成功するウェブサイトの構築術を学ぶ
『WEBサイト・
マネジメント』

力を十分費やしている商業サイト

「Adobe PageMill やNetObjects

で、作り上げたプロの仕事をじっ

Fusion を持っていても、HTML

くりと知ることができる。後半は、

を知っていても、デザイナーには

魅力的なウェブサイトを見る

商業サイトのデザインを制作する

なれない」といったデザインで陥

と、誰がどのように作っているの

ためのマネージメントについての

りやすいポイントも改めて知らせ

だろうかと思うことがある。コン

解説になっていて、著者が会長を

てくれる。このように、1 つのデ

セプトや苦労などの表に出てこな

務めるサイトデザインコンサルタ

ザイン会社が自らの仕事の進め方

い制作話が映画のパンフレットに

ント会社「Verso」のウェブサイ

を教えてくれる本として貴重な一

出てくるプロダクションノートの

ト制作の理念やプロセスが書かれ

冊だといえる。

ように紹介されていたら読んでみ

ている。Verso 社は前半のページ

たい。そんな気持ちを満足させて

でルーセントテクノロジー社や

くれるのが本書だ。

RREEF Funds 社のサイトを

前半では、人気 15 サイトの目

デザインしている会社

的とデベロッパーの選定基準、制

でもある。
「美しいサ

作の模様を各 10 ページほどにま

イトと的確なサイトは

とめている。15 サイトは費用と労

混 同 されやすい」 とか

デビッド・シーゲル 著／
伊豆原 弓 訳
日経BP 社 発行
303 ページ
本体 6,000 円＋税
ISBN4-8222-8042-X

成功するウェブサイトの秘訣とは
菊地宏明 ● Hiroaki Kikuchi

使えるソフトを200本収録したソフト集
『Windows98
特選オンラインソフト集』

は使いにくいはずだ。痒いところに

安くサーバーを構築するための解説書
『FreeBSDによる
SOHO 構築ガイド』

「DNS サーバー」
、
「NTP クライ
アント」、「 メールサーバー」、

手を届かせるには、フリーソフトウ
いかにお金をかけずにネットワー

「PPP サーバー」
、
「WWW サーバ

ク環境を構築するかは大きな課題

ー」
、
「proxyサーバー」
、
「socksサ

本書では、DOS/V専門誌『DOS/

だ。今の時代、お金をかければ必

ーバー」、「 O P I E （ O n e - t i m e

V POWER REPORT』の付録の

要なソフトがインストールされたオ

Passwords in Everything）
」につ

CD-ROM に収容されている

ールインワンサーバーマシンや簡単

いて解説している。NTP クライア

ソフトの中から選りすぐら

に導入できるサーバーソフトを用意

ントやproxy サーバー、socks サー

れた便利ソフトが200 本紹介

できる。しかし、お金をかけられな

バー、OPIE について解説している

され、同時にCD-ROMに収録され

い場合が多いのも事実だ。そこで、

本は少ないので参考になるだろう。

ている。
「超特選定番ソフト」で

お金をかけずにネットワーク環境を

ただ、各サーバーソフトの解説があ

は、16 本のソフトをじっくりと詳

整えるとなればPC UNIX というの

まり詳しくないので、本書を使っ

しく紹介している。12 ページにも

が定番だ。FreeBSD はそんなPC

てサーバソフトをインストールする

本書は、買ったばかりのパソコン

わたって書かれたソフトもあり、定

UNIX の1 つだ。

にはUNIX に関する知識が必要だ。

の利用環境を整えようと考えてい

番ソフトの機能を入念に解説して

本書はインターネットサーバーを

る人に向けた本だ。パソコンにウィ

いる。続く「注目ソフト」では1

構築する解説書だが、FreeBSD

ンドウズ98 とワープロや表計算ソ

ページに1 本、全部で50 本のソフ

の入門書ではない。インストールな

フトといったアプリケーションソフ

トを解説し、最後にジャンル別に1

どの細かな手順には触れてい

トはプリインストールされていても、

ページに2 本ずつソフトを解説して

ないから、FreeBSD の

インターネットからダウンロードし

いる。ユーティリティーソフト、ア

導入に関しては別の本を

てきた圧縮ファイルを簡単な操作

プリケーションソフト、ゲームソフ

参 照 することになる。

で展開してくれるツールや軽快なテ

トと使えるソフトが盛りだくさんな

FreeBSD をすでに導入している

キストエディターなどはインストー

ので、きっとインストールしたくな

ものの、これからサーバーを構築し

ルされていない。これではパソコン

るソフトが見つかるだろう。

ようとする人に向けた本だ。

ェアやシェアウェアはなくてはなら
ないものだ。

DOS/V POWER
REPORT 編集部 編
株式会社インプレス 発行
254 ページ＋CD-ROM
本体 2,200 円＋税
ISBN4-8443-1214-6
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浅野理森 著
日経BP 社 発行
267 ページ
本体 1,800 円＋税
ISBN4-8222-9100-6

