自治体ページが楽しくなる
か該当しないことがほとんどで

ケンタッキーフライドチキンを

面白くない。この本は、「長

東京の「ケンタ」に対し「ド

電話が好きな地域はどこか」

チキン」と根性の入っていそ

とか「ギョウザを好む地域は」

うな呼び方をするのには恐れ入

ってくる時期に、数人と地域

といった項目ごとに地域性を

った。もし、インターネットの

性の話をしたことがあった。

分析している。ちなみに1世帯

電子メールで「ドチキン」と

栃木県南部の人と同県北部の

あたりのギョウザの年間購入

書いてあったら感化されてしま

人が、私に住んでいるところ

金額が多いのは宇都宮になっ

うだろう。たぶんインターネッ

は都会だと主張しあったりし

ている。宇都宮出身の人に尋

トは地方色をさらに薄めると

て、なかなか面白かった。昔

ねたところ、ギョウザの皮に包

感じてしまった。

から県民性が云々という話題

まれた「ギョウザの女神」ら

は盛り上がるもので、県民性

しき像が宇都宮近辺に建って

について書かれた本も多いが、

いるそうである。言葉の省略

どれも「○○県は気候が温暖

に関しても地域性があり、マ

で人柄も穏やかな人が多い」

クドナルドを東京では「マッ

というものが大半を占める。

ク」と呼び大阪では「マクド」

この類は下手な占い程度にし

と呼ぶ。これは知っていたが、

『県民性大解剖「隣り」
の研究』
正月も明けて帰省先から戻

やっぱりコンセプトが大事

毎日新聞地方部特報班著
毎日新聞社発行
319 頁
1500 円
ISBN ：4-620-31093-X

菊地宏明 ● Hiroaki Kikutchi

インターネット感覚で読む女性の声
しいコミュニティの場を作り上

『ハイパーヴォイス』

げている。オタク、ゲイなどの

大原まりこ、ほか著
ジャストシステム発行
283 頁
2500 円
ISBN ：4-88309-411-1

この本は一見するとなんの

性的なマイノリティやアーチス

まとまりもない雑誌のような

トなど今まで活動の場を与え

種々雑多な文が集まっている

られなかった人々が、自由を

本にみえる。しかし、読み進

好み束縛を嫌うインターネッ

んでいるうちに、そこからイン

トの中では等しく場を与えら

ターネットの香りがしてくるの

れて生き生きとしている。ま

だ。とおり一遍のインターネ

た、年齢や立場が違っても対

ット紹介本が発する単純な香

等だ。インターネットでは中

りではなく、豊潤で奥深い香

学生が自分の日記を公開する

りである。インターネットに刺

ことも、教授が論文を公開す

激 されて活

ることも同じように行われる。

性化して

そんな環境の中で作られた本

いる

だという感じがする。女性た
ちがいろいろな文章を持ち寄
ったコラボレーションプロジェ
クト「HiPitched Voices」の
紹介から始まるこの本は、特
撮ドラマにおけるヒロイン論や

の は
コンピュー
タ業界や出版業
界 だけではない。
WWW ページをブラウズして
いくと、多くの個人が自分の

ポルノグラフィー論、
「ブレイ
ンサイエンスとしての言語学」
と内容はさまざまだが、1 つの
WWWサーバーのコンテンツを
打ち出して出版したようなま
とまりがある。

電子商取引で揺れる金融界
『電子マネーウォーズ』

方だ。しかし、内容に目を転
電子マネーに関する解説書
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ずると、これが意外と面白い

であるが、金融業界側からの

のである。サイバーキャッシュ、

視点で書かれている。そのた

ファーストバーチャル、モンデ

め、デビットカード、カード与

ックスの話にとどまらず、連

信ネットワーク、スーパーリー

動する金融業界の動きや94 年

ジョナルバンクといった聞き慣

にマイクロソフト社が個人ファ

れない用語がポンポン出てく

イナンスソフト「クイックン」

る。インターネットやコンピュ

のインチュイット社を20 億ド

ータサイエンスの用語もほとん

ルで買収しようとしたときの金

ど解説がなく、略称の正式名

融業界の衝撃など、興味をひ

程度しか表記されていないの

く内容だ。そのほか、第 3 章

で、金融業界に詳しい人でも

ではインターネット犯罪に対応

読むのは一苦労だろう。さら

するサイバーポリスの存在につ

に略称に至っては「ATM ネッ

いて書かれている。噂にのぼ

トワーク」という表記のATM

る話だけに興味津々で読める

がAutomated Teller Machine

だろう。

（現金自動預金支払い機）な
のか、 A s y n c h r o n o u s
Transfer Mode（非同期
転送モード）のこと
なのかわかりにくい。

主義や嗜好をさらけ出し、新
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まったくもって読みにくい書き

