んでいる。早速、パソコンにスタートアップ

CD-ROM をセットアップ（フレッツ接続ツールではない）

し、設定してみるのだが、私がイメージしていた物と勝手が

違っていた。

我が家には私と妻のパソコン2台があり、これまでルーター内

蔵ADSLモデムを介したLANでつながっていた。この場合、

通常、ルーターにインターネットの接続設定を行うのだが「光

プレミアム」の接続設定は、ルーターではなくインターネット

上（NTTのIP網内＝フレッツスクエアか？）で設定するので

ある。設定するのは接続IDとパスワードだけ。ルーターなら

当たり前にあるDNS等の設定は必要ないのだ。とりあえず、

つかまり立ち&後追いを覚えた10ヶ月の娘に邪魔されながら

も設定し、無事、接続することができた。

さて気になる速度であるが「光」とはいうものの、マンション

タイプのVDSLということもあり、体感的に速度はフレッツ

ADSLとあまり変わらなかった。

ちなみに初期投資として、ひかり電話切り替えに伴う電話休止
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工事費3,150円(当初は4,200円と聞かされていたが)は出る

ものの、光プレミアム工事費は無料で、しかも加入しているプ

ロバイダでは契約変更でも3ヶ月間はNTTの光プレミアム料

金（機器レンタル料込み）とプロバイダ料金が無料、なおかつ

NTTから6,000円分の商品券がもらえるので、なんだか得し

た気分である。

コメント

はまのまさと

いつも、いつも、菊地代表＆管理人さんに大変、大変お世話に

なってる。

はまのまさとでございます。

　

ボクも、そろそろ光モノに変えようか

迷っているところです。今年の暮れ頃

に出る次期ＯＳに合わせて変えようか

どうしょうか・・。今の処、100 Ｍも

チエちゃとでは、必要ないだろうと

言った処ですが・・でも、欲しいなぁ。

2006 ・03 ・12 （日）

神戸空港を見に行こう 2006（機上編）

9日から昨日まで神戸へ帰省していた。
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沖縄からだとどうしても飛行機での移動となるため、やむなく

(?)神戸空港を利用することになったのだが、いくつか驚いた

ことがあるので記しておきたい。

私が乗ったのはANAで、平日の昼の便であるにも関わらず満

席だった。関空や伊丹便でも空席がないという経験がなかった

だけに、神戸便は意外に需要があるものだなと感じた。が、あ

とで聞いた話によると5分前に神戸へ向けて飛び立ったJAL

便は乗客が少なかったそうだ。神戸空港の需要が高いと言うよ

りは、乗客が最近ゴタゴタが多いJALを敬遠した結果、私が

乗った便が満席になったのではないかとも考えられる。しか

し、航空会社が違うとはいえ、1日4便しかない那覇神戸便な

のにJALの神戸便の5分後にANAの神戸便を飛ばすとは、

どういう意図を持って時間設定したのだろうか。

神戸空港に着く直前、明石海峡付近からかなり低空飛行になっ

た。神戸市民の海水浴のメッカ・須磨海岸が手を伸ばせば届き

そうな位置にみえる。おそらく須磨海岸からだと意外に低い位
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置で飛行機が飛んでるのが見えるのではないだろうか。この航

路は神戸空港が埋め立てられる以前から、一部の管制官やパイ

ロットから指摘されていた。なぜなら伊丹、関空の航路を避け

るためには神戸便はこれらの航路より下に航路を設定しなけれ

ばならないことは関係者の間では予め予想されていた。最悪、

明石海峡大橋の主塔の上空すれすれ（約300m）を旅客機が

飛ぶと指摘する人もいたぐらいである。さすがにそれほど低空

ではなかったがやはり低く感じた。このようなことは文章にす

るよりも写真で示したかったが、離着陸態勢の時はデジカメも

使えなかったので撮ることはできなかった。

さて、飛行機が神戸空港に着陸する。機内から見る神戸空港の

ターミナルビルは意外に小さかった。それよりも屋上で見学し

ている人の数が異常と言っていいほど多い。正に「人垣」であ

る。平日の昼間というのに神戸市民は暇なのか。それとも空港

が物珍しくて見物している“田舎者”なのか。神戸の新しい玄

関口のはずなのに、機内からの丸見えの人垣は元神戸っ子とし

て、少し恥ずかしいものを感じた。その一方で、飛行機の到着

を外で待っていた掃除要員の方々が整列して、私たちの飛行機

に向かって最敬礼をしていた姿は壮観だった。もしかするとど

この空港でもやっているのかもしれないが初めて見る光景だっ

た。

※写真は神戸空港の搭乗口(2006年3月11日撮影)※関連記

事神戸空港を見に行こう(2001年7月、2002年9月)
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2006 ・03 ・13 （月）

神戸空港を見に行こう 2006 （ターミナルビル

編）

今回は私たち夫婦だけではなく10ヶ月の娘を連れての帰省と

なった。当然、荷物と赤ちゃんを引き連れての移動になるのだ

が、神戸からの帰り、空港行きのポートライナーが今まで経験

したことがない…いや、25年前のポートピア81以来かと思

うぐらいの満員電車に出くわした。当然、赤ちゃんを抱いてい

ても座れるわけがない。

空港駅に着くと、改札を出る直前で長蛇の列に出くわした。自

動改札2機では裁ききれないぐらいの人が空港を利用するよう

だ…と思いきや、改札を抜けると警備員が搭乗者と見学者をそ

れぞれの入り口に振り分けているではないか。しかも、そのほ

とんどが見学者。搭乗者はまばらである。実家を出る直前に読

んだ神戸新聞によると、ターミナルビルを訪れる人の8割が見
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学者だという。

この日は濃霧の影響で神戸空港発着の飛行機のダイヤが乱れて

いたこともあり、出発ロビーは人がごった返していた。妻が搭

乗手続き、土産の購入の間、その間、私は10ヶ月の娘をおん

ぶして、荷物の見張りもしなければならない。しかしロビーに

はイスというものが見当たらない。JALのカウンター側には

あるのだが、ANA側にはなぜか見当たらなかった。しかも

JAL側は空港見学者の帰路に当たるところにイスがあるので、

下手をすれば、JAL側で私と同じ状況になっている人は座れ

なかったかも知れない。いずれにせよ、手続き中、赤ちゃん連

れの人や大きな荷物を持っている人を立ちっぱなしで待たせる

とはいかがなものだろうか。警備員に座る場所はないのかを聞

いたところ1階にあるとのこと。「なんて不便な空港なんだ」

と思いながら、エスカレーターで1階に行くと、そこは到着ロ

ビーだった。なぜ、出発する客が到着ロビーで待たねばならな

いのだ。到着ロビーには大きな荷物と小さな子供を連れた、ど

うみてもこれから出発する若い夫婦の方も座られていた。

そして、手荷物検査を通って搭乗口へ。ここにはたくさんのイ

スがあるではないか。しかも空席もある。1日30便しか利用

できない空港なんだから、ここにあるイスのせめて4分の1ぐ

らいはロビーにあってもよかったのではないだろうか。

神戸空港では全国の空港に先駆けて、視覚障害者に対する音声

ナビゲーションシステムを導入するらしいが、普通に利用する

人にも優しい空港であって欲しいと願う。
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※写真は神戸空港出発ロビー（06年3月11日撮影）※関連記

事神戸空港を見に行こう(2001年7月、2002年9月)

2006 ・03 ・30 （木）

光プレミアム開通 番外編

最近、ファイル交換ソフトに感染するウィルスによる個人情報

流出事件が相次いでいる。そんなご時世に沖縄ではこんな

ニュースがあった。

顧客情報1万5000件紛失／広告代理店PC盗難（沖縄タイム

ス）

http://www.okinawatimes.co.jp/day/200603281700_

07.html

ファイル交換ソフトがらみの情報流出事件とは性質が異なる

が、今回紛失した個人情報の中にはNTT西日本のインター

ネット契約者の個人情報299件が含まれている。なぜ広告代

理店がNTTの顧客情報を持っているのだろうか不思議に思っ

た。NTT西日本は自社の情報を異業種他社に平気で流すとん

でもない会社なのだろうか。

とりあえず、自分は無関係だろうし、そんなことはどうでもい

いか…と思っていたら、今日、我が家にNTT西日本とこの広

告会社の連名の封書が届いた。
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早い話が「盗まれたパソコンの中にあなたの個人情報が含まれ

ていたのでお詫びする」ということなのだ。

この手紙の内容を要約すると

盗難に遭ったノートパソコンに入っていた情報は「お客様氏

名」「ご住所」「ご注文を承った際にお尋ねした内容の一部」

である盗難については警察へ届けているが現時点では発見され

ていない紛失した情報は現時点で不正使用等の事実はない盗難

に遭ったノートパソコンにはパスワードロックによるセキュリ

ティ対策を実施している

というもの。

今回は社員が不注意で流出させたものではない（今後、ネット

上に流出する可能性がないとはいえないが）ので、いまさらど

うこう言っても仕方がない。ただ気になるのは、NTTの顧客

情報がなぜ広告代理店に流れているのか。この点について手紙

に記載された電話番号に問い合わせてみることにした。

てっきりNTT西日本の担当者が出てくるのかと思いきや、電

話に出たのは広告代理店のおじさんであった。話によると

光プレミアムマンションタイプの申込相談会はNTTと当社の

共催である申込み時のアンケートについては当社がとりまとめ

てNTTに渡すその時の情報が入ったパソコンが盗難に遭った

とのことだ。相手がNTTなら「どういうつもりなんだ」と強

気に出たのだが、相手はパソコンを盗まれた広告代理店であり
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被害者でもあるわけで、また、あまりにも申し訳なさそうに対

応してくれたこともあり強くは言えなかった。

教訓として、集合住宅や電気店などで行っているNTTの申込

みイベントは広告代理店が絡んでおり、このような場所でした

アンケート等に書き込んだ情報はNTT以外の会社にも流れて

いると考えて良さそうである。

ただ、この詫び状の宛名が「菊池馨」宛となっていた。そし

て、この詫び状の前に来たNTTの口座振替の連絡は「菊地

薫」宛だった。個人情報紛失以前に、情報の取り扱いがいい加

減であることはよくわかった。

2006 ・03 ・31 （金）

「ひかり電話」回線障害発生中!!

