


まえがき

本作品は、２００８年に自身のブログで公開した
ブログに関する幾つかのアイデア を大幅に加筆・修正して、１つの作品としてまとめたものです
。

昨今はツイッターなど、新しいサイトが登場し、
ある意味 ブログの存在意義 を見直すべき時期なのかもしれません。

現在もブログを中心に表現してる or 今後表現しようと考えてる方で、
もし何らかの新しいアイデアをお探しの方がいれば、本作品を１つの参考にしていただけた
らと・・・



芸能人・有名人の嗜好品がわかるブログがあればいいな♪

「好きな芸能人にプレゼントをしたい」っていう
ファン心理 がありますが、いらない物を贈ってもしょうがないんですよねえ・・・

だからこそ、芸能人・有名人でブログをしてる人 に、
こういったブログを書いて欲しいって希望があります。

例えば、
いつも共演者に「タバコ、１本もらえませんか？」って、
もらいタバコをしてる芸能人の方がいると某番組で知りましたが、そういった人たちに、
『もらいタバコ日記』 のようなものを書いていただけたら・・・
誰々さんは○○って銘柄のタバコをいつも吸ってらっしゃる！
って情報を、我々が容易に得ることができて有難いですし。

日頃からドラマ、バラエティー等の番組を通じて
ちょくちょく 美味しい差し入れ をもらってる芸能人の方たちには、
『芸能界差し入れ情報』 のようなものを書いていただけたら・・・
我々ファンが 「好きな人と同じものを食べたい」って欲求を満たすヒントになるだけでなく、

これからその有名人にお会いする機会のある方にとっては

「○○君、私がこれを好きってこと、よく知ってるねぇ！」
と好印象をもたれるための 特Ａ級の情報サイト になることでしょう。

そんなこんなで、
「芸能人・有名人の好きな嗜好品」を教えてくれる人のブログって、
読む人のハートをつかんで離さないサイトになること間違いなしと思いますよ！

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



○○嫌いでも食べられるお店情報を集めたブログがあればいいな♪

「食」 を扱った番組や雑誌やブログなどが・・・
世の中には多すぎるってくらい存在してます。

芸人がネタを披露する番組にしても、
クイズ番組にしても、歌番組にしても、ニュースでさえも、
類似したことを回数を重ねて放送すれば、「またか！」 と飽きられてしまいがちなのに、

「食」 を扱った番組で、
例えば、 ラーメン店ばかりを５軒、１０軒と 続けて放送しても、

「またか！」 と批判されるどころか、
「あれもおいしそう！　これもおいしそう！」 などと高評価。

し、しかし！
マスメディアが軽視してる点もあります。

例えば、ネギが嫌いな人がネギをたっぷり乗せたラーメンを見てどう思うのか？
例えば、マヨネーズが嫌いな人がマヨネーズをたっぷりかけたお好み焼きを見てどう思うのか？
例えば、ベジタリアンが焼肉を特集した番組を見てどう思うのか？
と言うことを・・・

おそらく、
テレビを制作してるスタッフは 「嫌なら観なければいい！」 と言うでしょうし、
「食」の雑誌を編集してるスタッフは 「嫌なら読まなくて結構！」 と言う人も・・・
多いんでしょう。

なんだかんだ言って、マスメディアには視聴者、読者よりも大切なものがあるようですし。

けど、自由度が高いブログの世界でなら、

○○嫌いな私がお気に入りのお店 をテーマに書いてる人がいてもいいはずで。



例えば、
「しょうが焼き定食！　マヨネーズが嫌いなんでキャベツの上にかけないでくれます？」
と、とあるチェーン店で注文をしたら、
「ウチは添え物のキャベツにマヨネーズをかけた状態で
作り置きしてるんで、ご要望にはお応えできません！」
とあっさり断られた経験が私にはあるんですが。

「客の好き嫌いへの配慮をいやがらずしてくれる店」
「作り置きをしてない店」
の情報がまとめられたブログなどがあれば、私は外食前にかかさずチェックするだろうし、

『ネギなどのトッピングを客の好みで入れられるラーメン店』、
『福神漬、らっきょうなどのトッピングを客の好みで入れられるカレー店』 等々、
具体的なとこまでこだわって情報収集されてる「食」のブログがあれば、
それだけで高い存在意義があると思います。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



