ネットワークコミュニティーとビジネスの関係
『ネットで儲けろ』

はない。コンサルタント会社

語が使われるので、予備知識

のマッキンゼー・ジャパンが訳

が必要である。

巷にはインターネットをビジ

しているところからも分かるよ

5 章で、いかにコミュニティ

ネスチャンスに結び付けようと

うに、戦略的にネットワーク

ーへのトラフィックを集めるか

サイバービジネスをすすめるビ

コミュニティーを構築し、ビジ

などを解説しているが、ホー

ジネス本があふれている。それ

ネスに結び付けるガイダンスを

ムページへの集客の参考にし

らは、キーワードの説明やビ

行っている。これは、営利目的

てみてはどうだろう。

ジネスを始めているサイトの紹

で始めるネットワークコミュニ

介といったものを中心に、ビジ

ティーの創造を提案している。

ネスホームページを構築する手

実現に必要な技術的解説

順を解説している。
しかし、実

はないが、担当マネージ

際に本のとおりに始めてみる

ャーが戦略を築くに

と、人気がなかったり、採算が

あたっての指針と

合わなかったり…。その責任を

なりえる。

コンテンツの作成者や内容に

ただし、マ

被せたりしていないだろうか。

ネージメ

本書は、このような状況を

ント関 連

生むありきたりのビジネス本で

の専門用

ジョン・ヘーゼル三世／
アーサー・G ・アームストロング 著
マッキンゼー・ジャパン バーチャル・
コミュニティー・チーム 訳
南場 智子 日本編執筆・監修
日経BP 発行
357 ページ
本体1900 円＋税
ISBN 4-8222-4089-4

インターネット利用の表と裏
菊地宏明 ● Hiroaki Kikuchi

米国のコンピュータ犯罪レポート
インターネットの一般論とその裏側
『インターネットは
バーチャルな異法地帯』

それに対し、司法省のコン

こる2 つの問題、クラッキング

ピュータ犯罪についてのコンサ

内容を見れば、違法なこと

などのコンピュータ犯罪とサイ

ルタントは、犯罪を犯すとき

はない。インターネットの一般

バーポルノについての米国から

のコンピュータは凶器と同じ

のレポートである。

で、再び誰かを襲わないよう

論から、何かにつけて
ネチケットを強要する

前半はネットクライムと称

インターネットの常連

し、ハッカーのコミュニティー
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やクラッカーの行動のほか、

