もう地上波TVでは物足りない
『デジタル衛星放送
完全ガイド』

30Mbps の広帯域と MPEG2
動画像圧縮技術を使ったデジ
タルデータ伝送によって、100

デジタル衛星放送「パーフ

以上のチャンネルを放送する

ェク TV」の本放送が 10 月か

ことができるようになってい

ら始まったが、BS放送と区別

る。さすがはデジタル放送。

がつかない人もいる。そんな

とすれば、30Mbps を 100 チ

し 、パ

人におすすめなのが本書であ

ャンネルで分割しても 1 チャ

ー フェク

る。CS デジタル衛星放送と

ンネルあたり300Kbpsはある

TVのチューナ

は何かから始まって、受信す

わけ で、これ ならば 、C D -

ーが他のデジタル衛星放送に

るために必要となる機材の解

ROM 収録の動画以上のクオ

対応できるかどうか不明な点

説や、開局したばかりの「パ

リティは出せるはず。そうなる

も多く、今買おうか、ディレク

ーフェク TV」のガイド、来年

と画質がどれほどなのか、実

TVの始まる来年まで待とうか

から放送を開始する「ディレ

際に受信画面を見たくなった

迷ってしまう。ああ、読まなけ

ク TV」のガイド、その他のデ

ので、こっそりと家電店に見

ればよかった。新しいもの好

ジタル衛星放送の紹介とへ続

に行った。この本を読めば実

きは、注意して読まないと後

く。デ ジ タ ル 衛 星 放 送 は 、

際に放送を見たくなる。しか

悔するかも。

縄文社著
日経BP 社発行
206 頁
1600 円
ISBN:4-8222-4054-1

拡大するネットワーク
菊地宏明 ● Hiroaki Kikutchi

業界団体まで発足した新市場
世界を席巻するアジアの新星
『電脳大国 台湾の奇跡』

黄欽勇著
田畠真弓訳
アスキ−発行
308 頁
1600 円
ISBN:4-7561-1907-7
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ふと 見 る

『インターネット家電の
衝撃』

続々と現れている。この現状
を捉えた日経ビジネスの別冊
をまとめ直したのがこの本で

テック社なども台湾のメーカー
であるというと、今さらながらび

パソコンを使ってインターネ

ある。新たな時代の幕開けに

っくりする人がいるかもしれな

ットにアクセスすることも当

なるのかと思われるインター

い。昔、家電製品に感じられた

たり前になってきたのか、最近

ネット対応の情報家電を追っ

B級品のイメージは、今や完全

では家電製品の中にも、イン

て、それらがもたらすものや、

に払拭されている。いつの

ターネットにアクセス可能な機

プロバイダーやメディアの対

まにか急成長を遂げ、世

能 が 取り入 れられ 始 めた 。

応、将来像を描いている。目

界市場に食い込んでいった

WWWブラウザーの画面が出

玉は、パソコンで使っている

台湾の情報産業を解説する一

てきて、テレビ放送との2画面

ような高価なハードウェアを使

冊だ。なぜ、アジア諸国の中

表示が可能なワイドスクリーン

わずに安価にインターネットへ

で台湾の情報産業が飛躍的に

テレビ、WWWブラウザーが

のアクセスを行わせるソフト

発展したのかが、いろいろな側

動くゲーム機や、通信カラオ

「NetFront」
を開発して家電製

面から捉えられている。また、

ケ機器などにより、子供、主

品に組み込んで供給した
（有）

ソコンに挿入されたPC

台湾を中心にして、日本とのパ

婦、OL、中高年といった「パ

アクセス社社長へのインタビ

カードは台湾製だった。DOS/V

ートナー関係や、韓国、シンガ

ソコンでインターネットする」

ューだろう。また、家電メーカ

パソコンの専門誌をパラパラ

ポールなどとのライバル関係も

には縁遠かった層をターゲッ

ーが特定プロバイダー用の接

めくると、マザーボードの評価

把握しやすい。そして、台湾の

トに、インターネットに

続設定済みの製品を大量に販

記事を賑わしているのは台湾製

情報産業の将来に向けての戦

アクセスする家

高性能ボード。かつて、欧米で

略はどうなっているのか。これを

電製品が

ソニーブランドが日本のものだ

読むと、欧米が日本に対して感

ってもみなかった話

と思われなかったように、台湾

じていた脅威を、わが身に感じ

へと展開してい

の製品も日本のブランド製品

ることができるだろう。情報産

であるかのように身近に感じら

業では日本がまだまだリードし

れる。DOS/V パソコンのエイ

ていると思っているなら一読す

サー社、スキャナーのマイクロ

るとよい。

と傍らのノートパ
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売すると、プロバイダーの
淘汰が進むという、思