工事前〜完成までを追ったブログがあればいいな♪

その瞬間の「人」「モノ」「場所」を記録する、写真。

個人的には特に写真好きでないんで、昔の「記録」もあまりないですし、
今でも、人物、生き物、花、空、海、・・・などといった写真には
そんなに興味ないんですが、
昔の風景 （特に 昔の建造物、昔遊んだ公園の周辺、建て替え前の校舎）

等々だけは、写真に残しておいた方が良かったなと後悔することがあります。

写真を見返すときって・・・
実はそこに写ってる景色を見て思い出す
昔の記憶の方が貴重 だったりするんですが。

たとえば、思い出の場所に 新しい建物 が建ってしまうと
建つ前のその場所がどんな風景だったのか、みるみる記憶が薄れていって・・・
数ヶ月もしたら、想い出せなくなっ てしまうこともありますし。

だからこそ、
建造物の工事前〜工事中〜完成までを追った画像を
ひとまとめにしたＨＰやブログを書いてる人 がいれば、
昔を懐かしみたい心境の人が集まってくる優良サイト になる気がします。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



あらゆるドラマの相関図をまとめたブログがあればいいな♪

見逃した連続ドラマのあらすじを知りたい時には、
『ドラマ研究会』 http://www.j-drama.tv/ という素晴らしいサイトがあるんですが、

単発の２時間ドラマ のあらすじをまとめたサイトは
今のところ検索エンジンには引っかかってこないですねぇ。

・・・まあ、それは置いておいて。

ドラマ情報でホントに重宝されるのは、
あらすじよりも 登場人物の「相関図」 だと私は思うんですが、
いかがでしょうか？

今どきは、各放送局にある ドラマの公式ＨＰ を見れば
必ずといって人物相関図が掲載されてますが、ドラマが最終回を迎えて以降しばらく経つと
いつの間にかアクセス不能になってるのが当たり前のようにあります。

けど、世の中には 再放送を見てはじめてハマる人 もいるし、
ドラマをより深く楽しむためには
登場人物の基本情報や出演者の情報は 絶対に抑えておきたい って人も多いはずで。

やっぱり あらゆるドラマの人物相関図を網羅してるブログ は、
どこかに存在してて欲しいと思いますねえ。

そんなブログをはじめる一番簡単な方法は、
番組ＨＰの人物相関図をそのまま画面コピーしたものを貼り付けるか、
テレビ情報誌に掲載されてる人物相関図をスキャンしたものを貼り付けるか
ってことになると思いますが、

役者さんの顔写真をそのまま使用するのは肖像権等で引っかかる と思うんで、
結局は 顔写真がない活字のみの人物相関図 になるんですかね？



個人的希望を言うなら、役者の名前のとこに
『顔写真入りのプロフィールが載ってるサイト』のリンクをつけて欲しいところですが。

あと ２時間ドラマの人物相関図も！ って、
希望を言いだしたらキリがないですが。２時間ドラマも忘れた頃に再放送があるんで需要アリ
かと。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



危険な運転をする車に「物申す」ブログがあればいいな♪

ブログを書く上で、どこまでが道義的に問題ないのか
一個人では判断が難しいところですが。

あらっぽい運転をする車のナンバーをブログで一覧にして書き出して欲しい！
って語気を荒げたくなるくらい、プンプンな出来事がありました。

自転車に乗ってた時の話ですが。
細い歩道を自転車で走るのは迷惑だと思い、車道の隅っこを自転車を走らせてたら、
遅いことにイラついたのか、自転車相手にやたら煽ってくる車 に出くわしたり。
携帯電話を片手に話しながら不用意に左折してきた車に ぶつかりそう になったり。
と、たびたび危険な目に・・・

携帯電話の普及をきっかけに
危険な運転をする車が増えた ような気がします。条例等で制限された今も変わらず・・・

ドラマなんかでも
急に飛び出した人間に対して、
「危ないだろ！　死にたいのか！」 とトラックの運転手が暴言を吐いて、
走り去っていくシーンがよく描かれますが、

普通に横切ろうとしてる人間や自転車に対して、
不注意で気づかなかったドライバー側がイラっとする のは
やはり理不尽に思えます。

ひとつ間違えたら、相手を死に追いやる 自動車 に乗ってる人間には
傍若無人な態度 は許されないし、
そういう態度を取るドライバーは
迷惑電話をかけてくるＴＥＬナンバー、迷惑メールを送ってくるメールアドレス
などと同様、ナンバープレートの番号などをネットで広く晒される ことになっても
仕方ないと私は考えます。言い過ぎかもしれませんが。

