鷺谷好輝

本はインターネットへの第一歩
『インターネット宣言』

してはUSENETがモデル」と話す辺り、イ
ンターネットが進化する過程の中心に身を

「インターネット」と言えば必ず名前が出

置いてきた人でないと語れないだろう。

てくるほどの超有名人である慶応大学の村
井先生が、これまで行ってきた講演内容を

キャッチコピーを付けるのがうまい村井

一冊の書籍にまとめたもの。日本のインタ

先生だが、本書でも随所に格言めいた文章

ーネットの礎を築いてきただけあって、着

が散らばっていて、面白く読破できてしま

眼点が他の書籍とはまったく違う。

う。JUNETやWIDEの歴史的な話もあり、
日本におけるインターネットの現在・過

たとえば、あまたの書籍で孫引きされて
いる「インターネットの前身はARPAnet」
という文章をはっきりと否定し、
「プロトコ
ル的にみればARPAnetでもコミュニティと

著者名／村井 純
出版社／講談社
頁数／181頁 価格／1100円
ISBN：06-207480-X

『インターネット 7 日間の旅

去・未来が理解できる。難解な言葉は少な
いので、インターネットに興味のあるビジ
ネスマンや学生諸氏にも、お薦めする。

クとして役立つだろう。惜しむらくは、紹

バーチャルに体験する情報スーパーハイウェイ』

介しているホームページの画面。カラーに

全編、インターネット上に分散している有

したほうがぐっと見栄えがしたはずだ。モ

名なWWWサーバーを紹介した書籍。こう

ノクロだとどんなにきれいだと説明しても、

いった本を手に取ると、個人的にFTP と電

本当の雰囲気が伝わらないだろう。また、

子メールしか利 用していない者としては、

URLでのアクセス方法に関する記述が一切

WWWが流行っているんだなと改めて感じ

ないので、実際に本書に紹介されている場

てしまう。だが、はたしてPPP 接続のユー

所に自分でアクセスしたい向きにはちょっ

ザーもWWWばかり覗いているのだろうか？
有名なサーバーだけを紹介しているので、
初心者にとってはWWWの観光ガイドブッ

著者名／武邑光裕、伊藤穣一
出版社／日経BP出版センター
頁数／169頁 価格／1500円
ISBN:4-8227-2027-6

『誰でもつなげるインターネット（Windows 版）』

と不親切かもしれない。もちろん、画面上
に表示されているURLを叩けばいいのだろ
うが、一言説明がほしかった。

く、せっかく書籍を購入しても話し中でつな
がらないことが多かったための配慮だそうだ。

前作のMacintosh版は、2月18日までの
期間限定で、富士通のインターネット商用

付属のフロッピーディスクには、トラン

接続サービスInfoWebに無料で接続できる

スコスモス社から販売されているパッケー

ゲストIDをオマケに付けて好評を博してい

ジ「Internet Office」の特別編集版が収録

たが、今回のWindows版では、NTT PC

されていて、基本となるPPPダイアラーと

コミュニケーションズが新たに始めたInfo

ネットワークファイルマネージャ（FTPソフ

Sphere への1 か月間フリーアクセスサービ

トウェア）が含まれている。逆に、WWW

スを目玉にしている。ゲストIDは、巻末の
ハガキで8月31日までに申し込めば送られ
てくる。これは、前作ではアクセス数が多
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頁数／88頁 価格／3500円
ISBN：4-87188-375-2

やArchieを利用したければ、まずFTPソフ
トウェアを使って自分で必要なソフトを
ftp.sphere.ad.jpからダウンロードする。
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『How to Make a FORTUNE on the Information