後半は、ネットセックスに
関する話で、通信品位法が生

「ハッカーは笑う」や｢テイク

まれるときに社会問題となっ

ダウン」で取り上げられたク

た論文の作者マーチン・リム

ネチケットを強要するインター

ラッカーのミトニックとそれら

についてを皮切りに、さまざ

ネットの常連をネチケットポリ

の本の著者ジョン・マーコフ

まな性表現の問題や規制、検

スと呼んで、初心者をドギマ

や下村努とのエピソード、衛

閲などを取り上げる。

ギさせるネチケットポリスの忠

星放送のハッキング、コンピ

辛口のレポートは、
好感が持

告に対抗する方法などを教え

ュータウイルス、取り締まる

てる。これらの問題を真剣に考

タイトルを見て気づくことは

ている箇所があるが、これは

側についてを取り上げている。

「異法」の文字。通常は「違

いただけない。確かに横柄な

取り締まり当局の手入れに

法」と書くと意味がとおりそ

常連の発言は、初心者には心

際し、コンピュータを没収す

うだが、
「異法」とあて字をし

臓がバクバクするほど脅威を感

る行動について、かねてから

ている。

じさせるが、嫌がらせで報復

疑問に思っていたのだが、

することを対抗手段として取

ここに1 つの解答があっ

イトルで「女子高生」と書く

り上げるのは正当ではない。

た。デジタルデータ

と、高校生（未成年）が出演

唯一これだけが違法的である。

が犯罪の証拠であ
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にするためと言うのだ。

アリティーとVRML へと続く。

トセックス、バーチャルリ

していると思われるため「女

に、ハードウェアを押収する

本書はインターネットで起

すると聞いたことがあるが、ま

の批判、チャットとネッ

以前、アダルトビデオのタ

タを押さえれば済むと思うの
と聞く。

子校生」と、あえてあて字を
さしくこれもそうだろうか。

グレン・サリバン 著
ジャパンタイムズ 発行
190 ページ
本体1500 円＋税
ISBN 4-7890-0899-1

『キーをたたく
犯罪者たち』

るのなら、デー
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えるには適当
な本だ。

チャールズ・プラット 著
戸根 由紀恵 訳
ゆまに書房 発行
494 ページ
本体2200 円＋税
ISBN 4-89714-190-7

新しいコミュニティーのかたち
『ネットワーキング・
コミュニティ』

朝日新聞経済部 編
朝日新聞社 発行
185 ページ
本体1600 円＋税
ISBN 4-02-257156-X

えるようになる。
学生なら友人は学生ばかり、
社会人なら同業者ばかりとい

パソコン通信やインターネッ

った今までの均質的な人間関

トを使ったコミュニティーは、

係に、このコミュニティーは変

今までのコミュニティーと異な

化をもたらす。そして、改め

ることは想像がつくが、それ

てその影響力の大きいことが

がどのように異なっているかを

分かる。確かにネットワーク

明確に理解するのは難しい。

で知り合う人は結構多く、実

ラインゴールドの「バーチャ

際に会ってみると、見かけや趣

ル・コミュニティ」
では、
米国の

味、雰囲気が意外だったりす

状況を紹介してくれたが、本書

る。実生活では知り合いづら

ではもっと新しいデータで、日

いタイプの人でも、電子化され

本の実状を明らかにしている。

たコミュニティーでは難なく付

たとえば、｢縁」で考える。

き合える。

米国インターネット事情
『サイバー旋風』

い。たとえば、映画｢ザ・イン
ターネット」の主演女優サン

朝日新聞の特派員が米国で

ドラ・ブロックのインタビュー

日常、友人知人のつながりで

さらに、ネットワークコミュ

のインターネットの各側面を取

の見出しに誘われてページをめ

縁を探って行った場合、結構

ニティーでの交流手段や表現

材したレポート。生活、ビジ

くると、彼女のコメントがた

世間は狭い。

方法、参加予備軍についてな

ネス、メディア、犯罪の4 つ

った6行しかない。これだけで、

しかし、パソコン通信など

どが記されている。データも豊

の章からなり、それぞれ5 つか

見出しを作ってしまうのがすご

を使ったコミュニティーでは、

富で、客観的にネットワーク

ら7 つの話題を集めている。

い。

1 つのフォーラムで数千人が参

がもたらすコミュニティーを

インターネット電話、ネッ

基本用語は巻末で解説され

加しているので、性別、職業、

見直せる本としてお

トラジオ、電子マネー、ウェ

ているのだが貧弱だ。本文の

ブジン、大統領選、サイバー

インターネット中毒の話題で

エンジェルなど、
「米国インタ

MUD について取り上げている

ーネット最前線」のサブタイ

が、MUD を単に複数人で楽

トルどおりに、取り上げる話

しむゲームと紹介しているだけ

題は豊富である。

である。これでは、なぜハマっ

すすめだ。

年齢が異なる人々と知り合

池田 謙一 編
東京大学出版会 発行
202 ページ
本体3000 円＋税
ISBN 4-13-011105-1

内容は、コラム程度の短い

ているかが伝わらない。巻末

もので新聞的な内容である。

を見てもMUD の解説はない。

最前線というほど新しいとも

キーワードはいいのだが、内

思えず、インターネット門外

容に不満が残る。これならば、

漢が一般知識を身に付けるた

同じキーワードで日本の場合

めの本と割り切ったほうがよ

をレポートして欲しかった。

データベースアクセス環境の構築
『Access97で作る
イントラネット
実践構築ガイド』

ベースやウィンドウズNT サー

始まり、アクセ

バーとSQL サーバーの組み合

ス97 のウェブ

わせでは、数十万円の費用が

ページ作成

かかるだろう。

ウィザー
ドによる

WWW ホームページを使っ

大規模な情報公開ならいざ

て何かをしようとするとき、検

知らず、個人のホームページ

静 的 なデー

索条件を入力してもらって、

やSOHO では高くつく。そこ

タ表示（アクセス

適切なデータを表示するサー

で、データベースソフトをアク

データを表示させるのみ）

ビスを考えることは多い。イ

セス97 にしたらどうだろうか。

や ODBC（ Open DataBase

ントラネットでは、社員情報、

本書では実践構築ガイドと

Connectivity）を使って動的

会議室予約システム、備品番

して、ウィンドウズNT サーバ

にデータにアクセスして検索さ

号の管理などに、実際に使わ

ー4.0、インターネットインフ

せたり、データを更新させた

れている。しかし、SQL デー

ォメーションサーバー2.0、ア

りするまでを解説している。

タベースと U N I X ベースの

クセス97 の構成で、WWW を

さらに、ウィンドウズ95 と

W W W サーバーを用 意 し、

フロントエンドに使うデータベ

パーソナルウェブサーバーの組

CGI などを用いて連携をとる

ースアクセス環境を作り上げ

み合わせで試みるなど、面白

仕 組 みを作 り上 げる場 合 、

ている。

い方法が紹介されている。

UNIX とリレーショナルデータ

青山 円 著
自由国民社 発行
303 ページ
本体2448 円＋税
ISBN 4-426-75500-X
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