さて、昨日の記事では申し込み時の個人情報紛失事件について

取り上げたが、またしてもNTT西日本がポカをしている。し

かも現時点で現在進行中である。なんと今日午後より自宅の

「ひかり電話」が不通になっている。110番も119番もかけら

れないのだ。

NTT西日本、エリア全域でひかり電話と他事業者の発着信が

できない障害

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/

03/31/11465.html



風見鶏の目

131

逆にひかり電話以外のNTTの加入電話（早く言えば普通の電

話）や携帯電話から自宅へ電話をかけてもつながらない。もし

大災害が起きたり、家に変質者が入って家族に危害が加えられ

たりしたら、家の電話から連絡することも、逆に連絡を取るこ

ともできない状況なのだ（まぁ携帯電話があるので、大げさに

書くこともないのだが）。

ただ、電話が不通になって、まもなく7時間が経とうとしてい

るにも関わらずNTTのプレスリリースでは回復の見込みは不

明とのことだ。

「ひかり電話」「ひかり電話ビジネスタイプ」の故障について

http://www.ntt-west.co.jp/info/support/hikaridenwa.

html

最新のインフラが意外に脆弱であることが証明された…とまと

めようと思ったら、なぜかインターネットはつながるのであ

る。

2006 ・04 ・19 （水）

父親の面目丸つぶれ

11ヶ月になる娘が熱を出してしまった。

これまで風邪ひとつ引かなかったのだが、やはり保育園に通う

ようになると病気は避けて通れないようである。最初、妻が病
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院に連れて行ったが、その日の夜、飲んだミルクを吐くという

新たな症状が出てきたため、翌日、私が電話した上で同じ病院

へ連れて行くことにした。病院の診察では「昨日出した薬を飲

み続けろ」という、つれない返事であった。それはそれでいい

のだが（実はよくない。詳しくは後述）、困ったのは診察前の

体温を図る段取りで、娘が体温計を嫌がり、ぐずり始めたの

だ。

しかも、娘は「ママ～、ママ～」と泣くではないか。

最近、娘がぐずるとき、よく「ママ～」と叫ぶことがあった。

ママ＝母親を指して「ママ」と言ってるのかどうかわからない

が、病院で「ママ～」と叫ばれると、父親の面目丸つぶれであ

る。私が娘を嫌がっているみたいではないか。看護婦さんに笑

われたことは書くまでもない。

ちなみにその後、薬を飲ましても症状は変わらなかったため、

今日、妻が別の小児科へ連れて行くことになった。ここでは丁

寧に診察していただいたようで、胃腸炎と軽い中耳炎、のども

少し腫れているという診察結果が出た。ミルクを吐くのは体が

ミルクの脂肪分を拒絶しているからではないかということらし

い。なお、今のところ、赤ちゃん用のイオン飲料やお菓子（タ

マゴボーロや赤ちゃん用のせんべい）は吐くこともなく口にし

ている。
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コメント

スイポテ

お嬢ちゃん、お風邪からおなかとお耳に影響が出たのですね。

別の病院に行って正解でしたね。

熱のあるときや吐くときは水分補給（イオン飲料など）は必須

です。

小さいお子さんは脱水症状になりやすいからです。

とにかく吐き気が治まってきて良かったですね。

お大事に。

菊地　馨

スイポテさん。こんにちは。

今朝は熱も下がり、食欲も出てきました。

朝っぱらから

　おかゆ、かぼちゃのペースト、かつおのだし汁、りんご果汁

120cc

　医者から勧められた無脂肪の粉ミルク100cc

をぺろりと平らげ、吐くこともなくなりました。

まずは一安心です。
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2006 ・04 ・27 （木）

“沖縄のニューリーダー”は街を汚す

今月に入ってから「沖縄のニューリーダー ひが実」という怪

しいステッカーが街中に貼られているのが目に付くようになっ

た。それは電柱や信号機の支柱、電話ボックスに至るまで、貼

り紙ができそうなところは必ずといっていいほど貼ってある。

また、緑に赤文字という決して趣味がいいとは言えない色使い

で、それゆえにただでさえ雑然な那覇市街の景観をさらに汚し

ているのだ。

ところで沖縄県は「美ら島おきなわ観光宣言」（観光立県宣

言）に基づき、県民に対して街の美化、ごみやタバコのポイ捨
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て禁止などを啓発している。まもなくゴールデンウィークを控

え、観光シーズン本番を迎える沖縄の玄関口である那覇市街に

このステッカーが貼り巡らされている光景を観光客はどう思う

だろうか。

おそらく「沖縄のニューリーダー ひが実」という人物は今後、

何かの選挙に立候補するのだろう。彼は「ひが」という苗字か

ら生粋のウチナンチュと思われるが、ナイチャーの私でさえ嫌

悪感を覚えるほど景観を乱すようなことをしてまで選挙に通り

たいのだろうか。

ちなみにこのステッカーの左下には小さな文字で「じゃまにな

るようであればお取りください」という注意書きが書き添えら

れている。自分で「じゃま」と認識しているのであれば、最初

から貼らなければいいのに…と思いつつ、今後も「沖縄の

ニューリーダー ひが実」氏の動きは生暖かく見守ろうと思う。

※写真は電話ボックスの中から撮影。電話ボックスの窓の外側

（車道側）に向けて貼られている

※ひが実(比嘉実)氏関連の追加情報はこの記事のコメントに

追加していきます

コメント

赤蛙

イギリスでは見られない光景です。
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おそらく、街の規制が厳しいのでしょうか。

また何年もかけて培われてきた、良識？

日本で見かける店の前のはたはたする飾りなども

見かけません。但し、政治家は、積極的に自分の街に住んだり

過ごしたりして、精力的に市民の中に溶け込んで大きなものば

かりでなく、小さな会合にも出席したり、その他色々な面で市

民のために

仕事しています。さまざまな情報がオープンで、閲覧すること

ができます。

5 月4 日はここの地方行政の選挙日。

ドアから小さなパンフレットが入ってきます。

また時には、本人がドアをノックして、話をしていきます。

国によって違いますねえ。

スイポテ

比嘉　実　さんという方が立候補されるのでしょうか。

私には「ヒガミ」と読めちゃいます。

目立てばいいというものじゃないですね。

かえって反発を買うようじゃ。

菊子

この人は多分だけど、11 月の知事選に出るんじゃないかなー。

「琉大出身初の県知事を！」という横断幕を見た気がする。

琉大出身の県知事が今までいなかったということに、
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意外な思いがしましたが…

シールには注意書きがあるのですね。今度見てみよう。

この人は R58 号沿い（浦添・宜野湾）で、朝よく見かけます

よ。

さて、知事選といえば、 kazamidori さんエキサイトします

ねー。

ここ来て2 回目の知事選ですが、1 回目は今思えば残念ですね

（笑）。

菊地　馨

このような輩を駆逐するために、

沖縄県民は又吉イエスの再臨に期待するしかないようですね。

※沖縄が生んだ唯一神「又吉イエス」をご存じない方は

http://yes.happy.nu/profile.html をご参考ください

純うちな～んちゅ

はじめまして。沖縄に住む中坊です。僕もひが実の悪行には前

々から腹が立っていました！！新都心なんかの電柱はもうはん

ぱなく汚い！絶対に許せん！しかもこの貼り紙、かなりはがし

にくく張られています！はがそうとするとすぐ破れてしまうよ

うにされています。本当に腹立たしい限りです！！

乱文ですいません。
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菊地　馨

＞純うちな～んちゅさん

いらっしゃいませ。激しく同意です。

最近は「ニューリーダー」バージョンに続き「沖縄改革」バー

ジョンのステッカー（デザインは同じ）が登場し、国際通り近

辺で“景観破壊活動”が行われています。

さて、「ひが実（比嘉実）」という人物を調べてみますと、現

在は 62 歳。 2005 年 2 月 6 日投開票の浦添市長選挙に立候補

し、落選したものの21,589 票も獲得しているようです。しか

も当選した現市長とはなんと約3 千票差。前回の沖縄県知事選

挙に立候補した又吉イエスですら獲得したことがない票数で

す。彼が浦添市長選挙に立候補した際、彼を支持する市会議員

がいたようです、今回の“景観破壊活動”の機動力を考える

と、バックに浦添市会議員の支持者が大掛かりに動いている可

能性も考えられます。

また彼は「元法政大学沖縄研究所所長」という肩書きを持つよ

うです。ここまで街を汚しておきながら「沖縄研究」とは、沖

縄県民に対する最大の侮辱といっていいでしょうね。この人と

このひとの支持者には「郷土愛」というものはないのでしょう

か。

また調べていく過程で比嘉実氏の後援会のサイトを発見しまし

たのでリンクしておきます。
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後援会スタッフ日記

http://blog.goo.ne.jp/urasoe_2005/

比嘉実　後援会

http://blog.livedoor.jp/urasoe2005/

一見、何もないように見えますが、Windows の方は「Ctrl 」+

「A 」を押していただくと隠しリンクを見つけることが出来ま

す。

こちらでは選挙活動を語っておられます

http://blog.livedoor.jp/urasoe2005/archives/12937371.html

菊地　馨

FM 沖縄のニュースによると、那覇市内で電柱にビラを貼って

いた2 人組を軽犯罪法で逮捕したとの情報が…ついにひが実関

係者の逮捕か!! …と思ったら、逮捕容疑となった貼ったビラは

何かの集会のビラとのことでした。

しかし、ひが実陣営はあれだけステッカーを貼り巡らしておき

ながら、誰一人逮捕されないのは、バックに権力がついている

のでしょうか？

純うちな～んちゅ

ついに我が家の近隣にもひが実のステッカーが貼られました！

昨日の夜８時まではステッカー無かったんですが、今日の朝１

０時頃外にでて電柱が視界に入ったと思ったら、ひが実のス

テッカーが！！夜中にうろついて貼っていくなんて、法律違反
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であることを知りながらも貼っていく『違法業者』じゃないか

！！コレではピンクビラの業者とたいして変わらんぞ。

さっそくはがして、きちんとゴミに出そうと思います。

菊地　馨

「ひが実」で検索すると、このページがトップに来るようです

ので、ひが実氏関連の情報はここに集約したいと思います。

さて、沖縄タイムスの過去の記事を検索しますと1996 年の浦

添市長選挙の人選についての記事を発掘。その記事によると、

なんと、あの比嘉実氏のお兄様は浦添市長の経験もある比嘉昇

氏（故人）なのだそうです。

http://www.okinawatimes.co.jp/day/199608211700.

html#no_3

いやぁ、元浦添市長の弟様でしたか。構図としては宜野湾市の

元助役の弟が又吉イエスという関係にどことなく似ています

ね。

菊地　馨

今朝、怪しげな群青色の車が、怪しげな音楽を鳴らして那覇市

内の国道58 号線を北上していました。よく見ると我らが“ひ

が実”氏の街宣車でした。怪しげな歌の歌詞はあまり聞き取れ

ませんでしたが、音程のずれた男性コーラスで

♪ひがみのる～ このひかりを～
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というような歌を流していました。テレビで見た某真理教の街

宣活動に似ているような気がします。又吉イエスより怪しいで

す。

よーし

比嘉実氏について最新情報がしりたいです。

ご苦労さまです

ずいぶん前から嫌気がしていて、

警察にも市にも連絡しています。

（まったく対応されませんが…）

立候補されるなら一言だけ

「責任を持って１枚残らず綺麗に剥がしてからどうぞ！」

バイパスでピースしてる暇があるなら。

あえて名無し

最近、ひが実大先生を見なくなりましたね

我が職場でも話題になってます

仲間内では

・ステッカーを作りすぎて破産した

・又吉イエスの後を追って内地に活動の場を移した

などという推測がなされていますｗ

（　・∀・）さん ◆qk9uJ0By6Y
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&gt;&gt;13

破産まではいってないようですがお台所事情は厳しいようです

ガソリンの高騰がこんなところでも…といった感じでしょうか

ところでライバル登場です！

新聞でも報道されていたみたいなんですが

琉球独立党という政治団体から

屋良朝助さんという方が出馬表明しているそうです

琉球独立党公式ホームページ

http://www.bekkoame.ne.jp/i/a-001/

いやはやｗ

ひがひが

私は、モノレール古島駅でこの「ひが実」ステッカーを見まし

た。早速、沖縄県選挙管理委員会に通報しました。担当者いわ

く、すでに何度も警告しているとのことです。

きみお

報告をするのを忘れていました。

実は、比嘉実らしき？人を目撃しました。

それは、 9 月 8 日の朝 8 時 20 分ごろ、那覇から北向けの国道

330 、沢岻陸橋の手前で見覚えのある緑色の旗、大きくひが実

と書いているものを左手でつかみ右手はＶサインで振りまくっ

ていました。
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たった一人で、小柄な人でした。

もしやあれが噂の　ひが実　では・・・

よ～し

比嘉実氏について最新情報が知りたいのですが、誰か詳しい人

いませんか？

（　・∀・）さん◆qk9uJ0By6Y

&gt;&gt;17 よ～しさん

本人に直接、聞くのがいいでしょう

今なら、毎朝、浦添の沖電本社前で演説してます

2006 ・05 ・26 （金）

ブログのSEO対策

最近、あるブロガーより「ブログの記事をパクってるのでは

？」というニュアンスのコメントをいただいた。そのような行

為をしたことはないのだが、指摘するブログを見ると、私があ

るテーマで書いたブログよりも前に、このブロガーがほぼ同じ

テーマの記事を発表していたのである。

このブロガーは私の記事をGoogleで“私が期待している検索

語”で検索して、私の記事を見つけたようだ。ここからは推測

だが、おそらく自分が書いた記事が上位に来るものと思って検
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索したら、後発の私の記事がトップで出てくることに不快感を

