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NTT 出版発行
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る。しかし、コンピュータネッ

録である。副題に「インター

トワークで国内の他の学校と

ネットよる教育実践の記録」

通信することが電話をかける

とあるが、プロジェクトはGUI

ように当たり前の小学生や中

ベースのBBS で開始される。

学生がいたらどうだろうか。

逆に押しつけられる制約がな

1994 年、アップルコンピュー

いため、参加する子供や親が

タと国際大学グローバルコミ

自分たちでルールやネチケット

ュニケーションセンターとの共

を作っている緩やかな直接民

家庭用ゲームマシンで遊ぶ

同教育研究プロジェクトとし

主制のネットワーク社会を構

子供たちがこれからの情報化

てスタートした「メディアキッ

築する過程が描かれていて興

社会に適応していくとは限ら

ズ」は、
「コンピュータネット

味深い。さあ、これからイン

ないことは、かつてのインベー

ワークによる子供たちが主役

ターネットに乗り出すぞ、と

ダーゲームの名人が現在コン

の学校間交流」をテーマにし

いうところで終わっているが、

ピュータに長けているとは限ら

た実験的ネットワークであり、

ぜひともその後のメディアキッ

ないことから察することができ

本書はこのメディアキッズの記

ズを見てみたいものである。

『メディアキッズの冒険』
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菊地宏明 ● Hiroaki Kikutchi
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モバイルの実践マニュアル
『デジタル情報の仕事術』

ネットワーク犯罪の手口

週刊ポストで連載中のハイ
テクエンジニアとのインタビュ
ー記事『メタルカラーの時代』

『危ないパソコンネット
攻略マニュアル』

し、DAT、MD でモデム信号
をデジタル録音してまでデータ

もおなじみだが、自らの「仕

ジタル移 動 オフ

事術」を紹介したこのシリー

ィスの構成図などは、

ズも本書で3 冊目になった。

目的に合わせて周辺機器を購

さすがにコンピュータを中心と

入していくときに参考になる。

『リアル・ハッカーズ』の著者

盗聴を防がなければ、パスワ

した情報機器を日常的に使い

もちろん、他機種のノートパ

を中心に、パソコン通信やイ

ードを難解にしようが、対策

こなしているだけあり、世界

ソコンユーザーにも役立つ情報

ンターネットにしくまれた甘い

にならないわけだ。昨今のイ

中を取材で飛び回りながらパ

は多い。圧巻は世界の電話の

罠をあばいてゆく。インターネ

ンターネットには、パソコン通

ソコンで原稿を書き、ネット

コネクター一覧と変換アダプ

ットのバーチャルショップの甘

信によく見られる個人攻撃を

ワークを駆使して編集部に入

ターの写真だ。何だこれは、

言に十数万円をだまし取られ

する批判家や罵詈雑言を吐く

稿する様子がよくわかる。こ

と言いたくなる形のアダプター

るケースや、手に入れたパソ

者が以前に比べて増えたよう

れこそ、実践的モバイルコン

の写真がずらりと並んでおり、

コン通信のID が不正に入手さ

な感じがする。きっと、いつ

ピューティングのマニュアル

一覧表には国別にどこの国と

れたものだったために犯人扱い

かはパソコン通信と同じ風潮

だ。これほどまで充実した使

規格が同じかが記されている。

をされるケース、個人情報か

が現れるだろう。そうなれば、

い方を紹介した本はまだない

これは海外に出張するときに

らパスワード候補を生成する

悪意を持った輩も多くなるに

だろう。とくに著者と同じア

重宝する。残念なのは、パソ

ハッキングツールなどのネット

違いない。事件に巻き込まれ

ップル社のPowerBookを使っ

コンの表示画面がイメージを

ワークのダークサイドを垣間見

ないためにも、犯罪の手口を

てアウトドアで仕事をする人は

紙に印刷した後に使われたの

ることができる。詐欺の巧妙

知っておいて損はない。

必見だ。多くのTips がそのま

か、品質が悪く読みづらい。

な手口や、トラブルに巻き込

ま活用できるはずである。デ

を狙うことが起こっているとい
ハッカーの声をレポートした

まれたときに泥沼化するパソコ
ン通信の法的な曖昧さが克明
に記されており、肌
寒 いものがある。
電 話 回 線 を盗 聴
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う話はとくにショッキングだ。