そんなブログを始めたら、どこかから検閲がかかるリスクもあるでしょうが、それでも

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜とこっそり願ってます。





１００円ショップで買った掘り出し物をまとめたブログがあればいいな♪

関東では、「最近、○○を買ったんだけど・・・○万円もしたんだよ。高い買い物 しちゃった〜」
関西では、「最近、○○を買ったんだけど、○千円で買えたんだよ。・・・買い物上手 でしょ？」
と自慢するって話を聞いたことがあります。

こういうとこに 地域性 がでるんでしょうね。

けど、今や世知辛い国・日本ですから、
関東の人も見栄を捨てて・・・
安くて良い物が買えた！ って自慢することを美徳とするのも アリ だと思います。

例えば、１００円ショップ。

とある有名芸能人には、
100円ショップで5万円分の買い物をした などという逸話もあるようですが、
１００円ショップで買い物をして自慢すべきことは
良い物を買えた時であって、いくら使ったかではないはずでは？

『１００円ショップで買った掘り出し物』 ってテーマのブログなら、
頻繁に１００円ショップに行く人や
日によってお買い得品を出すお店が近所にある人にとっては書きやすいでしょうし、
努力＆工夫次第で 人気ブログになるかもしれませんよ！

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



新聞・スポーツ紙のバックナンバーをまとめたブログがあればいいな♪

新聞・スポーツ紙などが自社のＨＰに出すニュースって、
数ヶ月以上前のものになると
バックナンバーとして読むことができなくなってる ケースがきわめて多いですが。

その理由がもし
自社ＨＰにデータを保持するための サーバーにかかる費用 がネックであるなら、
マスコミ各社には 無料ＨＰ、無料ブログなどをフル活用して欲しい です。

画像もたくさんＵＰできて、
文章も載せられる無料のものが世の中にはたくさんあるのに、
それを活用しないのは勿体無い と思います。

新聞・スポーツ紙などがネットに出してる情報は コンテンツとしても優良 なものだし、
マスコミ側からのアプローチがなければ
インターネット・サービスをやってる各会社側からアプローチすればいいのに！

新聞・スポーツ紙のバックナンバーをまとめたブログ、
・・・どこかか、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



酒の席で異性にウケるトークネタを集めたブログがあればいいな♪

某テレビ番組で知った情報ですが。
『１人で飲み歩く女性が増えている』 らしいです。

その理由は
ストレス社会と言われる現代で
働く女性が増えたのに比例して、
１人でいる時間、１人で物思いにふける時間、自分だけの時間
を必要とする女性が増えたからと考えられるそうですが・・・

時に、そういった酒を飲む場では、
必ずと言っていいほど 楽しいトークをする人 たちが来店してて。
漏れ聞こえてくる会話に思わず笑ってしまうって状況もまた楽しいわけで。

そんな瞬間を求めて・・・飲み歩く女性も結構いるそうですよ。

で、面白い人だなと好印象を持ったその男性から、
「お１人ですか？　一緒に、どうですか？」
などと声をかけられたら、女性側も 良い気分転換 となって悪い気はしないんだとか。

女性もアルコールが入ってますからね。

となれば、当然今の世の中で求められるのは、
酒の席で 会って間もない異性にもウケるトークネタ！

ダジャレを得意とする中年男性なんかもいますが、
できれば女性が思わず ステキ！ って思っちゃう 雑学 とか、
女性でも笑える 下ネタ とか、映画やファッション事情を織り交ぜた オシャレトーク とかで
定番みたいなものがあれば、私も是非吸収したい ですね。

酒席で相手の心を惹きつけるトーク力があれば・・・
って望むのは年代を問わず男性なら当然でしょうが、
女性でも部下を持つようになった人なら、そう考える人も当然いると思いますし。



そこで、酒席でのトークを得意とする達人たちに望むのは、

酒の席で意中の相手と打ち解けるのに役立つトークネタを集めたブログ！

男性にとっては 『女性にモテる』 と銘打てば、当然気になるブログの１つになるでしょうし、
女性にとっても、「この間、バーで声をかけてきた男から、こんな面白い話を聞いた」などと、
女性同士の恋バナで見栄を張る材料 として
重宝されるブログとなる可能性を私は勝手に感じてます。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



生活の知恵・裏ワザを紹介するブログがあればいいな♪

おそらくこれを読んでる皆さんにも
１つや２つは 生活の知恵 があると思います。・・・もちろん私にも幾つかあります。

かつては生活の知恵・裏ワザを紹介する番組が人気 でしたが、
その番組で紹介された裏ワザの詳細を毎週のようにUPしていったブログはおそらく皆無でしょう
。

偶然見たアイデアの１つに着目して、それだけを取り上げたブログなら幾らでもあるでしょうが
。

しかしながら、他人の興味を惹くブログにまで高める には、
少なくとも数十〜百以上の裏ワザを網羅してないと
なかなか繰り返し見てもらうまでにはならないんですよね、残念ながら。

