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 ありがとう，そしてさようなら，MS Pフォント

　あなたがWordで掲示物を作ることになったとします。タイ
トルのフォントはどうしますか？ MS Pゴシック？ MS P明
朝？ Bボタンで太くする？ あるいは創英角ポップ体？
　MS PゴシックやMS P明朝は，Windowsユーザにとっては
なじみ深いものですが，実はこれらのフォントは，今よりもは
るかに性能が低かったWindosw95 PCでのスムーズな表示を
目的に開発されたフォントです。今だに多くの書類で使われて
いますが，今の性能の高いPCで使う意味は，互換性の維持以
外にはありません。もともとディスプレイでの表示優先なの
で，印刷用途には適しておらず，洗練された字形ではないので
す。このフォントを使って作った書類が，なんとなく垢抜けな
い感じがするのも，これが原因の1つです。
　それから，文字の太さの問題もあります。美しくわかりやす
い書類を作るには，情報の重要度に応じて文字の太さや大きさ
に強弱をつけることが必須ですが，MS Pゴシックは太字の設
定にしても，文字をずらして重ねて太字のように見せるだけな
ので，文字がつぶれて読みづらくなってしまいます。
　ということで，これまで大変お世話になったフォントですが，
そろそろさよならを告げる頃なのではないかなと思います。
　太く目立つし親しみやすいということで，創英角ポップ体を
使った掲示物なども見かけますが，これも避けるべきです。非
常に個性が強いフォントであり，不真面目な雰囲気が出て，内
容に集中するのを妨げます。

 游ゴシックを使ってみよう

　では何を使えばよいでしょうか。メイリオは，掲示物向きの
よいフォントですが，Windows8.1から搭載されている游ゴ
シックも美しく，読みやすいフォントです。さらに游ゴシック
には，Light，Regular，Medium，Boldの4種類の太さが用
意 さ れ て い る の で ， 文 字 に 強 弱 を つ け や す く な り ま す
（Office2016では，フォントのメニューに「游ゴシック，游

ゴシックLight，游ゴシックMedium」と表示されています
が，無印の游ゴシックは内部的にはRegularです。また，游ゴ
シックを選択して「B」ボタンで，内部的には游ゴシックBold
が選択されます）。
　自分で作った掲示物やスライドなどの書類が，どうも垢抜け
ない，素人臭いとお悩みの方。それは，センスがないからでは
なく，このようなデザインのノウハウや基本ルールを知らない
からなのです。フォントの選び方のみならず，文字の配置，図
やグラフ，配色などにも基本ルールは存在します。このルール
をマスターすれば，WordやPowerPointであっても，読みや
すく伝わりやすい，見違えるほどかっこいい資料が作れるよう
になります。

Javaプログラミング言語習得において，新人プログラマーの最初
の障害は「オブジェクト指向の壁」です。本書は，Javaのソフト
ウェア開発を中心に事業を発展させてきたSMG社の新人教育セ
ミナーを加筆・書籍化したもので，大卒の新人に対して，ゼロから
Java言語を教えてきた実績をフィードバックしています。単にプ
ログラミングを「覚える」のではなく，その「考え方を理解」させ，
さらに「手を動かしソースを書く」ことを基本とし，知らず知らず
のうちにオブジェクト指向が身につくようになっていきます。

なぜ、あなたは
Javaで
オブジェクト指向開発が
できないのか
アクロクエストテクノロジー株式会社 小森裕介 著
A5判・296頁／定価（本体2,180円＋税）
ISBN 4-7741-2222-X

編 集 部 お 勧 め の 定 番 書編 集 部 お 勧 め の 定 番 書
なぜ、あなたは
Javaで
オブジェクト指向開発が
できないのか

あなたの書類をもっとランクアップするために！ 
まずフォントから変えてみよう
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のです。

　 C h a i n e r は ，G P U（ G r a p h i c s 

Processing Unit）の利用を可能にする

API（Appl icat ion Programming 

Interface）を備えており，学習プロセス

を高速化します。今後，自動運転にかかわ

る人工知能開発に，Chainerがどれだけ広

く活用されていくのかはまだ未知数です

が，Pythonが重要な役割を果たす言語の

ひとつであることは間違いなさそうです。

●ビッグデータ解析でもPython
　データサイエンティストが選択する言語

と言えば，RとPythonが人気です。これま

では，Rの方が少し優勢だったかもしれま

せん。しかし，Rはプログラミング言語と

しては少々特殊であり，とっつきにくい言

語だと言われています。一方，Pythonは

分かりやすく汎用的です。ビッグデータ解

析に世の中の関心が多く向けられるように

なるにつれ，RよりもPythonの方が，人気

が高まっているようです。

　　　 科学技術計算でも大人気

　Pythonの活躍の場は，科学技術計算の

分野にも広がっています。

●土台としてのNumPy
　数値計算を高速に行う仕組みと，基礎的

な科学技術計算用関数を提供するNumPy

（ナンパイ）と呼ばれるライブラリが，特

にその土台となっています。

　NumPyは，線形代数演算などの高速化

ライブラリ（Intel Math Kernel Libraryな

ど ） に リ ン ク し て 動 作 す る た め ，

「Pythonは，数値計算の処理速度が遅

い」という迷信を，完全に覆す結果を示し

てくれることも少なくありません。また，

NumPyよりもさらに処理を高速化させ

る，Cython（サイソン），Numba（ナン

バ），Numexpr（ニューメックス）などの

ライブラリが存在することも見逃せませ

ん。少ない努力で，C言語などにも匹敵す

る（あるいはそれを上回る）計算速度を実

現可能な言語がPythonなのです。

●科学技術計算を支えるライブラリ群
　NumPyを利用する様々なライブラリ

が，充実したプログラミング環境を形成し

ていることも見逃せません。例えば，科学

技術計算の各種アルゴリズムを提供する

SciPy（サイパイ），データ解析フレーム

ワークのpandas（パンダズ），データプ

ロットツールのMatplotlib（マットプロッ

トリブ）などが良い例です。これらのエコ

システムが，あらゆる処理を可能にし，

Pythonの利便性を高めています。

●不動の地位を確立しつつある
　IEEE Spectrumが発表した2016年の

人 気 プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 ラ ン キ ン グ

（2016年7月）では，C言語，Javaに続

いて，Pythonは3番目の人気を誇っていま

す。Pythonの普及度は，着実に上昇して

おり，科学技術計算の分野でも不動の地位

を確立しつつあると言って良いでしょう。

　　　利用しやすくなった　
　　　Python

　Pythonと言えば，かつてはインストー

ルに苦労するイメージがありました。様々

なライブラリの依存関係を解決しつつ，

C/C++のコンパイラを使うインストール

作業が必要になるためです。しかし今で

は，簡単にインストールを完了できるディ

ストリビューションパッケージが充実して

おり，OS（Windows，Linux，OS Xの

32bit/64bit版など）に依らず，簡単にイ

ンストールができるようになりました。

　Pythonのインストールで，特に筆者が

お勧めするのが，Continuum Analytics

社が 無 償で提 供しているAnaconda

（https://www.continuum.io/downloa

ds）です。Anacondaは，Python 2系と

Python 3系の両方について，すべてのプ

ラットフォーム（前述のOS）に対応した

インストーラを提供しています。インス

トール作業は，短時間に完了し，データサ

イエンスや科学技術計算において使用頻度

が高いライブラリの多くを含んだ実行環境

が構築できます。その環境をベースとし

て，さらに必要となるライブラリを追加す

れば，欲しい環境が簡単に手に入るように

なりました。

　　　さあ，Pythonを
　　　始めてみよう！

　ここまで説明してきたように，Python

は初学者にも優しく，非常に幅広い作業を

可能にしてくれるとても便利な言語です。

エコシステム（様々なライブラリ）の充実

と共に，人気度においても不動の地位を確

立しつつあります。Pythonの利用環境の

インストールも容易になり，これから

Pythonを学び始める方にとっては絶好の

タイミングと言って良いでしょう。さあ，

あなたもPythonを始めてみませんか？

　　　ハッカーへの第一歩に
　　　Pythonを

　「もしコンピュータ言語をひとつも知ら

ないのなら，まずPythonを学ぶことを勧め

る」。これは『Howtobecomea hacker』

（Eric S. Raymond著）の一節です。なぜ，

Pythonを勧めるのか，それには様々な理

由がありますが，筆者の経験や，世の中の動

向を踏まえて説明してみます。

　　　幅広い職種で必要と
　　　されるプログラミング

　プログラミングは，様々な職種で必要と

なるスキルです。ハッカー（hacker）と呼

ばれる，インターネットの発展を支えてき

た凄腕のプログラマーだけに必要なスキル

ではありません。統計学を駆使する社会学

者も，理学系の研究者も，工学系のエンジ

ニアも，データサイエンティストも，新薬

を開発する研究者も，みなプログラミング

のスキルを駆使することで，他人には簡単

に真似できない仕事を成し遂げています。

プログラミングによって，コンピュータを

あなたの脳の一部に変えることができる，

と言っても良いでしょう。

　　　メーカーの
　　　エンジニアの場合

　工学系のエンジニアにとっても，プログ

ラミングのスキルは設計作業に必要不可欠

です。筆者もメーカーに勤務するエンジニ

アですが，入社以来様々な言語を使ってき

ました。シェルスクリプト，sed，Perl，C

言語，C++，MATLAB/Simul ink，

Octave，Scilab，Mathematicaなど，

作業内容に応じて使い分けています。テキ

ストデータの整形をsedで行ったのち，C

言語のプログラムから読み込んで処理し，

その結果をMATLABで解析・可視化す

る，といった具合です。

　ただし，有償のライセンスを購入するこ

とが必要なMATLABのような言語の場

合，利用したい時にライセンスを確保でき

ずに，無償で利用できるOctaveやScilab

を代わりに使うこともあります。

　このような状況を変えつつあるのが

Pythonです。Pythonは，テキストデータ

の整形も，数値計算とその結果の可視化も

得意です。すべての作業でPythonを使え

ば事足りる，という場面が多いのです。そ

のため，Pythonを使って設計をする機会

が，日増しに増えています。

　また，エンジニアにとって大切なこと

は，自分の設計内容や検討内容を完全に把

握しておくことです。その点，MATLAB

のような有償のソフトを使うと，ライブラ

リのソースコードが公開されていないこと

が問題になる場合があります。Python

と，Pythonの主要なライブラリの場合

は，ほとんどがオープンソースプロジェク

トです。そのため，すべてを自分のコント

ロール下に置いて，開発を進めることが可

能です。

　　　Pythonを選択するわけ

　具体的にPytonを選択する理由を挙げて

みます。

●無償で使える
　Pythonは，無償で利用できる言語で

す。学生も，民間企業のエンジニアも，決

められたライセンス条項に従う限り，無償

で自由に利用できます。

●充実したエコシステム
　Pythonは，多くの標準ライブラリと共

に配布されており，それだけでも様々な処

理を実現できる機能を備えています。そし

て，それだけでなく，様々な拡張機能を提

供するサードパーティライブラリが，充実

したエコシステムを形成しています。もち

ろん，それらの主要なものは，ほとんどが

無償で利用できるオープンソースプロジェ

クトです。

●初学者が学びやすい
　Pythonは，文法がシンプルで可読性が

高く，初学者にとって学びやすい言語で

す。標準的なスタイルガイドが定められて

おり，それが広く認知されているため，比

較的誰が書いても差が出ないのがPython

の特徴です。

●他言語との接続性が良い
　C/C++のライブラリなどを，Pythonプ

ログラムから読み込んで利用することも可

能です。Pythonは，グルー言語(glue 

language)，つまり糊（のり）の役割を果

たす言語であると言われるように，他の言

語との接続性が良いのが特徴です。そのた

め使い勝手が良く，過去の設計資産なども

活用できます。

　　　ディープ・ラーニングと
　　　ビッグデータ解析での活用

　次に，Pythonが実際に活用されている

場面を見ていきます。

●AlphaGoの快挙を支えたPython
　2016年3月に，Google DeepMind社

が開発した人工知能「AlphaGo」が，囲碁

のトップ棋士であるイ・セドル氏との5番

勝負で，4勝1敗という好成績を収めまし

た。このAlphaGoは，Pythonを使って開

発されました。Googleが開発した，人工

知 能 開 発 の フ レ ー ム ワ ー ク で あ る

TensorFlow（オープンソースソフトウェ

ア）を用いて開発されたのです。

　囲碁の世界では，トップ棋士に人工知能

が勝利することは，当面無理である考えら

れていました。ディープ・ラーニングの大

いなる可能性が認識された後でも，難しい

と考えられていたのです。

　この快挙を成し遂げるには，複雑な処理

を見通し良く行えることや，高速に計算を

実行する仕組みなどが必要であったと思わ

れます。Pythonが，そのための言語とし

て選択されたという事実は，Pythonの有

用性と可能性を示唆するものだと言って良

いでしょう。

●ぶつからない車もPython!?
　トヨタ自動車の「ぶつからない車」の開

発にも，Pythonは活用されています。ぶ

つ か ら な い こ と を 学 習 す る た め に ，

Chainerと呼ばれるPythonのライブラリ

（Preferred Networks社が開発したオー

プンソースソフトウェア）が使われている

2016 vol.174　21 2016  vol.174



著者寄稿
シリーズ

11 Pythonで
　プログラミングを始めよう

文：中久喜健司

中久喜健司
東京大学工学部航空宇宙工学科および同大学院を2000年に卒業後，三菱電機（株）に入社し今に至る。
空力・航法・制御系設計のエンジニアで，GPS（米国の衛星測位システム）の利用技術などに詳しい。

著 者
プロフィール

科学技術計算のための
Python入門
――開発基礎、必須ライブラリ、
　    高速化
中久喜健司 著
A5判・416頁
定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-8388-6