抱いたのかもしれない。

※このブロガー、他人に対してパクリを指摘してきたにも関わ

らず、某SNSサイトのデザインをパクッたブログを運営して

いたりする。

実はこの該当記事については実験的にGoogleで上位に来るよ

う、ちょっとした“小細工”をしていた。いわゆる「SEO

（Search Engine Optimization = 検索エンジン最適化）対

策」である。

SEO対策はネットで通販をしているようなサイトだと検索エ

ンジンの順位によっては売り上げが大幅に変わることがあるた

め、最近、Web作成の現場で重要視されている分野である。

しかし、これは我々のようなブログでも同じで、あるテーマに

ついて、自分の伝えたい記事を、検索エンジンの上位表示させ

たいと思うのは当然の欲求である。今回は当サイトで行った

“小細工”をご紹介したい。

<Hn>タグ

SEO対策で重要視されているのが<Hn>タグに含まれる文字

列である。このタグは新聞記事で言えば「見出し」を定義する

タグであり、nの数字が小さいほど、その重要度が高くなる。

このタグとnの数字を検索エンジンがホームページの「見出

し」とその重要度として解釈しているため、検索されたい単語

を<H>タグに埋め込んでおけば、その単語で検索されると上
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位に表示されやすくなる。

Movable Typeや主なレンタルブログの<H>タグには、下記

のような定義づけがなされている。

<H1>=ホームページの名前<H2>=投稿日<H3>=投稿した記事

の見出し

私はこのサイトをブログ化し、新たにテンプレートを作るに当

たって、意図的に<H2>と<H3>の定義を入れ替えてみた。つ

まり、これを行うことによって、一般的な（＝SEO対策をし

ていない）ブログよりも記事の重要度が高くなることから、同

じテーマの記事が乱立している場合、私のブログは他の記事を

押しのけて検索エンジンの上位に表示される確率が高くなっ

た。

※Movable Typeで、この作業をする場合は、スタイルシー

トの、<H>タグに関わる部分も入れ替える必要があります

<IMG>タグ

実はパクリ疑惑が持ち上がった記事では<H>タグに“私が期

待している検索語”になるような文字は入れていない。これは

たまたまなのだが、その代わり、記事中に使った写真を表示す

る<IMG>タグに“私が期待している検索語”を埋め込んだの

である。まず「ALT属性」。これは本来は画像が表示できな

いブラウザや視覚障害者向けに画像の内容を文字で表示する部

分なのだが、ここに“私が期待している検索語”を入れた。ま
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た、画像のファイル名も“私が期待している検索語”をそのま

まローマ字にしたファイル名をつけたのである。実はこれは

「イメージ検索」から自分のページに誘導することを想定した

小細工なのだが、普通の検索でも反映されるとは予想外であっ

た。ちなみに現時点で“私が期待している検索語”で検索する

と該当の記事はGoogle 、 Yahoo( ウェブ検索 ) では 1 位、

MSNでは3位に登場する。

※ファイル名を“期待している検索語”にする方法は英語で書

かれたサイトでSEO対策として有効とされていますが、英語

以外のサイトでその効果は不明とされています

最後に、大げさに「SEO対策」と書いたが、私がした小細工

はこの2つだけである。もしかすると将来“私が期待している

検索語”で検索したときに該当の記事が上位から転落する時が

来るかもしれないが、その時には、私の記事より上位に来たサ

イトのSEO対策をパク…ではなく参考させていただくかもし

れない。と宣言しておく。

追記：2006年10月10日

Googleへブログのpingを送る方法が公開された。

これを利用することにより、ブログがGoogleに検索されやす

くなる

MovableType を利用している場合は、管理画面の「更新

Ping/トラックバックの設定」に

http://blogsearch.google.com/ping/RPC2

を入力することで記事を公開することにより、自動的にping
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が送られる。

また、それ以外のブログを利用の場合は

http://blogsearch.google.com/ping

から手動で登録する。

ちゃんとpingが通ったかどうかは、pingを送った後で

http://blogsearch.google.com/changes.xml

にアクセスすることにより確認できる

# 検索で上位に表示されると、検索下位サイトから事実無根

の記事をかかれ

# 妬まれることもあるので要注意?!

もしSEO対策に興味をお持ちでしたら下記のサイトが詳しい

ので参考にしていただきたい。

SEM/SEO 講 座 :http://www.sem-seminar.com/Google

Dance（グーグルダンス）:http://bingoall.net/google/

コメント

菊地　馨

そっとしておこうと思ったんですが、該当の“ブロガー”氏か

ら今日、「パクリに捏造に何でも有りの方なんですねぇ？」と

まで言われてしまいました。



風見鶏の目

148

http://kayn.exblog.jp/3775415/

せっかくこちらのページにリンクを貼っていただいたので、こ

ちらで書かせていただくと、この“ブロガー”氏は該当記事の

投稿日の日付を捏造とまで言ってきました。

ちなみにその該当記事

http://kazamidori.net/kaoru/2006/04/post_51.html

日付を捏造したことはない上に、該当記事のコメントを入れて

いただいた方の投稿日をみても「遅くとも4 月27 日」に発表

したのは明らかなんですが…それに、彼がトラックバックをし

てきた時点で、これらのコメントは見てるはずなんですが。

# 自分が記事を見た日を投稿日と思ってるのでしょうか?

ちなみに私のブログは mixi と連動してまして記事を発表する

とmixi にも記事の見出しが反映されます。1 ～3 番目にコメン

トをいただいた方は私のいわゆる「マイミク」さんです。

この“ブロガー”氏は、私よりも、はるか前に mixi に入られ

てるようですので、そのあたりはご存知とは思うのですが。

（　・∀・）さん ◆qk9uJ0By6Y

久しぶり～。風の噂で祭りをやってると思ったら震源地はここ

でしたかｗ
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まぁ、なんといいますか、彼のページは

ここのページのデザインによく似てますね

こういうのはパクリとは言わないんでしょうか？

彼の書いてることにおかしなところがあるし

(ex. パクリと捏造について客観的な根拠が示されてない...etc)

全体的に被害妄想っぽいし

ま、どちらにしても、まともに相手しないほうがよいかも

＃春日センセに見せたい文章ですｗ

それはともかく、県知事選挙関連の情報を小耳に挟んだんで

あっちのページに書きましょうねー

2006 ・05 ・30 （火）

VIP待合室は実在した?!

昨日は頭がガンガンと痛み、さらに寒気を感じて目が覚めた。

寒気に関しては那覇の最低気温が最近にしては低くなっていた

からだろうと思っていたのだが、とりあえず普段どおり、娘を

風呂に入れ、朝食をとって、テレビを見て一息ついていると、

体がだるくなってきたのである。熱っぽくもなってきたので、

体温を計ったところ38℃になっていた。

病院嫌いの私も「これはやばい」と思い、2年ぶりに自分のこ

とで病院に行くことにした。そこは普通の開業医なのだが、受
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付を済ませて体温を計ると今度は38.6℃に上がっていたため、

紙製のマスクを渡され「ほかの人に移る病気の可能性もあるの

で」ということで普通の待合室ではなく、個室の待合室に回さ

れた。これまでいろんな病院に行ったが、こんな対応は初めて

である。

この部屋は一般の待合室とは隔てられ、診察室との間は「シャ

ワールーム」を介してつながっている。これを見ると気が弱い

人だと重篤な伝染病にかかったのではないかと思うのではない

だろうか（とはいえここにくるまで先生の診察は受けていない

のだが）。

部屋はイスとテーブルとテレビがあり、テーブルにはティッ

シュペーパーが置かれているだけである。テレビは独り占めで

チャンネル変え放題。しかも看護婦が血圧を測りに来たり、先

生が直々に説明や検査にやってきたりと、至れり尽くせりの待

遇であった。某TV 番組ではないが「VIP 患者席」ならぬ

「VIP待合室」は実在するようである。

結局、検査の結果、インフルエンザではなく普通の風邪だった

ため、一般の待合室に戻されてしまったが、貴重な経験だっ

た。もちろん「VIP待合室」のお世話になるような病気には

なりたくないものである。

ちなみに翌日、すなわち今日、頭痛は少しあるものの、悪寒や

体のだるさは消え、また体温も平熱に戻った。薬の力はすごい

ものである。ただし抗生物質の薬については症状が改善して
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も、6日間は飲み続けるように…という説明があった。最近、

当地で流行っている風邪はぶり返す傾向があるといわれてお

り、そのためでもあるのだろう。

コメント

caramelpapa

間違っていたら、ごめんなさい。

どうも、小児科でよく見る、隔離待合室のような気がします。

ほって置かれるので、退屈しないようになっているような気が

します。

ＶＩＰ用もあるのかもしれませんが？

　

菊地　馨

病院でのやりとりからして間違いなく隔離用待合室です。悪く

言えば隔離で、よく言えばVIP 待合室といったところでしょう

か。

ちなみに行った病院は普通の内科で、また行った時間帯に子供

の患者はいませんでした。小児科であればおもちゃとかもある

のかもしれないですが、残念ながらその待合室にあったのはテ

レビとティッシュペーパーだけでした。

スイポテ
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子供が小さい時はしかの疑いで小児科に走ったら、看護婦さん

に手招きされてそのような部屋に通されました。

すごく肩身が狭かったなぁ。

2006 ・06 ・07 （水）

気になる? nameドメイン

インターネットの世界には「name」というドメイン名があ

る。原則として個人名で取得できるもので、nameドメイン

の管理団体によって世界中の名前や苗字が予め登録されてお

り、取得希望者は「苗字 .名前 .name」または「名前 .苗字 .

name」で申請して取ることができる。

ところが、つい最近まで「娘の名前.name」は「名前.name」

の登録から漏れ、空きドメインとなっていた。この場合、ドメ

イン管理団体でなくても個人で自由に取ることができる。もと

もと取るつもりはなかったのだが、娘の名前はそこそこ有名な

芸能人にもある名前なのに「name」ドメインが空いている

ことを以前から不思議に思っていた。ところが昨日、暇つぶし

に「娘の名前.name」をwhoisで引くと、nameドメインの

管理団体が「名前.name」として押さえているではないか。

nameドメインはインターネットの世界ではまだまだマイナー

であるが、もし空いているうちに取得しておけば、ドメイン管

理団体に代わって、娘と同じ名前の人に「苗字.名前.name」
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のアドレスをレンタルしたり、あるいはこのドメイン名を希望

している人に高値で売りつけることもできるかも…などと考え

ると、今更ながらドメイン名を取らなかったことを、ちょっと

後悔している（注・nameドメインの高値の転売は非現実的

です）。

ちなみに娘の名前のドメイン名はjp,com,net,org,infoが既に

取られており、このうちcom,netは転売目的で取られている

ようだ。またinfoは私がタダ同然で取得し、神戸の家族や親

しい友人に向けて育児日記ブログを運用している。

[追記]

子供の名前のドメイン名について、「やじうまWatch」で面

白い記事を発見した。俳優ブラッド・ピットが娘の名前のドメ

イン名(shilohnouveljoliepitt.com)を取得しているそうで、

その取得理由がアダルトサイトの転送に使われるのを防ぐため

らしい。有名人となれば単なる親バカではなく危機管理の一環

の一環で取得するようだ。

※nameドメインについて、実際は「kazamidori.name」(

現時点では実在しません)のように人名以外のnameドメイン

も取得することができます。

※「沖縄独特の名字.name」は取得されていないものが多く、

ざ っ と 調 べ た と こ ろ 現 時 点 で は 「 arakaki.name 」

「shimabukuro.name」「inamine.name」「matayoshi.

