インターネットとコンピューターが日本を復活させる！
『日本経済を活性化させる
3つの撃鉄』

なにからなすべきか」をまとめた本

説と各メンバーのインタービュー

である。FIIF は、外資系コンピュ

から構成されている。

ータメーカーやソフトウェアメー

本誌読者が喜びそうな提案を、

ある日、我が家に地域振興券

カーなどの情報産業企業の日本

そうそうたる業界トップが、官公

が届いた。この券は行政エリア内

人トップの集まりで、彼らが情報

庁、経団連、政党に呼びかけて

の店舗販売を行っているところだ

技術産業の観点から、日本をよく

いる。地域振興券を考えた人に

けでしか使えないので、格安のイ

するにはどうしたらよいかを考え、

は突拍子もない提案に見えるだろ

ンターネット販売はおろか、便利

3 つの提言を打ち出している。

うが、もし実現すれば、社会が変

な通信販売に使えもしない。個人

本書ではまず、データに基づく

的には、ふるさと創生基金と並ん

日本の現状の報告を行ってから、

で、ゴールデン・ラズベリー賞

1 回線を定額制とし、米国な

（アカデミー賞の同日、同会場の

ろう。

みの料金水準を実現せよ

別室で選ばれる、その年最悪の映

2 個人のIT 支出への税控

画に与えられる賞）をあげたいと

除措置を

落ちこんでいたら、面白い本があ

3EC（電子商取引）

った。

の時限「消費税

1998 年 7 月 23 日、外資系情

わるターニングポイントになるだ

非課税」を

報産業研究会（FIIF)が記者発表

という3 つの提

した緊急提言、
「何をなすべきか、

言 を行 い、 その解

外資系情報産業研究会 編
オーエス出版社株式会社
172ページ
本体1,500円＋税
ISBN 4-7573-0006-9

次世代ビジネスのキーワードはネットワーク
菊地宏明 ● Hiroaki Kikuchi

生き残りをかけて
『ネットワークの覇 者』

ネットビジネスの裏でむしられる人々
それでは、日本はといえば、はじ

『 回転 資 金』

藤原 洋 著
日刊工業新聞社
182 ページ
本体1,600 円＋税
ISBN4-526-04298-6

のコンテンツの制作へとインターネ
ットビジネスを渡り歩いてきた著者

けたバブルの後にインターネットブ
ームが来て、ベンチャー企業が先

バブル後の日本では、急成長し

自らが、会社を辞職するまでの過

行投資の資金力を失い、既存の

ていた企業がわずかな陰りを見せた

程を描いたノンフィクションだ。夢

情報産業までも、次の世

だけでも資金をあっさり引き揚げら

と希望に溢れた起業家の挫折の顛

代のインフラを生み出

れることが多く、これが不況をさら

末ではなく、一発当てて大儲けを

しきらぬうちに停滞を

に深刻化させている。インターネッ

狙う野心家が疲れ果てて去ってい

トビジネスもその例外ではない。

くまでの回顧録となっている。いわ

余儀なくされた。

ば業界の暴露本に近いノリがある。

自動車産業で一時代を築

では、好景気の米国ではインタ

き、半導体産業も順調に成長

ーネットビジネスは順当に成長を遂

彼が部門組織の売却について言

させた日本は、ネットワークの時

げているのだろうか。どうもそうと

う一節に、
「インターネットビジネ

代の覇者になりえるのか。本書で

は言えないようだ。一攫千金を狙

スは、どんなに利益を上げていなく

は、これからどのように社会が向う

って、インターネットという新天地

ても、収入額の20 倍から40 倍で

のかを考察し、データをもとに日本

に乗り込んでくる人々も多い。サ

十分に売れる」とある。もし、こ

の現状を確認し、世界の視点で日

イバービジネスの有名人も、ひと皮

れが大多数の企業家の考えだとし

外資系情報産業のトップが、お

本の情報産業は生き残れるのかを

剥けば、みな同じかもしれない。

たら、米国はインターネットが引き

しなべて景気回復にIT の振興を提

考える。統計データからは、80 年

言している。これはとりもなおさず、

代から続く米国主導の情報産業界

の関 連 書 籍 の出 版 か

米国の情報産業が元気で新たなイ

の勢いと日本の情報産業界の停滞

ら、インターネット

ンフラを生み出し、景気を牽引し

が、あからさまになっている。両国

ていることを示している。一山当

間の格差を埋められないままで21

てようともくろむやからがインター

世紀を迎えることは、きっと不幸

ネットビジネスに群がっていること

なことになるであろう。

本書は、インターネット

でもその勢いがわかる。
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起こしたバブルの真っ最中なのかも
しれない。