本稿執筆の
中久喜氏の著書が

こ　ち　ら

のです。

　 C h a i n e r は ，G P U（ G r a p h i c s 

Processing Unit）の利用を可能にする

API（Appl icat ion Programming 

Interface）を備えており，学習プロセス

を高速化します。今後，自動運転にかかわ

る人工知能開発に，Chainerがどれだけ広

く活用されていくのかはまだ未知数です

が，Pythonが重要な役割を果たす言語の

ひとつであることは間違いなさそうです。

●ビッグデータ解析でもPython
　データサイエンティストが選択する言語

と言えば，RとPythonが人気です。これま

では，Rの方が少し優勢だったかもしれま

せん。しかし，Rはプログラミング言語と

しては少々特殊であり，とっつきにくい言

語だと言われています。一方，Pythonは

分かりやすく汎用的です。ビッグデータ解

析に世の中の関心が多く向けられるように

なるにつれ，RよりもPythonの方が，人気

が高まっているようです。

　　　 科学技術計算でも大人気

　Pythonの活躍の場は，科学技術計算の

分野にも広がっています。

●土台としてのNumPy
　数値計算を高速に行う仕組みと，基礎的

な科学技術計算用関数を提供するNumPy

（ナンパイ）と呼ばれるライブラリが，特

にその土台となっています。

　NumPyは，線形代数演算などの高速化

ライブラリ（Intel Math Kernel Libraryな

ど ） に リ ン ク し て 動 作 す る た め ，

「Pythonは，数値計算の処理速度が遅

い」という迷信を，完全に覆す結果を示し

てくれることも少なくありません。また，

NumPyよりもさらに処理を高速化させ

る，Cython（サイソン），Numba（ナン

バ），Numexpr（ニューメックス）などの

ライブラリが存在することも見逃せませ

ん。少ない努力で，C言語などにも匹敵す

る（あるいはそれを上回る）計算速度を実

現可能な言語がPythonなのです。

●科学技術計算を支えるライブラリ群
　NumPyを利用する様々なライブラリ

が，充実したプログラミング環境を形成し

ていることも見逃せません。例えば，科学

技術計算の各種アルゴリズムを提供する

SciPy（サイパイ），データ解析フレーム

ワークのpandas（パンダズ），データプ

ロットツールのMatplotlib（マットプロッ

トリブ）などが良い例です。これらのエコ

システムが，あらゆる処理を可能にし，

Pythonの利便性を高めています。

●不動の地位を確立しつつある
　IEEE Spectrumが発表した2016年の

人 気 プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 ラ ン キ ン グ

（2016年7月）では，C言語，Javaに続

いて，Pythonは3番目の人気を誇っていま

す。Pythonの普及度は，着実に上昇して

おり，科学技術計算の分野でも不動の地位

を確立しつつあると言って良いでしょう。

　　　利用しやすくなった　
　　　Python

　Pythonと言えば，かつてはインストー

ルに苦労するイメージがありました。様々

なライブラリの依存関係を解決しつつ，

C/C++のコンパイラを使うインストール

作業が必要になるためです。しかし今で

は，簡単にインストールを完了できるディ

ストリビューションパッケージが充実して

おり，OS（Windows，Linux，OS Xの

32bit/64bit版など）に依らず，簡単にイ

ンストールができるようになりました。

　Pythonのインストールで，特に筆者が

お勧めするのが，Continuum Analytics

社が 無 償で提 供しているAnaconda

（https://www.continuum.io/downloa

ds）です。Anacondaは，Python 2系と

Python 3系の両方について，すべてのプ

ラットフォーム（前述のOS）に対応した

インストーラを提供しています。インス

トール作業は，短時間に完了し，データサ

イエンスや科学技術計算において使用頻度

が高いライブラリの多くを含んだ実行環境

が構築できます。その環境をベースとし

て，さらに必要となるライブラリを追加す

れば，欲しい環境が簡単に手に入るように

なりました。

　　　さあ，Pythonを
　　　始めてみよう！

　ここまで説明してきたように，Python

は初学者にも優しく，非常に幅広い作業を

可能にしてくれるとても便利な言語です。

エコシステム（様々なライブラリ）の充実

と共に，人気度においても不動の地位を確

立しつつあります。Pythonの利用環境の

インストールも容易になり，これから

Pythonを学び始める方にとっては絶好の

タイミングと言って良いでしょう。さあ，

あなたもPythonを始めてみませんか？

　　　ハッカーへの第一歩に
　　　Pythonを

　「もしコンピュータ言語をひとつも知ら

ないのなら，まずPythonを学ぶことを勧め

る」。これは『Howtobecomea hacker』

（Eric S. Raymond著）の一節です。なぜ，

Pythonを勧めるのか，それには様々な理

由がありますが，筆者の経験や，世の中の動

向を踏まえて説明してみます。

　　　幅広い職種で必要と
　　　されるプログラミング

　プログラミングは，様々な職種で必要と

なるスキルです。ハッカー（hacker）と呼

ばれる，インターネットの発展を支えてき

た凄腕のプログラマーだけに必要なスキル

ではありません。統計学を駆使する社会学

者も，理学系の研究者も，工学系のエンジ

ニアも，データサイエンティストも，新薬

を開発する研究者も，みなプログラミング

のスキルを駆使することで，他人には簡単

に真似できない仕事を成し遂げています。

プログラミングによって，コンピュータを

あなたの脳の一部に変えることができる，

と言っても良いでしょう。

　　　メーカーの
　　　エンジニアの場合

　工学系のエンジニアにとっても，プログ

ラミングのスキルは設計作業に必要不可欠

です。筆者もメーカーに勤務するエンジニ

アですが，入社以来様々な言語を使ってき

ました。シェルスクリプト，sed，Perl，C

言語，C++，MATLAB/Simul ink，

Octave，Scilab，Mathematicaなど，

作業内容に応じて使い分けています。テキ

ストデータの整形をsedで行ったのち，C

言語のプログラムから読み込んで処理し，

その結果をMATLABで解析・可視化す

る，といった具合です。

　ただし，有償のライセンスを購入するこ

とが必要なMATLABのような言語の場

合，利用したい時にライセンスを確保でき

ずに，無償で利用できるOctaveやScilab

を代わりに使うこともあります。

　このような状況を変えつつあるのが

Pythonです。Pythonは，テキストデータ

の整形も，数値計算とその結果の可視化も

得意です。すべての作業でPythonを使え

ば事足りる，という場面が多いのです。そ

のため，Pythonを使って設計をする機会

が，日増しに増えています。

　また，エンジニアにとって大切なこと

は，自分の設計内容や検討内容を完全に把

握しておくことです。その点，MATLAB

のような有償のソフトを使うと，ライブラ

リのソースコードが公開されていないこと

が問題になる場合があります。Python

と，Pythonの主要なライブラリの場合

は，ほとんどがオープンソースプロジェク

トです。そのため，すべてを自分のコント

ロール下に置いて，開発を進めることが可

能です。

　　　Pythonを選択するわけ

　具体的にPytonを選択する理由を挙げて

みます。

●無償で使える
　Pythonは，無償で利用できる言語で

す。学生も，民間企業のエンジニアも，決

められたライセンス条項に従う限り，無償

で自由に利用できます。

●充実したエコシステム
　Pythonは，多くの標準ライブラリと共

に配布されており，それだけでも様々な処

理を実現できる機能を備えています。そし

て，それだけでなく，様々な拡張機能を提

供するサードパーティライブラリが，充実

したエコシステムを形成しています。もち

ろん，それらの主要なものは，ほとんどが

無償で利用できるオープンソースプロジェ

クトです。

●初学者が学びやすい
　Pythonは，文法がシンプルで可読性が

高く，初学者にとって学びやすい言語で

す。標準的なスタイルガイドが定められて

おり，それが広く認知されているため，比

較的誰が書いても差が出ないのがPython

の特徴です。

●他言語との接続性が良い
　C/C++のライブラリなどを，Pythonプ

ログラムから読み込んで利用することも可

能です。Pythonは，グルー言語(glue 

language)，つまり糊（のり）の役割を果

たす言語であると言われるように，他の言

語との接続性が良いのが特徴です。そのた

め使い勝手が良く，過去の設計資産なども

活用できます。

　　　ディープ・ラーニングと
　　　ビッグデータ解析での活用

　次に，Pythonが実際に活用されている

場面を見ていきます。

●AlphaGoの快挙を支えたPython
　2016年3月に，Google DeepMind社

が開発した人工知能「AlphaGo」が，囲碁

のトップ棋士であるイ・セドル氏との5番

勝負で，4勝1敗という好成績を収めまし

た。このAlphaGoは，Pythonを使って開

発されました。Googleが開発した，人工

知 能 開 発 の フ レ ー ム ワ ー ク で あ る

TensorFlow（オープンソースソフトウェ

ア）を用いて開発されたのです。

　囲碁の世界では，トップ棋士に人工知能

が勝利することは，当面無理である考えら

れていました。ディープ・ラーニングの大

いなる可能性が認識された後でも，難しい

と考えられていたのです。

　この快挙を成し遂げるには，複雑な処理

を見通し良く行えることや，高速に計算を

実行する仕組みなどが必要であったと思わ

れます。Pythonが，そのための言語とし

て選択されたという事実は，Pythonの有

用性と可能性を示唆するものだと言って良

いでしょう。

●ぶつからない車もPython!?
　トヨタ自動車の「ぶつからない車」の開

発にも，Pythonは活用されています。ぶ

つ か ら な い こ と を 学 習 す る た め に ，

Chainerと呼ばれるPythonのライブラリ

（Preferred Networks社が開発したオー

プンソースソフトウェア）が使われている
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　2016年3月に，OpenAI（https://openai

.com/blog/）という非営利法人ができました。

設立者はテスラ・モーターズやスペースXで有名な

イーロン・マスク氏と，シリコンバレーのIT企業を

支えたYコンビネーターの投資家サム・アルトマン

氏というそうそうたるメンバーです。

　OpenAIの目的は，特定の組織が人工知能の技術

を独占してしまうことを防ぐというものです。マス

ク氏は「人間レベルの人工知能が生まれたとき，そ

れがどれほど社会に貢献するかを推測するのは難し

いが，それが悪用されたときにどれほどの被害を生

むのかを推測するのもまた難しい」と発言していま

す。たとえば特定の企業が技術を独占してしまった

り，テロ組織が人工知能を使った攻撃をしたり，独

裁国家が非人道的な目的で人工知能を使うようなこ

とを監視・阻止するために，世界レベルでの慎重な

議論が必要だと述べています。

　ほかにも，物理学者のスティーブン・ホーキング

氏やMicrosoft創業者のビル・ゲイツ氏もまた，人

工知能の発達が人類に害をおよぼすのではないかと

警鐘を鳴らしています。

　ただ，特定企業に人工知能の関連技術が集中して

いきているのは確実です。Google，Facebook，

Microsoft，Baiduなどが世界中のディープラーニ

ングの技術者を集めてさまざまな研究開発をしてい

るまっただ中です。

　イギリスのDeepMind（https://deepmind

.com/）というとても優れたディープラーニング技

術を持つ会社も，Googleに買収されてしまいまし

た。この買収は，DeepMindという会社よりもそこ

に所属するすぐれた技術者を雇い入れるのが目的で

した。数少ない人工知能関連の技術者・研究者を極

めて少数の企業がなりふり構わずかき集めているよ

うな状態です。

　シンギュラリティとは，機械の知能が人間を追い

越すのではないかという予測のことをいいますが，

この意味では，すでにごく少数の企業がほとんどの

人工知能関連の情報や技術を握りつつある状態で

す。このような寡占状態が今後も進んでいくと，望ま

しくない出来事が起きる可能性は十分にあります。

　そもそも人工知能の技術はいまどんな時点にある

のでしょうか？ すでに人間と同じような知能を持

つロボットが開発されて存在するのでしょうか？ 

世間は人工知能ブームに沸いていますが，実は人間

のように自ら学習して成長していく「汎用人工知

能」を実現するにはまだ道なかばです。囲碁で人間

を打ち負かす人工知能や自動運転車が進歩を続けて

も「人間のようなロボット」にはなりません。それ

では，まったく汎用人工知能を実現するのは無理な

話なのでしょうか。それはそうとも言い切れませ

ん。脳が何をしているかは徐々に解明され，ディー

プラーニングの登場により人間の機能を代替するよ

うな力をコンピューターが持ちはじめています。

　本書では，まず汎用人工知能とディープラーニン

グやIBMのWatsonに代表されるふつうの人工知能

は何が違うのかを説明します。続いて，脳の各部位

がどんな役割を持ち，どんなしくみで情報を処理し

ているのかにふれ，機械学習やディープラーニング

をはじめとしたコンピューターの技術がどれだけ人

間らしい知能に近づいているのかを解説します。近

い将来，心を持つ人工知能を作ることは現実になる

のでしょうか。本書で人類の技術がどこまで人間の

「脳」に近づいているのか確かめてください。

データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編
比戸将平，馬場雪乃，里洋平，戸嶋龍哉，得居誠也，福島真太朗，加藤公一，関喜史，
阿部厳，熊崎宏樹　著／B5判・192ページ／定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7631-4

データサイエンティスト養成読本 R活用編
養成読本編集部　著／B5判・164ページ／定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7057-2

　「Harvard Business Review」2012年
10月号で"Data Scientist:The Sexiest 
Job of the 21st Century”（データサイエ
ンティストは21世紀で最もセクシーな職
業）として取り上げられ，「データサイエン
ティスト」が新しい職種として注目を浴びて
からもうすぐ4年が経とうとしています。

　「セクシー」として取り上げられたデータ
サイエンティストは，多くの人が就きたい職
業として注目を浴びることになりました。
ビッグデータというキーワードもそれ以前
から流行していましたので，企業がデータ分
析できる人材を探す時期ともマッチしてい
ました。ふだんデータに関わることのある
エンジニアやマーケッターだけでなく，さま
ざまな人たちがデータサイエンティスト職
を志望したのです。

　しかし，実際の仕事は泥臭い作業が多く，
プログラミング技術も必要です。これらは，
すでにデータ分析を仕事にしている方々か
らは明確な事実でしたが，志望者の多くは
自分のスキルとのギャップに戸惑うことに
なります。メディアはデータサイエンティスト
を注目の職業として取り上げ続けたためバ
ズワード化する一方で，ギャップの激しさを
嘲笑して本当のデータサインティストのス
キルを持つ人はいない，とまで言われるこ
とにもなります。

　このギャップを埋められなかった原因の
ひとつに，データサイエンティスト志望者に
対して適切な書籍が提供されなかったこと
が挙げられます（もちろん原因はほかにも
考えられます）。種種雑多なデータを扱う
データサイエンティストはそれを整形して
活用するためのプログラミングや統計知識
が必要です。具体的にはRやPythonといっ
たプログラミング言語のスキル，基本的な
統計解析の知識にあわせて最近では機械
学習の知識も必要になっているかもしれま
せん。技術的な内容に触れていない書籍を

たよりにデータサイエンティストを志した方
は，残念としか言いようがありません。

　2013年に刊行したデータサインティスト
養成読本は，データサイエンティストのスキ
ルをまとめ，プログラミングのコードを掲載
しながらどのようにデータ分析を進めてい
くかをいちはやく解説しました。なかには
「難しすぎる」との声もありましたが，実務
でデータ分析をしている執筆者陣がどのよ
うなツールや手法を使っているか垣間見る
ことができ，本気でデータサイエンティスト
を目指す方への最初の1冊としてはちょうど
良かったのだと思います。あらためて本書
の目次を掲載します。

巻頭企画　データサイエンティストの仕事術

　第1章　データサイエンティストに必要なスキル

　第2章　データサイエンスのプロセス

　第3章　「ビッグデータインフラ」入門

特集1　データ分析実践入門

　第1章　Rで統計解析をはじめよう

　第2章　RStudioでらくらくデータ分析

　第3章　Pythonによる機械学習

　第4章　データマイニングに必要な11のアルゴリズム

特集2　マーケティング分析本格入門

　第1章　Rによるマーケティング分析

　第2章　mixiにおける大規模データマイニング事例

　第3章　ソーシャルメディアネットワーク分析

特別記事　Fluentd入門

特別企画　データ分析のためにこれだけは覚
　　　　　えておきたい基礎知識

　第1章　SQL入門

　第2章　Webスクレイピング入門

　第3章　Tableau実践入門

　いかに幅広い知識が必要か分かると思
います。もちろん本書だけでは満足なスキ
ルが得られるとは限りません。これでスキル
の概観ができたら興味の持てたところから
掘り下げていくのが良いでしょう。データサ
イエンティスト養成読本のシリーズライン
ナップとして，機械学習入門編とR活用編が

あります。「機械学習入門編」は前半（第一
部）で機械学習のアルゴリズムやビジネス
の応用方法，流行の深層学習などに触れ，
後半（第二部）ではPythonをつかった機械
学習，画像認識，推薦エンジンの構築など
を解説しながら，手を動かして試すことが
できるようになっています。「R活用編」は
データ分析ソフトウェアとして一定の地位を
得たＲの活用方法を解説します。この2冊も
現在のデータ分析事情をおさえるにはお
勧めですので，機会があれば手にとってみて
ください。

　データサイエンティストはけして幻の職
業ではありません。本書の執筆者もデータ
サイエンティストとして活躍している方々で
すが，それぞれ得意なジャンルも所属する
業種もバラバラな印象を持ちます。最低限
のスキルを持った上で，自分の得意なジャン
ルで勝負しているデータサイエンティストが
多いのかもしれません。

　「結局プログラミングの知識が必要なの
か」と思わない限りデータサイエンティスト
の道は開けています。本書を参考にして
データ分析の一歩を踏み出してください。
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データサイエンティストは幻の職業か？

Software Design plus

改訂2版
データサイエンティスト養成読本
プロになるためのデータ分析力が身につく！
佐藤洋行，原田博植，里洋平，和田計也，早川敦士，
倉橋一成，下田倫大，大成弘子，奥野晃裕，中川帝人，
長岡裕己，中原誠　著
B5判・168ページ／定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8360-2