生活情報ブームが落ち着いた今、
時代遅れじゃないの？ と思う人もいるかもしれませんが、

逆転の発想で言えば、
そういった番組をあまり見かけなくなった今だからこそ、
生活の知恵・裏ワザを紹介するブログに 『希少性』 が出て、良い気もします。

例えば、私の裏ワザを１つ！

ネジ山が潰れてしまって取り外せなくなったネジを外す方法。
（皿小ネジでなく、鍋小ネジのように
ヘッド上部が半球部分が出っ張っているネジ限定なんですが）

その方法とは・・・
ネジのヘッド部を マイナスドライバーが引っかかる深さにまで
ダイヤモンドヤスリ等で真一文字に削り、
強引にネジ山を作ってマイナスドライバーで開ける ってやり方です。



例えば、パソコンを自作されてる方などは
ネジ山が潰れたせいで、ＨＤＤやＣＤ／ＤＶＤドライブが取り外せなくなって困ってる！
って人もいるかと思いますが、
パソコンの組み立てで使うネジは鍋小ネジか丸小ネジが多いので、
この方法はかなり有効だと思います。

このような本人の実体験をもとにした生活の知恵だけでは限界があるんで、
テレビ等で得た情報をまとめてる方 の中で、
「よし、そのブログは私が！」って人が現れることを期待したいですね。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



自己流節約術を画像＆図解で分かりやすく紹介してるブログがあればいいな♪

TBS系の「がっちりマンデー」で
“セコロジー” と銘打った お金を少しでも少額で済ますセコ技 の素晴らしさ
が紹介されて以来、

あちこちでセコロジー技を紹介してるブログが登場 して久しいですが。

私も この分野は需要がある と思いますね。
是非、人気ブロガーが誕生して欲しいです！

「がっちりマンデー」でも継続企画となってるんで、
番組に紹介されるレベルのセコロジー技を幾つも持ってる人が
ブログごと番組に紹介される なんてことがあるかも・・・！？

画像を増やしてインパクトを高める。

そして、「こうすれば○○円お得！」といった金額の部分を強調して見せてくれれば、
面白いブログになりそうな 予感大 です！
不景気が続く限り、“セコロジー” には追い風のはずですし。

・・・誰か、そんなブログに高めてくれないかなあ〜



アクセス集中により閲覧できなくなってるブログの内容をいち早く収集するブログが
あればいいな♪

世の中の人々が
１日１回以上アクセスすることを日課にしているブログ といえば・・・
タレント か スポーツ選手 のブログであるケースがほとんどだと思います。

有名人のつれづれなる日常が書かれたブログは
画像を見るだけでも楽しいのだから、人気が出るのも当然でしょう！

それならいっそのこと、
有名人の知名度にオンブに抱っこのブログが作れたら・・・
ということで考えついたのが

アクセスが集中して閲覧できなくなってるブログ に書かれた内容を読めるブログです！

例えば、昨今は 結婚などの重要事項の発表 に
記者会見がわりにブログを活用する 有名人が増えてきてますが、
それらの事由で 『アクセス集中により閲覧できなくなってるブログ』 が時々現れます。

もしそれらのブログにどんなことが書いてあったかを
アクセスが集中する前に読むことができる人がいて、
その人が自らのブログに全文転載をするようなことがあれば、
かなり凄いブログだと思います！

そんなことが実際に可能かどうかは分かりませんが、
有名人１人１人に 「私のブログにもトラックバックをつけて書いてください」
と交渉できる立場の人物なら・・・もしかしたら可能かもしれませんね。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



人気マンガの「読まない方がいい回」を紹介するブログがあればいいな♪

人気マンガに関するブログは多々あれど、
そのほとんどは、ひたすら 賛美、ひたすら 良い所を掘り下げる 感じになってて・・・

けど、テレビ番組で
『アニメ・機動戦士ガンダム好き』が集まった場合などでは、
各自が選ぶ 名シーン に限らず、アレ？ってシーン もドンドン紹介されたりして、
それがまた評判になったりしてます。

私なんかも
他人が選ぶ名シーンを見せられるよりも
「あの人気マンガにこんなおバカシーンが？」 って点を紹介する番組の方が
印象に残るし、興味がしばらく持続したりもします。