name」等が空きドメインとなっています。ただし比嘉さん、
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大城さん、具志堅さんはドメイン管理団体が押さえておりまし

た。

2006 ・06 ・26 （月）

掲示板迷惑投稿撃退記

最近「風見鶏ねっと」内にある、とある掲示板に毎日3～5件

のspam投稿が相次いでいた。サーバーログを見ると複数の種

類のアクセスがあり、ひとつは固定IPだったためhtaccessで

蹴ったのだが(この掲示板は簡単なCGIのため、CGI側でIP

アドレスを規制できない)、もうひとつは匿名プロキシサー

バーを経由し、しかも毎回、IPアドレスを変えてくるため

htaccessでは弾けなかった。どうしたものかと考え、至った

結論は掲示板CGI名を変更するということだった。これで、

なんとあっさり撃退できたのである。具体的には「bbs.cgi」

であったのを「その掲示板の名前を英語にした名前.cgi」に

変えた。

さて「風見鶏ねっと」ではURLが存在しない場合に表示され

るエラーページをオリジナルのものにしており、しかもその

ページにはリアルタイムでチェックできるアクセス解析を埋め

込んでいる。これはサイト内のリンク切れを把握するために仕

掛けているものだが、当然、外部サイトのリンク切れも記録さ

れる。通常、エラーページには毎日5～10回程度のアクセス

が記録されているが、彼らは今も1日に20回以上もCGI名変

更で消滅した掲示板にアクセスし続け、サーバーの生ログにエ
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ラーが記録されているにも関わらず、エラーページに仕込んで

いるアクセス解析に全く引っかからないのである。つまり、彼

らはブラウザでアクセスしているのではなく、自動的に宣伝文

句を投稿するようなプログラムでアクセスしてきていると思わ

れる。

ちなみにサーバーログによると彼らが使っているプログラムの

名前(UserAgent)は以下のものであった。

User-Agent:  Mozilla/4.0  (compatible;  MSIE  6.0;

Windows  NT  5.1)Mozilla/5.0  (compatible;  Googlebot/

2.1; +http://www.google.com/bot.html)

1 の場合、パッと見たところ「Windows  XP の Internet

Explorer 6.0」を使っているように見えるが、実際は

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

というプログラム名をサーバーに送り、わざわざ「User-

Agent:」という文字列をサーバーに送らないので、明らかに

偽装である。2の場合も検索エンジンGoogleの検索ロボット

と全く同じものを名乗っているが、この場合は「googlebot.

com」というところからアクセスしてくるため、それ以外の

ところからアクセスしてきたものは明らかに偽装である。特に

2は匿名プロキシサーバーからアクセスし、なおかつアクセス

ごとに接続先が違うので、挙動が怪しすぎるのである。
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結論として、これらのツールは掲示板名が「bbs.cgi」となっ

ているものを見つけると、絨毯爆撃のごとく投稿を行うような

動作すると思われる。レンタル掲示板だと難しいが、自分の

ホームページエリアで掲示板を持っている人はCGIの仕様に

あわせてCGIの名前を変更することをお勧めしたい。

※BBQ あらしお断りシステムというサイトによると、既存の

掲示板CGIに組み込むことで匿名プロクシサーバーからのア

クセスを弾くことができるコードを公開している。

※.htaccessが使うことが出来れば、spam投稿の温床とされ

る中国・韓国からのアクセス制限 (リネージュ資料室)も参考

になるかも…

なお「formmail.cgi」「formmail.pl」といったアドレスへ

のアクセスも、たまにサーバーに記録されている。「風見鶏

ねっと」ではもともとこのようなCGIは設置していないので、

どんなことをしてくるのか不明だが、おそらくホームページか

らメールが送れるメールフォームを狙って迷惑メールを送りつ

けると思われるので、単純なcgiの名前にしている場合は、そ

のままにせず、変更することをお勧めする。
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2006 ・06 ・27 （火）

おちゃめな那覇バス

今日の夕方、那覇バスの市内線に乗ったところ、窓にこんな物

がへばりついていた。場違いな可愛らしさを醸し出していたの

で、思わず携帯電話のカメラでバチリと撮ってしまった。この

窓には日除け用のカーテンも取り付けられているにも関わら

ず、わざわざこの日除けをつけているところがニャンとも微笑

ましい。

2006 ・06 ・29 （木）

Movable Type のバージョンアップ(3.2→3.3)

ブログツール「Movable Type」を3.2から3.3へバージョ
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ンアップしてみた。前回、3.17から3.2にバージョンアップ

したときはひどい目に遭ったが、今回はファイルをアップロー

ドして10秒足らずで何事もなく完了してしまった。

見た感じの異常は見当たらなかったのだが、いろいろ触ってい

ると検索結果表示がダメダメになっているではないか。

実は、今回、大幅な機能強化が盛り込まれているのだが、その

ひとつとして検索結果のテンプレートを管理画面から編集でき

るようになった。これまでのバージョンでは「 /search_

templates/default.tmpl」を触っていただけに、バージョン

アップをするとデフォルトの検索結果テンプレートが適用され

る。

※3.3にバージョンアップする場合、こちらのページを参考に

してください。またMT3.3のファイルをバージョンアップす

る際は、前バージョンのファイルをサーバーから削除して3.3

のファイルをアップロードします。

※もし私と同様に「/search_templates/default.tmpl 」を

触っている方がいましたら、事前にバックアップをとることを

お勧めします。

なお、今回は個人ライセンスにも変更があった。3.2では「1

ユーザーで無制限のブログ」を持つことができたが、今回の

バージョンでは「ユーザー数無制限、ブログ数無制限」にパ

ワーアップした。ちょっとしたサークル活動などでホームペー
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ジを持っているところは、メンバーに個人個人のブログを持た

せるといった使い方もできる。サポート無しの場合は従来どお

り無料である。

ところでMTとは関係ないが、今日は「Gmail Hosting」の

招待状が来ていた。「Gmail Hosting」とは以前、紹介した

独自ドメインのメールボックスとして使う（姑息な）方法とは

違い、Gmailをそのまま独自ドメインのメールボックスとし

て活用できるものである。これについては後日レポートしたい

と思う。

2006 ・06 ・30 （金）

Gmail for your domainをValue Domainで

使う

昨日、「Gmail for your domain」の招待状が届いた。招

待状といってもGmailの招待状とは違い、自分で応募して招

待状をもらうのだが、応募して約1ヶ月で招待状(beta tester

invitation)が届いた。

「Gmail for your domain」とはGmailのメールサーバーを

独自ドメインに割り当ててくれるサービスで、希望者は

「beta tester 」…つまり「Googleのメールサーバーの実験

台になりたい」という条件で申し込む。しかし、これまで

「Gmail」（いちおうこれもベータバージョン）を使ってきて

不都合もないし、それどころかプロバイダのメールよりも高機
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能なため「beta tester」といっても普通のメールサーバーよ

りも遜色ないサービスが期待できる。

以前「Gmail を独自ドメインのメールボックスとして使う」

という方法を紹介した。しかし、この方法は見かけ上、

Gmail を独自ドメインのメールアドレスで使う方法であり、

実際はメール転送を利用しているため、2つのメールサーバー

を経由することになるうえに、メールヘッダーの「sender」

にGmailのアドレスが表示されるなどスマートな使い方では

なかった。

「 Gmail  for  your  domain 」では転送ではなく、直接、

Gmail のサーバーを独自ドメインのメールサーバーとして使

え、またメールボックス容量も1件につき2GBの容量は当然

のこと、チャットやウェブクリップなど「Gmail」と同じ機

能を利用できる。英語版にすればカレンダー機能も利用できる

（ちなみにGmailの招待権はつかない）。また1ドメインあた

り最大25個のメールアドレスが持て、なおかつメールエイリ

アス(Gmail では「ニックネーム」と呼ばれるが、いわゆる

「別名メールアドレス」のこと)も持て、「Catch all」(どん

なメールアドレスのメールが来ても受信できる機能)にも対応

している。

※今日現在「ダッシュボード」画面では「アカウント プラン

　ユーザー 25 名まで無料」という説明がある。26名以降は

有料になることも予想され、近い将来「beta tester」から正

式運用も期待される
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備忘録として「Value Domain」で使う場合の設定手順をま

とめておきたい。

管理画面へログイン招待状に書かれている設定画面にログイン

する。英語の画面であるが、ここで管理者用のメールアドレス

とパスワードを決めて、ログインするこの記事を書く前日まで

は管理画面は英語だけであったが、今朝、アクセスしたところ

日本語の画面になっていたDNSサーバーの設定「MX レコー

ドを変更」という画面が出てくるので「MX レコードの変更」

をリンクをクリックする「Value Domain」で取得している

ドメインの場合「eNom」という業者のDNSサーバーの設定

が表示される（ eNom とは Value  Domain の上位業者）

eNom の設定画面にログインするような説明があるが、

Value Domainにログインし「取得ドメイン一覧」→「DNS

レコード/URL転送の変更」を開く今回、招待状が来たドメ

イン名を選び「DNS情報変更」画面を開く既存のメール関係

の設定を消して、Gmailの説明画面どおりのメールホスト名

を入力する。7個のホストを入力することになっているが、

eNom以外の設定を見る限り、上位5個まで入れておけば6番

目(Pref=60)、7番目(Pref=70)は設定しなくでもよさそうで

ある。具体的には以下のように入力ホスト名：@ターゲット

：*****.*.GOOGLE.COM. ( 「Address」で指定されてい

るホスト名。「******.GOOGLEMAIL.COM.」の場合もあ

る)タイプ：mxMX設定：ターゲット(Address)に対応して

いる「Pref 」の番号を間違えないように入力図説の設定例

Value Domainの設定画面の「変更」ボタンを押し「正常に

変更しました。」とでれば、第一段階はクリアGmailの管理
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画面で「ダッシュボードに戻る」のリンクをクリックし、管理

画面のトップページに戻るまだ「MX  レコードを変更」や

「アカウントのステータス  保留」と出るが、DNSが浸透する

まで1日程度待つ。私の場合は1時間程度で有効になったその

後、正しく設定が反映されると管理画面(ダッシュボード)の

「MX レコードを変更」の画面が消え「アカウントのステータ

ス  有効」と出る

Webメール画面すでに管理者用メールアドレスを作成してい

るので、右上の「受信トレイ」をクリックするとお馴染みの

Webメールの画面になるメールソフトでも使えるようにする

には「設定」画面からPOPを有効にする。その他の設定、操

作は「Gmail」と同じメールアドレスを追加する場合はWeb

メールの画面から「このドメインを管理」をクリックし「ダッ

シュボード」に戻り「ユーザーを作成」のリンクから追加する

メールソフトの設定受信メール、送信メールサーバー共に

「Gmail 」の設定と同じ。ただしアカウントはGmail のアカ

ウントではなく、独自ドメインのメールアドレスとなるので要

注意

関連記事：Gmail活用術

2006 ・07 ・18 （火）

その後はどうなった?!