Software Design plus

コンピューターで脳がつくれるか
五木田 和也　著／A5判・176ページ／定価（本体1680円＋税）

ISBN 978-4-7741-8410-4

1章 人工知能は人工知能ではない？

2章 生きるための知能、道具としての知能

3章 どこまで脳のしくみを解明できるか

4章 人間を追い越したコンピューター

5章 汎用人工知能をつくるには

6章 変わる人間の未来
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　2016年3月に，OpenAI（https://openai

.com/blog/）という非営利法人ができました。

設立者はテスラ・モーターズやスペースXで有名な

イーロン・マスク氏と，シリコンバレーのIT企業を

支えたYコンビネーターの投資家サム・アルトマン

氏というそうそうたるメンバーです。

　OpenAIの目的は，特定の組織が人工知能の技術

を独占してしまうことを防ぐというものです。マス

ク氏は「人間レベルの人工知能が生まれたとき，そ

れがどれほど社会に貢献するかを推測するのは難し

いが，それが悪用されたときにどれほどの被害を生

むのかを推測するのもまた難しい」と発言していま

す。たとえば特定の企業が技術を独占してしまった

り，テロ組織が人工知能を使った攻撃をしたり，独

裁国家が非人道的な目的で人工知能を使うようなこ

とを監視・阻止するために，世界レベルでの慎重な

議論が必要だと述べています。

　ほかにも，物理学者のスティーブン・ホーキング

氏やMicrosoft創業者のビル・ゲイツ氏もまた，人

工知能の発達が人類に害をおよぼすのではないかと

警鐘を鳴らしています。

　ただ，特定企業に人工知能の関連技術が集中して

いきているのは確実です。Google，Facebook，

Microsoft，Baiduなどが世界中のディープラーニ

ングの技術者を集めてさまざまな研究開発をしてい

るまっただ中です。

　イギリスのDeepMind（https://deepmind

.com/）というとても優れたディープラーニング技

術を持つ会社も，Googleに買収されてしまいまし

た。この買収は，DeepMindという会社よりもそこ

に所属するすぐれた技術者を雇い入れるのが目的で

した。数少ない人工知能関連の技術者・研究者を極

めて少数の企業がなりふり構わずかき集めているよ

うな状態です。

　シンギュラリティとは，機械の知能が人間を追い

越すのではないかという予測のことをいいますが，

この意味では，すでにごく少数の企業がほとんどの

人工知能関連の情報や技術を握りつつある状態で

す。このような寡占状態が今後も進んでいくと，望ま

しくない出来事が起きる可能性は十分にあります。

　そもそも人工知能の技術はいまどんな時点にある

のでしょうか？ すでに人間と同じような知能を持

つロボットが開発されて存在するのでしょうか？ 

世間は人工知能ブームに沸いていますが，実は人間

のように自ら学習して成長していく「汎用人工知

能」を実現するにはまだ道なかばです。囲碁で人間

を打ち負かす人工知能や自動運転車が進歩を続けて

も「人間のようなロボット」にはなりません。それ

では，まったく汎用人工知能を実現するのは無理な

話なのでしょうか。それはそうとも言い切れませ

ん。脳が何をしているかは徐々に解明され，ディー

プラーニングの登場により人間の機能を代替するよ

うな力をコンピューターが持ちはじめています。

　本書では，まず汎用人工知能とディープラーニン

グやIBMのWatsonに代表されるふつうの人工知能

は何が違うのかを説明します。続いて，脳の各部位

がどんな役割を持ち，どんなしくみで情報を処理し

ているのかにふれ，機械学習やディープラーニング

をはじめとしたコンピューターの技術がどれだけ人

間らしい知能に近づいているのかを解説します。近

い将来，心を持つ人工知能を作ることは現実になる

のでしょうか。本書で人類の技術がどこまで人間の

「脳」に近づいているのか確かめてください。

データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編
比戸将平，馬場雪乃，里洋平，戸嶋龍哉，得居誠也，福島真太朗，加藤公一，関喜史，
阿部厳，熊崎宏樹　著／B5判・192ページ／定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7631-4

データサイエンティスト養成読本 R活用編
養成読本編集部　著／B5判・164ページ／定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7057-2

　「Harvard Business Review」2012年
10月号で"Data Scientist:The Sexiest 
Job of the 21st Century”（データサイエ
ンティストは21世紀で最もセクシーな職
業）として取り上げられ，「データサイエン
ティスト」が新しい職種として注目を浴びて
からもうすぐ4年が経とうとしています。

　「セクシー」として取り上げられたデータ
サイエンティストは，多くの人が就きたい職
業として注目を浴びることになりました。
ビッグデータというキーワードもそれ以前
から流行していましたので，企業がデータ分
析できる人材を探す時期ともマッチしてい
ました。ふだんデータに関わることのある
エンジニアやマーケッターだけでなく，さま
ざまな人たちがデータサイエンティスト職
を志望したのです。

　しかし，実際の仕事は泥臭い作業が多く，
プログラミング技術も必要です。これらは，
すでにデータ分析を仕事にしている方々か
らは明確な事実でしたが，志望者の多くは
自分のスキルとのギャップに戸惑うことに
なります。メディアはデータサイエンティスト
を注目の職業として取り上げ続けたためバ
ズワード化する一方で，ギャップの激しさを
嘲笑して本当のデータサインティストのス
キルを持つ人はいない，とまで言われるこ
とにもなります。

　このギャップを埋められなかった原因の
ひとつに，データサイエンティスト志望者に
対して適切な書籍が提供されなかったこと
が挙げられます（もちろん原因はほかにも
考えられます）。種種雑多なデータを扱う
データサイエンティストはそれを整形して
活用するためのプログラミングや統計知識
が必要です。具体的にはRやPythonといっ
たプログラミング言語のスキル，基本的な
統計解析の知識にあわせて最近では機械
学習の知識も必要になっているかもしれま
せん。技術的な内容に触れていない書籍を

たよりにデータサイエンティストを志した方
は，残念としか言いようがありません。

　2013年に刊行したデータサインティスト
養成読本は，データサイエンティストのスキ
ルをまとめ，プログラミングのコードを掲載
しながらどのようにデータ分析を進めてい
くかをいちはやく解説しました。なかには
「難しすぎる」との声もありましたが，実務
でデータ分析をしている執筆者陣がどのよ
うなツールや手法を使っているか垣間見る
ことができ，本気でデータサイエンティスト
を目指す方への最初の1冊としてはちょうど
良かったのだと思います。あらためて本書
の目次を掲載します。

巻頭企画　データサイエンティストの仕事術

　第1章　データサイエンティストに必要なスキル

　第2章　データサイエンスのプロセス

　第3章　「ビッグデータインフラ」入門

特集1　データ分析実践入門

　第1章　Rで統計解析をはじめよう

　第2章　RStudioでらくらくデータ分析

　第3章　Pythonによる機械学習

　第4章　データマイニングに必要な11のアルゴリズム

特集2　マーケティング分析本格入門

　第1章　Rによるマーケティング分析

　第2章　mixiにおける大規模データマイニング事例

　第3章　ソーシャルメディアネットワーク分析

特別記事　Fluentd入門

特別企画　データ分析のためにこれだけは覚
　　　　　えておきたい基礎知識

　第1章　SQL入門

　第2章　Webスクレイピング入門

　第3章　Tableau実践入門

　いかに幅広い知識が必要か分かると思
います。もちろん本書だけでは満足なスキ
ルが得られるとは限りません。これでスキル
の概観ができたら興味の持てたところから
掘り下げていくのが良いでしょう。データサ
イエンティスト養成読本のシリーズライン
ナップとして，機械学習入門編とR活用編が

あります。「機械学習入門編」は前半（第一
部）で機械学習のアルゴリズムやビジネス
の応用方法，流行の深層学習などに触れ，
後半（第二部）ではPythonをつかった機械
学習，画像認識，推薦エンジンの構築など
を解説しながら，手を動かして試すことが
できるようになっています。「R活用編」は
データ分析ソフトウェアとして一定の地位を
得たＲの活用方法を解説します。この2冊も
現在のデータ分析事情をおさえるにはお
勧めですので，機会があれば手にとってみて
ください。

　データサイエンティストはけして幻の職
業ではありません。本書の執筆者もデータ
サイエンティストとして活躍している方々で
すが，それぞれ得意なジャンルも所属する
業種もバラバラな印象を持ちます。最低限
のスキルを持った上で，自分の得意なジャン
ルで勝負しているデータサイエンティストが
多いのかもしれません。

　「結局プログラミングの知識が必要なの
か」と思わない限りデータサイエンティスト
の道は開けています。本書を参考にして
データ分析の一歩を踏み出してください。
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データサイエンティストは幻の職業か？

Software Design plus

改訂2版
データサイエンティスト養成読本
プロになるためのデータ分析力が身につく！
佐藤洋行，原田博植，里洋平，和田計也，早川敦士，
倉橋一成，下田倫大，大成弘子，奥野晃裕，中川帝人，
長岡裕己，中原誠　著
B5判・168ページ／定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8360-2

Software Design plus

コンピューターで脳がつくれるか
五木田 和也　著／A5判・176ページ／定価（本体1680円＋税）

ISBN 978-4-7741-8410-4

1章 人工知能は人工知能ではない？

2章 生きるための知能、道具としての知能

3章 どこまで脳のしくみを解明できるか

4章 人間を追い越したコンピューター

5章 汎用人工知能をつくるには

6章 変わる人間の未来
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文：井上誠一郎

執筆者プロフィール

Java EEの過去

　Java EEには過去2回のエポックメイキ
ングと呼べる技術の登場がありました。最
初はEJBです。EJB以前はサーブレット
を中心としたシンプルなWebアプリ開発
のフレームワークでした。EJBの登場に
よりフルスタックで重厚なJ2EE時代に入
りました。
　次がCDIです。CDIはDI（Dependency 
Injection）のための規格です。少し時間差
がありますが，CDIはJ2EEからJava EE
への名称変更の象徴です。

Java EEの現在

　原則論で言えば，Java EEのバージョン
番号はJava自身（Java SE）のバージョ
ン番号と同期しています。つまり，Java8
の登場に合わせてJava EEのバージョン8
もリリースされるはずです（ちなみに同じ
バージョンの組み合わせが必須という意味
ではありません）。しかし，Java8のリリー
スから2年以上経った今でも，バージョン
8はまだ出ていません。下手をすると，
Java9のほうが先にリリースされそうなの
が実状です。
　Java EE 8のリリースの遅れから，一部
にはJava EEの将来を心配する声もあ
がっています。そんな声の現れとして，
Java EEの未来を危惧する人たちによる
Java EEガーディアンズという行動が起こ
されています。このままOracle社に任せて

いてはJava EEの開発が進まないと心配

している開発者によるコミュニティです。

　今すぐにOracle社がJava EEを放り出

す可能性は低いかもしれませんが，開発の

中心がコミュニティに移っていく可能性は

あります。個人的には，開発がコミュニ

ティ中心になるシナリオはそう悪い話でも

ないかと思っています。しかし，現実を見

据えると，お金の匂いが開発継続に重要で

あることは否定できない事実です。

Java EEの未来

　そんなJava EEですが，今後どこに向

かうのかを占うのはそんなに難しくないと

思っています。なぜなら最近のJava EE

は，先行するSpring Framework（以下

Spring）を追いかけているからです。

　Springが，DIとAOP(アスペクト指向

プログラミング)で一世を風靡してから実

に10年以上経っています。Springは，

J2EE 1.4からJava EE 5への大転換に多

大な影響を与えました。冒頭，ふたつ目の

エポックメイキングな技術として紹介した

CDIは，SpringのDIから影響を受けた標

準規格です。

　Springの最近のキャッチフレーズはマ

イクロサービスです。つまり，Springを

追いかけるJava EEも，マイクロサービ

ス対応を標榜する可能性が高くなっていま

す（既にやや非公式ながらもそのような

メッセージは漏れ伝わっています）。

EJBからマイクロサービスを想う

　何がマイクロサービスなのか，には諸説
あります。マイクロサービスというキーワー
ドの登場初期は，SOA（サービス指向アー
キテクチャ）と何が違うのか，と叩く向き
もありましたが，今となってはSOAの設計
パターンのうち，成功したひとつのパター
ンがマイクロサービス，というぐらいの位
置づけで良い気がします。
　個人的に興味深いのは，マイクロサービ
スとEJBの比較です。EJBの目指していた
のは分散オブジェクトでした。過去形にし
たのは，失敗だったと断言してもいいと思
うからです。かつてのEJBの分散オブジェ
クト時代，Webアプリ（サーブレットアプ
リ）の背後にEJBコンテナを配置し，EJB
側にビジネスロジックやデータアクセスを
記述し，Webアプリ側をビジネスロジック
と疎結合にしろ，がEJBの哲学でした。
　RESTで応えるマイクロサービスとEJB
のリモートオブジェクトには奇妙な相似性
があります。
　皮肉なことにSpring創始者のロッド
ジョンソン氏はEJBのリモートオブジェク
ト批判の急先鋒でした。批判のポイントは
いくつかありますが，今でも成立しそうな
批判ポイントを3つあげてみます。

①分散オブジェクトはテストが無駄に複雑
化する

②分散オブジェクトは配備（デプロイ）が
大変になる

③リモートオブジェクトのアクセスはオブ
ジェクト指向の良い設計を壊す場合が
多い

　最後の指摘は少々わかりづらいので補
足します。リモートアクセスはネットワーク
を介すため，ローカル（同一VM内）のメ
ソッド呼び出しに比べて，どうしても遅延
が発生します。開発者がこの遅延を嫌い，
呼び出し回数を減らす意図でのメソッド設
計になりやすいという危惧です。この結
果，本来あるべき，直交性の高いメソッド
設計から乖離するリスクを指摘していま
す。マイクロサービスでも，なんらかの集約
API（リモートアクセスの呼び出し回数を
減らすためのラッパーAPI）は不可避なの
で，かつてのEJB批判の一部には，マイク
ロサービスの時代にも耳を傾ける価値が
あります。
　EJBと類似しているからマイクロサービ
スがダメだ，などと主張する気はありませ
ん。むしろ，個人的な主張は分散システム
こそが正義だと思っています。ただ分散シ
ステムには，本質的な難しさが内在してい
るのも事実です。

EJBからマイクロサービスへの飛躍

　EJBの時代からマイクロサービスへの変
化は大きくふたつあります。ひとつは障害
に対する考え方の変化です。マイクロサー
ビスでは，個々のサービスのインスタンス
が落ちる前提で設計します。システムの一

部が死んでいても，その影響を隔離してシ
ステム全体は生き続けるように設計しま
す。また，インスタンスが落ちたら，さっさ
と別のインスタンスを上げてしまえばいい
という発想もします。ある意味，クラウド
時代ゆえの考え方です。
　マイクロサービスのもうひとつの変化は
分散データベースです。個々のマイクロ
サービスは，(少なくとも論理的には)個々
のデータソースを持ちます。2PC（2フェー
ズコミット）のような形でマイクロサービ
ス間のデータの一貫性を取る考えはあり
ません。（古典的な）分散トランザクション
がEJBのひとつの技術要素だったことを
思うと象徴的な変化です。
　古典的な分散トランザクションを捨てた
世界に待つのは，NoSQLなどで有名に
なった 結 果 整合 性 で す。筆 者自身 は，
NoSQLを身をもって実践しているので，
結果整合性でも大丈夫と安易に言う気に
はなれませんが，インターネットスケール
の大きなシステムでは，全体とは言わない
までも一定の割合で必須になる考えです。

Java EEとの向き合い方

　Java EEの過去から未来を徒然なるま
まに話してきました。最後に開発者はどう
Java EEに向き合うべきかの個人的見解
を述べてみます。
　Java EEがJavaでWebアプリを作る時
のフレームワークのひとつの選択肢である
のは間違いありません。J2EE時代（EJB

