
’

{用語集：第４章】１４１

ofIntemational亜legraphfmdnlcpl1o】le）とよばれていたが，１９９３年に改組

された．

■JavaJavaApplet，JavaScript

Javaは1995年にSunMicrosy帥cms社が開発したオブジェクト指向言語であ

る．各棚のプラットフォームに独立で動作するクロスプラットフォーム，外部から

読み込んだプログラムが安全に実行できるセキュリティの高さといった特徴をも

つ．Jav弧をアプレット（applet）とよばれる小さな実行単位に分割し，Ｗｅｂプラ

ウザ上で実行できるプログラムをJavaAPI〕letとよぶ．JIwaScriptは，Netscap〔P

社が開発したオブジェクト指向スクリプトである．JavilApI〕1ｃｔと同様にＷｂｂプ

ラウザ上で実行できる特徴をもち，Jfwaの文法に似通った部分もあるが，Ｊｉｗａと

の互換性はない．ECMA-262は，JavaScriptやその類似言語をもとに，国際標

池化団体（ＥＣＭＡ）で標準化されたオブジェクト指向スクリプト言語である．

■ＶＯＤ（VideoonDemand：ビデオオンデマンド）

通常の映像放送では，複数の視聴者は同時に同じ映像を見ることしかできない

が，複数の映像を同時に配送可能なメディアを用いると，利用者ごとに異なる映

像を送ることができる．その中でも，特に利用将の要求に応じて動画を配信する

システムをＶＯＤとよぶ．データ通儒を川いるＶＯＤでは，伝送中のデータ蓄積

を最小限に抑え，低速回線でも高品質の動画を維持する技術が必要となる．その

ための技術をストリーミング（strcamiI1g）とよぶ．
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ＩＴ技術関連図書

憎報デザインシリーズ

ユーザビリティ

エンジニアリング原論
ヤコブ・ニールイgン軒／篠瓜稔和監訳
Ｂ５変型３１６頁

製品のデザインからソフトウェア，ウェプサイトのデ
ザインにいたるまで，ユーザーのためのインタフェー

スデザインについて9V‘塊。

Ｗｂｂサイト入門シリーズ

Ｗｅｂサイト

エンジニアリング入門
Ｔ､八.パウエル他著／篠原稔和監訳
B5変1Ｗ２９６ｒＩ

Ｗｂｇｂサイトにソフトウェア側発方法論を過Ｍ１した初

の本絡的テキスト‘,Ｗi’1)サイトのデザイン/構凝に
必要なすべての知識を網雌。

Ｘ､500ディレクトリ入門第２版
ＬＤＡＰ/Ｘ‘500公開鍵旺明密/ディジタル悪名
大川英他粁

Ｂ５変型１９２頁

インターネットの検索サービスで注目のＬＤＡＰや分
敵ディレクトリ1こついて．Ｘ､500の擦堆化に携わっ
た若者が解娩。ディジタル署名の技術として電子商取

引の雄盤となるＸ､509公間鯉証明書についても辞解。

システム開発の体系
JISXO160/共通フレーム08対応

日本ユニシス梢糊技術研究会編
B5変照280面

開発や取引の現噛における作粟を細分化し‘範囲と内
容を定義。災務で橘川できるようＨ体的に解説した。

ＸＭＬコンテンツの作り方

川俣州蒋

Ａ５判１３６面

会話形式を川いて解脱し,インターネゾトの儀新技
術を楽しく暁めるよう工夫した構成となっている。
ＸＭＬの入lillに晶適に・冊。

Ｗｃｂサイト入門シリーズ

Ｗｅｂサイト

ユーザビリティ入門
』.Ｍ,スプール他著／篠原稔和監訳
Ｂ５変刑168頁

Ｗひbサイト制作者必硫の「使いやすさ」洲森レポー
ト。「見て1m白い」サイトから「使える」サイトへの
犠換のための一・冊。

マルチメディア

ビギナーズテキスト第２版

松本紳／小商和己共署

B5災珊１８６，１

マルチメディアを僻成する技術を鍋広<網羅し，その
肌理，応川，利川方法を技術的な観点から解説した。

ＩＳＯ15408

情報セキュリティ入門

内山政人聯

Ｂ５変I1M272f〔

欧米での愉制セキュリティに関する優れた成果の－．
つ「ISol5408jに基づいて，インターネットやコン
ピュータシステムに必要とされる情報セキュリティ
の取り組みを俳細に解説した一冊。