最近、特に話題がないので、今回は趣向を変えて、ここで取り

上げた記事のその後を追ってみたい。
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沖縄のニューリーダー

現知事の次期選挙不出馬の正式表明を受け、各党が候補者探し

であわただしくなっていますが“沖縄のニューリーダー”氏は

沖縄本島の電柱という電柱にステッカーを貼り巡らしているに

も関わらず、全く名前が出てきません。最近はステッカーによ

る景観破壊だけでは飽き足らず、不気味な応援歌を流しながら

群青色の街宣車で騒音を撒き散らしています。前回県知事選で

注目を集めた唯一神又吉イエス氏とは別の波長を放っていま

す。ちなみに、この人のお兄様はかつて浦添市長だったとか。

なお、今後の“沖縄のニューリーダー”情報は前回記事のコメ

ント欄に追加していきます。また、皆さんも目撃情報などがあ

りましたらどしどし投稿していただければと思います。

携帯専用サイト用の.htaccessの記述

携 帯 専 用 サ イ ト 用 の .htaccess の 記 述 に つ い て

(AirH"PHONE対応)で紹介している、携帯電話が使用するイ

ンターネット接続のIPアドレスについて、各社は今年6月に

大幅な追加や変更を行った模様です。各社の最新情報を更新し

ましたので携帯サイトを運営されている方はご参考ください。

Movable Type 3.3xその後

新機能を使ってこんなものを作ってみました「タグ機能」→

「よく出る話題の一覧」を作りました。関連記事をカテゴリの

分類を超えて読むことが出来ます「検索フィード機能」→「検

索結果」で、検索単語が含まれた記事が追加されるとRSS

リーダーで取得できるようにしました見た目に変化はありませ
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んがMTのプラグイン「Widget」を使ってこのページの右側

の項目をモジュール化しましたこれは作成者側にメリット大。

テンプレートがすっきりしますホームページ印刷用のスタイル

シートを追加しましたMovable Typeの機能とは全く関係な

いものですが、このブログを印刷すると紙で読みやすいレイア

ウトで出力されます

Gmail for your domain

「kazamidori.net」のメールアドレスは自分だけしか使わな

いのですが、Gmail と使い勝手が同じなので重宝してます。

メーリングリストや各サービスの告知メール類をすべて独自ド

メインのGmail に移しました。ちなみに「Gmail for your

domain 」のGmail は招待権なし、メールボックス容量が

2GBで頭打ちになる以外はGmailと同じです。

2006 ・07 ・19 （水）

絵本の読み聞かせ

我が娘も1歳になり、赤ちゃんから幼児に変貌を遂げようとし

ている。おでんくんを見て「エヘッ」と微笑むのを皮切りに、

犬の絵や写真を見ると「ワンワン」、猫だと「ニャーン(どち

らかといえば「ナーン」かも)」などと喋るようになった。こ

ういった成長とともに、最近、絵本を読み聞かせると特定の絵

本の特定のページで独特のリアクションを示すようになった。

娘は『はらぺこあおむし』という絵本がお気に入りであり、6
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～7ヶ月ぐらいのときから読み聞かせている。1歳になってか

ら、あおむしが食べたものを紹介するページになると、読み聞

かせを遮って「えっ?」と聞き返すようなそぶりをするように

なった。声が聞こえにくいのかと思い、そのページをもう一

度、読み直すとさらに「えっ?」。逆にそのまま読み進めると

「えっ?」「えっ?」の連発である。他のページではそんなこ

とはしないのに、なぜかこのページだけ「えっ?」なのであ

る。最近は本棚からこの本を私のところへ持ってくるとき、自

分でこのページを開けて「このページを読め」と言わんばかり

に指図するようになった。いったい何が「えっ?」なのだろう

か。娘がちゃんと喋られるようになったら事情聴取しようと思

う。

ちなみにこの部分のフレーズを検索してみると、このページに

限って、いろんなリアクションを示す乳幼児がいるようであ

る。これは面白い傾向である。

ところで娘の謎の行動はまだある。童謡の絵本にあわせて「い

とまき」の歌を歌っていると、途中で、よそ見をすることが

あった。そこで青木さやか風に「どこ見てんのよ!!」と注意し

てやったのだが、この注意が娘のツボにはまったのか、ニヤ

～っと笑って正面に向き直るではないか。以来、いとまきの歌

のときだけは、よそ見をして、注意されるのを待っているので

ある。しょうがない娘である。
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2006 ・07 ・22 （土）

ブラックな童謡

娘はCDやおもちゃなどから流れてくるメロディにあわせて手

拍子をしたり、時にはお尻や手を振って踊ったりする。愚図っ

ているときでも童謡のCDを聞かせるとゴキゲンになるぐらい

音楽が好きなのだが、よく家で流している童謡のCDの中に変

わった童謡が収録されている。

タイトルは「きのいいあひる」。その歌詞の一部を紹介した

い。

♪むかしあひるは　からだが大きくて

海も渡れば　魚も食べたよ

ランラララランラララ ランラララランラララ

ランラララランラララ ラララララララン

実に楽しそうなメロディで歌い上げる童謡なのだが、聞いてい

るうちに、5番目の歌詞でこんな結末が待っていた。

♪とうとう人間に　つかまえられて

気のいいあひるは　豚小屋暮らし
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ランラララランラララ ランラララランラララ

ランラララランラララ ラララララララン

ちなみにこのCDのジャケットにはこんなキャッチコピーが書

かれてあった。

初めて出会う音楽の世界…そんなお子様に優しいメロディが安

心して夢の世界へ運んでくれます

この曲に限って言えば、メロディは優しいのだが、この歌詞は

安心して夢の世界には行けないのではないかと思わずにはいら

れない。

※せめて「あひる小屋暮らし」にしてあげられないだろうか…

コメント

mimi

結構残酷なというかリアルな詩ですね。

詩を書いた人が誰か調べ、その人のバックグランドを調べてみ

るのも手かもしれませんね。

菊地　馨

この曲の出所を調べてみますとチェコのボヘミア民謡とのこと
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です。♪ぶんぶんぶん　蜂が飛ぶ… と同じ出身ということで

すね。原文の歌詞もこんな歌詞なのでしょうか…気になるとこ

ろです。

ところでアクセス解析を見ていましたら、最近何かと話題の靖

国神社さん(yasukuni.or.jp) から「気のいいあひる 歌詞」とい

う検索語でアクセスしてきた記録がありました。アクセス元と

検索語のギャップが微笑ましいです。

2006 ・07 ・27 （木）

Google Analytics を使ってみる

先 日 か ら  kazamidori.net  の 全 ペ ー ジ に 「 Google

Analytics 」を導入した。「 Google  Analytics 」とは

Googleが無料で提供しているアクセス解析サービスである。

もともとは業務用にサイトを作成しているサイトオーナーへの

ネットマーケティング対策用として提供されているものだが、

個人サイトでも利用できる。

独自ドメインでサイトを運用している場合、サーバーの生ログ

やアクセス統計を見ることができるのだが、このGoogle

Analyticsはさらに詳しいデータを円グラフなどでグラフィ

カルに表示してくれる。例えば、各ページの平均閲覧時間や離

脱率、直帰率といったデータをグラフや一覧表で表示してくれ

る。これはサーバーの生ログを細かく分析すればわからなくも
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ないのだが面倒で時間がかかる。閲覧時間や離脱率ではアクセ

スしてきた人が何分(もしくは何秒)閲覧したのかが各ページ

ごとにわかる。つまり閲覧者がそのページをどれだけ読んでも

らえたかという指標になる。またリピート訪問数もチェックで

きる。会社やテキストサイトにおいて、これらの数値はカウン

ターの数字(ページビュー)よりも重要である。

次に訪問者の住所地の分類。これはフリーで提供されているア

クセス解析サービスでも都道府県レベルでの分類をしてくれる

が、Google Analyticsは、世界地図で可視的に表示してく

れるほか、市区町村レベルの細かい分類もしてくれる。ある日

の沖縄県の地域別アクセスを見ると那覇市や西原町からのアク

セスに次いでMiyagi( 宮城?)からのアクセスが記録されてい

た。これは、ひょっとして浦添市宮城地域のことなのだろう

か。これはあまりにも詳しすぎる。

また「ウェブ デザインの情報」という項目では、訪問者の閲

覧ソフトの分類、ディスプレイの解像度、色数はもちろんのこ

と回線速度(DSL,ダイヤルアップ等の分類)、インストールさ

れているFlashのバージョンまで調べてくれる。このデータ

を活用すれば今後のデザイン変更の参考になるだろう。

ただ、全ページの解析をするには全ページに Google

Analytics用のJavaScriptを埋め込まなければならない。こ

れは厄介だが、Movable Typeを使ってサイトを構築してい

る場合は、テンプレートに追加して再構築すれば簡単である。

(また閲覧者側でJavaScript を切ってしまえば、その閲覧者
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のデータは解析されない)

さて、まだまだ紹介できないぐらい詳しいデータを提供してく

れるGoogle Analyticsのサービスを受けるには次のような

手順を踏むことになるので興味をもたれた方は参考にしていた

だきたい。

GoogleアカウントやGmailアカウントを持っていることが申

し込みの条件になるので、アカウントを持っていない人は予め

Google のページでアカウントを取得しておくこのページの

「今すぐお申し込み」のリンクから氏名と連絡先メールアドレ

スを入力して申し込む。申し込み後1～2日程度で「招待コー

ド」が書かれた英文のメールが届く私のような英語が苦手な人

のために、そのメールの中には日本語の解説ページのリンクが

あるので、英語が苦手な人はそこにアクセスして説明を熟読す

るちゃんと日本語の申し込み画面が用意されているので、説明

通り手続きを進めていく。途中で招待コードを入力するページ

があるので、メールに書かれている招待コードを入力する

画面の説明通り手続きを進めていくとJavaScriptのコードが

表示されるので、これを自分のページのすべてのHTMLファ

イルに埋め込み、サーバーにアップロードするログイン画面か

らログインして「ステータスを確認」ボタンを押し「データの

待機中　Analytics を正常にインストールし、データの収集

を開始しました」と出たら、まずはOK解析データの閲覧は

「データの待機中」になってから約24時間後から可能になる

個人サイトで利用する場合の注意点
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「コンバージョン目標」は個人サイトや、ショッピングサイト

やメンバーを登録させるようなサイトを運営していない限り設

定しなくてよいログイン後の画面で「経営層」「マーケティン

グ担当者」「ウェブマスター」で表示項目をわけるようになっ

ている。これは設定で不要なものを表示しなくすることもでき

る。個人サイトでは「ウェブマスター」だけで十分この記事で

取り上げた地域情報は「すべてのレポート マーケティングの

最適化」で見ることができるので、表示させておくことをお勧

めする(デフォルトで表示)

なお、Google Analytics のアカウントは1個で複数のサイ

トのアクセス解析を別々に管理することができ、また自分以外

の複数のメンバーにも、それぞれアクセス権を設定してデータ

を見ることができるようにすることもできる。当然、無料で利

用でき、他のフリーのアクセス解析サービスとは違い広告は入

らない。

2006 ・07 ・28 （金）

個人サイトにおけるGoogle Analyticsの見方

昨日、取り上げた「Google Analytics」について、単なる

個人サイトでデータを活用するための「みどころ」を備忘録と

してまとめてみた。

ダッシュボードウェブマスター向けの概要訪問数、ページ

ビュー数(折れ線グラフ)新規ユーザーとリピートユーザーの
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訪問数(円グラフ)地図上のデータ表示(世界地図で表示)ソー

ス別の訪問数(円グラフ)「ソース」とはリンク元のドメイン

名コンテンツの概要上位5件の閲覧開始ページの閲覧開始数、

直帰数、直帰率上位5件の離脱ページの離脱数、ページビュー

数、離脱率上位5件のコンテンツの訪問数、ページビュー数、

平均閲覧時間「直帰数」とは、そのページの閲覧者がサイト内

の他のページに移動することなく閲覧開始ページから離れた回

数「直帰率」とは、直帰数を閲覧開始数で割った値それぞれ前

日比との比較もできる目標到達プロセスのナビゲーション

GoogleAnalyticsで言う「目標」とは会員登録や買い物かご

などのフォームを設置している場合で、登録、買い物かごを利

用後に表示されるページへ到達した回数のことで、これを予め

設定画面で条件を設定しておくと、設定した条件に到達してい

るかどうかを分析してくれる。個人サイトではあまり使わない

かも閲覧開始ページの直帰率(円グラフと各ページのリスト)