時代）は重厚なフレームワークでしたが，
今は現実的な選択肢のひとつです。
　もうひとつ，Java EEにはアーキテク
チャの勉強のための価値があると思ってい
ます。Java EEには長い間に渡る頭の良い
人たちの考えが詰まっています。オブジェ
クトのライフサイクル管理や状態管理，並
行制御，トランザクション管理，例外処理，
非同期処理，どれも本質的に複雑です。し
かし，一定規模のシステムを作る時，これ
らの複雑さは避けられません。これらの複
雑さをどう抽象化するかが設計の肝になり
ます。そんな時，Java EEの抽象化を学ぶ
価値があると思います。

パーフェクト Java EE
井上誠一郎，槙俊明，上妻宜人，菊田洋一 著
B5変形判・592頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-8316-9
Java EE 7からJava EEの標準技術のみで大規模開発
が可能になりました。そこで本書は，Java EEの標準技
術をDI／Web層／データアクセス層に分け解説するこ
とで，大規模Webアプリケーション開発をする上での実
践的な知識を一冊に凝縮しています。

改訂3版 パーフェクト C#
斎藤友男，醍醐竜一 著
B5変形判・608頁/定価（本体3,600円＋税）
ISBN 978-4-7741-5680-4
基本文法，Webアプリケーション開発はも
ちろん，C#5.0から可能になったWindows
ストアアプリケーション開発の実践方法か
ら，C#，.NETの内部動作まで幅広いテーマ
を扱います。C#5.0に対応。

改訂2版 パーフェクト Java
井上誠一郎，永井雅人 著
B5変形判・592頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-6685-8
Javaを扱ううえで知っておきたい知識は，こ
の一冊に網羅されています。基本文法はも
ちろん，ラムダ式，メソッド参照，ストリーム
処理，GUIに関してもJava FXについて解説
します。Java8に対応。

パーフェクト JavaScript
井上誠一郎，土江拓郎，浜辺将太 著
B5変形判・544頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-4813-7
Webアプリケーションを作りたい人を対象
に，前半でJavaScriptの言語仕様を解説し，
後半でクライアントサイドJavaSc r ip t，
HTML5，Web APIの利用，サーバサイド
JavaScriptを解説します。

パーフェクト PHP
小川雄大，柄沢聡太郎，橋口誠 著
B5変形判・592頁
定価（本体3,600円＋税）
ISBN 978-4-7741-4437-5
各技術に関しては基本からしっかり解説し，フ
レームワークなどを利用したWebアプリケー
ション開発の解説などは，内部処理が裏で何
をしているのかを掘り下げて解説しています。

パーフェクト Ruby
Rubyサポーターズ 著
B5変形判・640頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-5879-2
1冊でRubyの言語仕様から最新の技術まで
を網羅した内容です。体系的に知りたい初
心者はもちろん中級者以上の方にもRuby
を書く際に手元に置いておくと重宝します。
Ruby 1.9.3とRuby 2.0対応。

パーフェクト Ruby on Rails
すがわらまさのり，前島真一，近藤宇智朗，
橋立友宏 著
B5変形判・432頁/定価（本体2,880円＋税）
ISBN 978-4-7741-6516-5
実践的なWebアプリケーション開発手法を解
説します。RubyやRailsに関する基本的なこと
から開発や運用に活用するツール，Railsを拡張
する方法などを解説します。Rails4.1.1に対応。

パーフェクト Python
Pythonサポーターズ 著
B5変形判・464頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-5539-5
各技術に関しては基本から解説し，必要な
箇所では，内部処理が裏で何をしているの
かを掘り下げて解説しているため，体系的に
知りたい初心者はもちろん中級者にもお勧
めです。Python3.3に対応。

言語仕様から新しい技術
までを網羅した内容で，開
発を行う人のバイブルとな
る書籍シリーズです。これ
からはじめたい初心者に
も，すでに実践で使ってい
る技術者にもお勧めです。

「パーフェクト」シリーズ

好評発売中！

井上誠一郎
15年間アリエルネットワーク社のCTOを勤め
た後，現在はワークスアプリケーションズ社の
エグゼクティブフェロー。主な著書は『P2P教
科 書』『パーフェクトJava』『パーフェクト
JavaScript』。
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ングと呼べる技術の登場がありました。最
初はEJBです。EJB以前はサーブレット
を中心としたシンプルなWebアプリ開発
のフレームワークでした。EJBの登場に
よりフルスタックで重厚なJ2EE時代に入
りました。
　次がCDIです。CDIはDI（Dependency 
Injection）のための規格です。少し時間差
がありますが，CDIはJ2EEからJava EE
への名称変更の象徴です。

Java EEの現在

　原則論で言えば，Java EEのバージョン
番号はJava自身（Java SE）のバージョ
ン番号と同期しています。つまり，Java8
の登場に合わせてJava EEのバージョン8
もリリースされるはずです（ちなみに同じ
バージョンの組み合わせが必須という意味
ではありません）。しかし，Java8のリリー
スから2年以上経った今でも，バージョン
8はまだ出ていません。下手をすると，
Java9のほうが先にリリースされそうなの
が実状です。
　Java EE 8のリリースの遅れから，一部
にはJava EEの将来を心配する声もあ
がっています。そんな声の現れとして，
Java EEの未来を危惧する人たちによる
Java EEガーディアンズという行動が起こ
されています。このままOracle社に任せて

いてはJava EEの開発が進まないと心配

している開発者によるコミュニティです。

　今すぐにOracle社がJava EEを放り出

す可能性は低いかもしれませんが，開発の

中心がコミュニティに移っていく可能性は

あります。個人的には，開発がコミュニ

ティ中心になるシナリオはそう悪い話でも

ないかと思っています。しかし，現実を見

据えると，お金の匂いが開発継続に重要で

あることは否定できない事実です。

Java EEの未来

　そんなJava EEですが，今後どこに向

かうのかを占うのはそんなに難しくないと

思っています。なぜなら最近のJava EE

は，先行するSpring Framework（以下

Spring）を追いかけているからです。

　Springが，DIとAOP(アスペクト指向

プログラミング)で一世を風靡してから実

に10年以上経っています。Springは，

J2EE 1.4からJava EE 5への大転換に多

大な影響を与えました。冒頭，ふたつ目の

エポックメイキングな技術として紹介した

CDIは，SpringのDIから影響を受けた標

準規格です。

　Springの最近のキャッチフレーズはマ

イクロサービスです。つまり，Springを

追いかけるJava EEも，マイクロサービ

ス対応を標榜する可能性が高くなっていま

す（既にやや非公式ながらもそのような

メッセージは漏れ伝わっています）。

EJBからマイクロサービスを想う

　何がマイクロサービスなのか，には諸説
あります。マイクロサービスというキーワー
ドの登場初期は，SOA（サービス指向アー
キテクチャ）と何が違うのか，と叩く向き
もありましたが，今となってはSOAの設計
パターンのうち，成功したひとつのパター
ンがマイクロサービス，というぐらいの位
置づけで良い気がします。
　個人的に興味深いのは，マイクロサービ
スとEJBの比較です。EJBの目指していた
のは分散オブジェクトでした。過去形にし
たのは，失敗だったと断言してもいいと思
うからです。かつてのEJBの分散オブジェ
クト時代，Webアプリ（サーブレットアプ
リ）の背後にEJBコンテナを配置し，EJB
側にビジネスロジックやデータアクセスを
記述し，Webアプリ側をビジネスロジック
と疎結合にしろ，がEJBの哲学でした。
　RESTで応えるマイクロサービスとEJB
のリモートオブジェクトには奇妙な相似性
があります。
　皮肉なことにSpring創始者のロッド
ジョンソン氏はEJBのリモートオブジェク
ト批判の急先鋒でした。批判のポイントは
いくつかありますが，今でも成立しそうな
批判ポイントを3つあげてみます。

①分散オブジェクトはテストが無駄に複雑
化する

②分散オブジェクトは配備（デプロイ）が
大変になる

③リモートオブジェクトのアクセスはオブ
ジェクト指向の良い設計を壊す場合が
多い

　最後の指摘は少々わかりづらいので補
足します。リモートアクセスはネットワーク
を介すため，ローカル（同一VM内）のメ
ソッド呼び出しに比べて，どうしても遅延
が発生します。開発者がこの遅延を嫌い，
呼び出し回数を減らす意図でのメソッド設
計になりやすいという危惧です。この結
果，本来あるべき，直交性の高いメソッド
設計から乖離するリスクを指摘していま
す。マイクロサービスでも，なんらかの集約
API（リモートアクセスの呼び出し回数を
減らすためのラッパーAPI）は不可避なの
で，かつてのEJB批判の一部には，マイク
ロサービスの時代にも耳を傾ける価値が
あります。
　EJBと類似しているからマイクロサービ
スがダメだ，などと主張する気はありませ
ん。むしろ，個人的な主張は分散システム
こそが正義だと思っています。ただ分散シ
ステムには，本質的な難しさが内在してい
るのも事実です。

EJBからマイクロサービスへの飛躍

　EJBの時代からマイクロサービスへの変
化は大きくふたつあります。ひとつは障害
に対する考え方の変化です。マイクロサー
ビスでは，個々のサービスのインスタンス
が落ちる前提で設計します。システムの一

部が死んでいても，その影響を隔離してシ
ステム全体は生き続けるように設計しま
す。また，インスタンスが落ちたら，さっさ
と別のインスタンスを上げてしまえばいい
という発想もします。ある意味，クラウド
時代ゆえの考え方です。
　マイクロサービスのもうひとつの変化は
分散データベースです。個々のマイクロ
サービスは，(少なくとも論理的には)個々
のデータソースを持ちます。2PC（2フェー
ズコミット）のような形でマイクロサービ
ス間のデータの一貫性を取る考えはあり
ません。（古典的な）分散トランザクション
がEJBのひとつの技術要素だったことを
思うと象徴的な変化です。
　古典的な分散トランザクションを捨てた
世界に待つのは，NoSQLなどで有名に
なった 結 果 整合 性 で す。筆 者自身 は，
NoSQLを身をもって実践しているので，
結果整合性でも大丈夫と安易に言う気に
はなれませんが，インターネットスケール
の大きなシステムでは，全体とは言わない
までも一定の割合で必須になる考えです。

Java EEとの向き合い方

　Java EEの過去から未来を徒然なるま
まに話してきました。最後に開発者はどう
Java EEに向き合うべきかの個人的見解
を述べてみます。
　Java EEがJavaでWebアプリを作る時
のフレームワークのひとつの選択肢である
のは間違いありません。J2EE時代（EJB

時代）は重厚なフレームワークでしたが，
今は現実的な選択肢のひとつです。
　もうひとつ，Java EEにはアーキテク
チャの勉強のための価値があると思ってい
ます。Java EEには長い間に渡る頭の良い
人たちの考えが詰まっています。オブジェ
クトのライフサイクル管理や状態管理，並
行制御，トランザクション管理，例外処理，
非同期処理，どれも本質的に複雑です。し
かし，一定規模のシステムを作る時，これ
らの複雑さは避けられません。これらの複
雑さをどう抽象化するかが設計の肝になり
ます。そんな時，Java EEの抽象化を学ぶ
価値があると思います。

パーフェクト Java EE
井上誠一郎，槙俊明，上妻宜人，菊田洋一 著
B5変形判・592頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-8316-9
Java EE 7からJava EEの標準技術のみで大規模開発
が可能になりました。そこで本書は，Java EEの標準技
術をDI／Web層／データアクセス層に分け解説するこ
とで，大規模Webアプリケーション開発をする上での実
践的な知識を一冊に凝縮しています。

改訂3版 パーフェクト C#
斎藤友男，醍醐竜一 著
B5変形判・608頁/定価（本体3,600円＋税）
ISBN 978-4-7741-5680-4
基本文法，Webアプリケーション開発はも
ちろん，C#5.0から可能になったWindows
ストアアプリケーション開発の実践方法か
ら，C#，.NETの内部動作まで幅広いテーマ
を扱います。C#5.0に対応。

改訂2版 パーフェクト Java
井上誠一郎，永井雅人 著
B5変形判・592頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-6685-8
Javaを扱ううえで知っておきたい知識は，こ
の一冊に網羅されています。基本文法はも
ちろん，ラムダ式，メソッド参照，ストリーム
処理，GUIに関してもJava FXについて解説
します。Java8に対応。

パーフェクト JavaScript
井上誠一郎，土江拓郎，浜辺将太 著
B5変形判・544頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-4813-7
Webアプリケーションを作りたい人を対象
に，前半でJavaScriptの言語仕様を解説し，
後半でクライアントサイドJavaSc r ip t，
HTML5，Web APIの利用，サーバサイド
JavaScriptを解説します。

パーフェクト PHP
小川雄大，柄沢聡太郎，橋口誠 著
B5変形判・592頁
定価（本体3,600円＋税）
ISBN 978-4-7741-4437-5
各技術に関しては基本からしっかり解説し，フ
レームワークなどを利用したWebアプリケー
ション開発の解説などは，内部処理が裏で何
をしているのかを掘り下げて解説しています。

パーフェクト Ruby
Rubyサポーターズ 著
B5変形判・640頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-5879-2
1冊でRubyの言語仕様から最新の技術まで
を網羅した内容です。体系的に知りたい初
心者はもちろん中級者以上の方にもRuby
を書く際に手元に置いておくと重宝します。
Ruby 1.9.3とRuby 2.0対応。

パーフェクト Ruby on Rails
すがわらまさのり，前島真一，近藤宇智朗，
橋立友宏 著
B5変形判・432頁/定価（本体2,880円＋税）
ISBN 978-4-7741-6516-5
実践的なWebアプリケーション開発手法を解
説します。RubyやRailsに関する基本的なこと
から開発や運用に活用するツール，Railsを拡張
する方法などを解説します。Rails4.1.1に対応。

パーフェクト Python
Pythonサポーターズ 著
B5変形判・464頁/定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7741-5539-5
各技術に関しては基本から解説し，必要な
箇所では，内部処理が裏で何をしているの
かを掘り下げて解説しているため，体系的に
知りたい初心者はもちろん中級者にもお勧
めです。Python3.3に対応。

言語仕様から新しい技術
までを網羅した内容で，開
発を行う人のバイブルとな
る書籍シリーズです。これ
からはじめたい初心者に
も，すでに実践で使ってい
る技術者にもお勧めです。

「パーフェクト」シリーズ

好評発売中！

井上誠一郎
15年間アリエルネットワーク社のCTOを勤め
た後，現在はワークスアプリケーションズ社の
エグゼクティブフェロー。主な著書は『P2P教
科 書』『パーフェクトJava』『パーフェクト
JavaScript』。
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　「Blender」は無料で使用できる3DCGの
ソフトです。無料でありながら，機能を多く持つ
ため，プロの方でもCG制作に使用しています
（プロはいくつものソフトを使いこなします）。
初心者の方は，この多機能なソフトで迷子にな
らないよう，徐々にステップアップして作品づく
りをはじめるのがおすすめです。

　本書のカバーは本の中で紹介しているテク
ニックだけを使って描けるよう，制作されてい
ます。
「ここまで本当に作れるようになるの？」と思
われるかもしれませんが，本書をじっくり読み
進めて手を動かしていただけば，このレベルに
到達することだって可能です。とはいえ，テク
ニック習得だけでなく，「どんな構図にするか，
なにを描きたいか」そういったアイデアを生み，
考えることがとても大事。
　そこで，著者の大澤龍一さんにカバーイラス
ト制作メイキングについてうかがいました。
Blenderのショートカットキーもまじえて説明
いただいているので，CGイラスト制作のヒント
にきっとなるはずです（Blenderの初期設定は
省略します）。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

　本書は，1冊を通してひとつの成果物を作り
込むのではなく，章ごとにポイントを絞ってCG
を制作していくことによって，基礎から応用まで
使用頻度の高いツールを使いこなすテクニッ
クを充実させました。ツールの組み合わせや
CG制作において大切な考え方のヒントもさま
ざま紹介しているので，応用したいとき，困った
とき，行き詰まったときにもきっと役立ちます。
　無料ではじめたいCG制作初心者や，ある程
度Blenderを使用しているけど「UV」「テクス
チャ」「カメラ設定」など細かな各種機能の活か
し方がわからない中級者の方にオススメです。

