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に答える

このコーナーでは、皆さん
から寄せられたインターネットに関する質問や
疑問にお答えします。分からないことや疑問はどんなこと
でもけっこうですので、編集部までお寄せください。
メールアドレスは ip-faq@impress.co.jp です。
なお、質問へのメールでの回答はできませんので
ご了承ください。

のヘッドライ

ン

今月



ホームページにある画像の保存法
インターネット上での暗号の仕組み
「オフ会」
ってなに？

Q

友人が、一緒に行った旅行の写

真を「ホームページにアップしたの

ホームページにある画像の保存法

でそこから持ってって！」と言ってい
ましたが、どうやって保存するのか分
かりません。こんなことは恥ずかしく

ブラウザー上の画像を取り込むことができ

ックするとメニューが現れますので「画像

て友人にも聞けないので、どうか教え

ます。

をコピー」を選択すればOK です。また、

てください。
（T.A さん）

A

ウィンドウズ95 の場合、インターネット

画像の上にマウスカーソルを合わせて、保

エクスプローラやネットスケープナビゲータ

存したい場所へドラッグ＆ドロップしても

ーで表示したWWW ページの画像の保存

取り込むことができます。

デジタルカメラなどで撮影したデ

は、マウスの右クリックを使うと簡単にで

デジタル画像はホームページでやり取り

ジタル画像は、写真と違って焼き増

きます。保存したい画像の上にマウスカー

するだけでなく、電子メールに添付して送

しなどの手間がかかりません。さらに、イ

ソルを合わせ、右クリックで表示されるメ

受信することもできますが、その際は添付

ンターネットを使えば遠く離れた場所にい

ニューから「名前を付けて画像を保存」を

する画像の大きさにも注意する必要があり

る人同士でも、手軽に画像のやり取りがで

選択します。そして、画像を保存するディ

ます。ビットマップ形式などの大きなデー

きるので配布も簡単です。

レクトリーを指定すれば、画像の取り込み

タはネットワークに負荷をかけるので、イ

は完了です。

ンターネットでの送受信は控えたほうがい

現在、一般的なWWW ブラウザーには、
ブラウザーに表示されている画像を保存す

マッキントッシュの場合は、ネットスケ

る機能がありますので、この機能を使えば

ープナビゲーターで保存したい画像をクリ
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ーネットの
インタ
に答える

Q

鍵を利用したインターネットの

暗号化技術とはどんなものですか？

送信者と受信者にしか解読できない

A

暗号の話は、前回の圧縮の話題
と同様に「数学」が鍵の技術です。

号化の際に用いられる変換を示す関数なの
ですが、ここでの例の場合には、暗号表を

とありますが、本当に可能なのか不思

現在利用されている複雑な暗号技術の話

使った暗号化の手順を示す関数となりま

議でなりません。受信者が解凍できる

をすると1 冊の本が書けるぐらいですから、

す。そして、
「k 」は暗号化の際に用いら

なら、途中で情報をキャッチした者で

ここではその概要を簡単に説明したいと思

れるパラメーターで、ここではどの暗号表

も解 凍 できるのではないかと思 いま

います。

を使っているかを示すパラメーターとなり

す。鍵の技術について具体的に教えて

暗号の技術の基本的な仕組みは、文字

ます。全部で360 万以上の暗号表が存在

ください。また、送信者と受信者がど

の置き替えです。例えば、ある数字列を暗

しますが、それらに番号を与え、何番の暗

うして同じ鍵を使用できるのかも知り

号に変換する場合を考えてみましょう。こ

号表を使うかを示しているのが「k 」であ

たいです。
（飯山康彦さん）

のとき、図に示すような表を用いて、元の

ると考えてもいいでしょう。

数字列をa 〜 j で示される文字列に変換す

実は、この「k」が通常「鍵」と呼ばれ
るものなのです。つまり、どういうルール

インターネット上での暗号の仕組み

に基づいて変換されているかを知っていた
としても
（暗号表を用いていること）
、
その際
にどのパラメータ
（鍵）
を用いたかが分から

るわけです。これを用いることで、数字は

● WWW ブラウザー上の画像の取り込みかた

12345 → difbj

というのが暗号の仕組みなのです。したが

3000

→ feee

って、パラメーターの種類が多ければ多い

52973 → jihgf

ほど強力な暗号ということになります。実

427

→ big

際のインターネットでは、暗号表とは比べ

3001

→ feed

ものにならないぐらい複雑な変換ルールを

のように文字列に変換されます。ここで重

用いています。そのため鍵の種類も多くな

要なことは、変換された文字列を元の数字

り、非常に強力な暗号となっているのです。

列に戻すためには、図の暗号表がなければ

さて、こうなってくるとどうやって送信

ならないことです。つまり、変換された文

者は受信者に使っている「鍵」を伝えるか

字列がネットワーク中を流れている途中で

ということになります。暗号化された情報

第三者に盗まれたとしても、その第三者が

と鍵の両方が盗まれてしまうことがあると、

暗号表を持っていなければ元の数字列に直

どんな暗号でも解読されてしまうことにな

すことができないことになります。

りますから、
「鍵」の取り扱いは非常に慎重

0 〜 9 の数字からa 〜 j の文字への対応
▲ウィンドウズの場合（画面はインターネットエクス
プローラ）
。画像の上で右クリックすればメニューが表
示され、画像を壁紙にすることもできる。