マイケル・ウルフ著／
峯村利哉、栗原百代 訳
株式会社徳間書店
397 ページ
本体1,800 円＋税
ISBN4-19-860980-2

いま旬のLinuxの全貌がこの一冊で
『こんなにかんたん！
TurboLinux3日本語版』

インターネット接続、Windows の
ファイル互換／プログラム実行と、
一通りの操作が解説される。UNIX

Linux のインストールを解説する

が管理者と利用者に分かれていた

本は多くなったのだが、インストー

ころにあった利用者向けの入門書

ルするまでに全力を使いきって、イ

を、管理者も兼ねるパーソナルな

ンストールしたあとの使い方を丁寧

Linux ユーザ向きに書き直したよう

に解説した本が少ない。下の「で

なスタンダードな書き方で、翻訳

きる」もサーバー構築編の次で解

本であるにもかかわらず日本語対応

説される予定だが、それまで待て

の追加などがされており、日本で

ないユーザーにはこの本が最適だろ

の書き下ろしのように読める。CD-

う。対象としては、超簡単インス

ROM に収録されているディストリ

トール本で導入を果たした初心者

ビューションはTurboLinux3.0J を

だ。もちろん、1 章で簡単にインス

使用している。

松倉秀実、宮下佳之、寺本振透
株式会社インプレス
363 ページ
本体1,600 円＋税
ISBN4-8443-1255-3
10 名様にプレゼント。詳しくは163 ページ。
著者3 名のサイン入り！

インターネットビジネスに必須の一冊
『よくわからん！？
インターネット時 代の
法 律入門 』

トール方法を解説しているので、
この本だけからでも始めることはで

著

きる。

うインフラが普通になったからこそ
だろう。
本書は、インターネットマガジン
に長期間連載した、
「ネットワーク

ファイル操作、エディ

3 月に国際レコード産業連盟が、

時代の知的所有権入門」をまとめ

ター、印刷、検索、

MP3 サーチエンジンの開発会社を

た本である。22 もの「よくわから

テキスト操作、X

訴えた。音楽データを高圧縮し、

ん！」に丁寧に答えてくれている。

ウインドウ、シェ

高音質を保持したままインターネ

ビジネスが少しでもネットワークに

ルプログラミング、メ

ットでの転送や専用プレーヤーによ

関わるなら、著作権の問題はもは

ール、アーカイブ処理、

る再生を可能にしたMP3 技術が、

や避けては通れない。その上インタ

現行のビジネスに大きな影響を与

ーネット上 の法 律 やその解 釈 は

えるようになってきた。訴訟にまで

刻々と変化するわけで、早い情報

発展したのは、インターネットとい

を早く吸収したい。

Bob Rankin 著／
IDEA ・C 訳
株式会社インプレス発行
398 ページ
本体2,800 円＋税
ISBN4-8443-1240-5

誰でも簡単！Linux
『できるLinux
サーバ 構築 編』

コンピュータが「普通のもの」になる日
この初心者には扱いにくいOS を、

『消えゆくコンピュータ』

超簡単に解説しようというのが本
書だ。Linux のインストールから、

「できる」シリーズは、アプリケーシ

Samba、netatalk、apache、メ

ョンソフトやオペレーティングシステ

ールサーバーの構築までの設定を、

ムの初心者向きの超簡単な入門書

ゆっくりと1 つづつ解説していく。

として人気がある。それが今回は、

文字操作が基本であるがゆえに、

なんとUNIX 系オペレーティングシ

画面ダンプが少なく、わかりにくい

ステムのLinux を超簡単に解説し

ように見えるが、画面に出るまま

ようと試みている。このような、よ

の表示を再現することに徹底して

品の中にあるのが当然の存在にな
ったわけである。このようにコンピ
ュータは、やがてその存在を意識

久保田 晃弘著
株式会社岩波書店
197 ページ
本体1,700 円＋税
ISBN4-00-026275-0

させないようになっていく
はずである。これが、
この不思議なタイトル
の「消えゆくコンピュー
タ」なのである。消えるま
での過程で大切なインターフ
ェイスについて論じている。

り専門的なテーマを簡単に解説す

いるため、非常にわかりやすい。そ

1970 年代の後半にパーソナル

る「できる」の新シリーズを、
「でき

して、エディターでのカーソルの移

コンピュータが生まれた頃、シンセ

るシリーズPRO」と命名している。

動やファイルの保存までをキー操作

サイザーはまだアナログだった。鍵

Linux は、普及するDOS/V 互換

の細部まで分解しながら進めてい

機で動作するOS として最近とみに

るので、U N I X 未経
験者でも安心だ。

盤の上にはツマミがいくつも並び、
1980 年代、家電製品に付加価

ツマミをいじくると微妙に変化する

値を付けて売上げを伸ばすキーワ

音に、黎明期のテクノ小僧は心を

スにしたユーザーインターフェイ

ードに、
「マイコン制御」があった。

躍らせた。それがデジタルシンセサ

スは、一昔前のDOS をほ

ワンチップマイコンが制御するエア

イザになると、プリセット音源のパ

うふつさせるが、機

コン、炊飯器、洗濯機、掃除機が

ラメーターを変更して音を変えるブ

能重視のサーバー

溢れかえっていた。ところが今で

ラックボックスになった。音は聞き

を構築するには、高

は、もうそんな売り文句は付いて

やすくなったが、使いやすくなった

速、高機能であるがゆ

いない。もちろん製品にマイコンが

のだろうか。こんな比喩から、イン

えに高く評価されている。

なくなったわけではなく、炊飯器に

ターフェイスとは、インターフェイ

ヒーターがあるように、掃除機、

スモデルとは、デザインとは何なの

洗濯機にモーターがあるように、製

かを考えてゆく。

人気が出てきた。文字操作をベー

辻

秀典、渡辺高志、アクロバイト＆
インプレス書籍編集部編
株式会社インプレス発行
237 ページ
本体1,980 円＋税
ISBN4-8443-1246-4
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