ラッシュ寸前になるほど攻撃の電子メール

Superhighway』

を送り返したのだった。そして、プロバイ

昨年、本書の第 2 章のタイトルでもあ

ダーからアカウントを取り上げられてしま

る「Green Card Incident」と称される事

うわ、この法律事務所の電子メールを発見

件がインターネット上で発生した。アメ

すると自動的に削除するソフトも開発され

リカ市民権であるグリーンカードの申請

るわで、やむなく敗北宣言をしてフレーミ

手続き代行サービスを行っている法律事

ングが沈静化したのだった。本書は、この

務所の2 人が、インターネットを使って

グリーンカード事件の張本人である2 人が

代行サービスの宣伝をしようと考え、

執筆した「インターネットでお金もうけを

1000 ものニュースグループに片っ端か

しよう」という書籍である。ただし、内容

らサービスの広告を送ってしまったのだ。

は、ありふれたサービス紹介がメインでお

突然、広告のメールが山ほど自分のメー

となしい作りとなっている。むしろ、この

ルボックスに送られてきたら、読者の皆さ

事件を踏まえたうえで本書を読むと、イン

んはどのように感じるだろうか？
お察しのとおり、メールを受け取ったユ
ーザーたちは怒ってしまい、システムがク

著者名／Laurence A. Canter & Martha S. Siegel
出版社／Harper Collins Publishers
頁数／234頁 価格／U.S.$20.00
ISBN：0-06-270131-2

『Internet ニュースグループガイド―

ターネットで商売することの難しさや、ビ
ジネス面と学術面の棲み分けなど、いろい
ろなことを考えさせられて面白いだろう。

た章を追加してある。

世界最大の電子掲示板』

まず、第1 章の概論を読んでからニュー

すでにソフトバンク社からは、分野別の

スグループの仕組みとニュースをポストす

イエローページの翻訳書籍『The Internet

る際のマナーを覚え、そして途中をチラチ

Yellow Pages』が出ているが、本書はニュ

ラと眺めてから、最後の第 15 章の「日本

ースグループに限ったイエローページと呼べ

におけるインターネットへの接続方法」を

るもの。約3000ものニュースグループを簡

熟読すると、ニュースグループについては

潔に掲載している。

一通りわかるだろう。
ニュースグループを眺めていると、さま

本書では、日本語版を作成するにあたっ

ざまな国の文化や情勢がわかるものだ。本

て新たにインターネットへのアクセス方法
（ネットワークプロバイダーの話しとニュー
スを読むのに必要なソフトウェアについて）
と、日本語のニュースグループfj を説明し

著者名／Eric Gagnon
翻訳／インターネット研究会
出版社／ソフトバンク株式会社
頁数／336頁 価格／2900円
ISBN：4-89052-619-6

書をぼんやりと眺めていても、「こういう話
題までニュースグループになっているのか
…」と改めて知らされることが多い。

『Get on the Internet in 5 minutes ― Try the

接続できる仕組み。もちろん、このアカウ

Internet for 30 days risk-free! Macintosh版

ントでは全サービスは利用できないが、付

/Windows版』

属ソフトにはFTP、Archie、Gopher、finger、 talk、 IRC（ Internet Relay Chat）、

レトルト食品のCM で「玄関空けたら2
分でごはん」というのがあったが、この本

ネットニュース、電子メールなど、おもな

のタイトルは、さしずめ「ページをめくれ

サービス用プログラムがメニュー形式で利

ば5分でインターネット」となるだろうか。

用できるように組み込まれている。

折り紙のような判をした本書には3.5 イ

価格・体裁・内容のどれを取っても、お

ンチディスクが付き、中にPipelineと呼ば

そらく日本では真似できないだろう。もし

れるソフトが入っている。このソフトを使

も日本で980円のインターネットスタータキ

ってモデムから電話をかけると、ニューヨ
ークを拠点とするThe Pipeline Networkと
いうプロバイダーに、デモ用アカウントで

出版社／Hayden Books
頁数／88頁（Macintosh版）／86頁（Windows版）
価格／各U.S.$9.99 ISBN：1-56830-135-9（Macintosh版）
／1-56830-136-7（Windows版）

ットがあったら、きっと私は買うだろうな
…。残念ながら、この本は日本では使用で
きない。
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