　BIMとは，Building Information Modeling（ビルディング イ
ンフォメーション モデリング）の略で，コンピュータ上に作成し
た建築3Dモデルに，仕上げや工程，コストなどのさまざまな情報

を持たせた画期的なシステムです。3Dモデルに，材質や管理情報
などの属性データを追加し，追加建物の設計から施工，維持管理
まで活用することで効率が向上します。

無料ではじめるBlender
CGイラストテクニック
～3DCGの考え方としくみがしっかりわかる
大澤 龍一　著／B5変形判・280ページ
定価（本体2680円＋税）／ISBN 978-4-7741-8278-0

仕上げの
レンダリング

その6

6 7

2 3

4 5

1
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ラフスケッチを描く

その1

デザインするその3

BIMとは

　そこで，本書は，Autodesk社のRevitを使って，従来の
2D-CADのように「平面図」を「簡易な方法」で「早く」「思い

通りに」作成する方法を紹介しています。平面図が固まったら，
平面図に高さ情報を加え，立面図や断面図などを作成します。

いきなり3Dモデルの作成をすると大変ですが，本書で紹介してい
る「平面図からはじめるBIMの導入手法：平B式」なら，
AutoCADやJw_cadで図面を作成していた人が，スムーズに無理

なくBIMを導入できます。これからBIMを始めたいという方は本書
が役立つはずです。

平面図からBIMをはじめよう！

▲平面図（2階部分）とそれを3Dで表示したところ。平面図から始めてこれだけの3Dモデルが作成できる

　これまでの2D-CADを使った設計では，平面図，立面図，断面
図などを1枚ずつべつべつに作成していました。BIMを導入するこ
とで，図面の不整合性がなくなります。また，図面に変更があっ
た場合も，これまでは関連する図面をすべて修正する必要があり
ましたが，BIMなら3Dモデルを変更するだけで関連する図面もす
べて自動的に変更されます。

●BIMには，次のようなメリットがあります。　　
　・図面の整合性をとるための修正や面倒な面積計算などをする
　　必要がなくなり，設計者はデザインや詳細の検討といった設
　　計に集中できる
　・3Dモデルを使った分かりやすいプレゼンができる
　・設計や工事中の意思決定が早くなる

　日本でも少しずつBIMの導入が始まっており，2014年には国
土交通省の「BIMガイドライン」が策定されました。今後，BIMは
より重要な存在になるでしょう。

●BIMは大変便利ですが一方で次のようなデメリットもあります。
　・3Dモデリングの知識が必要になる

　　・「平面図だけが欲しい」といった場合でも，3Dモデルを作成
　しなければならず，かえって時間がかかる

このような事情もあり，BIMの導入をためらっている人も多いと思います。

BIMのメリット／デメリット

▲BIMによる設計の例。1つの3Dモデルからさまざまな図面が生成されている

B IM
を無理なく
導入するには

カバーイラストメイキング

　これが最初のラフスケッチ。通勤時間を利
用して，iPadProのProcreateで描きました。
「みんな，自分の作りたい絵を描けるように」
という思いを，リビングで自由にのびのび飛び
回る小さな飛行機として描きました。書籍名や
著者名など入る場所を想定して，情報量を減
らしておきます。
　背景にはチャプター02の扉絵を使う予定
で，必要になるモデルは飛行機と，不足があれ
ばテーブルの上の物です。
　おもちゃの飛行機ということで，絵ではサ
ラッと描きましたが，モデリングするには資料
がほしい所です。おもちゃのデザインってとて
も洗練されているので油断なりませんし，飛行
機好きな方に「なんじゃそりゃ」と言われるの
も切ないですからね。

　さっそく検索して，好みのシルエットの玩具
や自作っぽいステキな造形の模型をインター
ネットや資料で探していきます。

　いい資料が見つかったらまず形を知るため
にスケッチをします。そして徐々に自分のアレン
ジを加えてゆきます。全体のバランス，デフォル
メ加減であったり，翼の形であったり，タイヤ周り
をどうしようか，乗り込む部分をどうしようか，な
どなど。たくさん絵に描くと，形が頭に入ってき
てモデリングのときも迷いがなくなります。「目
で見るのではなく，手で見る」という感じです。

　そんなふうに再構築・モデリングしたのが，
この飛行機。デザインした絵や形だけでなく，
やはり作るときにも資料を観察するのが大事
です。実際に飛んでいる絵にするので，玩具っ
ぽさとリアルさをうまく融合すべく，部分的に
細かいディテールを入れました。

　これを印刷用の大きなサイズで，ノイズがな
くな るまでレンダリングしたも ので す。
GTX780を使用して50時間少々かかりまし
た。この間，Windows10の自動更新やスリー
プ，再起動などを徹底的に阻止しておかなけ
ればなりません。
　また，画像はOpenEXR形式で保存し，
PhotoshopフィルターのArionFXを使用し
て，トーンマッピング（色調整）と僅かに残った
レンダリングノイズの除去を行っています。
　のちに，細口ポットの先端がチャプター02
の作り方のままでカクカクなことに気付き，そ
こだけ作り直してレンダリング，合成しました。

※PCで見たものと印刷物とでは，どうしても色が変わっ
てしまうため，このあとにも色味の調整などの工程で
最後に仕上げていただいていますが，紙面の都合上こ
こまでのご紹介となります。

モデリングするその4
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　「Blender」は無料で使用できる3DCGの
ソフトです。無料でありながら，機能を多く持つ
ため，プロの方でもCG制作に使用しています
（プロはいくつものソフトを使いこなします）。
初心者の方は，この多機能なソフトで迷子にな
らないよう，徐々にステップアップして作品づく
りをはじめるのがおすすめです。

　本書のカバーは本の中で紹介しているテク
ニックだけを使って描けるよう，制作されてい
ます。
「ここまで本当に作れるようになるの？」と思
われるかもしれませんが，本書をじっくり読み
進めて手を動かしていただけば，このレベルに
到達することだって可能です。とはいえ，テク
ニック習得だけでなく，「どんな構図にするか，
なにを描きたいか」そういったアイデアを生み，
考えることがとても大事。
　そこで，著者の大澤龍一さんにカバーイラス
ト制作メイキングについてうかがいました。
Blenderのショートカットキーもまじえて説明
いただいているので，CGイラスト制作のヒント
にきっとなるはずです（Blenderの初期設定は
省略します）。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

　本書は，1冊を通してひとつの成果物を作り
込むのではなく，章ごとにポイントを絞ってCG
を制作していくことによって，基礎から応用まで
使用頻度の高いツールを使いこなすテクニッ
クを充実させました。ツールの組み合わせや
CG制作において大切な考え方のヒントもさま
ざま紹介しているので，応用したいとき，困った
とき，行き詰まったときにもきっと役立ちます。
　無料ではじめたいCG制作初心者や，ある程
度Blenderを使用しているけど「UV」「テクス
チャ」「カメラ設定」など細かな各種機能の活か
し方がわからない中級者の方にオススメです。

　BIMとは，Building Information Modeling（ビルディング イ
ンフォメーション モデリング）の略で，コンピュータ上に作成し
た建築3Dモデルに，仕上げや工程，コストなどのさまざまな情報

を持たせた画期的なシステムです。3Dモデルに，材質や管理情報
などの属性データを追加し，追加建物の設計から施工，維持管理
まで活用することで効率が向上します。

無料ではじめるBlender
CGイラストテクニック
～3DCGの考え方としくみがしっかりわかる
大澤 龍一　著／B5変形判・280ページ
定価（本体2680円＋税）／ISBN 978-4-7741-8278-0

仕上げの
レンダリング

その6
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ラフスケッチを描く

その1

デザインするその3

BIMとは

　そこで，本書は，Autodesk社のRevitを使って，従来の
2D-CADのように「平面図」を「簡易な方法」で「早く」「思い

通りに」作成する方法を紹介しています。平面図が固まったら，
平面図に高さ情報を加え，立面図や断面図などを作成します。

いきなり3Dモデルの作成をすると大変ですが，本書で紹介してい
る「平面図からはじめるBIMの導入手法：平B式」なら，
AutoCADやJw_cadで図面を作成していた人が，スムーズに無理

なくBIMを導入できます。これからBIMを始めたいという方は本書
が役立つはずです。

平面図からBIMをはじめよう！

▲平面図（2階部分）とそれを3Dで表示したところ。平面図から始めてこれだけの3Dモデルが作成できる

　これまでの2D-CADを使った設計では，平面図，立面図，断面
図などを1枚ずつべつべつに作成していました。BIMを導入するこ
とで，図面の不整合性がなくなります。また，図面に変更があっ
た場合も，これまでは関連する図面をすべて修正する必要があり
ましたが，BIMなら3Dモデルを変更するだけで関連する図面もす
べて自動的に変更されます。

●BIMには，次のようなメリットがあります。　　
　・図面の整合性をとるための修正や面倒な面積計算などをする
　　必要がなくなり，設計者はデザインや詳細の検討といった設
　　計に集中できる
　・3Dモデルを使った分かりやすいプレゼンができる
　・設計や工事中の意思決定が早くなる

　日本でも少しずつBIMの導入が始まっており，2014年には国
土交通省の「BIMガイドライン」が策定されました。今後，BIMは
より重要な存在になるでしょう。

●BIMは大変便利ですが一方で次のようなデメリットもあります。
　・3Dモデリングの知識が必要になる

　　・「平面図だけが欲しい」といった場合でも，3Dモデルを作成
　しなければならず，かえって時間がかかる

このような事情もあり，BIMの導入をためらっている人も多いと思います。

BIMのメリット／デメリット

▲BIMによる設計の例。1つの3Dモデルからさまざまな図面が生成されている

B IM
を無理なく
導入するには

カバーイラストメイキング

　これが最初のラフスケッチ。通勤時間を利
用して，iPadProのProcreateで描きました。
「みんな，自分の作りたい絵を描けるように」
という思いを，リビングで自由にのびのび飛び
回る小さな飛行機として描きました。書籍名や
著者名など入る場所を想定して，情報量を減
らしておきます。
　背景にはチャプター02の扉絵を使う予定
で，必要になるモデルは飛行機と，不足があれ
ばテーブルの上の物です。
　おもちゃの飛行機ということで，絵ではサ
ラッと描きましたが，モデリングするには資料
がほしい所です。おもちゃのデザインってとて
も洗練されているので油断なりませんし，飛行
機好きな方に「なんじゃそりゃ」と言われるの
も切ないですからね。

　さっそく検索して，好みのシルエットの玩具
や自作っぽいステキな造形の模型をインター
ネットや資料で探していきます。

　いい資料が見つかったらまず形を知るため
にスケッチをします。そして徐々に自分のアレン
ジを加えてゆきます。全体のバランス，デフォル
メ加減であったり，翼の形であったり，タイヤ周り
をどうしようか，乗り込む部分をどうしようか，な
どなど。たくさん絵に描くと，形が頭に入ってき
てモデリングのときも迷いがなくなります。「目
で見るのではなく，手で見る」という感じです。

　そんなふうに再構築・モデリングしたのが，
この飛行機。デザインした絵や形だけでなく，
やはり作るときにも資料を観察するのが大事
です。実際に飛んでいる絵にするので，玩具っ
ぽさとリアルさをうまく融合すべく，部分的に
細かいディテールを入れました。

　これを印刷用の大きなサイズで，ノイズがな
くな るまでレンダリングしたも ので す。
GTX780を使用して50時間少々かかりまし
た。この間，Windows10の自動更新やスリー
プ，再起動などを徹底的に阻止しておかなけ
ればなりません。
　また，画像はOpenEXR形式で保存し，
PhotoshopフィルターのArionFXを使用し
て，トーンマッピング（色調整）と僅かに残った
レンダリングノイズの除去を行っています。
　のちに，細口ポットの先端がチャプター02
の作り方のままでカクカクなことに気付き，そ
こだけ作り直してレンダリング，合成しました。

※PCで見たものと印刷物とでは，どうしても色が変わっ
てしまうため，このあとにも色味の調整などの工程で
最後に仕上げていただいていますが，紙面の都合上こ
こまでのご紹介となります。

モデリングするその4
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アウトライナー実践入門
～「書く・考える・生活する」
　創造的アウトライン・
　プロセッシングの技術～
Tak.　著／A5判・272ページ
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8285-8

「アウトライナー」って
何をするソフト？

　「アウトライナー」と聞いてピンと来る

人はあまり多くないかもしれません。で

は，「アウトライン・プロセッサー」なら

どうでしょうか？ PCのベテランユーザー

さんのなかには，「なんか聞いたことあ

る」という方もいらっしゃると思います。

　アウトライナー（アウトライン・プロ

セッサー）は，アウトラインの作成と編集

に特化したソフトです。「アウトライン

（Outline）」は，通常は「概略」「概

要」「あらまし」「要旨」といった意味に

なりますが，ここでは「入れ子状になった

箇条書き」のことを指します。

　アウトライナーは，その入れ子状になっ

た箇条書きであるアウトラインを作成した

り，編集したりするソフト。こう表現する

と，味も素っ気もない，無味乾燥なソフト

のように思えてしまいますが，実はそうで

はありません。

　新刊書籍『アウトライナー実践入門』

は，アウトライナーの可能性を100％以上

引き出すために書かれた本です。この本の

なかでは，アウトライナーを，「アウトラ

インを利用して〈文章を書き，考える〉た

めのソフト」だと定義しています。

　〈文章を書き，考える〉ためのソフト―

―つまり，知識労働に携わるナレッジワー

カーや，ライフハックが好きな方，ブロ

ガーさんやライターさん，卒論や就活でた

くさんの文章を書く大学生，といった方々

のためのソフトということです。

　アウトライナーは，一見するとシンプル

なソフトです。無数のメニューやボタンが

あって，覚えきれないくらいの機能を備え

ているソフトではありません。シンプルな

ゆえに，使い手と使い方によって，いくら

でも用途と可能性を広げることができるソ

フトでもあります。

4つのアウトライナー

　なんとなく，アウトライナーのことをイ

メージしていただけるようになったでしょ

うか。

　もう少し具体的なお話をしましょう。こ

こまで何度も「アウトライナー」と言及し

てきましたが，「アウトライナー」という

名前の特定のアプリはありません。アウト

ライナーはジャンル名です。

　アウトライナーと呼んで差し支えのない

ソフトはいくつもありますが，それらがみ

な使い勝手がいいわけではありません。

『アウトライナー実践入門』のなかでは，4

つのアウトライナーを取り上げています。

　WorkFlowy

　現時点で一番多くの人にオススメできる

アウトライナー。インストールして使うソ

フトではなく，ブラウザ上で動作するクラ

ウドアウトライナーです。

　Word

　毎度おなじみのMicrosoft Word。Word

にはアウトラインモードという機能が備

わっており，アウトライナーとして使うこ

とができます。職場のルールで，仕事用の

PCにクラウドソフトを導入できない方もい

らっしゃるでしょう。そんなときに頼りに

なるのがWordです。

　OmniOutliner

　Macユーザーの方にオススメしたいアウ

トライナーです。Mac版だけでなくiOS版

もあるので，iPad，iPhoneユーザーの方

はモバイル環境からも利用できます。

　Tree

　こちらもMacで使えるアウトライナーで

す。画面の横へ横へと，樹形図表示をでき

ることが特徴です。樹形図＝ツリー。機能

の特徴が名前になっています。

　Windows使いかMac使いか，仕事で使

うのかプライベートで使うのか，PCだけで

使えればいいのかモバイル環境でも使えな

いとダメか……。アウトライナーに興味を

持たれた方がいらっしゃって，いざ使って

みようかなとなったとき，この4つのソフ

トは必ず選択肢のなかに入ってくるはずで

す。

　何となくエクセルやワードを使っているけ
れど，どうも自分の操作に自信がない…。ピ
ボットテーブルや，VLOOKUP関数を使いこな
したくて解説書を読んで試してみても，イマイ
チ思い通りにならない…。そんな人，意外と多
いのではないでしょうか。
　なぜでしょう？それは，根本的な仕組みを理
解できていないからです。逆に言えば，そう
いった仕組みさえ理解できれば，いろいろな
機能を頑張って覚えなくても，自分の思い通り
に操作することができるのです。
　例えば，エクセルであれば，表をきれいに作
るためのお作法や，表計算の考え方。ワードで
あれば，ビジネス文書のルール。そういったも
のを理解しておけば，あとはそれに従って，操