く。

デジタルメディア研究所編
（株）メタ・ブレーン発行
206 頁
1600 円
ISBN:4-944098-13-8

電子商取引に携わるすべての人に
け れ ば なら

『インターネットコマース』

ないことが
商取引の電子化は急速に進

山 ほどあ

んでいる。先日届いた通信販

る。そんな人に

売 のカタログ の 中 には C D -

はこの本が最適だ。

ROMが同封されており、電子

インターネットコマースの

化されたカタログを見ることが

メリットや、ベースとなる基礎

できる。こうしたカタログの申

技術の解説、決済を支援する

し込みは、インターネット上の

インターネットコマースプロバ

ホームページからもできる。

イダーの紹介、SecureWebサ

今後、このようなシステムが普

ーバーの説明、デジタルスト

及すれば、重いカタログに郵

アの開店手順、成功の秘訣、

便受けを占領されなくてすむ

デジタルストアの成功例、イ

Andrew Dahl、Leslie Lesnick 著
電通総研 吉田望 監訳
インプレス発行
369 頁
2980 円
ISBN:4-8443-4910-4

音楽ファンなら使いこなせ！
い」が一番のお勧め。インタ

だろう。このように増加傾向

ンターネットコマースの未来な

にあるインターネットコマース

どがバランスよくまとまってい

だが、インターネットを商売に

る。原書は米国の出版物だが、

活かそうと考えてもどこから始

監訳の段階において、米国と

東京の FM 局 J-WAVE のフ

めてよいものかとんとわから

異なる日本の状況もある程度

ァンの私は、ラジオから流れ

海外のコンサートチケットを予

ず、デジタルキャッシュやセキ

盛り込まれている。今まで紹

る曲が気に入ったときに、そ

約したり、いろんなヒットチャ

ュリティーについての技術な

介したこの種の本の中では、

の情報を引き出す目的でイン

ートやアーティストのホーム

ど、始める前に知っておかな

一番のお勧めだろう。

ターネットを使っている。曲が

ページを覗いたり、ヴィンテー

かかった時間を憶えておい

ジギターを捜したりする。楽

て、J-WAVE のホームページ

器を演奏できる人もできない

から検索すると曲名やアーテ

人も楽しめる。第 3 部では、

ィストがバッチリとわかるの

音楽関連のホームページを見

だ。このような使い方を紹介

るには必携のプラグインやヘ

しているのがこの本だ。本

ルパーソフトの紹介があり、イ

書は「音楽ファンの

ンターネット初心者のフォロー

ためのインターネ

にも怠りない。音楽に興味が

ット」とサブタイト

ある人はインターネットから引

ルにあるように、音

き出せる情報がいかに多い

楽ファン限定のインタ

かを知ることができて楽しい

ーネットイエローページに

だろう。そして、音楽ファンの

なってる。第 2 部「こうすれ

必読イエローページが第 4 部

『インター ミュージック
ネット』

ーネットを使って、CDショップ
や通販のホームページを巡っ

芥川尚一郎他著
（株）音楽之友社発行
183 頁
1300 円
ISBN:4-276-96028-2

ば、インターネットがおもしろ

てお目当てのCDを捜したり、

に掲載されている。

ホームページと踊ろう！
コンテンツの作り方…。でき

ーガ」でお馴染みの著者が作

ないこと、JAVA プログラマ

ったアニメーションのサンプ

プログラムが嫌いなマルチ

ー、Director の達人になるこ

ルが CD-ROM に収められて

メディアアーティスト、言い換

と。内容は、JAVA を使って

いる。CD-ROMはWindows、

えれば絵を描いてアニメーシ

の 簡 単 な ア ニメーション 、

Macintoshともに対応するが、

ョンをホームページで公開し

DirectorとShockwaveを使っ

内容は Macintosh

たいけど、プログラムは描き

たアニメーションを作ることが

中心に書かれ

たくない人向けにアニメーシ

メイン と な る 。 J A V A と

ている。

ョンページの書き方を解説す

Shockwave で作られたアニ

る本。まえがきに、この本を

メーションの違いなどもあらか

読んでできることとできないこ

じめ説明され、作成したいコ

とがはっきり書いてある。で

ンテンツによって使い分ける

きること、ホームページのお

こと が で き る 。簡 単 に

さらい、Director が好きにな

Director のおさらいもされて、

る、アニメーションの仕組み、

親切ていねいだ。
「ウゴウゴル

『踊るホームページ』
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