最初のページだけを見て、解析対象サイトから立ち去った閲覧

者のデータ例えば、あるページの閲覧開始数が24件あり、そ

のうち直帰数が15件の場合、その差の9件はそのページから

同じコンテンツ内にある他のページを閲覧していることにな

る。閲覧者が最初に見たページが閲覧者のニーズにあっている

場合は次のページも見たくなるため、直帰率が低くなる目標の

トラッキング(棒グラフまたは折れ線グラフ)「目標到達プロ

セスのナビゲーション」を一定期間ごとに分析。やはり個人サ

イトではあまり使わないかもタイトル別のコンテンツ(円グラ

フと各ページのリスト)項目＝ページタイトル、固有の訪問

数、ページビュー数、平均閲覧時間、離脱率、$インデックス

デフォルトではよく閲覧されているページをランキングで表示
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する一覧表の各項目をクリックするとそれぞれのランキングを

表示してくれる。例えば「平均閲覧時間」をクリックすると、

よく読まれているページのランキングを表示してくれるので、

訪問者の興味の動向を知ることができる項目の「$インデック

ス」とは「Google アドワーズ広告(Google の検索結果で表

示される広告)」による収益額を表示する。個人サイトでは不

要ウェブデザインの情報(円グラフとリスト)ブラウザのバー

ジョンプラットフォームのバージョン(OSのバージョン)ブラ

ウザとプラットフォーム画面の解像度画面の色(ディスプレイ

の表示色数 ) 言語 ( ブラウザが表示できる言語 )Java 有効率

Flashのバージョン接続速度Cable/DSL,Dialupといった分

類ホスト名複数のドメインでコンテンツを公開している場合

に、閲覧者がアクセスしたドメインを確認できるが、1つのド

メインだけでコンテンツを公開している場合でも検索エンジン

のキャッシュや翻訳サイトのプロキシサーバー名、Kids

gooなどが記録されるすべてのレポートマーケティングの最適

化固有の訪問ユーザーのトラッキング訪問数(棒グラフ)訪問

数とページビュー数のトラッキング一定期間の訪問数、ページ

ビュー数、1回の訪問あたりの平均ページビュー数を棒グラフ

で表示目標のコンバージョントラッキングそのサイトで商品を

購入したり会員登録を行なったりした人の割合。個人サイトで

はあまり使わない固有の訪問ユーザー数初めてサイトに訪問し

た閲覧者とリピータの割合を円グラフで表示リピート訪問数閲

覧者のリピート訪問回数を回数ごとに棒グラフで表示。閲覧者

のリピート回数が多いサイトほどよいサイトと言える訪問頻度

閲覧者が再度閲覧するまでの間隔の日数ごとに棒グラフで表示

訪問ユーザーセグメントのパフォーマンス新規訪問ユーザーと
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リピート訪問ユーザー(比率を円グラフとリストで表示)参照

ソース(リンク元のドメイン名の比率を円グラフとリストで表

示)詳しいリンク元を知る場合はリストの左側の矢印をクリッ

クして「分析オプション」を表示「セグメント間のパフォーマ

ンス」の「コンテンツ」で表示できる。ただしCGIで生成し

ているページからリンクされている場合は引数は表示されない

地域(閲覧者の国ごとの比率を円グラフとリストで表示)詳し

い地域を見る場合は国名、地域名の左にある+印をクリック

する。例えば沖縄県からのアクセスを知りたい場合は

「Japan」→「Okinawa」と下りていけば、おおまかな市町

村ごとのアクセス数がわかる地図上のデータ表示世界地図で表

示。Flashなので、Flashの拡大機能で、アクセスが集中し

ている地域を細かく見ることができる利用ネットワーク(会社

名)利用者のプロバイダ名、会社、学校名が表示される。英語

表示だが、かなり詳しい。おそらく閲覧者のIPアドレスの

Whois登録情報を参照していると思われる言語コンピュータ

の使用言語の一覧ユーザー定義説明が長くなるのでGoogle

Analyticsのヘルプを参照のこと。普通のサイトではあまり

必要はないかもドメイン閲覧者のホスト名。「利用ネットワー

ク(会社名)」のほうが見ていて面白いマーケティングキャン

ペーンの結果「Googleアドワーズ広告」を導入していないと

ほとんど意味がないので割愛検索エンジンマーケティング

「キーワード全体のコンバージョン」では検索エンジンの検索

語を見ることができる。その他の項目は「Googleアドワーズ

広告」を導入していないとほとんど意味をなさないので割愛

「コンテンツの最適化」は広告関係の項目以外は「ウェブマス

ター向けの概要」と重複するので割愛



風見鶏の目

175

※グラフは非表示にもできる

※それぞれの分析結果からさらに細かい閲覧者の情報を知るこ

とができる

2006 ・07 ・31 （月）

方向音痴なGoogle Analytics

先日、Google  Analytics の「地域情報」で、Okinawaの

項目の小分類で「Miyagi」という分類があることを取り上げ

たが、これについて、個々の項目を詳しく調べることができる

「分析オプション」で見ると、宮城県のISPや、宮城県立の教

育機関からの接続であることがわかった。沖縄にも「宮城」と

いう地名はあるのだが、市町村名ではない。どうやら「利用

ネットワーク (会社名) 」にMiyagiという文字列が入ると宮

城県の接続が、なぜか沖縄県に分類されるようだ。ちなみに昨

日のOkinawaの項目には「Misato 」という分類があった。

これは沖縄市の美里と思われるが、同様の方法で調べると

「NTT-DO Corporation」からの接続であった。この会社は

つい最近まで沖縄に実在していた会社であり「とんとんみ～」

というISPを営業していた。間違いなく沖縄県内からの接続と

思われるが、ここまで細かくわかるとは、やはり恐るべしとい

わざるを得ない。

ちなみに「Hyogo」にも兵庫県の地名に混ざって「Noda(野

田)」「Temma(天満?)」「Toshima(豊島?)」という地名

からのアクセスがあった。それぞれ全国ネットのISPからの接
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続のため、これらの地名が、なぜ兵庫県に分類されたかは不明

である。

2006 ・08 ・02 （水）

男の子が多く産まれる地域

今月から…いや、今月も保育園の娘のクラスに新しく男の子が

入ってきた。娘のクラスは今、女の子2人に対して、男の子は

6人である。

娘が保育園に入園した4月、担任の先生からこんな話を教えて

いただいた。

最近、那覇新都心で産まれてくる赤ちゃんの8割以上は男の子

らしいしたがって女の子が入園してくるのは珍しい

我が家は那覇新都心ではないが、保育園の立地からして新都心

から通ってくる子供も多い。当時、娘のクラスは娘も入れて女

の子2人、男の子2人だったこともあり「まさか…」とは思っ

たが、新しく入ってくる子供たちがことごとく男の子。おおげ

さかも知れないが、先生の言葉も間違いではなさそうである。

そこで那覇市の人口動態表を見る限り、那覇市全体で見ると、

特に男子が多いということはないが、年齢層別人口を見ると0

歳から14歳の人口は男子が突出している。このデータだけで

新都心で男の子が多く産まれているという根拠にはならない
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が、那覇市で男の子が多く産まれる傾向があるのは事実のよう

だ。

もし、男の子が欲しくなったら那覇市に住むことをお勧めした

い(?!)

2006 ・08 ・03 （木）

いったい何個まで無料?

「Gmail  for  your  domain」について、以前1ドメイン25

個までのメールアドレスが無料で使えるという話題を取り上げ

たが、どうやら25個以上でも無料で使えるようなのだ。mixi

のコミュニティ「Gmail for my domain」によると、なん

と400個まで無料で使えるとの表示が出ている人がいるそう

だ。

どうやら、申し込みのとき、希望メールアドレスの数を入力す

る欄(Number of accounts needed)に、多めの希望数を書

くと、それだけの個数が無料で使えるという（表示が出る）。

ちなみにkazamidori.netでは、かなり控えめに「10個」で

申請したのだが、ドメイン管理画面では「25名まで無料」と

いう表示が出ている。実際は私が1個だけ使っているだけなの

だが…。

※別途「ニックネーム」(メールエイリアス)1件を設定してい
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るが、これは「無料枠の25個」にカウントされない

Gmail for your domainでは1個のメールアドレスに2GB

の容量が割り当てられるが、もし400個のメールアドレスを

使うとしたら合計800GBの容量が無料で使えることになる。

メールサーバーをまるごと借りることを考えれば、Gmail for

your domainでメールサーバーを運用したほうが断然お得だ

ろう。

※無料でたくさん取れるからといっても、Gmail  for  your

domainのメールアドレスを再販することは規約で禁じられて

いる

なお、既にGmail for your domainを利用している人でも、

アカウントを増やすことは可能のようである。kazamidori.

netでは1個しか使ってないので、複数人で複数個のメールア

ドレスを運用している別のドメインでこれを試してみた。

Gmail の「ダッシュボード」画面にログインそのままブラウ

ザのアドレス欄に下記のURLを入れてアクセスするhttps://

www.google.com/support/hosted/bin/request.py

「Contact Us」という画面が出てくるので「Request more

user  accounts 」にチェックし、Continue ボタンを押す

「Name(名前)」「Domain Name(アカウントを増やしたい

ドメイン名)」「Email  address  where  we  can  contact

you( 連絡先メールアドレス ) 」「How  many  additional

accounts do you need(希望アカウント数)」という設問が
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出てくるので、入力する折り返し連絡先メールアドレスに英文

のメールが届く。内容としては「検討後、近日中に増やすかど

うかを判断する」「5営業日たっても増えてない場合は、再度

連絡してね」というもの

今日、申し込んだので、現時点では増えてないが、とりあえ

ず、希望アカウントを100個で申し込んでみた。もし動きが

あれば、このページに追記したい。

※5営業日を経過した8月9日に追記…現在も「ユーザー 25

名まで無料」のままでした

ところでGmail for your domainを使うようになってから、

自分のgmail.comドメインのメールを使わなくなってしまっ

た。あえて活用しているといえば、パソコン内のデータ類を添

付ファイルでGmailのアドレスへ送信し、バックアップ用の

倉庫としか使っていない。あとはメールではないがgmail.

comのアドレスをGoogleアカウントとして使い、先日ご紹

介した「Google Analytics」や「Google Reader」(Web

で使えるRSSリーダー)、「Google Notebook」(Webで使

えるメモ帳)、「カスタムホームページ」(詳細は下記参照)な

どのアカウントとして活用している。

なんだかインターネット上のサービスは接続を除いてGoogle

だけで間に合いそうである(しかも無料で)。

※Google の「カスタム ホームページ」はGoogle の“My
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Yahoo!のようなもの”である。My Yahoo!よりシンプルで、

RSSで配信しているサイトであれば、このページに自由に追

加できる柔軟性を持つ。また記事の配列もドラッグ&ドロッ

プで移動できる。Google Calenderや時計も追加できる

関連記事：Gmail活用術

2006 ・08 ・15 （火）

ビデオカメラを買う

最近、愛娘の動きがダイナミックになり、これまでのデジカメ

の動画撮影機能では手に負えなくなってきたため、世の親バカ

…ではなく父親にならってビデオカメラが欲しいと思ってい

た。いろいろ調べてみると今のビデオカメラは映像をDVDに

記録するものとカメラ内臓のハードディスクに記録するものが

主流のようである。折込チラシを見る限り、スペックが同じで

あれば、どちらも売価はそれほど違いがなさそうだ。

ハードディスク内蔵型では撮影の際にメディアを出し入れする

手間はなくなるが、撮影した画像を残しておきたい場合、

DVDなどにダビングする手間が必要になってくる。ハード

ディスクが満杯になった場合はハードディスクの内容を消すと

いう手間もかかりそうだ。無精者の私にとっては、DVDに直

接記録するほうが何かと便利そうである。

しかし、ビデオカメラの広告は初心者にはわかりにくい。折込
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みチラシに120万画素とか240万画素などと書かれていても、