ウィンドウズとマックを使ったOCN導入の解説書
『OCNエコノミーによる
インターネットサーバー構築』

サーバー構築というベーシックな構成に
なっている。 ウィンドウズ N T では、
「BIND for NT」
、
「Microsoft DNS サー

低価格の常時インターネット接続サ

バ ー 」、「 IIS」、「 IMail Server」、

ービス「OCN エコノミー」を利用すれ

「Post.Office」
、
「Exchange Server」
、

ば、月額 4 万円以下でインターネット

「RAS サービス」
、
「Microsoft Proxy サ

を使い放題になるとあって、今まで常

ーバー」を解説し、マッキントッシュで

ジム・カールトン 著／
山崎理仁 訳
株式会社早川書房 発行
379 ページ／366 ページ
本体 2,000 円＋税
ISBN4-15-208190-2 ／
ISBN4-15-208191-0

は、
「WebSTAR」
、
「Quid ProQuo」
、

時接続を考えていなかった人も試した

「ファイルメーカーPro」
、
「QuickDNS

くなるだろう。とはいうものの、今まで
サーバーなどを構築したことがなければ、

Pro」、「EIMS」、「Macjordomo」、
「NetPresenz」を解説している。

最初の一歩が踏み出せない。では、使
い慣れたウィンドウズやマッキントッシ

初めてサーバーを構築する人に向けて

ュをインターネットのサーバーにできれ

いるが、典型的な解説書の域をでない。

激動のアップルの歴史を知る

高価な製品を対象にするのであったら、

ばどうだろう。
本書では、この2 つのマシン環境での

「 Microsoft Small Business Server」

サーバー構築を解説している。まず、

や、
「AppleShare IP Server」といっ

OCN とOCN の申し込みについての解

たサーバーパッケージ製品を取り上げた

説から始まり、LAN 側ネットワークの

ほうが適切だっただろう。

スカリーの時代からスピンドラ

『アップル』上・下

ー、アメリオの時代を経て、ジ
私は、iMac にデザイン以外の

ョブスの帰還、iMac のリリース

新しさを見つけられなかった。外

までの間に起こったアップル内の

解説、ルーターの設定の解説、ウィン

見はポップだけれど、1984 年の

事件を順を追って取り上げてい

ドウズNT を使ったサーバー構築の解

初代マックのリメイクにしか思え

る。ジョブスが生み出したマック

説、マッキントッシュを使った

ず、
「hello（again）
」の文字を

は、DTP、DTM ブームで開花

画面に浮かべた写真が妙に物悲

したが、 続 く経 営 陣 は… … 。

しい。80 年代のもっともエキサ

我々がジョブスの斬新なコンセ

イティングでアバンギャルドなパ

プトに対価を支払っていたこと

ソコン「マッキントシュ」が、

に気づかないまま十数年を経て、

90 年代に普通のパソコンになっ

その間、マッキントッシュは根本

てしまった。売り上げは好調の

的な進化もせず、繰り返される

ようだが、なぜかかつての勢いが

OS の更新でその場を濁してき

ないように感じられる。本書は、

た。そして、コンセプトメーカー

そんなマッキントッシュを生み出

や天才的プログラマーはアップル

したアップルの激動の記録だ。

を去り、ついにはビル・ゲイツの

楢木祐司 著
株式会社毎日コミュニケーションズ 発行
287 ページ
本体 2,200 円＋税
ISBN4-8399-0046-9

歴代の社長であるスカリーと

ウィンドウズに追いつかれてい

アメリオが退任後に回顧録のよ

く。何がアップルで起こったのか

うに語るアップルの内情よりも、

を本書は教えてくれるだろう。

視点が現場に近くおもしろい。

がんばれアップル。

『ニューヨーカー』の記者が記したネットワーク体験 記
ろぐ。そして、2 年目にはホーム

クチンソフトの開発者に相談して

ページを作り上げることになる。

みようとは思うだろうか。チャッ

本書は、雑誌『ニューヨーカ

初心者の視点で感じたことがつづ

トで愉快犯的に異性であるかのよ

ー』のネットワークにはまった記

られ、徐々にはまっていく過程が

うに振る舞うのは普通だろうか。

者が、ネットワークを始めたころ

描かれている。

ジョン・シーブルックには記者と

『愛しのネット狂』

の2 年間を記している本だ。ビ

登場する人物は、コンピュータ

しての奢りがあるように感じられ

ル・ゲイツの取材をするために電

やネットワークに関係した有名人

る。この記者のようにインターネ

子メールを始めるところから彼の

も多く、本来ならば全編を通して

ットで振る舞うと人から嫌われる

ネットワーク生活が始まっていく。

興味深く読めそうなのだが、ちょ

ことがある。インターネットで

パソコン通信での人間関係にショ

っと内容が浅く、著者のジョン・

の行動がその人の人格を

ックを受けたり、コンピュータウ

シーブルックに不快感を禁じえな

表現するすべてだ

イルスに恐れを抱いて感染してる

い。確かに知性派記者なのだろう

ということを

のではないかと悩んだり、ネット

が、常識に欠ける点が多い。コン

わきまえな

ナンパを体験したりと、現実世界

ピュータウイルスに感染してるの

ければなら

とのギャップの大きい体験にたじ

ではないかと悩んでも、有名なワ

ない。
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ジョン・シーブルック 著／
伊豆原 弓 訳
日経BP 社 発行
357 ページ
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