作するだけです。
　「スピードマスター」シリーズは，そんな仕組
みをきちんと理解できる，“新感覚”のパソコ
ン実用書です！1時間程度で読めるコンパクト
な本に，本当に必要な「仕組み」と「コツ」を
ぎゅっと凝縮しました。読み物をメインにした
本なので，文章を読んでいくだけで，機能や操
作以前の，もっと重要な考え方を理解するこ
とができます。
　また，このシリーズでは，ワード，エクセルだ
けでなく，より実践的に仕事の現場で役立つ，
ピボットテーブルとVLOOKUP関数の書籍も
ラインナップしています。
　ピボットテーブルは，膨大なデータをスマー
トに集計して見やすくできるツールですが，こ

れも，あらかじめどんなことを考えておくべき
か知らないと，闇雲に使っても役には立ちませ
ん。VLOOKUP関数は，ビジネスの現場で使
用することのとても多い関数です。しかし，数
式が複雑なため，なかなか使いこなすことが
難しいと感じる人も多いでしょう。VLOOKUP
関数の成り立ちと仕組みをしっかりと理解す
ることで，自分の思い通りにデータを検索する
ことができるようになります。
　手軽なサイズの本なので，通勤途中などの
移動時間にもぴったりです。さっと読んで，本当
に必要な「仕組み」と「コツ」を効率よく理解し
ちゃいましょう。そうすれば，会社でも，一目置
かれること間違いなしです！

　仕事をするうえで欠かせないソフトの1つが，
「Word」。文書作成で必ずといっていいほど
お世話になる存在ですが，思いどおりの動作
をしてくれず，イラッとすることありませんか？
　たとえば，番号つきの行を改行すると，自動
的に連番を振ってくれますが，「別に次の行に
は必要なかったんだけど……」というとき。新
たに振られた番号を削除しても，行間が変に
開いたり，文字が左によってしまったりと，文字
位置がそろわなくなります。「あれ，おかしい
な」とスペースを入れて調整したり，インデント
をいじってみても，デコボコしてしまいます。

▲ 改行すると，勝手に連番が振られてしまう

　なぜ，こんな風になってしまうのか？ それ
は，段落の書式を引きずって改行されてしまう
せいです。
　では，どうすれば段落の書式を引きずらな
いか？ 答えは，　　　　ではなく，　　　＋
　　　　で改行することです。こうすると，2行
目の文字が1行目にそろいます。

▲ 改行しても連番が振られず，2行目の文字が1行目にそろう

　こんなちょっとしたことですが，意外とそん
なところで仕事の効率が一気に変わってしま
うもの。

　新刊『Wordのムカムカ！が一瞬でなくなる
使い方』では，時間をムダにしないために知っ
ておきたいWordの「なぜ？」やテクニックを徹
底解説。マンツーマンレッスンで17年，2000
名以上に指導してきた四禮静子さんならでは
の，実践的かつ親しみやすさが特徴です。
　さらに，Wordと双璧をなす必須アプリ・
Excelについて解説した『Excelのムカムカ！
が一瞬でなくなる使い方』も同時発売。2冊あ
わせて，ぜひチェックしてみてください！

本当に必要な「仕組み」と「コツ」を凝縮！ “新感覚”のパソコン実用書誕生！

Wordのムカムカ！が
一瞬でなくなる使い方
～文章・資料作成のストレス

を最小限に！

四禮静子　著
A5判・216ページ
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8243-8

Excelのムカムカ！が
一瞬でなくなる使い方
～表計算・資料作成のスト

レスを最小限に！

四禮静子　著
A5判・232ページ
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8244-5

Wordで段落番号を設定した

行末で改行すると，

勝手に次の行にも番号がつくし，

文字の位置がそろわない……

そんな余計なおせっかいに

イライラしていませんか？

スピードマスター
1時間でわかる 
エクセル VLOOKUP関数
デキる同僚はみんな使ってる！
木村幸子　著／四六判・160ページ
定価（本体880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8281-0

スピードマスター
1時間でわかる 
ワードの操作
仕事の現場はこれで充分！
リブロワークス　著／四六判・160ページ
定価（本体740円＋税）
ISBN 978-4-7741-8280-3

スピードマスター
1時間でわかる 
エクセルの操作
仕事の現場はこれで充分！
榊裕次郎　著／四六判・160ページ
定価（本体740円＋税）
ISBN 978-4-7741-8327-5

スピードマスター
1時間でわかる 
エクセル ピボットテーブル
上級職の必須ツールを最短でマスター
木村幸子　著／四六判・160ページ
定価（本体880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8282-7
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「アウトライナー」って
何をするソフト？

　「アウトライナー」と聞いてピンと来る

人はあまり多くないかもしれません。で

は，「アウトライン・プロセッサー」なら

どうでしょうか？ PCのベテランユーザー

さんのなかには，「なんか聞いたことあ

る」という方もいらっしゃると思います。

　アウトライナー（アウトライン・プロ

セッサー）は，アウトラインの作成と編集

に特化したソフトです。「アウトライン

（Outline）」は，通常は「概略」「概

要」「あらまし」「要旨」といった意味に

なりますが，ここでは「入れ子状になった

箇条書き」のことを指します。

　アウトライナーは，その入れ子状になっ

た箇条書きであるアウトラインを作成した

り，編集したりするソフト。こう表現する

と，味も素っ気もない，無味乾燥なソフト

のように思えてしまいますが，実はそうで

はありません。

　新刊書籍『アウトライナー実践入門』

は，アウトライナーの可能性を100％以上

引き出すために書かれた本です。この本の

なかでは，アウトライナーを，「アウトラ

インを利用して〈文章を書き，考える〉た

めのソフト」だと定義しています。

　〈文章を書き，考える〉ためのソフト―

―つまり，知識労働に携わるナレッジワー

カーや，ライフハックが好きな方，ブロ

ガーさんやライターさん，卒論や就活でた

くさんの文章を書く大学生，といった方々

のためのソフトということです。

　アウトライナーは，一見するとシンプル

なソフトです。無数のメニューやボタンが

あって，覚えきれないくらいの機能を備え

ているソフトではありません。シンプルな

ゆえに，使い手と使い方によって，いくら

でも用途と可能性を広げることができるソ

フトでもあります。

4つのアウトライナー

　なんとなく，アウトライナーのことをイ

メージしていただけるようになったでしょ

うか。

　もう少し具体的なお話をしましょう。こ

こまで何度も「アウトライナー」と言及し

てきましたが，「アウトライナー」という

名前の特定のアプリはありません。アウト

ライナーはジャンル名です。

　アウトライナーと呼んで差し支えのない

ソフトはいくつもありますが，それらがみ

な使い勝手がいいわけではありません。

『アウトライナー実践入門』のなかでは，4

つのアウトライナーを取り上げています。

　WorkFlowy

　現時点で一番多くの人にオススメできる

アウトライナー。インストールして使うソ

フトではなく，ブラウザ上で動作するクラ

ウドアウトライナーです。

　Word

　毎度おなじみのMicrosoft Word。Word

にはアウトラインモードという機能が備

わっており，アウトライナーとして使うこ

とができます。職場のルールで，仕事用の

PCにクラウドソフトを導入できない方もい

らっしゃるでしょう。そんなときに頼りに

なるのがWordです。
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　Tree

　こちらもMacで使えるアウトライナーで
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トは必ず選択肢のなかに入ってくるはずで

す。

　何となくエクセルやワードを使っているけ
れど，どうも自分の操作に自信がない…。ピ
ボットテーブルや，VLOOKUP関数を使いこな
したくて解説書を読んで試してみても，イマイ
チ思い通りにならない…。そんな人，意外と多
いのではないでしょうか。
　なぜでしょう？それは，根本的な仕組みを理
解できていないからです。逆に言えば，そう
いった仕組みさえ理解できれば，いろいろな
機能を頑張って覚えなくても，自分の思い通り
に操作することができるのです。
　例えば，エクセルであれば，表をきれいに作
るためのお作法や，表計算の考え方。ワードで
あれば，ビジネス文書のルール。そういったも
のを理解しておけば，あとはそれに従って，操

作するだけです。
　「スピードマスター」シリーズは，そんな仕組
みをきちんと理解できる，“新感覚”のパソコ
ン実用書です！1時間程度で読めるコンパクト
な本に，本当に必要な「仕組み」と「コツ」を
ぎゅっと凝縮しました。読み物をメインにした
本なので，文章を読んでいくだけで，機能や操
作以前の，もっと重要な考え方を理解するこ
とができます。
　また，このシリーズでは，ワード，エクセルだ
けでなく，より実践的に仕事の現場で役立つ，
ピボットテーブルとVLOOKUP関数の書籍も
ラインナップしています。
　ピボットテーブルは，膨大なデータをスマー
トに集計して見やすくできるツールですが，こ

れも，あらかじめどんなことを考えておくべき
か知らないと，闇雲に使っても役には立ちませ
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用することのとても多い関数です。しかし，数
式が複雑なため，なかなか使いこなすことが
難しいと感じる人も多いでしょう。VLOOKUP
関数の成り立ちと仕組みをしっかりと理解す
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ことができるようになります。
　手軽なサイズの本なので，通勤途中などの
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に必要な「仕組み」と「コツ」を効率よく理解し
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かれること間違いなしです！

　仕事をするうえで欠かせないソフトの1つが，
「Word」。文書作成で必ずといっていいほど
お世話になる存在ですが，思いどおりの動作
をしてくれず，イラッとすることありませんか？
　たとえば，番号つきの行を改行すると，自動
的に連番を振ってくれますが，「別に次の行に
は必要なかったんだけど……」というとき。新
たに振られた番号を削除しても，行間が変に
開いたり，文字が左によってしまったりと，文字
位置がそろわなくなります。「あれ，おかしい
な」とスペースを入れて調整したり，インデント
をいじってみても，デコボコしてしまいます。

▲ 改行すると，勝手に連番が振られてしまう

　なぜ，こんな風になってしまうのか？ それ
は，段落の書式を引きずって改行されてしまう
せいです。
　では，どうすれば段落の書式を引きずらな
いか？ 答えは，　　　　ではなく，　　　＋
　　　　で改行することです。こうすると，2行
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▲ 改行しても連番が振られず，2行目の文字が1行目にそろう

　こんなちょっとしたことですが，意外とそん
なところで仕事の効率が一気に変わってしま
うもの。

　新刊『Wordのムカムカ！が一瞬でなくなる
使い方』では，時間をムダにしないために知っ
ておきたいWordの「なぜ？」やテクニックを徹
底解説。マンツーマンレッスンで17年，2000
名以上に指導してきた四禮静子さんならでは
の，実践的かつ親しみやすさが特徴です。
　さらに，Wordと双璧をなす必須アプリ・
Excelについて解説した『Excelのムカムカ！
が一瞬でなくなる使い方』も同時発売。2冊あ
わせて，ぜひチェックしてみてください！

本当に必要な「仕組み」と「コツ」を凝縮！ “新感覚”のパソコン実用書誕生！

Wordのムカムカ！が
一瞬でなくなる使い方
～文章・資料作成のストレス

を最小限に！

四禮静子　著
A5判・216ページ
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8243-8

Excelのムカムカ！が
一瞬でなくなる使い方
～表計算・資料作成のスト

レスを最小限に！

四禮静子　著
A5判・232ページ
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8244-5

Wordで段落番号を設定した

行末で改行すると，

勝手に次の行にも番号がつくし，

文字の位置がそろわない……

そんな余計なおせっかいに

イライラしていませんか？

スピードマスター
1時間でわかる 
エクセル VLOOKUP関数
デキる同僚はみんな使ってる！
木村幸子　著／四六判・160ページ
定価（本体880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8281-0

スピードマスター
1時間でわかる 
ワードの操作
仕事の現場はこれで充分！
リブロワークス　著／四六判・160ページ
定価（本体740円＋税）
ISBN 978-4-7741-8280-3

スピードマスター
1時間でわかる 
エクセルの操作
仕事の現場はこれで充分！
榊裕次郎　著／四六判・160ページ
定価（本体740円＋税）
ISBN 978-4-7741-8327-5

スピードマスター
1時間でわかる 
エクセル ピボットテーブル
上級職の必須ツールを最短でマスター
木村幸子　著／四六判・160ページ
定価（本体880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8282-7
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意外と説明できない？ 
Webサーバとはなぜ動くのか？
「http、CGI、サーブレットからNode.js、Railsまで一挙解説」
　私たちの生活からきっても切り離せないインフラであるWebサー
バ。PCからスマホまで、WebサーバなしにITは語ることができませ
ん。本特集は、Webのしくみを基礎の基礎から振り返ります。クライア
ントとサーバの間でどのような通信のやりとりがなされているのか、そ
もそもどうしてデータのやり取りができるのか、サーバサイドのプログ
ラムはどのように動くのか、データの保存のしくみとは何か、JavaScr
itptやRubyなどのLL言語がWebサーバ上でどのように処理を進めて
いるのか、などなど知っているようで知らない、ついあやふやなまま通
り過ぎてしまう技術をしっかり解説します。曖昧な部分を確実に理解
し、応用が効く真の実力を身に着ける手がかりがここにあります！

第2特集
いますぐ始める本格派データベース
生誕20周年を迎えた
PostgreSQLを使ってみよう！
新しいPostgreSQLの教科書
　オープンソースデータベースの双璧の1つであるPostgreSQLの歴
史を振り返りながら、そのアーキテクチャからしくみをじっくり解説し
ます。動作環境の構築も、LinuxへのンストールからAmazon Web 
Servicesまでノウハウを丁寧に解説。すぐにデータベースを試すこと
ができるように徹底指導します。PostgreSQLの特徴である、DRDB
との組み合わせによる高可用性の実現、データベースのレプリケーショ
ンまでじっくり解説しました。さらにPostgreSQLへの移行のための
実践的な情報も掲載。困ったときの相談場所として、さまざま知見を共
有するコミュニティも紹介します！

B5判・200頁

定価（本体価格1220円＋税）

2016年
10月号 

特集1
［鍵は監視にあり！］
実践 スケーラブルAWS
規模に適した設計，負荷に応じた増減，障害への自動対応
　ごく小規模に始めたサービスでも，ユーザー数の増加にともなってインフ

ラを拡張しなければならないタイミングがやってきます。また，時間帯に

よってアクセスが大きく増減するサービスでは，負荷に応じてサーバの台

数を調整すべき場合もあるでしょう。そんなときに備え本特集では，

Amazon Web Servicesを使ったインフラのスケールアップ／スケールア

ウトに必要な設計の基本から，柔軟な規模拡張・縮小を行うための実践的

な管理・監視ノウハウまでを解説していきます。

特集2
はじめての Kotlin
次世代Android開発言語を使おう
　本特集では，プログラミング言語KotlinをAndroidアプリケーション開

発で活用する方法を紹介します。KotlinはIntelliJ IDEAなどのIDE で有名

なJetBrainsが開発している，Java仮想マシン上で動作する静的型付き

の言語です。オブジェクト指向言語と関数型言語の特徴を併せ持ち，Java

との相互運用性，安全性，明快さ，そして開発ツールのサポートに焦点を当

てて開発されています。その強力な言語機能と，携帯電話などのリソースに

シビアな環境で動作する軽量さから，Androidの開発言語として注目され

ています。本特集ではKotlinについて，基本文法からAndroid開発での活

用方法，そして将来についてまで徹底解説します。

特集3
作って学ぶ Electron
Webの技術でデスクトップアプリ！
　本特集では，実際にElectronを使ってアプリを開発しているエンジニア

により，Electronの基礎知識からはじめ，実際にサンプルアプリを作成して

主要なAPIの使い方，デバッグ／テスト手法，そしてアプリを配布するため

の手順まで解説します。

B5判・184頁

定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-7741-8286-5

vol.94

M A G A Z I N E G U I D E

（※カバーは前号のものです）

WEB+DB PRESS plus

Atom実践入門
─進化し続ける
　　ハッカブルなエディタ
大竹智也　著
A5判・320ページ
定価（本体2680円＋税）
ISBN 978-4-7741-8270-4