なければ、元の情報に戻すことができない

は、全部で3628800（=10!）通りの場合

に行わなければなりません。これについては
次回に説明したいと思います。（砂原秀樹）

がありますから、暗号表は3628800 通り
のものがあるわけです。この中から利用さ
れている暗号表を見つけ出してくるのは大
変だということがわかるでしょう。
暗号の技術は、意味のある情報（ここ
では数字列）をある規則（ここでは図の暗
号表）に従って変換することによって、一
見無意味な情報（ここでは文字列）とす
ることで成り立っています。これを数学的
に表現すると、

▲マッキントッシュの場合（画面はネットスケープナ
ビゲーター）
。画像をクリックするとメニューが表示さ
れる。また、保存したい位置に画像をドラッグ＆ドロ
ップしてもコピーできる。

y=f（x,k）
「y 」は暗
となります。
「x 」は元の情報、
号化された情報です。ここで「f」は、暗
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Q

「 オフ会 」 ってなんですか？

「〜会」というからには、何かの集

たチャットソフトも出ています。テキスト

まりだと思うのですが…。
「オフ」っ

ベースでは、IRC ソフトやWWW を使った

て「OFF」のことだと思うのですが、

ものが、グラフィックベースのチャットで

「オフ会」では、いったい、どんな人

は、 ウィンドウズ用の Worlds Chat/J 2

たちがどのようなことをしているので

（http://www.globewarp.or.jp/index.htm）

すか？ また、私のような初心者でも

やマッキントッシュ用のThePalace
（http://

参加できるのでしょうか？ また、
「オ

www.nihon.net/palace/palace/）が有名

フ会」における礼儀作法みたいなもの

です。また、最近では、インターネット電

はあるのでしょうか？（小西さん）

話ソフトやネットミーティングを使った音
声でのチャット、Enhanced CU-SeeMe

A

▲オフ会の告知メール。このようなイベントは、興味
があったら積極的に参加してみよう！

などを使った音声と画像をともなったチャ
ネットワークや通信では、しばし

ットもあります。

ばオン、オフという言葉を使います。

オフ会は連日チャットで盛り上がった話

です。肩書きを忘れてチャットを楽しむ人
は、オフ会でも肩書きをはずしたいと思っ

「オンライン」は、
「ネットワークにつなが

題に花を咲かせたり、新しい友人関係を築

ています。自分から話すのを待ちましょう。

った…」という意味です。ですから、ダイ

いたりと楽しいものです。チャットの場で

さらに嫌われる行動は、こっそり会場へ

アルアップIP 接続を使って、インターネッ

オフ会の告知があったら、ぜひ参加してみ

行って、ひそかにオフ会を観察する行為で

トにアクセス可能な状態を「オンライン状

てください。

す。このストーカー的行為を嫌って、オフ

態」といいます。オフラインはネットワー

まず、告知された方法で参加意志を表

会参加受け付け後に、参加者だけに限っ

クにつながっていないことですから、モデ

明します。会場の用意や、日程の調整を

て電子メールでオフ会の連絡をとることも

ムやパソコンの電源を切ったとき、電話回

行うために、主催者は、事前に参加者数

あるくらいです。

線が混みあってつながらないときは、オフ

を把握しなければなりません。当日いきな

このような一般的なマナーに気をつけて

ライン状態といえます。

り会場へ行くと迷惑をかけることがありま

さえいれば、あとはオフ会だからといって

オフ会（オフラインミーティングとも言

すので、注意しましょう。オフ会が近づい

心配することはないでしょう。いつもの仲

います）の「会」は、会議のことです。オ

たら、日程や会場の変更、中止がないか

間ですから、大いに楽しみましょう。同じ

フが「ネットワークにつながっていない…」

を確認しましょう。前日に変更になる場合

趣味の人たちですから話題も尽きません。

という意味ですから、ネットワークを使わ

もあります。唯一の連絡手段はチャットの

夜通し話していることだってあります。で

ないで会議をすること、すなわち実際に会

場であることも考えると、家を出る前にも

すから、少しだけ周りに気を使ってくださ

って会議をしようというものです。取り立

確認しておきたいものです。

い。会場となる場所の他の人々に迷惑を

てて議題がなければ、集まって話そう、遊

オフ会に行けば、それまでは文字を通し

かけないようにします。

ぼう、飲もうということと同じです。オフ

てしか知らなかった相手に直接会えること

最後の注意は、オフ会での内容をむや

会があれば、オン会もあります。オン会に

でしょう。そこではまず自己紹介から始め

みに公表しないことです。あなたを信頼し

ついては、普通はオン会とは略さずにオン

ます。ネットワーク上で発揮される個性と

てくれたから話してくれた内容もあるはず

ライン会議といいます。メンバーへ告知し

実際に会った感じにギャップがあるかもし

で、それは公表してもよい内容とは限らな

た時刻にネットワーク上で会議を開くこと

れません。いつもはギクシャクする相手も、

いからです。公表したいと思ったならば、

です。多くはテキストを使ったチャットで

けっこう気のいい人だったりします。気を

関係する人々に許可をもらわないといけま

すが、グラフックインターフェイスを備え

つけたいのは必要以上に詮索をしないこと

せん。

「オフ会」ってなに？
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