さまざまな形の電子広告
『eマーケティング』

さはないが、改めてe マ
ーケティングと言

電子メールをe メールと呼

セス・ゴウディン著
大澤公邇訳
東急エージェンシー出版部発行
429 頁
1800 円
ISBN ：4-88497-044-6

われると新 鮮

ぶことは一般的だが、最近の

に感じる。これ

電子メールやWWW ページを

も、本を売るための

見ているとe ○○がやたらと多

一つのマーケティング

い。怒っている文章での表現

か。内容は、広告業界向け

に「e ビンタ」
、
「e パンチ」な

になってており、カタカナが異

どがあり、ときどき使わせても

常に多い独特の書き方で書か

らっている。本書のe マーケテ

れている。インターネットの章

ィングも同じノリの造語だろ

では、電子メールを使ったマ

う。電子化されたマーケティ

ーケティングを解説している

ングのことで、90 年代になっ

が、かつて起こったジャンクメ

て日本でも普及しているいく

ールの送付に対してフレームが

つかのマーケティング方法を紹

起こったケースを紹介し、フ

介している。データベース・

レームを起こさない方法も提

マーケティング、パソコン通

示していて、参考になる。

立花 隆著
講談社発行
P189
1500 円
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信、インターネット、マルチ
メディア（CD-ROM 商品カタ
ログなど）
、インフォマーシャ
ル（情報性の高い長時間の

ジャーナリストの情報収集

CM）
、ファックス・オン・デ
マンド（自動応答のFAX 情報
サービス）
、オーディオテキス

『インターネット探検』

ト（自動応答の音声応答サー

入門書と

やしくみ、ソフトウェアの使

ガイドブックを

い方、面白いホームページを

ビス）といったもので目新し

月刊誌『Views』に連載さ

紹介したインターネット入門

読み終えて、
「インタ

れているウェブページを探検し

書やガイドブックは多くのテク

ーネットってこの程度か」と

たレポート「インターネットは

ニカルライターによって書かれ

感じるならばぜひ読んでほし

どこでもドア サイバースペー

ているが、それは単なる導入

い。テクニカルライターでは捉

ス探検記」と、村井純氏（慶

部にしか過ぎず、自動車でい

え切れていないインターネット

應大学環境情報学部助教

えば、運転のための教本とド

の潜在能力が、ジャーナリス

授）
、福川伸次氏（電通総研

ライブガイドを読んだだけでし

トの目で評価されている。第1

所長）との対談をまとめた本

かない。自由に運転するため

部では著者がジャーナリストの

である。インターネットの歴史

には、それなりのコツがある。

立場でインターネットをどう活
用しているかがレポートされて
おり、インターネットの奥深
さが理解できるだろう。イン
ターネットを使って資料を捜

すぐに使えるグラフィック集

す具体的な方法を知ることが
できたり、個人レベルでイン

『Macintosh版
Internetホームページ用
素材集 CD-ROM』

外だとファイルコンバートが必

使えそうなものが多い。本に

ターネット上に多くの情報を

要になるなど簡単にはいかな

はグラフィックデータのイメー

公開している驚くべき状況が

い。本書は、
「インプレス・デ

ジ、データ名、イメージのサ

わかる。

ジタル素材ライブラリシリー

イズがカテゴリー別に掲載され

ズ」としてCD-ROMで提供さ

ており、選ぶのに都合がいい。

用ソフトPageMill などの登場

れる素材集だ。背景、カット、

Windows 版も販売されている

により、個人でもホームペー

飾り文字、デザインされた区

ので利用するパソコンに合わせ

ジを簡単に作ることができるよ

切り線、ボタンマーク、シン

て購入したい。

うになったが、貼り付けるイ

ボルマーク、 風 景 写 真 など

ラストや画像の調達には一苦

3000 点以上のグラフィックデ

労する。自分でイラストが描

ータが、それぞれGIF、インタ

けるならば問題はないが、絵

ーレースGIF、JPEG、プロ

心のない者はライセンスフリー

グレッシブJPEGの形式で

のイラスト集や写真集から捜

収録されている。ファ

さねばならない。 しかし、

イル形式を変更する手

WWW のボタンに適当なイラ

間をかけずに利用でき、ホ

ストがなかったり、 G I F や

ームページで利用する前提で

JPEGといったファイル形式以

データが集められているので、

最近はホームページ作成専
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