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いわゆる入門編なら

鷺谷好輝

日本語で書かれたインターネットの入
門書としては、1Internet ビギナーズ
ガイドがかなり古い部類に入るだろう。
同書はAddison Wesley から出版されてい

インターネットを理解
するための10 冊

るベストセラー「The Internet Companion」
の翻訳書で、インターネットの母体であ
ったARPANET やNFSNET などの説明か
ら始まり、TELNET、FTP、Gopher、
Archie、WWW、whois なども一通りそ
の機能が解説されている。細かい部分の
説明がちょっと食い足りない気もするが、
情報スーパーハイウェイの言い出しっぺ
であるAl Gore が推薦文を寄せているよう

今月からこのコーナーでは、インターネットに関して出版されている国内・海外の書籍を、

に、インターネットの紹介としては、随

毎回1〜2冊ずつ読者の皆さんにご紹介したいと思います。基本的には出版物を対象としてい

所にコラムやニュースの引用を入れるな

ますが、
「！」と思うものがあれば、ドキュメントファイルであってもご紹介する予定でいます。

どの工夫があって面白く読める。たしか

さて、いま私の席の後ろにはインターネット関連の書籍が50冊以上も積み上げられていて、

原書の紹介を雑誌「ポパイ」のコンピュ

いささか量の多さに辟易しながらも読み終えたばかりです。そこで今回は、のべつまくなく読

ータ特集でも見た憶えがある。なお初版
（日本語版）の綴り間違えなどは第二版

み漁った中から入門編を中心に一挙に掲載しておきましょう。
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『インターネットユーザーズガイド』
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T.ラクウェイ、J.C.ライア著
鈴木摂翻訳
トッパン／ 2,200 円
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共立出版／4,800円
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Ziff Davis Press U.S.$24.95
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『How To Use The Internet』

『The Instant Internet Guide』

『Internet Starter Kit for Windows』
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Mark Butler 著
Ziff Davis Press／U.S.$17.95

David Angell & Brent Heslop 著
Addison Wesley Publishing Company
／U.S.$14.95

『Internet Explorer Kit
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Hayden Books／U.S.$29.95

SAMS Publishing
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でかなり直っているが、せっかくTeX を