　Atomとは

　Atomは，ソースコードホスティング

サービスとして知られるGitHub社が開発し

たエディタです。有名な歴史あるエディタ

として，VimやEmacsなどがすでにありま

すが，2014年2月に公開されたAtomは一

気に注目を集め，いまやエンジニアが利用

するエディタの一つの大きな選択肢になり

ました。

　Atomの特徴

　それではなぜ，すでに十分な機能を持つ

エディタが存在しているのにもかかわら

ず，Atomはここまで注目を集めているの

でしょうか。それは，検索，置換，入力補

完，シンタックスハイライトをはじめとす

る，プログラミングをするうえでなくては

ならない機能を最初から持っていたり，

ユーザーの好きな機能を追加できるたくさ

んのパッケージが存在したり，キーバイン

ドや表示など細かいところまで，ユーザー

の好みに簡単にカスタマイズできたりする

からです。

　Atomは，HTML，CSS，JavaScriptな

どをはじめとするWeb技術を利用して作ら

れています。したがって，Web技術者は普

段から利用している言語を利用して，自分

の好きなようにAtomをカスタマイズでき

るのです。

　またWindows，Mac，Linux環境のクロ

スプラットフォームで動作するのも魅力で

す。ここではmacOSでの例を紹介します。

　公式サイトからAtomをダウンロードし

て，実際に操作してみてください。

　開発を便利にするパッケージ

　開発を便利にするパッケージの例として

「minimap」を紹介します。minimapを利

用すると，ソースコード全体の縮図を表示

してくれるようになります。インストール

方 法 は ， A t o m メ ニ ュ ー か ら

「Preferences...」を選択してください。

するとSettingsが表示されますので，

「 I n s t a l l 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し ，

「Search packages」に「minimap」と

入力して検索してみてください。すると図
1 の よ う な 画 面 が 表 示 さ れ ま す の で ，

「Install」ボタンを押してインストールし

てください。適当なファイルを開くと，図
2のようにコード全体のオーバービューが

表示されます。

図1　minimapをインストール
※デフォルトでは黒い背景ですが，誌面での見やす
さを考慮して白い背景に変更しています。

図2　minimapによるソースコード全体の

　　  プレビュー
※図ではminimap-git-diffプラグインパッケージも導
入していて，差分に色が付いています。

　自由自在のカスタマイズ

　Atomでは，キーバインドや表示まで，

ユーザーの好きなように簡単にカスタマイ

ズできるのも大きな魅力です。ここでは，

試しにカーソルを丸くしてみましょう。

　 ま ず は ， A t o m メ ニ ュ ー か ら

「Stylesheet…」を選択してください。

styles.lessというファイルが開きますの

で，リスト1のコードを末尾に追加してく

ださい。

　リスト1　カーソルを丸くする
　　　　　 （styles.less）

 

　ファイルを保存するとすぐに反映され，

カーソルが丸くなっているはずです（図3）。

図3　丸くしたカーソル
※カーソルを見やすくするため背景を黒くしています。

　Atomを使って理想の開発環境
を構築しよう

　Atomが標準で持つ機能も十分強力です

が，パッケージを導入したり簡単なコード

を記述することで，自分の思いどおりにカ

スタマイズできます。『Atom実践入門』

は，Atomの基本的な操作方法からはじ

め，お勧めのパッケージの使用方法，開発

を便利にするためのカスタマイズ，さらに

は自分でパッケージを作成する方法まで解

説しています。理想の開発環境を作り出し

たい方は，ぜひ手にとってみてください。

Atomで理想の開発環境を作り出す

atom-text-editor::shadow {

  .cursor {

    height: 10px !important;

    width: 10px !important;

    border: none;

    border-radius: 5px;

    margin-top: 6px;

　　  background-color: rgba(255,
255,255,.9);

 　    box-shadow: 0px 0px 10px rgba
(255,255,255,1);

  }

}

 オープンハードウェアとWeb技術でWoTの世界を多くの開発者に「CHIRIMENプロジェクト」
皆さんよくご存じのOSSではなく「オープンハードウェア」のCHIRIMENは、Webでプログラミングできるハードウェアです。Internet of Things（IoT）に類するもの
ではなく、WoT（Web of Things）の考えで設計され、ユーザは自在にアプリケーション開発できます。なにからなにまで興味深い、この新しい試みを紹介します。

特
別
企
画
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気に注目を集め，いまやエンジニアが利用

するエディタの一つの大きな選択肢になり

ました。

　Atomの特徴

　それではなぜ，すでに十分な機能を持つ

エディタが存在しているのにもかかわら

ず，Atomはここまで注目を集めているの

でしょうか。それは，検索，置換，入力補

完，シンタックスハイライトをはじめとす

る，プログラミングをするうえでなくては

ならない機能を最初から持っていたり，

ユーザーの好きな機能を追加できるたくさ

んのパッケージが存在したり，キーバイン

ドや表示など細かいところまで，ユーザー

の好みに簡単にカスタマイズできたりする

からです。

　Atomは，HTML，CSS，JavaScriptな

どをはじめとするWeb技術を利用して作ら

れています。したがって，Web技術者は普

段から利用している言語を利用して，自分

の好きなようにAtomをカスタマイズでき

るのです。

　またWindows，Mac，Linux環境のクロ

スプラットフォームで動作するのも魅力で

す。ここではmacOSでの例を紹介します。

　公式サイトからAtomをダウンロードし

て，実際に操作してみてください。

　開発を便利にするパッケージ

　開発を便利にするパッケージの例として

「minimap」を紹介します。minimapを利

用すると，ソースコード全体の縮図を表示

してくれるようになります。インストール

方 法 は ， A t o m メ ニ ュ ー か ら

「Preferences...」を選択してください。

するとSettingsが表示されますので，

「 I n s t a l l 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し ，

「Search packages」に「minimap」と

入力して検索してみてください。すると図
1 の よ う な 画 面 が 表 示 さ れ ま す の で ，

「Install」ボタンを押してインストールし

てください。適当なファイルを開くと，図
2のようにコード全体のオーバービューが

表示されます。

図1　minimapをインストール
※デフォルトでは黒い背景ですが，誌面での見やす
さを考慮して白い背景に変更しています。

図2　minimapによるソースコード全体の

　　  プレビュー
※図ではminimap-git-diffプラグインパッケージも導
入していて，差分に色が付いています。

　自由自在のカスタマイズ

　Atomでは，キーバインドや表示まで，

ユーザーの好きなように簡単にカスタマイ

ズできるのも大きな魅力です。ここでは，

試しにカーソルを丸くしてみましょう。

　 ま ず は ， A t o m メ ニ ュ ー か ら

「Stylesheet…」を選択してください。

styles.lessというファイルが開きますの

で，リスト1のコードを末尾に追加してく

ださい。

　リスト1　カーソルを丸くする
　　　　　 （styles.less）

 

　ファイルを保存するとすぐに反映され，

カーソルが丸くなっているはずです（図3）。

図3　丸くしたカーソル
※カーソルを見やすくするため背景を黒くしています。

　Atomを使って理想の開発環境
を構築しよう

　Atomが標準で持つ機能も十分強力です

が，パッケージを導入したり簡単なコード

を記述することで，自分の思いどおりにカ

スタマイズできます。『Atom実践入門』

は，Atomの基本的な操作方法からはじ

め，お勧めのパッケージの使用方法，開発

を便利にするためのカスタマイズ，さらに

は自分でパッケージを作成する方法まで解

説しています。理想の開発環境を作り出し

たい方は，ぜひ手にとってみてください。

Atomで理想の開発環境を作り出す

atom-text-editor::shadow {

  .cursor {

    height: 10px !important;

    width: 10px !important;

    border: none;

    border-radius: 5px;

    margin-top: 6px;

　　  background-color: rgba(255,
255,255,.9);

 　    box-shadow: 0px 0px 10px rgba
(255,255,255,1);

  }

}

 オープンハードウェアとWeb技術でWoTの世界を多くの開発者に「CHIRIMENプロジェクト」
皆さんよくご存じのOSSではなく「オープンハードウェア」のCHIRIMENは、Webでプログラミングできるハードウェアです。Internet of Things（IoT）に類するもの
ではなく、WoT（Web of Things）の考えで設計され、ユーザは自在にアプリケーション開発できます。なにからなにまで興味深い、この新しい試みを紹介します。

特
別
企
画
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程田和義　著
A5判・256頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8370-1
大規模なネットワークをゼロから構築す
るのではなく、すでに稼働中の社内ネッ
トワークを管理するために必要な知識を
解説します。会社のネットワーク管理者
になった人が最初に勉強するべき情報を
カバーしています。

新人IT担当者のための
ネットワーク管理＆運用がわかる本

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！新・刊・案・内

庄司勝哉，吉川允樹　著/B5判・240頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8241-4
パーフェクトラーニングシリーズ「情報
セキュリティマネジメント試験」が登
場。H28年春試験の過去問題と，予想
問題3回の計4回分の試験問題にチャレ
ンジできます。午前問題は問題と解答を
同時に見られる見開き構成，午後問題は
1問1問丁寧に解説。

平成28年度【秋期】
情報セキュリティマネジメント パーフェクトラーニング過去問題集

資格試験

金子則彦　著
A5判・560頁
定価（本体3200円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8387-9
概念データモデル，関係データモデル，
SQL，DBMS関連技術など，頻出の用語・
テーマをしっかり解説！午後Ⅰ・Ⅱ問題は演
習問題を通じて，実践的な解法テクニック
を掲載！付属CD-ROMには平成24年度か
ら4回分の試験問題・解答解説を収録。

資格試験
平成29年度 
データベーススペシャリスト 合格教本

国本温子　著/A5判・320頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8373-2
すぐに使えるExcelの便利なテクニックを
厳選して紹介。フィルター，テーブル機
能，関数，ピボットテーブル，ピボットグラ
フなど，Excelを使って大量のデータを効
率良く扱うためのテクニックです。データ
の集計・抽出・分析も自由自在に，一歩進
んだExcelの活用方法が満載。

今すぐ使えるかんたんEx 
Excelデータベース プロ技BESTセレクション［Excel 2016/2013/2010対応版］

オフィスソフト

稲葉幸行　著/A4変形判・192頁
定価（本体2380＋税）
ISBN 978-4-7741-8372-5
最新のAutoCAD/AutoCAD LT 2017に
対応。「作例を作りながら学べる」「短期
間で基本操作を習得できる」「大きな文字
と画面で読みやすい」といった特徴はその
まま，すぐに学習をはじめられるように，
付属DVDにはAutoCAD 2017の体験版
（64bit）とレッスンファイルを収録。

デザインの学校 これからはじめる
AutoCADの本 

デザイン

AYURA　著/B5変形判・224頁
定価（本体1680円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8369-5
WordとExcelではがきを作成する方法
を丁寧に解説。写真や付属CD-ROM収
録のイラストをつかって季節の挨拶や年
賀状がかんたんきれいに作成できます。
印刷のトラブル対策や細かい調整まで
解説。さらに封筒印刷や宛名ラベルの作
成，名簿作成などはがき関連の基本機能
もばっちり解説しています。

今すぐ使えるかんたん 
はがき作成［Word&Excel 2016/2013/2010対応版］

オフィスソフト

飯島弘文　著/B5変形判・288頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8254-4
「基本操作と計算」をはじめ，Excelを仕
事に使う際に必要となる「関数」「グラフ
＆データベース」「マクロ」について，は
じめての方にもわかりやすく解説します。
そのまま使える「サンプル集」も収録。

Excel入門5冊分！
＜基本操作と計算＋関数＋グラフとデータベース＋マク
ロ＋サンプル＞Excel 2016対応版

オフィスソフト

高倉幸江　著/B5判・208頁
定価（本体1780円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8365-7
Wordの図形の描画ツールを使って描く
“シェイプアート”。パンダやリス，季節の
花，風景などの描き方から，ハガキに印刷
する方法までを紹介。付属CD-ROMには
すべての作例のほか，練習ファイルと完成
ファイルも収録。シェイプアートの第一人
者，高倉幸江氏の最新刊。

絵心がなくてもできる 
Wordで素敵なお絵描き

オフィスソフト

AYURA，稲村暢子，技術評論社編集部　著
B6変形判・288頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8354-1
これからOffice 2016を習得したい方にお
すすめ。Excel，Word，PowerPointの概
要と基本的な操作を1冊にまとめたポケッ
トサイズの解説書です。オールカラーで丁
寧に解説しているので，初心者の方にも安
心です。

今すぐ使えるかんたんmini 
Excel＆Word＆PowerPoint 2016 基本技

オフィスソフト

リンクアップ　著/四六判・256頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8349-7
auのAndroidスマートフォン「Xperia 
X Performance SOV33」の初心者向
け解説書。文字入力，通話，メール，イ
ンターネットといった基本的な使い方の
ほか，auやGoogleのサービス，カメ
ラ，ワンセグ放送の視聴＆録画の方法，
Xperia X Performance SOV33の独自
機能の利用法など，ていねいに解説。

モバイル
ゼロからはじめる
au Xperia X Performance SOV33 スマートガイド

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8350-3
auのスマートフォン「AQUOS SERIE 
SHV34」/「AQUOS U SHV35」の
解説書。通話／メールといった基本的な
機能の使い方だけでなく，エモパーやク
イックランチャーといったAQUOSの独
自機能，最新Androidの便利設定などを
わかりやすくていねいに解説。

モバイル
ゼロからはじめる
au AQUOS SERIE SHV34/U SHV35 スマートガイド

技術評論社編集部　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8305-3
ソフトバンクの「AQUOS Xx3」の初心者
向け解説書。文字入力／メール／インター
ネットといった基本的な使い方のほか，
Android 6.0や各種Googleサービスの使
い方，高機能なカメラの活用法まで，てい
ねいに解説。

ゼロからはじめる
SoftBank AQUOS Xx3 スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著/四六判・256頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8351-0
SoftBankのスマートフォン「Xperia X 
Performance」の初心者向け解説書。通
話，メール，インターネットなどの基本的
な使い方のほか，Xperia X Performance
の独自機能，アプリケーションのインス
トールや使い方，SoftBankのサービスの
利用方法なども解説。

ゼロからはじめる
SoftBank Xperia X Performance スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8347-3
「DIGNO F」（SoftBank）/「DIGNO E」
（Y!mobile）の初心者向け解説書です。通
話／メールといった基本的な機能の使い方
だけでなく，DIGNOの独自機能，最新
Androidの便利設定などをわかりやすくて
いねいに解説しています。

モバイル
ゼロからはじめる
DIGNO F/E スマートガイド

［SoftBank/Y!mobile対応版］

デザイン

三輪賢一　著
AB判・176頁
定価（本体1580円＋税）
ISBN 978-4-7741-8190-5
家庭内での小規模な接続から，企
業，組織単位での接続というように
範囲は広がっていき，世界中に広がる
「インターネット」が構成されます。
本書はネットワークの基本をイラス
トとともにわかりやすく伝えます。

かんたんネットワーク入門 
改訂3版

大川徳之　著/A5判・464頁
定価（本体2980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8390-9
関数型言語Haskellを用い，基本から，
Java 8/C/C++/Python/JavaScript/
Rubyをはじめ各種命令型言語との比較，
オススメの開発/設計テクニック等を平易
に解説。実践開発に役立つ解説を増強し，
関数型言語でも命令型言語でも活かせる
「使える基本」を凝縮しました。

［増補改訂］関数プログラミング実践入門
─簡潔で，正しいコードを書くために

養成読本編集部　編/B5判・232頁
定価（本体2080円＋税）
ISBN 978-4-7741-8385-5
これから仕事でLinuxを使う方はもとよ
り，現場で日々Linuxを使っている方に
も役立つ，Linuxのコア技術・カーネル
のしくみや，ディストリビューションの
最新動向と進化の歴史，UNIXコマンド
やシェルスクリプトの実践的な基礎等，
必須知識とノウハウが満載です。