岩崎和雄、佐藤元則著
産能大学出版部発行
226 頁
1800 円
ISBN ：4-382-05327-7
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2.0の機能が少しだけわかる
美津野寛之、志村俊郎著
WINDOWS WORLD 編集部編
IDG コミュニケーションズ発行
174 頁
2480 円
ISBN ：4-900797-06-5

HotJavaの基礎を知る
『HOOKED ON JAVA』

をちゃんと理解していないこと
もあり、先の『マニュアル嫌

ワークステーションやウィン

いに贈る〜』の中でも用語が

ドウズを使っている人はすでに

正しく使われていなかった。

HotJava ブラウザーの記事な

Java について正しく知りたい

どでJava 言語について知って

と思うときに本書は役立つだ

いることだろう。そんな記事な

ろう。Java を開発したサン・

ど読み飛ばしていたマックユー

マイクロシステムズの著者らが

ザーも、Netscape Navigator

開発のいきさつや概念説明、

2.0 がJava アプレットに対応

開発環境、文法をコンパクト

したことで無関心ではいられな

にまとめてくれており、付属の

くなった。1 月のマックワール

CD-ROM にウィンドウズ95、

ド・ エキスポでもマックの

ウィンドウズNT、ソラリス2.X

Java 開発環境が話題になって

用のJavaのコンパイラー、イン

いた。どのコンピュータ雑誌

タープリター、Java アプレット

もこれからのWWW 環境を占

ビューアーをまとめた開発環境

ううえでJava をキーワードに

「JavaDeveloper's Kit（JDK）
」

することが多いが、関連する

とサンプルのJava アプレット

Java アプリケーション、Java

やそのソースコードが収められ

アプレット、Java スクリプト

ている。Java アプレットでも

2.0 はJava アプレット対応、

『マニュアル嫌いに
贈る Netscape
Navigator 完全ガイド』

プラグインによる機能拡張、

すでにNetscape Navigator

の本ではエンドユーザーが使う

Java スクリプトによるスクリ
プティングなどの新しい機能が
満載されている。しかし、こ

といえばバージョン2.0 である。

であろうブラウザー操作、メ

製品版に先立ってリリースさ

ール操作、ニュース操作の使

れたベータ版を使っている人も

い方程度しか触れられておら

多いことだろう。従来のバー

ず、バージョン2.0 の機能を理

ジョンとGUI が変わったこと

解したりバージョン2.0 対応の

もあって、マニュアルがほしい

HTML を作成したりするには

ところだが、日本語版のマニ

適切ではない。マニュアルが、

ュアルはまだなかった。そこで

画面の説明やメニュー項目の

解説書をあてにするのだが、

機能説明を中心に構成されて

バージョン2.0 対応の本は少な

いるのに対し、本書は「〜を

く、製品化されているバージ

するには」という目的別に説

ョン1.X の解説本になる。こ

明されている。したがって、

の本は、バージョン2.0 に対応

マニュアルを使っていて、
「ど

したNetscape Navigator の日

こを見ればいいのかわからな

本語解説書である。ご存じの

い」とぼやいている人には向

とおり、Netscape Navigator

いているだろう。

作ってみたいなと思うソフト開
発者がJavaについて

岩村圭南著
アルク発行
190 頁
3500 円
ISBN ：4-87234-497-9

読む入門書としては
最適な本だ。

Arthur van
Hoff、Sami Shaio、
Orca Starbuck 著
Addison-Wesley 発行
181 頁
29.95 ドル（US）
ISBN ：0-201-48837-X

ホームページで英語を学ぶ
『インターネットで英語
学習』

だのに、現地で添乗員に
逃げられ、あたふたと慌てふ
ためいているようになるわけ

なぜか、インターネットと

だ。本書なら、こうならない

学習に使

英語を学ぼうという主旨の本

ですむ。英語の学習ができる

えるページは約

がよく出版されている。どち

ページで何をすればいいのか、

半分で、残りは電子メールの

らも一筋縄ではいかないのだ

ポイントを説明してくれている

使い方やHTML の書き方であ

が、一石二鳥を狙っている人

のだ。このページを使って語

るが、こちらは初心者が理解

が多いのだろう。難しいこと

彙力を推し量ろうとか、理解

できる内容ではない。付属の

を1冊で説明しようという試み

力をテストできるページはここ

CD-ROM にマック、ウィンド

でも中途半端で終わってしま

だなどと、情報が載せられて

ウズに対応したソフトや著者

う本は多く、読者は目的のホ

いる。インターネットを使うた

のWWW ページを収録してい

ームページにたどりついただけ

めのテクニックは必要とされる

るものの、WWW ブラウザー

で英語学習したかのように錯

ところで説明される。ほかに

やMacPPP（Mac のTCP/IP

覚して終わってしまう。添乗

も電子メールの例文がいくつ

ドライバー）が入っていないの

員つきの海外旅行を申し込ん

か解説されている。この英語

は残念だ。
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