全本文をCD-ROMに収録したハイブリッド辞書
『ハイブリッド新辞林 』
ハンディーな辞書「辞林 21」
が発売から5 年を経て、本書に生

画像や音声を含んだマルチメデ

ァベット略 語 辞 典 では、
「TCP/IP」
、
「ISP」
、
「PPP」と

ィア辞書ではなく、文字情報が中

いったインターネットに関連した

心の辞書だが、CD-ROM 内の情

用語も収録されている。

報からインターネット上の情報に

まれ変わった。3 段で組まれ、ペ

さらに、付属のCD-ROM の機

つなぎ目なしに移れる機能は目新

ージに見出しがぎっしり詰まって

能も向上していて、辞書の全本

しい。CD-ROM はウィンドウズと

いるため、これだけのサイズに15

文を収録しているほか、ビューア

万項目ものことばが収録されてい

ーソフト「DTONIC」を使って見

る。内容も、パソコンが生活に入

出し語の先頭一致と後方一致、

り込んだ現代の日常に即して改定

全文からのキーワード検索、

されている。

漢字検索などができるように

たとえば、
「圧縮」や「解凍」

マッキントッシュに対応する。

なっている。さらに、関連

といった単語はパソコン誌などで

するホームページがある

よく用いられているが、従来の辞

見出しにはURL が埋

書では正しく引けなかった。しか

め込 まれていて、

し、本書では「データを変換し小

WWW ブラウザー

さくすること」と正しい解説がさ

で目的のページに

れている。同様に、巻末のアルフ

アクセスできる。

松村明、佐和隆光、
養老孟司 監修
株式会社三省堂 発行
2243ページ＋CD-ROM
本体 6,300円＋税
ISBN4-385-14026-X

社会にとけ込むインターネット
菊地宏明 ● Hiroaki Kikuchi

インターネットと社会の接点で起こる問題とは
『市民力としての
インターネット』

た。本書は、インターネットを受

『電子商店繁盛記』
表紙に書かれた酒瓶を表示させ

に連載されていた「デジタル・ビジ

弁護士として活躍される著者が、

たノートパソコンをもつ親父さんの

ネス実践講座」に書き下ろしの原

インターネットと日本の社会の

イラストが印象的な本書は、イン

稿を加えてまとめたものだ。全 10

接点で起きているさまざまな

ターネットでの通販ビジネスを解説

章がそれぞれ連載 1 回分に当たる

出来事や問題を書いている。

した入門書である。最近では、マ

内容なので、読みやすい量にまと

インターネットで提供されるア

ーケティング理論に基づいて展開さ

められている。理論的な解説がな

ダルト向けコンテンツを規制する

れる戦略的インターネットビジネス

いぶん物足りなさもあるが、肩の力

改正風俗営業法、警察がベッコア

の本が増えてきたが、イラストを見

を抜いて誰にでも読める入門書と

メインターネットに強制捜査をした

れば分かるとおり、それらの本とは

しての使命を十分に果たしている。

ことからはじまった準抗告事件、

ちょっと趣が異なる。

コービス社が買い漁る文化財など

インターネットでのビジネスの展

のデジタル化権、富山県山田村の

開にものの弾みで踏み込んだ中堅

インターネット化、東京都世田谷

酒造メーカーの社長を想定して、

区の小学校のホームページが投げ

電子商店の構築から経営を軌道

広告媒体、個人の通信、情報の

かけた教育現場と教育委員会との

に乗せるまでの過程を追いなが

発 信 、 ソフトウェアや情 報 の流

ギャップ。どれも日本でインターネ

ら、発生する問題点とその

通・サービスの場として、90 年代

ットと交わる接点で起きている。

解決法を解説していく形

に入り普及し始めたインターネット

これらの出来事や問題がこれから

で進んでいく（だから、

が、急速に社会の中に入り込んで

どのような方向へ向かうのか、日

表紙のようなイラストに

きている。そして、これまでの日本

本の社会はどのようにインターネッ

なっているわけだ）
。アドバイ

の文化とインターネットの文化が混

トと融合していくのか、我々は見

スや技術的解説のほかに、すでに

ざり合うとき、今まで経験したこ

つめる義務を負っていることを感じ

インターネットビジネスを軌道に乗

とのない効果や障害が生まれ始め

ながら読みたい。

せているプロが語る「成功の秘訣」
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も書かれている。
本書は、
『日経マルチメディア』

け入れた日本の社会で、何が起こ
っているのかを知るための1 冊だ。

牧野二郎 著
岩波書店 発行
255 ページ＋CD-ROM
本体 1,700 円＋税
ISBN4-00-026271-8

インターネットで店を開くための入門書
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日経マルチメディア 編
日経BP 社 発行
255 ページ
本体 1,333 円＋税
ISBN4-8222-1053-7