名セリフ１つにしても、
すでにいろんな人の手垢のついてる言葉よりも、
そんなのも、あったなあ！ と昔の記憶を呼び起こしてくれるセリフの方が聞きたいですし。

ブログでなら、
上記で述べた「あまり知られてないけど、こんな名シーンがあるよ」からさらに踏み込んで、

「好きなマンガだけど、第○○話は嫌い！」　「あのシーンは説教くさくて嫌！」
「○巻の□ページの絵は、なんとかっていう漫画家のあのキャラクターが元ネタ？」
みたいな辛口ツッコミが書かれてるものの方が読みたくなりますね。

もちろん、愛のある「辛口」、愛のある「悪口」でないとＮＧ ですが。

極論を言えば、
人気マンガの「ダメな回」「読まない方がいい回」を紹介する
ってくらい過激なタイトルのブログの方が一元さんの目を引くと思いますね。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



オススメの古書を紹介するブログがあればいいな♪

世の中には数多の本が出版されてますが、
古書・古本の中にも読めば感銘を受けるものが多々あると思います。

・・・というか、間違いなくそうでしょう！

良いものは良い！　その一言に尽きると思います。

本の種類・数が多すぎて選択することの難しさが加速してるだけに、
『古書・古本の世界』でも、誰かがオススメを提示しないといけない時代
が目前にまで来てると言っても言いすぎでないはず。

だからこそ、
古本の中から名作をピックアップして、
この時代の『価値ある本』として世に提示するブログの誕生を願います！

そんなブログを書ける人は？・・・となれば、
著名な作家か批評家、あるいは年間百冊以上読んでる読書家って感じで
限定されてしまう気もしますが、

そんな人が根気強く、５０冊、１００冊と紹介していけば・・・
見せ方次第で、優良ブログとして注目される可能性も高そうです。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜



１人のタレントになりきって書いてるモノマネブロガーがいたら面白そう♪

ツイッターの登場で
これまでネットの世界に実名で登場することの無かった著名人が続々参加しはじめてますが。

まだまだ
パソコン嫌い、ネット嫌い、機械オンチ等々の理由で
ネットの世界にご登場願えてない有名人が大勢います。

その一方で、
そういった有名人のうちの１人を 何から何まで知ってると言い切れるコアなファン も
世の中にはいるんじゃないでしょうか？

これまでは
そういった人がはじめるブログといえば、

『○○さんの大ファン・その１』 という立場で書いてるものがほとんどで、
有名人のこと以外の、その有名人が好きな自分 が表に出すぎてしまって・・・
読み物としてがつらいものが多かったように思います。

しかし！

その有名人を長年追っかけてる熱狂的なファンなら、

○○さんになりきって ファンに向けて語りかけるスタンスの
ブログを書くことも可能なんじゃないでしょうか？

コアな部分まで知っていれば、

○○さんへの質問を本人に成り代わって回答できる場合 も多々あるでしょうし、
一部の人しか知らない情報を公開して興味を惹くこともできるかもしれません。

・・・かといって、
何でもありだと収拾がつかないので、
絶対条件として ご本人の公認を得る とか
自分はモノマネブロガーであることをきちんと公表する 必要はあるでしょうが、
そこさえクリアすれば 『高尚な冗談』 として読む側も楽しめそうな気がします。



例えば、売れない芸人さん が
毎週のように食事をともにしてる有名芸能人のモノマネブロガーとして登場するとか、

ラジオのヘビーリスナー＆常連ネタ職人さん が
「あの有名人の笑いのツボは知り尽くしてる！」とばかりに
モノマネブロガーとして今日あった面白かったこと（＝実はウソ！）を書き綴るとか、

アイドルのファンクラブの古参会員さん が
アイドル本人から聞いた 「今日の嬉しかったプレゼント／嬉しくなかったプレゼント」
などをモノマネブロガーになって随時発表していくとか・・・。

ブログの世界でなら、
いろんな立場、いろんな立ち位置のモノマネブロガーが登場する余地があるし、
そこに個性が出て人気になるようなことがあれば、
もしかしたらご本人に気に入られ、会えるかもしれません！

だからこそ、

誰よりも○○さんのことを知ってる自信がある方には、
是非ともチャレンジして欲しいですね。

・・・誰か、そんなブログをはじめてくれないかなあ〜

けど、気持ち悪い方向には走らないでくださいね。いろんな人に迷惑をかけるんで。