英文の入門書を何冊か紹介しておこう。

としてvi の使い方も説明されている。

英語とイラストで……

いたれり尽くせり、ディスク付き

使ったらしいのに、約物の処理と妙な空
白が残ったままなのは残念。
これに対して2 インターネットユーザー

また、あちらではディスク付きのイン

英語の不得手な人にも何とかお薦めで

ズガイドは、ご存じ、オレイリーシリーズのイ

きるのが 5How The Internet Works。

ターネット入門書が数多く出版されてい

ンターネット 編「 The Whole Internet -

細かい文字で書かれているので文章量的

る。たとえば 8Internet Explorer

User's Guide & Catalog」の 翻 訳 もの。

には実際にはかなり多いのだが、イラス

Kit for Macintosh は、Macintosh 版

UNIX を知らなくても大丈夫と書かれてい

トが駆使されているので眺めていられる

のTurboGopher、Finger、MacWAIS、

るが、解説しているコマンドがキャラクタベ

分安心感があり、わかった気になるとい

A n a r c h i e （ A r c h i e に問 い合 わせて

ースで、Mac やWindows 用の説明はちょ

う不思議な本。Ziff Davis のHow シリー

anonymousFTP するプログラム）などの

っとしかないため、その手のユーザーには

ズは、インプレスから「イラストで読む

入ったディスク付きスターターキットだ。

辛いかもしれない。その代わり、インターネ

シリーズ」として出版されているので、

現在ではインターネットへ個人や会社から

ットを使ううえでのコマンド群がたくさん紹

ご存じの読者も多いだろう。本書はその

アクセスする際にMacintosh やWindows

介されているのでかなり勉強になるし、解

インターネット編にあたる。使い方では

を使っているユーザーがかなり多いので、

説もしっかりしている。また付録のリソース

なく、インターネットの成り立ちやサー

インターネットを利用するのに必要なプロ

カタログも重宝するはずだ。なお原書自身

ビスなどが絵本式に解説されているので、

グラムが書籍に付いていれば、わざわざ

がずいぶんと前に出版されたものなので、

「インターネットってどんなものなの？」

商用 BBS で探してダウンロードする必要

内容的に古くなってしまった記述も見受け

ということを知りたい人や学生への教科

はない。ページ量的にも充分な「お買い

られる。

書として打ってつけだろう。なお邦訳が

得 」感 が あ る 。同 種 の W i n d o w s 版

同社から出版される予定だ。

9Internet Starter Kit for Windows

上記 2 冊とはまったく形態を異にして
いるのが3 インターネット漂流記だ。架

同じZiff Davis のイラストシリーズで、

のディスクには、Chameleon の機能限定

空の会社とUNIX ハッカーを登場させ、物

「使い方」を中心に同様の手法でインター

語形式にインターネットの魅力からその接

ネットを解説したのが 6How To Use

続方法、使い方までを幅広く解説した書

The Internet。キャラクタ端末を利用

さらにqThe Internet Unleashed

籍で、楽しみながら読める。実際にUNIX

しているUNIX ユーザーを対象としたイラ

には、ディスクの中にメジャーなアクセス

の（良い意味での）ハッカーの方々が集ま

ストで学べる書籍だ。ただし、日本ではあ

プロバイダ用の設定ファイルが用意され

って書かれたので、細かい点にも気が配

まり騒がれないelm やpine といった電子

ている。この設定ファイルを使ってプロ

られている。この手の入門書を読んでから、

メールのソフトウェアも解説されているの

バイダのホストにアクセスし、サインすれ

実際にインターネットで使うプログラムの

で、拾い読みをする必要があるだろう。

マニュアルに移るのも、インターネットをマ

版、News リーダ、Eudora、Gopher な
どが入っている。

ば自動的に1 か月間無料でインターネッ

薄い・軽い・読みやすいの3 拍子揃っ

トにアクセスできるという趣向も凝らさ

ているのが 7The Instant Internet

れている。インターネットへの「Plug &

UNIX とくれば、かつてのJUNET の主

Guide だろう。サイズがあちらのポケッ

Play」的な書籍と表現できるかもしれな

だった面 々 が各 ページを担 当 している

ト版なので、持ち歩くにも便利だから電

い。こういった形態の日本語版も数か月
後には出版される始めるだろう。

スターする手段としてはお薦めだ。

4 bit 別冊：インターネット参加の手引

車の中でも簡単に読めるはずだ。先に触

が、UNIX ユーザー向けにインターネット

れた「インターネットユーザーズガイド」

を網羅している。ある程度のコンピュー

の原書の続編的な形態で、こちらは使い

以上、今回はだいぶ駆け足で眺めてし

タ知識がないと読みこなすことは困難だ

方を中心に解説している。インターネッ

まいましたが、何冊かでも面白そうな書籍

が、各種ツールのインストール方法から

トのメジャーなプログラムについて一通り

を見つけてもらえれば幸いです。次回から

始まり、使い方や機能など詳しく説明して

の利用方法が書かれているし、エディタ

はもう少し詳しくご紹介しようと思います。

ある。本書の内容が理解できれば、ビック
ウェンズデイでも乗りこなせるネットサー
ファーになれることは間違いないだろう。
他にも日本語のインターネット入門関
連の書籍がずいぶんと出版されているが、
今回はこの4冊だけにとどめておく。次に

インターネット関連書籍ブックフェア開催のお知らせ

「世界を結ぶ情報ハイウェイ インターネットの世界」
期間／ 9 月 15 日（木）〜 11 月 30 日（水）
場所／神田神保町 書泉グランデ5F 東京都千代田区神田神保町 1-3-2 TEL03-3295-0011（代）
国内の書籍はもちろんのこと、洋書や雑誌を含むいま話題のインターネット関連のブックフェアです。
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