使える情報を見つけるための検索テクニック集
『インターネット ビジネス
情報検索 AtoZ』

も、効率よく検索するコツを取り

インターネット上の情報を仕事

けた有益なウェブサイトを整理する

に活用する鍵は「検索の仕方」に

ための、ネットスケープナビゲータ

ある。いかに必要な情報を効率よ

ーとインターネットエクスプローラ

く検索できるかが問題なのだ。さ

の両方のブックマーク機能の使い

まざまなウェブサイトが提供する膨

方なども、画面イメージを多く使

大な情報は、市販のCD-ROM で

って分かりやすく解説している。

上げ、検索サービスの使い方を解
説している。また、検索して見つ

提供されるデータベースのデータ量

家辺勝文 著
有限会社ひつじ書房 発行
173 ページ
本体 2,400 円＋税
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本書の後半は、企業、官公庁、

を凌駕するといっても過言ではな

マーケティング、税金／法律、辞

い。インターネットをはじめたばか

書、ニュースといったテーマごとに

りでは、この大海のような情報量

ウェブサイトのページを紹介してい

に飲み込まれ、目的の情報にたどり

る。それぞれのウェブサイトごとに

着くまでに溺れてしまうことだろう。

検索のコツなどが書かれていて非常
に便利だ。

本書は、ビジネスで活用できそ
うな分野の情報を検索するテクニ

知っているようで知らない「テキスト」
の解説書

ックや情報源に焦点を絞り、イ

『デジタルテキストの技法』

ンターネットをはじめたば
かりのビギナーでも活

のようなマークアップされた構造を
持つテキスト、利用者が評価後に

用できる内容になって
いる。
難しい検索テクニックより

根本佳子 著
株式会社インプレス 発行
255 ページ
本体 1,480 円＋税
ISBN4-8443-4893-0

コンピュータで扱われる「テキス

対価を支払うシェアテキストといっ

ト」という情報の形態にいつも悩

たものが解説されていて、基礎的

まされる。電子メールに添付され

なコンピュータに関する知識があれ

て送られてきたファイルが自分の持

ば難なく読める。

っていないワープロソフトのフォー

本書を読めば、普段何気なく扱

マットだったり、改行コードが異な

っている文字情報にもたくさんの問

ったり、文字コード自体が異なっ

題点があり、また、さまざまな技

たり、改行がない長い文章であっ

術が用いられていることがわかる。

たりと難儀する種は尽きない。そ

さらに、符号としての内容を重視

こで、改めて「テキスト」とはどう

する考え方と現実の本のように体

いったものなのかを再確認したくな

裁までをデジタルデータとして表現

る。本書はその疑問に答えてくれ

しようとする考え方が共存しながら

る。

発展し、試行錯誤を繰り返しなが

文字コード、フォント、ページデ
ザイン、プレーンテキスト、HTML

ら技術革新が行われてきたことも
わかるだろう。

HTTPサーバーのソースコードをCD-ROMに収録
『HTTP詳説 作ってわかる
HTTPプロトコルのすべて』
本 書 は、 H T T P サーバー
（WWW サーバー）の作成を通し

使われる通信メカニズム）の使い

また、付属のCD-ROM には、

方の解説が続く。最後にプログラ

ウィンドウズNT やOS/2 で動作す

ムのソースコードを見せながら、

るように作られたHTTP サーバー

わかりやすくHTTP サーバーの解

のソースコードや、有名なHTTP

説をしている。

サーバー「Apache」のソース
コード、RFC ドキュメン

て、HTTP サーバーとWWW ブラ

ただし、図版が少なく、データ

ウザーの間のやり取りに使われる

の構造をプログラムのように表し、

ト、さらに本書の原

HTTP プロトコルを解説している

処理の手順を文章で説明してい

文まで収めら

本だ。とくにHTTP サーバーを構

たり、C++ 言語ベースで書かれて

れていて、

築したいというネットワーク管理

いるソースコードを読みこなす能

もはや冊 子

者やHTTP プロトコルを使うソフ

力が必要になったりと、開発者や

のおまけではな

トウェアを開発したいというプロ

SE、サーバー管理者などの上級

い内容だ。ドキュメ

グラマーに役に立つ内容が書かれ

者向けの本になっている。HTTP

ントはRFC も含めてす

ている。

サーバーを作りたいとか、HTTP サ

べて英語だが、HTTP サー

まず、HTTP プロトコルの概要

ーバーの仕組みを知りたいという

バーの作成を学ぶには十分な

と詳細の解説から始まり、プログ

人には、HTTP1.1 に準拠したサ

資料が詰まっている。このCD-

ラム作 成 に必 須 のソケット

ーバーのソースコードと、基本的

ROM だけでも購入価値は十分に

（TCP/IP ネットワークで基本的に

な解説の構成は重宝するだろう。

あるだろう。
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