電子マネーの入門書
ス、イーキャッシュ、サイバー

作るほど簡単ではない。ここ

キャッシュ、ファーストバーチ

で紹介されている手順にして

ャルといった有名な電子貨幣

も、国内からの登録にも対応

インターネットでの通信販

システムの概要と背景、およ

するかは明らかにされていな

売などで将来大いに使われる

びそのほかのマイナーなシステ

い。そこで、国内から実際に

であろう電子貨幣を解説した

ムを説明し、社会的な影響や

利用した体験談は、本誌 96

本である。技術的につっこん

今後の予測についてまとめら

だ話はなく、電子貨幣って何

れている。最後に、いくつか

なのかを知るための入門書と

の電子貨幣システムを使うた

思っていい。まず、公開キー

めの手順を記している。もち

暗号、電子署名、DES、ク

ろん、どれも海外の会社が運

リッパーチップ、Netscape の

営し、支払いには銀行

セキュリティなどの暗号化技

やクレジット会社な

術の解説から始まり、電子貨

どの金融機関を

幣の概要、電子貨幣を扱うイ

間においている

ンターネット上の店舗や商店

ため、 国 内 で

街について、さらにモンデック

クレジットカードを

『PRESENTING
DIGITAL CASH』

年 1 月 号 や、 次 に紹 介 する
『インターネット

トンデモ活

用マニュアル』を一緒に
見ると参考になる。

Seth Godin 著
Sams net 発行
250 頁
$25.00（US）
ISBN ：1-57521-062-2

デジタル経済の入り口
菊地宏明 ● Hiroaki Kikutchi

スケベ心を刺激するWWWガイド
『インターネット
トンデモ活用マニュアル』

たに紹介されないが、マニア
の好奇心を満たしてくれるペ

34話の「仮想科学小説」

ージを紹介している。なかに
はっきり言って、やましい

は知っているページや閉鎖され

下心を抱いてインターネットを

ているページもあるものの、十

始めた人は多いはずだ。男性

分に楽しめるガイドブックに仕

週刊誌ネタでインターネットが

上 がっている。 タイトルと

紹介されたうちの何割かは風

URL、1 枚の画面とコメント、

俗ネタである。これが、イン

これだけなのだが、読んでいる

ターネットブームに拍車をかけ

ほうをかなり挑発する。この

る一因であるわけで、風俗ネ

本を片手にネットサーフィンに

タを集めたWWW ページは軒

励むユーザーが増えたことはま

並み繁盛している。さて、こ

ちがいないだろう。ホームペー

の手の情報はなかなかURL が

ジガイド以外の記事も面白い。

紹介されておらず、雑誌の特

W W W の通 販 店 でアダルト

集記事で紹介される程度なの

CD-ROM を買って輸入する話

だが、本書では、アダルト・風

もいいが、デジタルキャッシュ

俗・
ドラッグ・猟奇

であるファーストバーチャルを

といった、
めっ

申し込んで、アダルトな有料
ページを利用する体験レポー
トが秀逸。スケベ心はデジタ
ル経済を加速させるものな
んだなぁと実感した。

裏インターネット研究会編
徳間書店発行
287 頁
1200 円
ISBN ：4-19-860374-X
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『デジタルな神様
1999 年のゲーム・キッズ』

いるが、4 頁のストーリーに盛
り上がりを期待するまでもな
く、キーワードの雰囲気が軽
く伝わったところでストンと結
末を迎える。しかし、それも
数話も読めば、最後の1 頁を
開くまでもなく結末が予測
できてしまうのだ。しかし、
これに耐えて読み進んでいく
と、著者との対決が待ってい
る。いかに傑作なオチを考え

渡辺浩弐著
アスキー発行
221 頁
1500 円
ISBN ：4-89366-439-5

『週刊フ
ァミコン通 信 』

つくか、著者との知恵比べだ。
自分ではけっこう勝てると思

に連載された仮想科学

うが、全 34 戦で20 勝できれ

小説集で、テレビ朝日系の深

ば、読者の勝ちだろう。こん

夜番組「ブラックアウト」の

な読み方をすると意外に楽し

原案になっている。一話 4 頁

い。仮想科学小説というジャ

完結の小説で、ショートショ

ンルが何かは明らかではない

ートほどのボリュームはない。

が、聞いてはいるけど、イメ

「デジタル・フォトグラフィー」

ージがわかないキーワードを小

とか「不死細胞」とかのキー

話で説明するものと考えれば、

ワードをもとに話は展開し、

楽しみながら読める。学習漫

全部で34 話が収録されてい

画には飽きたけど、技術書を

る。話はそれなりにまとまって

読みたくない人はどうぞ。
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交錯する3人の視点
『インターネットストラテジー』