これは動画を撮影するときの画素数を意味するものではないよ

うなのだ。デジタルビデオカメラの画素数は光の三原色を判別

する素子(カタログでは3CCDと表記される)のそれぞれの画

素数の合計数を画素数として表示しているらしい。例えば

120万画素だと、40万画素×3原色の素子数ということにな

り、見かけ上の画素数は40万画素ということになる。また、

撮影した画像をDVDに記録するとビデオカメラの画素数がど

んなに高くても見かけ上は30万～40万画素で記録されるそ

うだ。これは現在のテレビの画素数(4:3型だと約31万画素)

にあわせたものなのだろう。

※今年後半にはハイビジョン対応の家庭用ビデオカメラが出て

くるという情報もある

DVDに記録することを考えれば、総画素数120万画素程度の

ものでも十分ではないか。このランクだと安く購入できそうで

ある。そして先週、近所の某家電量販店の折込チラシに先着3

名様限りの特売品を発見。メーカーのページで確認すると今年

春に発売された機種で「動画有効画素数44万画素×3」とあ

る(メーカーではこのような表記をしているにも関わらず、な

ぜ電気店ではデジカメの画素数のように「132万画素」と表

記するのだろうか?)。しかも沖縄にあって「価格.com」の最

安値とほぼ変わらない売価となれば「買い」である。

折込チラシの特売品は開店前に配られる整理券をもらい、この

券を持って購入という手順になっていた。当然、当日の朝9時
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前から店に並んで整理券をもらいに行く。ビデオカメラ以外の

特売品もあったのだが、すでに7～8人が並んでいるではない

か。沖縄の人は並ぶことが嫌いな県民性といわれているが、こ

ういうときは別のようである。「みんなビデオカメラ希望だっ

たらどうしよう」という不安も抱えつつ、整理券の配布時間を

迎えた。幸い、私より先に並んでいる人のほとんどが特売品の

プリンターを狙っていた人たちであったこともあり、お目当て

のビデオカメラについては1番目の整理券をもらうことができ

た。

しかし、整理券をもらって売り場に行くと、商品がまだ入荷さ

れていないので、明日に来て欲しいと言うではないか。「いっ

たい、何のために開店前から並んだと思ってるんだ～!!」と思

いつつも、翌日、この店でビデオカメラを購入したのである。

※ちなみにカメラ引取り日の新聞に折り込まれていたコジマの

チラシには他社製のものであったが、ほぼ同じ性能のビデオカ

メラが、今回購入したビデオカメラよりも1,000円安く売ら

れていたことを付け加えておく

コメント

caramelpapa

いつだったか、ＮＨＫで、デジタルムービングカメラの紹介を

していて知ったこと。

デジタルテープが、一番画像が綺麗なんですってね。

ＤＶＤかＨＤかと思っていたのに、若干驚きでした。
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菊地　馨

未だにテープのビデオカメラがあるのかと思い、買ったときに

もらった

メーカーのカタログを見たら「DV テープモデル」というもの

がありました

確かに記録画素数はDVD タイプよりも多いようです

電気店のチラシでは見たことないので、テープタイプは高級志

向なんでしょうね

ところでDVD ビデオカメラで、両面が使えるDVD ディスクで

撮影する場合

片面が終わると、レコードのように手で裏返さなければならな

いというのも

前時代的で面白い“機能”です

2006 ・08 ・23 （水）

Gmail、一般公開へ

当サイトで何度も取り上げた Google のフリーメール

「Gmail」が、今日から招待状がなくても誰でも登録できるよ

うになった。つまりYahoo!メールやhotmailと同じく、登録

するだけでGoogleの高機能なメールを利用できるようになっ

たのだ。今まではβバージョンということで、かたくなに招待

制を貫いていたが、今回の一般公開で「正式バージョン」にな
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るのかと思いきや、今日現在も「BETA」の文字が残ってい

る。

その一方で、既存ユーザーの「招待機能」も引き続き残される

ようだ。これは今回の一般公開は全世界でオーストラリア、

ニュージーランド、日本の3ヶ国だけということもあり、これ

らの国以外の国民向けへの招待を想定したものと思われる。

なお、Gmailの登録は下記URLから行える

https://mail.google.com/mail/signup

ちなみに現在、メールボックス容量は2,757MBあり、1秒間

に4バイトずつ増えているが、一般公開によってYahoo!メー

ルやhotmail のように迷惑メールの“発信基地”にならない

ことを願う。

※関連記事：Gmail活用術

2006 ・08 ・30 （水）

「Google Page Creator」は必要か?

先日から「Gmail  for  Your  Domain」が「Google  Apps

for Your Domain」というサービスに“バージョンアップ”

した。このサービスは独自ドメイン名でGoogleのサービスを

利用できるというものだが、利用できるサービスは
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GmailGoogle  TalkGoogle  CalendarGoogle  Page

Creator

の 4 種類。 1 ～ 3 についてはすでに「 Gmail  for  Your

Domain 」でも提供されているが、これに「Google  Page

Creator」というツールが追加され、サービス名も変わったと

解釈すればよいだろう。現在のところ「 Google  Page

Creator」は「Google Clendar」と同じく英語版のみの提

供である。

※将来的に「Google Page Creator」は英語以外でも使える

方向で開発が進められているという

さて、この「Google Page Creator」とは、何かというと、

Webで使えるホームページ作成ツールである。これまでも

GeoCities などの無料のレンタルサーバーでWeb でホーム

ページの作成や編集ができる仕掛けがあっただけに、このサー

ビス自体は目新しいものではない。ただ、違うとすれば、

Googleが得意とする「Ajax」と呼ばれる技術を用いて、市

販のホームページ作成ソフトのように直感的にホームページの

作成・編集が可能になっている点だろう。これからホームペー

ジを作ってみたいという初心者には便利なツールかもしれな

い。100MBの容量が用意され、なおかつ独自ドメインでその

ホームページを公開できる。

しかし、最近のWebは個人や企業を問わずして更新が簡単な

ブログが主流になっており、今さらホームページ作成ソフトの
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提供は時代遅れのような気がしなくもない。まだ試していない

ので、なんともいえないが、独自ドメイン名を所持している人

が、わざわざこのサービスを利用するのだろうか。

※Googleは「Blogger」というレンタルブログサービスを

提供している

ちなみに、独自ドメインではなく、個人のGmailアカウント

で「Google  Page  Creator 」にアクセスしてみた。Web

メールでメールを書く感覚でホームページが作れる優れもので

はあるが、ただアクセスカウンターや掲示板といったCGIが

使えない(企業ユースには不要かもしれないが)という点では、

無料のレンタルサーバーと比べると劣る。とはいえ、無料であ

りながら、ホームページに広告がつかないのでホームページ作

成初心者には便利なサービスと言ってもよい。

関連リンクグーグル、企業向けWebアプリ・パッケージを発

表 ─ ─ ベ ー タ 期 間 中 の 登 録 は 無 料  (Computerworld.

jp)Googleのアプリはエンタープライズに受け入れられるか

？ (ITmedia)

2006 ・09 ・07 （木）

Value  Domainの期間限定割引でドメインの更

新を行う方法

9月1日から12月31日まで、Value Domainでは、普段で
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も激安のドメイン名のうち、net,com,infoドメインがさらに

安くなる「期間限定割引」を行っている。具体的には、info

ドメインがたった390円で取得できるほか、netドメインは

690円、comドメインは790円で取得、移管ができる。どう

やらValue Domainの上位業者が1社から複数社になり、こ

れまで無料で付属していたURLやメール転送機能などを使わ

ない条件でコストダウンができたようである。

では、kazamidori.net のように既にValue Domainで管理

を委託しているドメイン名の場合、期限更新でこの期間限定割

引の恩恵に与れないのだろうか? 期間限定割引の説明を見る

限りnetドメインは新規取得と移管のみが割引の対象となって

おり、普通にValue Domainで更新手続きをすると通常料金

990円が適用されそうである。ところが、これまで1社だけの

上位業者だったValue Domainが、複数の上位業者と取引関

係になるということは「これまでの上位業者から新しい上位業

者へ移管する」解釈で、期間限定割引の対象になるのではない

だろうか。

ためしに、管理画面の期間限定割引のページから、

kazamidori.netの「移管」手続きをやってみた。「購入可能

金額」から690円分が差し引かれたため、もしかすると690

円でドメインの更新ができそうである。

なお、私の場合は、9月4日に「移管手続き」を開始し、9月

7 日の午前中に「移管 ( 実際は更新 ) 」が完了した。現在

Value Domain管理下のドメインで「期間限定割引」(実際
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はドメインの更新)を受ける手順は以下の通り。

手続き前に以下のことを済ませておく whois 情報の

「Registrant Contact」のメールアドレスを確実に受信でき

るアドレスにするドメインロックを外すValue Domainでの

購入可能金額が足りているかどうかも要チェックついでにネー

ムサーバーを「Value Domain独自のネームサーバー(国内

)」に変更しておくと、なおよいかもValue Domainの管理

画面の「割引価格で移管」のリンクをクリックし、更新したい

ドメイン名を入力して「移管申請」ボタンを押す「正常に申請

しました」と出れば、まずは第一段階クリアしばらくすると

whois 情報のメールアドレスに「 Transfer  Request:

REQUEST 独自ドメイン名」という件名の英文メールが届く

ので、メールに記載されている「http://icann-transfers.

key-systems.net?～」で始まるURLにアクセスする移管手

続き開始から2週間以内に手続きを行わなかった場合は移管手

続きが無効になるので要注意「Are you sure you want to

activate  the  following  transfer  request? 」と言う文字

と、ドメイン名やコードの書かれた簡単なページが表示され

る。とりあえず、ページ内の「Activate 」ボタンを押す

「Response」という画面が表示されれば、とりあえず第2段

階はクリアこの段階ではValue Domainの上位業者eNomか

ら新しい上位業者Key-Systemsへの移管に対し、ドメイン

管理者(kazamidori.netの場合は私)が同意したことを意味し

ているそれから2～3日後に「Domain Transfer Request

for 独自ドメイン名」という件名の英文のメールが届く。この

メール本文にある「http://transfer-approval.com/t.asp?
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～」のリンクをクリックすると「DigiRock,inc」というタイ

トルのページが開くので、このページの「I Approve」のと

ころにチェックが入っているのを確認して「Submit」ボタン

を押すこれはeNom側が、ドメイン管理者に移管手続きを進

める同意を求めているページであるそれから半日程度で移管が

完了する移管後はWhois の情報が空白になっているので、

Value  Domain の管理画面から入力する。また、ドメイン

ロックも忘れずに

2006 ・09 ・11 （月）

切れる!!光プレミアム

先月下旬から我が家のインターネット回線が不安定である。例

えば、Webで、そのサイトのリンク先をクリックするとエ

ラーが出たり、メールをチェックしていてもエラーが出るよう

になった。Webの場合は更新することでちゃんと読み込むし、

メールも何度か繰り返すうちに正常になるのだが、ある日、エ

ラーが出たときに光プレミアムのCTU(網終端装置)のランプ

を確認したところ、リンクが切れているような症状はなかっ

た。となると回線はずっとつながっていたと考えられる。それ

なのに切れやすいということは、DNSサーバーに原因があり

そうである。パソコンのネットワークの設定を見直すと、

DNSサーバーは自動取得だったため、プロバイダ指定のDNS

サーバーの設定をしたところ、この症状はあっさりと解消し

た。
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それからしばらくして、なんとなくフレッツスクウェアにアク