コンピュータ音楽
歴史・テクノロジー・アート

カーチス・ローズ箸／青柳龍也他択
B5判1074頁

デジタルオーディオの「取典」としてコンピュータ

砕艇の鵬礎的剛冶から．ＭＩＤＩ商騨心理学神を解蝋
したフアン待望の解説番。

ＷＷＷにおけるＸＭＬの活用

11本ユニシス摘級技術研究会絹
Ｂ５判２２８閲

インターネット上での商取引を具体的なモデルにあ

げて，ＸＭＬのビジネスでの活用法を技術的に解挽。

＊定価．lXI商｢1鰍のお剛い合わせ.ご要剥は川版局までお噸い致します． Ｃ、７２



データ通信図書／ネットワーク技術解説書

ディジタル移動通信方式第２版
基本技術からIMT-2000まで

111内雪路著

Ａ５判160頁

工科系の大学生や移動体通信関連廉飛に従巾する初
級技術者を対象として，ディジタル方式による現代
の幕動体辿偏システムを概醜し．そのためのディジ
タル変復禰技術を解説する“

スペクトラム拡散技術のすべて
ＣＤＭＡからＩＭＴ-2000,Bluetoothまで

松尾憲一薪

Ａ５判324頁

黛線通{門叫剥二関わる技術行を対象として，散'族的
な専門知議を用いず，できるだけ現嶋悪逆で解醜し
た一冊。

モバイルコンピュータの
データ通信

111内電路苫

Ａ５判288頁

モバイルコンピューティング環境を支える懐素技術

であるデータ通僧プロトコルを０１'心に,データ通偏
技術全般を平易に解説した。

ネットワーカーのための

ＩＰｖ６とＷＷＷ

都丸敬介著

Ａ５判196頁

インターネットの爆発的将及に伴って間発きれた新

１１ｔ代プロトコル：IPv6の機能を１１１心に．アプリケー
ション樋能の実現にかかわるプロトコル全喰につい
て解説。

ギガビット時代の

ＬＡＮテキスト

ｕ本ユニシス惰報技術研究会網
Ｂ５変型２‘１０頁

ＬＡＮの原珊を技術的な観点からわかりやすく解説し

た。最新のＬＡＮ技術を含んだＬＡＮ全体の理解がで
きるように構成している。

スペクトラム拡散通信第２版
高性能ディジタル通信方式に向けて

山内雪路肴

A5判180頁

次世代燕線通信システムの基幹技術となるスペクト
ラム拡散通侭方式について，鼠折のＣＤＭＡ鴫川技
術を含めてその特徴やlli(卵を解脱‘，

MATLAB/Simulinkによる
ＣＤＭＡ

サイバネツトシステム(株)・真冊辛俊共符
Ａ５判186頁

次'1t代移動辿憾方式として旅'二l与れているＣＤＭＡの

襖雑なシステムを.ｱﾙゴﾘズ』､開発IjilMMATLAB
」とプロソク線回シミュレータ「Si10I1IliIlkjをⅢい
て解説。

理工学謂座

アンテナおよび電波伝搬

三偽進・加来信之共薪

Ａ５判176頁

アンテナと電波伝撤の主要な帆Ｈを．}甥に解塊。解

説と関連図表を見開きに配して，見やすき.わかり
やすきに配慮した。

ネットワーカーのための

イントラネット入門
日本ユニシス情報技術研究会絹
Ｂ５変型194頁

イントラネットの技術を梢成する三つの技術的似顔，

インターネットの技術とアブリケーシｒＩンレベルの

技術から解娩。イントラオ､､j'１､の柵纂に必饗な加醜
をわか')やすくまとめた。

