時間の有効活用がストレスを減らす
して「眺めよう、感じよう、

察待ちをしていてなかなか順番

感動を残そう」とする前に忙

が回ってこないとき、どのよう

マシンを替えたら処理速度

しくカメラのシャッターを切っ

に気持ちを切り替えるか」な

が向上した。しばらくすると、

て満足する人。そんな状況に

ど、内容も身近なものが多く、

それでも遅く感じるようにな

なると「あぁ1 日が48 時間あ

読みながら実践することも難

り、処理の遅さにイラ立ちを

ればいいのになぁ」と考えてし

しくない。実際、面白がって

感じる。この繰り返しはいつ

まう。そこで発生するストレ

やってみると驚くほどにストレ

まで経っても終わらない。パ

スを根本的に解消できなくて、

スは低減する。いつも「時間

ソコンユーザーが抱えている宿

スポーツに打ち込んだり、酒

がない」とボヤきながらストレ

命的な悩みである。この悩み

に溺れたりしても結局は変わ

スを感じている人に

はパソコンだけの問題ではな

らないことに気づいている。

は、格好の治療

く、似たような問題は、身近

本書は、発想を変える

にいくつも転がっている。出

ことでストレス

勤途中に巻き込まれた渋滞に

をなくす

イラ立つこと。急にスケジュ

ことを

ールが空いても、あたふたと新

目指し

『タイムシフティング』

たなスケジュールを詰め込む。

ている。

旅行で素晴らしい風景を前に

「病院で診

薬 となるで
あろう。

ステファン・レクトシャッフェン 著
高瀬素子 訳
NHK 出版 発行
本体1800 円＋税
412 ページ
ISBN4-14-080310-X

時間と情報の使い方
菊地宏明 ● Hiroaki Kikuchi

SOHOを始める前に読みたい
『本気ではじめる
パソコン在宅ワーク術』

奥さん、彼女に読ませたい

在宅勤務の実例を交えながら
順を追って説明され、読みや
すい。本書は、パソコンを武

本格的に在宅勤務を始めよ

器に在宅で仕事をする在宅ワ

うとすると、どう

ーカーになるにはどうしたらよ

いる。内容的に、男女の別は
ないので、男性初心者も安心
して読める。パソコンを選ぶ、

女性はもっとパソコンを使

使い始める、パソコン通信の

いのかという問題が中心で、

ったほうがいいと思う。最近

楽しみ、インターネットの楽し

SOHO 環境やネットワーク技

のパソコンは機械というより家

み、在宅勤務への誘いと速い

術云々についてはあまり触れ

電的になっているから、以前

テンポで進んでいくため、細か

てないので、このへんで悩んで

よりずっと使いやすい。電話

いところは端折ってあるが、押

いる人には不向きだろ

やPHS、ポケベルを使いこな

さえるべきポイントは太字で書

う。SOHO といえば先

し、そのワザを駆使する様は、

いてあるので、ポイントを注意

端的に聞こえるが、個

頭の堅いオジサマを凌駕する。

していれば内容は理解できる。

人または零細企業の数も多

インターネットでのビジネスマ

これはパソコンユーザーになる

く、営業も自分でこなさなけ

ーケティングでもこれからの動

ための広域なガイドマップであ

ればならない宿命を負ってい

向を占う重要なキーポイント

り、途中で詳しい情報が必要

る。営業と縁がなかった技術

は女性層なのだ。本書は、あ

になったら詳細なマップ（個

者にとっては、越えなければ

の『
「超」整理法』の著者が

別の入門書）を見ればよい。

らなくて暗中模索に陥る。会

いけない壁は多い。SOHO の

女性のために書いたパソコン本

社勤務から抜け出すのは、並

経験談をただかき集めたので

だ。雑誌『フラウ』に連載さ

大抵のことではない（らしい）
。

はなく、どうすればよいのかを

れた「シンデレラのパソコン」

本書は、
パソコンを使った在宅

まとめ上げたハウツー本なの

をまとめ直したものだ。も

勤務を一から始めるためのガ

で、内気な技術者にとっても

ちろん、ただの入門書

イドブックだ。いきなり「パソ

実用的だろう。著者もSOHO

ではない。入門書

コンを揃えよう」から話を展

実践者のため内容も現実的

にありがちな「パソ

開するのは無謀だが、在宅勤

で、特に後半の営業の進め方

コン買ったら○○して

務でできる仕事の紹介、それ

のアドバイスでは、目から鱗

みよう」的なアオリはなく、

らの仕事手順、営業方法など、

がポロリとくるかもしれない。

実践的なアドバイスに徹して

していいの
かわか

山口ゆみ 著
双葉社 発行
本体1400 円＋税
217 ページ
ISBN4-575-28696-6

412

『シンデレラの
パソコン「超」活用法』

INTERNET magazine 1997/9

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

野口悠紀雄 著
講談社 発行
本体1500 円＋税
284 ページ