松岡正剛／金子郁容／
吉村 伸共著
ダイヤモンド社発行
254 頁
2800 円
ISBN ：4-478-19028-3

インター
ネットの文

著者3 人の座談会を一冊の

化を体感してい

本にまとめている。この本は

る吉村氏が話してお

インターネットのしくみや概要

り、説得力がある。イ

を解説した入門書でも、ソフ

ンターネットを支えるボランテ

トの使い方を説明した解説書

ィアとは何なのか、このことが

でもない。IIJ の吉村氏、イン

漠然としている人は読んでみ

ターV ネットやVCOM で活躍

るといい。さらにインターネッ

する金子氏に、
『遊』の元編

トの何が社会、コミュニケー

集長の松岡氏を交え、インタ

ション、経済を変えていくの

ーネット論を展開している本

か、自由な発言とともに展開

いくつものホームページを作

の章にあるHTTPサーバーの解

なのだ。副題に「遊牧する経

していく。型どおりのまとめは

ってきた著者が、より多くの

説は、まったくの初心者では

済圏」とあるのでビジネス書

なく、いかにも座談会をそば

人に世界へ向けて発信してほ

ついていけない。この2 か所を

とまちがえそうだが、これはイ

で傍聴しているかのようで、

しいという願 いを込 めて、

読みこなすには、本書だけで

ンターネットの哲学書ではなか

ワクワクしながら読める。座

HTML の入門書を書き下ろし

は難しく、HTTP サーバー側

ろうか。インターネットで育ま

談会形式に収録されているの

た。本書はHTML の文法の解

から解説した本やPeal の入門

れているボランティア性を、阪

で専門用語が飛び交うが、脚

説はもちろんのこと、どのよう

書が必要になる。最後の章で

神大震災直後にボランティア

注を参照する程度にして読み

にHTML ファイルを作成する

は、作成したホームページを

システム「インターV ネット」

進めれば、この本のおもしろ

かにも重点が置かれている。

Yahoo などのサーチエンジン

を立ち上げた金子氏と、長年

さがわかるだろう。

したがって、HTML のサンプ

に登録する手順が書かれて締

ルを作りながら学んでいこうと

めくくられている。機能ごと

する場合に適する。基本的に

に、凝った使い方やページを

はNetscape Navigator1.1 の

きれいに見せるコツも数多く取

HTML が中心で、機能的な違

り上げられており、一通り読

い を 解 説 す る と き に

めば、HTML を活かしたペー

「Netscape Navigator 2.0 で

ジを書くことができるだろう。

ホームページ作りのコツ
『はじめての HTML3.0』

クリプトやサーバー側のCGIの
解説と、クリッカブルマップ

は使える」などとコメントされ

実践的LAN構築技術

ている。ステップバイステップ
で解説しているため、全般

『インターネット時代の
パソコン LAN 強化 100』
LAN を学ぼうと思って書店

の本 のためか、 N e t W a r e 、

的にわかりやすい。しか

UNIX、Windows の話へと移

し、フォームの説明

っていく。後半をほかのテキス

の章にあるPealのス

トに置き換えれば、どのLAN

に行ってみても、適切な本は

を構築する場合にも基本的に

なかなかないものだ。
「OSI 参

使えそうである。さて、では

照モデル」でお茶をにごした

誰でも読めるかというとそうで

り、特定のソフトのインストレ

はない。用語などの説明が足

ーションに終始したり、本質

りないので、理科系の知識は

的なところや知りたいところに

必要になる。工学部ならなお

たどり着く前に裏表紙がくる

よい。機械オンチでは絵で

本がほとんどである。本書は

もわからない内容かも

実践的に使えるLAN構築技術

しれない。全くの初

を学ぶテキストである。ステッ

心者はちょっと

プバイステップで絵解きの解説

さけておき

を行いながら100 の問題を解

たい本であ

いていく。LAN の概要、接続

ろう。NEC

形態、ケーブルシステム、敷

社 内 向 けに作 ら

設方法、プロトコル、配線規

れたかのようなこの本

格と一通りの内容を盛り込ん

は、研修資料としては最適

でいるから、LAN 技術者を育

だ。また、ある程度知ってい

てるテキストにはよい。ただし、

る人が復習するときにもいいだ

後半は㈱NEC クリエイティブ

ろう。

Sachi 著
宇野謙吉監修
星雲社発行
270 頁
2700 円
ISBN ：4-7952-5071-5

小林佳和著
NEC クリエイティブ発行
227 頁
2700 円
ISBN ：4-87269-009-5
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