セスしてみようと思ったら、またエラーが発生した。ブラウザ

の更新をしてもエラーである。ひょっとすると光プレミアムの

接続設定などがある「CTU設定」にも入れないのでは…と

思ったところ案の定入ることができなかった。しかし、フレッ

ツスクウェア以外のサイトやメールは正常にアクセスできる。

DNS設定を再び自動取得に戻して、フレッツスクウェアや

CTU設定にアクセスしてところ、問題なくアクセスできた。

いったいこれはどういうことなのだろうか。そこでコマンドプ

ロンプトから ipconfig を叩いてみると、自動取得のネーム

サーバーが

DNS

Serversfec0:0:0:ffff::1%1fec0:0:0:ffff::2%1fec0:0:0:ffff::3

%1

となっていた。いわゆる「IPv6」という仕組みで使われるIP

アドレスだ。これでフレッツスクウェアやCTU設定にアクセ

スできるとすれば、これはプロバイダではなくNTT側が立て

ているDNSサーバーを指している考えられる。しかし、この

設定で普通のWebやメールにアクセスすると、サーバーエ

ラーでアクセスができなくなることがある。こんなに切れるの

は非常にストレスを感じる。

結論として、光プレミアムで接続している人で、IPv6のサー

ビスやフレッツスクウェアを利用していない人は、DNSサー
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バーの設定をプロバイダ指定のものにしたほうが安定してイン

ターネット接続が利用できる。ただし、これではCTU設定に

も入れなくなるので、その際は自動取得に戻す手間があるのだ

が。

※NTTへの支払いを節約するために「光プレミアム+ひかり

電話」にしたのに、光プレミアムに変えてから踏んだり蹴った

りである。過去の不幸はこちらを参照してください。

2006 ・09 ・16 （土）

台風接近中の怪現象
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今、窓の外ではものすごい風の音がしている。おそらく、台風

13号が沖縄本島に最接近しているものと思われる。ニュース

によると石垣島や西表島では瞬間的に風速70m近い暴風が吹

き、石垣島では大変な被害が出たとのことだ。今回の台風は、

大きさは小さいものの、本土を伺う台風としては今年最大級の

勢力と予想されており、これから進路に当たる地域の方々もく

れぐれも注意と警戒をしていただきたい。

さて、今日の夕方5時ごろ、娘にお茶を飲ませようと、スト

ロー付のマグカップにお茶を入れてテーブルに置いていたら、

誰も口を付けたり、容器に触れたりしていないのに、みるみる

うちにお茶がストローからこぼれだしてきた。その時間は10

分もなかっただろうか。おそらく、台風接近で気圧が急激に下

がったために起こった“怪現象”と思われる。普通のコップに

ストローを指しただけではこんなことは起こらないと思うが、

このマグカップの形状から、ストローだけが大気との接点であ

り、ストローの中の水面が気圧に反応して上昇したのだろう。

家の中でもこんなことが起こるので、海の近くに住む方は高潮

にも注意していただきたい。

コメント

とらさん

そんなこともあるんですね。

面白い現象です。　理屈を考えれば判らなくはないけど、実際

目の前にしたら、「あっと驚く為五郎」なんてことに。
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菊地　馨

とらさんさん、こんにちは。

本当に肉眼でその様子が確認できます。

動画で公開したほうが説得力があったかも。せっかくビデオカ

メラを買ったのに( 次の台風のときは動画でアップしよう…笑

) 。

2006 ・09 ・20 （水）

舌を噛んだ!!

先日、娘が部屋の中で転び、その弾みで舌を噛んでしまった。

当然ながら娘は大泣き、口からは血がダラダラと出てくる。す

ぐさま抱き上げてあやしたのだが泣き止まず、私の腕にも血が

飛び散った。とっさに「このまま血がとまらなかったらどうし

よう」「どうすれば血が止まるのか」…あやしながら考えてい

た。

昔から舌を噛むと血が止まらず死んでしまうとよく言われてい

る。時代劇では舌を噛み切って自殺する人がよく出てくるし、

また現実でも87年の大韓航空機爆破事件の犯人が逮捕された

とき、自殺防止として口にハンカチを押し込まれていたのをテ

レビで見たことがある。

私が必死にあやしている間、妻は実家に電話して対処法を聞き
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出していた。その答えは

「そのまま泣かせておきなさい」

その電話が終わると同時に、娘は泣き止みつつあったし、口か

ら流れ出ていた血も止まっていた。時間にして5分程度だろう

か。そして、娘の舌を見てみると、舌の表面がウインナーの切

れ込みのようにバックリと割れているではないか。この日は日

曜日ということもあって医者に診せることもできないし、血も

止まり、本人も落ち着いてきたので救急というほどでもない。

それどころか、自分がこんな怪我をしたら、舌の傷が痛くて食

事ができないのではないかと思うのだが、娘はその怪我から1

時間後には固いクッキーをぼりぼりと食べていた。

ところで人間は舌を噛み切ると死んでしまうのだろうか。今回

の娘の怪我も気になり検索してみた。医師が開設しているサイ

トによると「死ぬことはまず難しい」そうだ。舌は筋肉であ

り、噛んで出血しても、収縮して、傷口の血管を塞いでしまう

らしい。

 

娘の傷口も、しばらくすると血の塊がなくなり、ウインナーの

切れ込みのような傷はあるがそこには血管のようなものは見え

なかった。また、日に日にその傷も小さくなっていくではない

か。子供の回復力はすごいと実感する。

※「こどもの救急」にも載っていないので、舌を噛んで血が出

たぐらいでは救急ということもないのだろうが、大人の場合、

簡単な手術をすることもあるようだ
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2006 ・09 ・28 （木）

Googleカレンダーの楽しい使い方

今日、久しぶりにWeb のGmail( ただし独自ドメインバー

ジョン)にアクセスしたら、左上に見慣れないリンクがあっ

た 。 噂 の (?!) 「 Google  Calendar  日 本 語 版 」 ( 以 下

「Googleカレンダー」と表記)がいつの間にか使えるように

なっているではないか。

※なぜか“Gmail 本家”の私のアカウントには、今日現在、

カレンダー機能がない。(上記画像参照)

カレンダーサービスは各ポータルサイトですでに提供されてい

るが、GoogleカレンダーはGoogleが得意とするAjaxが使

われていることもあり、直感的に操作できる。リマインダ機能

も、Gmail宛だけではなく、携帯電話も指定できる(ただし携

帯端末からのカレンダーの追加はできないようだ)。また、な

んといってもカレンダーを複数の人と共有することができるの

は面白い。例えば仕事で大きなプロジェクトがあれば、その日

程を参加者で共有できるし、仕事以外でも趣味の仲間同士でも
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同様の使い方ができるだろう。カレンダーにGoogle Mapも

取り込めるので、待ち合わせや打ち合わせ場所の連絡もカレン

ダーを介してできる。

さらには個人で特定の情報をカレンダーにまとめ、不特定多数

に公開するという使い方もできる。例えば好きな歌手のコン

サート情報やテレビ、ラジオの出演情報をまとめて公開した

り、逆に、このような情報を公開しているカレンダーを検索し

て、自分のカレンダーに取り込むことができる。

まだGoogleカレンダーの日本語版は実装されて間もないこと

もあり、検索できるカレンダーは少なそうであるが、ためしに

「沖縄」で検索してみたところ、個人の沖縄旅行の予定表のほ

か「ぽすれんDVD 新入荷予定作品」「森と湖に親しむ旬間

2006( 全国ダム湖イベント ) 」「 Every  Little  Thing

concert tour 2006-2007」といった公開カレンダーが引っ

かかってきた。自分のカレンダーに追加しなくても閲覧するこ

とができるので、いろいろと見て回るのも楽しい。

公開カレンダーのほかにもGoogleが提供しているカレンダー

がある。例えば「月の位相」というものを追加すると、自分の

カレンダーに半月や満月、新月の絵がつく。また、世界各国の

祝日を自分のカレンダーに取り込むこともできる。

「カレンダーなんて使わないよ !! 」という方も、公開カレン

ダーの検索で面白いカレンダーが見つかるかも知れない。遊び

半分に「Googleカレンダー」でググって見てはいかがだろう
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か。

※追記:9月29日17時

先ほど、私の“Gmail本家”のアカウントにもカレンダー機

能がつきました

公開カレンダーの検索、追加の手順

WebでGmailにアクセスし、左上のカレンダーのリンクをク

リック初めてカレンダーにアクセスした場合は、タイムゾーン

の設定などを行うカレンダー画面にアクセスできれば、右上の

「設定」のリンクをクリック設定画面の「カレンダー」タブを

開き「カレンダーを追加」ボタンをクリック検索欄が出てくる

ので、探したい情報に見合ったキーワードで検索するGoogle

が提供しているカレンダーを見る場合は、この画面の上部にあ

る「カレンダーを参照」タブを開く追加したいカレンダーが見

つかれば、まずはプリビューのリンクをクリックして内容を確

認できる(ただしGoogle提供のカレンダーはプリビューがで

きない)。自分のカレンダーに追加する場合は「カレンダーを

追加」ボタンをクリック

自分のカレンダーを一般公開する手順

（自分のカレンダーとは別に公開用カレンダーを作る場合）

WebでGmailにアクセスし、左上のカレンダーのリンクをク

リック初めてカレンダーにアクセスした場合は、タイムゾーン

の設定などを行うカレンダー画面にアクセスできれば、右上の

「設定」のリンクをクリック設定画面の「カレンダー」タブを

開き「新しいカレンダーの作成」ボタンをクリック「カレン
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ダー情報」に必要情報を入力不特定多数に公開する場合は「こ

のカレンダーのすべての情報をすべてのユーザーと共有」に

チェックをつける。その後「このカレンダーをユーザー全員と

共有しますか?公開カレンダーは Google カレンダー検索に

表示されます」という警告が出るので「はい」をクリック。も

ちろん共有範囲を限定することもできるすべての入力が完了す

れば「カレンダーを作成画面」のボタンをクリック。すると

「カレンダーを公開すると、すべての予定が Google 検索など

で一般に公開されます。 公開してよろしいですか?」という

警告が出るので「はい」をクリックカレンダー入力画面に戻る

ので、公開カレンダーの項目を入力する場合は、左の「マイカ

レンダー」のリストボックスをクリックし、公開したいカレン

ダーのみをチェックして、予定を追加する

参考Google カレンダーについて注意このページの画像では、

普段、私が常用しているOperaを使っていますが、Operaで

はGoogleカレンダーを利用することはできません

2006 ・10 ・11 （水）

寝込みを襲う者

最近は沖縄でも朝晩が涼しく感じられるようになった。夏のあ

いだ、一晩中、消すことがなかったクーラーも、今ではつける

こともなく、ぐっすり眠れるようになった。しかし、である。

クーラー無しで眠りにつくようになってから、私の寝込みを襲

う者が出現した。
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熟睡しているとき、特に寝苦しくもないのに、夜中、なぜか

“視線”を感じて目覚めることがある。ふと、目を開けると、

真っ暗な部屋の中で1歳5ヶ月になる娘が無表情な顔で上から

私の顔をのぞき込んでいるではないか!!

娘は私が目覚めたのを確認すると、無言で私の体にもたれか

かってくる。まだ1歳なので言葉で意思を通わすことはできな

いが、不思議なことに、この時だけは、娘が何を訴えようとし

ているのか、なんとなくわかるのである。

おもむろに枕元にあったリモコンでクーラーをつけると、娘は

私の体から離れ、布団の上を寝返りしながら「ねんね」という

一言を残して、眠りにつく。

これが今週に入ってから毎日続いている。まるで無言の「お父

さんスイッチ」である。
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