ISBN4-06-208618-2

SOHO、OCN時代のサーバー構築術
『インターネットサーバー
を自分で作る本』

ったくお手上げ状態になるだ
ろう。そこで役立つのが本書
だ。人気の超簡単アプリケー

この本では、SOHO のネッ

ション入門書並みに画面ダン

トワーク構築を考えるうえで、

プを順を追って掲載しながら、

しばしば問題になる各種サー

インストールを進めていく。利

バーのインストールを詳しく解

用ソフトはウィンドウズNT4.0

説している。スモールオフィス

とそこに含まれるインターネッ

をインターネットに接続しよう

トインフォメーションサーバー

とするときに、まず電子メール

2 . 0 およびフリーウェアの

サーバー、 D N S サーバー、

EMWAC Internet Mail Servi-

WWW サーバーを自ら用意す

ces for WindowsNT を使う。

るかプロバイダーからレンタル

環境としては標準的なものな

してもらうかを判断することは

ので、始めてみるにはちょうど

よくある。面倒なのは自前で

よいだろう。ただし、インスト

用意することに決めたときだ。

ール作業を順序立てて説明す

以前読んだ本で、狩猟のコ

り、インターネット時代のビ

今まで使ったことのあるコンピ

ることに終始してしまい、効

ツを尋ねられた名人が、草原

ジネスを模索している。その

ュータはウィンドウズだけ、し

率のよいサーバーを構築する設

を疾走する動物の群れを塊と

途中経過がこの本である。こ

かもネットワークも始めたばか

定のポイント、カスタマイズの

してとらえず、一体一体の動

こでしばしば現れるキーワード

りというユーザ

アドバイスなどがない。とりあ

きをとらえ、その目標めがけ

「 One to One マーケティン

ーなら、ま

えず始めるときの一冊として割

て矢を放つというのを思い出

グ／メディア」は、情報発信

り切ろう。

した。
「下手な鉄砲数撃ちゃ

側と受け手側の1 対 1 の密な

当たる」式ではまったく当た

コミュニケーションがあって成

らないそうである。広告もそ

り立つものだと思うので、イ

のようなもののようだ。対象

ンターネットは格好の媒体か

を絞りぬき、戦略的に追い込

もしれない。うまく使えば、

み、目標めがけて「情報」と

常に「今ほしいと思った情報」

いう矢を放ったときに狙った顧

をお互いに送受信できる環境

客をつかめる。一方、インタ

が構築できるだろう。ただ、

ーネットの世界では、顧客と

意図しない結果を生むと、過

なる人々が自発的に情報を探

剰な情報がインターネットを押

し求めて歩く。そこで行われ

しつぶすかもしれない。

秋本芳伸、岡田泰子 著
サイビス 発行
本体2400 円＋税
240 ページ
ISBN4-916089-08-1

宣伝会議6 月増刊号
宣伝会議 発行
本体1333 円＋税
191 ページ

インターネット時代の広告手法
『インターネット
広告・マーケ・PR』

に用いられる戦略は、今まで
の手法とは異なるようだ。広
告代理店は新たに部署を作

る広告、マーケティング、PR

インターネットスーパースター列伝
『インターネット激動の
1000日』上・下巻

ーゼー、
「VRML」のマーク・
ペッシが取り上げられ、技術
的発展を支えたエンジニアに

インターネットの急速な広

焦点を当てている。下巻では、

がりを導くきっかけとなった

「アイプロ」のエリアル・ポー

「キラーアプリケーション」の

ラー、
「ヤフー」のジェリー・

WWW ブラウザー。本書は、

ヤン、
「ホットワイアード」の

や苦労話を読みながら、新

インターネットの爆発を原点

アンドリュー・ アンカー、

しい知識を身につけることもで

とした1 0 0 0 日間の激動を、 「CNET」のホールシ・マイナ

きるだろう。各章を読んでい

WWW 環境を作り上げていっ

ーといったWWW での検索サ

て、その頃（といっても1、2

た人々のレポートで綴った本

ービス、コンテンツ提供など

年前に過ぎないが）の背景全

だ。上巻では、
「ネットスケー

の情報を扱う事業のパイオニ

体がわからなくなったときは、

プ」のマーク・アンドリーセ

アたちを主役にしている。い

下巻の背景解説が役に立つ。

ン、
「リアルオーディオ」のロ

ずれもホットなテーマを扱って

解説だけで70 ページも割いて

ブ・グレイザー、
「JAVA」や

いるため、最新のキーワード

いるが、その内容はコンパク

「カスタネット」のキム・ポレ

がちりばめられ、開発の裏話

トにまとまっている。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

ロバート・リード 著
山岡洋一 訳
日経BP 社 発行
本体1500 円＋税（上・下巻とも）
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