ネットワークエンジニアのための

TCP/ＩＰ入門

祁丸敬介肝

Ａ５判２００Ｈ

多くのネットワークシステムで使われるようになっ

たＴＣＰ/IP、この主なプロトコルの機能と綱成に亜
点をおいて説明した。

＊定価，図寄Ⅱ鰍のおⅢlい介わせ．ご嬰捌は出版ﾙi)までおINIい致します， Ｃ‐０３



情報科学図書

悩報科学セミナー

遺伝的プログラミング
ＣＤ－ＲＯＭ(Ｃ/LISPによるＧＰプログラム）

伊庭斉志特

Ａ５判272頁

遺伝的アルゴリズムから進化し，人工生命の難問に
も挑戦できる遺仏的プｕグラミングの解鋭嘗｡

梢報科学セミナー

量子コンピュータ

西野哲朗粁

Ａ５判154頁

量T･コンピュータの根底にある妙ぇ方を．計算機科
学の立場から平易に解説。

栂報科学セミナー

スイッチング理論と応用
足立暁唯著

Ａ５判200頁

ブール代数の基礎とそのLじMj分野を扱う大学W1IliI学
科向けの教科書である．例，例廻．IHl組により込み
入った理論，技法も理解しやすいように配慮した。
称に．計算機科学への憐渡しを意撤して網典した．

ニューラルコンピュータ

脳と神経に学ぶ

合原一幸箸

Ａ５判２３６頁

人正知能研究の行き砧まりを打破したニューラル

<ニューロ）コンピュータについて．最初に1-1本に紹
介し，今11に頼るまで，これ似ｋの入'''１許はないと
いわれるロングセラー．

情報科学セミナー

アルゴリズム論
理鏡と実際

Ｇプラッサール／I〕・ブラットレー此粁
足立暁唯択

Ａ５判434只

喚い範州の様々な問題を取り上げ．それぞれに対し
アルゴリズムの茶礎的な警察や唯川の意味を記述。

備報科学セミナー

適伝的アルゴリズムの方法

メラニー・ミッチェル著伊庭斉志監訳
Ａ５判272頁

ＣＡやこの緬域に間するmil21い研究や応度な例題を
帆広く網棚し,入門評としてわかりやすく解脱。

憎報科学セミナー

人工生命と進化システム

Ａ'１，Ｒ進化システム研究報細
Ａ５判２３Ｇ面

人1:生命研究の総本111といえるＡＴＲ人Ⅲ情報通僧
研究所で進められている研究を平易に解鋭。

情報科学セミナー

数理科学概論
桜 井 明 粁

A5判186頁

自然現象や仕会現象を数式化して研究する学問であ
る数理科学の全体像を初めて明らかにする。基礎と
手法．ざらに火際例として物即，統計，心現，経済，
仕会科学，，脇ﾊ．婆術と喚範な分野についてにi及・

－１－ラルシステム

におけるカオス
合原-当幸福箸

Ａ５判378頁

カオスエ竿をリードする何内外１６名の研究者が．最
先増の研究を盛り込んで「脳」，すなわちニューラ

ルシステムとカオスの関係を剛諭・火験の両面から
解,塊した。

情報科学セミナー

オブジェクト指向システム分析
３つのモデルに基づくアプローチ

デピットＷ・エンプレイ他j噸Ji1llI正行監択
Ａ５判３７０Ｈ

オブジェクト揃向の吋象を，プログラム開発の静的
な分野にとどめず，より広大な世界のモデリングと

記述法ととらえ．システム全体の分析に用いた。

＊定価．図脊I肩l鰍のお間い合わせ。ご撰釧は川版局までお願い放します． Ｄ‐躯