ネットワーク・サーバ管理／運用 ネットワーク・サーバ管理／運用 ネットワーク・サーバ管理／運用
改訂3版
Linuxエンジニア養成読本

本郷PC塾　著/A4変形判・216頁
定価（本体1980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8187-5
PowerPoint 2013のMOS試験合格のた
めに考え抜かれた，最適な学習カリキュラ
ムを提供。学習しやすい構成，自動採点プ
ログラム付き，また弱点の重点学習機能な
どで効率的にスキルアップできます。

30レッスンで絶対合格！ 
Microsoft Office Specialist 
PowerPoint 2013 

資格試験

パソコン入門

門脇香奈子　著/B5変形判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8371-8
パソコン初心者向けの，ノートパソコンの解説書。ノートパソ
コンをはじめて購入した人を対象に，ノートパソコンの基本操
作からインターネットやメールの利用方法，Windowsに搭載
されているアプリの使用方法を紹介。

今すぐ使えるかんたん
ノートパソコン 
Windows 10入門

インターネット

リンクアップ　著/四六判・320頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8279-7
「LINE」「Facebook」「Twitter」「Instagram」の使い方を解
説。「LINE」「Facebook」「Twitter」「Instagram」が話題に
なっているけど，どれをはじめたらよいのか，なんとなく始めてい
るけど，どう使い分けたらよいのかわからない。そういった疑問を
持っている人におすすめです。

ゼロからはじめる
LINE & Facebook & Twitter & 
Instagram 超入門

パソコン入門

リンクアップ　著/B6変形判・192頁
定価（本体980円＋税）/ISBN 978-4-7741-8363-3
パソコンの全般的な操作から，インターネット利用時の調べも
の，WordやExcel，Outlookの操作に使えるキーボードショー
トカットを紹介。ショートカットを活用することで日々の操作
のちょっとしたひと手間を解消し，パソコンやOfficeをより使
いこなせるようになります。

今すぐ使えるかんたんmini
Windowsショートカットキー徹底活用技

［Windows 10/8.1/7対応版］

インターネット

斎藤哲　著/A5判・256頁/定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8352-7
Facebookページでどのようにして既存顧客の維持し，新規見
込み客を獲得するか，そのためにはどのような投稿をすべき
か，などの本質的なテクニックを紹介。基本の作成方法から
Facebook広告についても解説。

今すぐ使えるかんたんEx 
Facebookページ 本気で稼げる！ 
プロ技セレクション

リンクアップ　著/四六判・256頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8328-2
NTTドコモのスマートフォン「Xperia 
X Performance SO-04H」の初心者向
け解説書。通話，メール，インターネッ
トなどの基本的な使い方のほか，Xperia 
X Performance SO-04Hの独自機能，
アプリケーションのインストールや使い
方，NTTドコモやソニーのサービスの利
用方法なども解説。

ゼロからはじめる
ドコモ Xperia X Performance SO-04H スマートガイド

谷尻かおり　著，谷尻豊寿　監修
A5判・328頁/定価（本体2280円＋税）
CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8298-8
プログラムの構造を解説しながら目に見え
る結果を示して，理解を促します。例示に
用いるプログラミング言語には，いま最も
やさしいと言われる「Scratch」を採用。
これからプログラミングを学びたいという
大人のみならず，中学生・高校生にも十分
に理解できる内容です。

これからはじめるプログラミング
作って覚える基礎の基礎

田中拓也，永田一八　著
四六判・336頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8364-0
iPhoneの便利で使えるアプリを紹介した
書籍です。定番アプリからプライベート，
ビジネスまで目的別に1,000以上の厳選ア
プリを紹介します。

今すぐ使えるかんたんPLUS+
iPhoneアプリ完全大事典 2017年版

［iPad／iPod touch対応］

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8304-6
NTTドコモのスマートフォン「AQUOS 
ZETA SH-04H」の初心者向け解説書。通
話，メール，インターネットなどの基本的
な使い方のほか，カメラなどのSH-04Hの
独自の機能，アプリケーションのインス
トールや使い方，NTTドコモのサービスの
利用方法なども解説。

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS ZETA SH-04Hスマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁/定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8366-4
Androidスマートフォンを初めて購入した
人向けのアプリ解説書。便利で楽しい無料
のアプリを盛りだくさんで紹介。操作手順
付きなので，アプリの使い方がよく分かり
ます。スマートフォンの基本的な初期設定
についても紹介。

ゼロからはじめる
スマートフォン最新アプリ Android対応 
2017年版

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8348-0
NTTドコモのスマートフォン「arrows SV 
F-03F」の初心者向け解説書。通話，メー
ル，インターネットなどの基本的な使い方
のほか，カメラなどのarrows SVの独自の
機能，アプリケーションのインストールや
使い方，NTTドコモのサービスの利用方法
なども解説。

ゼロからはじめる
ドコモ arrows SV F-03H スマートガイド

モバイル

山谷剛史，田口和裕，タトラエディット　著
四六判・160頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8222-3
海外でもスマホを活用したい人向けに，利
用の準備から現地での利用方法，旅行に便
利なアプリを紹介。また，日本人の主要渡
航先である米国や韓国，香港など10の国と
地域については，個別に詳細解説をしてい
ます。iPhone/Android対応。

ゼロからはじめる
海外旅行でスマホ活用 スマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・224頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8386-2
NTTドコモのAndroidタブレット端末
「arrows Tab F-04H」の初心者向け解説
書。文字入力／メール／インターネットと
いった 基 本 的 な 使 い 方 の ほ か，各 種
Googleサービスや電子書籍，カメラ，虹彩
認証，フルセグ／ワンセグの使い方まで，
ていねいに解説。

ゼロからはじめる
ドコモ arrows Tab F-04H スマートガイド

モバイル

モバイル

プログラミング・Webサイト作成

カワサキタカシ　著/B5変形判・272頁
定価（本体1850円＋税）
ISBN 978-4-7741-8283-4
WordPressでサイトを作成＆運営する方法を，家に例えてわかりやす
く解説。WordPressを使えば，ページ管理機能で記事という「部屋」
を作成したり，プラグイン機能で「便利な家電」を追加したり，テー
マ機能で「家の外装をガラッと変更」したりと，難しい操作なしで行
えます。

WordPressサイト作成塾

プログラミング・Webサイト作成

プログラミング・Webサイト作成

プログラミング・Webサイト作成

湯本堅隆　著/A5判・288頁/定価（本体2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-8329-9
Pythonを使ってプログラミングを独習できるようにさまざまな工夫を凝
らした1冊。プログラミングのわかりにくい概念をイラストで解説した
り，ソースコードを図解で説明。エディタを使ったコーディング方法や
文法に慣れ，オブジェクト指向やテスト方法，Webアプリケーションの
作り方までいっきに解説します。

独習Python入門
―1日でプログラミングに強くなる！

AutoCAD/AutoCAD LT
2017/2016/2015対応
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程田和義　著
A5判・256頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8370-1
大規模なネットワークをゼロから構築す
るのではなく、すでに稼働中の社内ネッ
トワークを管理するために必要な知識を
解説します。会社のネットワーク管理者
になった人が最初に勉強するべき情報を
カバーしています。

新人IT担当者のための
ネットワーク管理＆運用がわかる本

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！新・刊・案・内

庄司勝哉，吉川允樹　著/B5判・240頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8241-4
パーフェクトラーニングシリーズ「情報
セキュリティマネジメント試験」が登
場。H28年春試験の過去問題と，予想
問題3回の計4回分の試験問題にチャレ
ンジできます。午前問題は問題と解答を
同時に見られる見開き構成，午後問題は
1問1問丁寧に解説。

平成28年度【秋期】
情報セキュリティマネジメント パーフェクトラーニング過去問題集

資格試験

金子則彦　著
A5判・560頁
定価（本体3200円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8387-9
概念データモデル，関係データモデル，
SQL，DBMS関連技術など，頻出の用語・
テーマをしっかり解説！午後Ⅰ・Ⅱ問題は演
習問題を通じて，実践的な解法テクニック
を掲載！付属CD-ROMには平成24年度か
ら4回分の試験問題・解答解説を収録。

資格試験
平成29年度 
データベーススペシャリスト 合格教本

国本温子　著/A5判・320頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8373-2
すぐに使えるExcelの便利なテクニックを
厳選して紹介。フィルター，テーブル機
能，関数，ピボットテーブル，ピボットグラ
フなど，Excelを使って大量のデータを効
率良く扱うためのテクニックです。データ
の集計・抽出・分析も自由自在に，一歩進
んだExcelの活用方法が満載。

今すぐ使えるかんたんEx 
Excelデータベース プロ技BESTセレクション［Excel 2016/2013/2010対応版］

オフィスソフト

稲葉幸行　著/A4変形判・192頁
定価（本体2380＋税）
ISBN 978-4-7741-8372-5
最新のAutoCAD/AutoCAD LT 2017に
対応。「作例を作りながら学べる」「短期
間で基本操作を習得できる」「大きな文字
と画面で読みやすい」といった特徴はその
まま，すぐに学習をはじめられるように，
付属DVDにはAutoCAD 2017の体験版
（64bit）とレッスンファイルを収録。

デザインの学校 これからはじめる
AutoCADの本 

デザイン

AYURA　著/B5変形判・224頁
定価（本体1680円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8369-5
WordとExcelではがきを作成する方法
を丁寧に解説。写真や付属CD-ROM収
録のイラストをつかって季節の挨拶や年
賀状がかんたんきれいに作成できます。
印刷のトラブル対策や細かい調整まで
解説。さらに封筒印刷や宛名ラベルの作
成，名簿作成などはがき関連の基本機能
もばっちり解説しています。

今すぐ使えるかんたん 
はがき作成［Word&Excel 2016/2013/2010対応版］

オフィスソフト

飯島弘文　著/B5変形判・288頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8254-4
「基本操作と計算」をはじめ，Excelを仕
事に使う際に必要となる「関数」「グラフ
＆データベース」「マクロ」について，は
じめての方にもわかりやすく解説します。
そのまま使える「サンプル集」も収録。

Excel入門5冊分！
＜基本操作と計算＋関数＋グラフとデータベース＋マク
ロ＋サンプル＞Excel 2016対応版

オフィスソフト

高倉幸江　著/B5判・208頁
定価（本体1780円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8365-7
Wordの図形の描画ツールを使って描く
“シェイプアート”。パンダやリス，季節の
花，風景などの描き方から，ハガキに印刷
する方法までを紹介。付属CD-ROMには
すべての作例のほか，練習ファイルと完成
ファイルも収録。シェイプアートの第一人
者，高倉幸江氏の最新刊。

絵心がなくてもできる 
Wordで素敵なお絵描き

オフィスソフト

AYURA，稲村暢子，技術評論社編集部　著
B6変形判・288頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8354-1
これからOffice 2016を習得したい方にお
すすめ。Excel，Word，PowerPointの概
要と基本的な操作を1冊にまとめたポケッ
トサイズの解説書です。オールカラーで丁
寧に解説しているので，初心者の方にも安
心です。

今すぐ使えるかんたんmini 
Excel＆Word＆PowerPoint 2016 基本技

オフィスソフト

リンクアップ　著/四六判・256頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8349-7
auのAndroidスマートフォン「Xperia 
X Performance SOV33」の初心者向
け解説書。文字入力，通話，メール，イ
ンターネットといった基本的な使い方の
ほか，auやGoogleのサービス，カメ
ラ，ワンセグ放送の視聴＆録画の方法，
Xperia X Performance SOV33の独自
機能の利用法など，ていねいに解説。

モバイル
ゼロからはじめる
au Xperia X Performance SOV33 スマートガイド

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8350-3
auのスマートフォン「AQUOS SERIE 
SHV34」/「AQUOS U SHV35」の
解説書。通話／メールといった基本的な
機能の使い方だけでなく，エモパーやク
イックランチャーといったAQUOSの独
自機能，最新Androidの便利設定などを
わかりやすくていねいに解説。

モバイル
ゼロからはじめる
au AQUOS SERIE SHV34/U SHV35 スマートガイド

技術評論社編集部　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8305-3
ソフトバンクの「AQUOS Xx3」の初心者
向け解説書。文字入力／メール／インター
ネットといった基本的な使い方のほか，
Android 6.0や各種Googleサービスの使
い方，高機能なカメラの活用法まで，てい
ねいに解説。

ゼロからはじめる
SoftBank AQUOS Xx3 スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著/四六判・256頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8351-0
SoftBankのスマートフォン「Xperia X 
Performance」の初心者向け解説書。通
話，メール，インターネットなどの基本的
な使い方のほか，Xperia X Performance
の独自機能，アプリケーションのインス
トールや使い方，SoftBankのサービスの
利用方法なども解説。

ゼロからはじめる
SoftBank Xperia X Performance スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8347-3
「DIGNO F」（SoftBank）/「DIGNO E」
（Y!mobile）の初心者向け解説書です。通
話／メールといった基本的な機能の使い方
だけでなく，DIGNOの独自機能，最新
Androidの便利設定などをわかりやすくて
いねいに解説しています。

モバイル
ゼロからはじめる
DIGNO F/E スマートガイド

［SoftBank/Y!mobile対応版］

デザイン

三輪賢一　著
AB判・176頁
定価（本体1580円＋税）
ISBN 978-4-7741-8190-5
家庭内での小規模な接続から，企
業，組織単位での接続というように
範囲は広がっていき，世界中に広がる
「インターネット」が構成されます。
本書はネットワークの基本をイラス
トとともにわかりやすく伝えます。

かんたんネットワーク入門 
改訂3版

大川徳之　著/A5判・464頁
定価（本体2980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8390-9
関数型言語Haskellを用い，基本から，
Java 8/C/C++/Python/JavaScript/
Rubyをはじめ各種命令型言語との比較，
オススメの開発/設計テクニック等を平易
に解説。実践開発に役立つ解説を増強し，
関数型言語でも命令型言語でも活かせる
「使える基本」を凝縮しました。

［増補改訂］関数プログラミング実践入門
─簡潔で，正しいコードを書くために

養成読本編集部　編/B5判・232頁
定価（本体2080円＋税）
ISBN 978-4-7741-8385-5
これから仕事でLinuxを使う方はもとよ
り，現場で日々Linuxを使っている方に
も役立つ，Linuxのコア技術・カーネル
のしくみや，ディストリビューションの
最新動向と進化の歴史，UNIXコマンド
やシェルスクリプトの実践的な基礎等，
必須知識とノウハウが満載です。

ネットワーク・サーバ管理／運用 ネットワーク・サーバ管理／運用 ネットワーク・サーバ管理／運用
改訂3版
Linuxエンジニア養成読本

本郷PC塾　著/A4変形判・216頁
定価（本体1980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8187-5
PowerPoint 2013のMOS試験合格のた
めに考え抜かれた，最適な学習カリキュラ
ムを提供。学習しやすい構成，自動採点プ
ログラム付き，また弱点の重点学習機能な
どで効率的にスキルアップできます。

30レッスンで絶対合格！ 
Microsoft Office Specialist 
PowerPoint 2013 

資格試験

パソコン入門

門脇香奈子　著/B5変形判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8371-8
パソコン初心者向けの，ノートパソコンの解説書。ノートパソ
コンをはじめて購入した人を対象に，ノートパソコンの基本操
作からインターネットやメールの利用方法，Windowsに搭載
されているアプリの使用方法を紹介。

今すぐ使えるかんたん
ノートパソコン 
Windows 10入門

インターネット

リンクアップ　著/四六判・320頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8279-7
「LINE」「Facebook」「Twitter」「Instagram」の使い方を解
説。「LINE」「Facebook」「Twitter」「Instagram」が話題に
なっているけど，どれをはじめたらよいのか，なんとなく始めてい
るけど，どう使い分けたらよいのかわからない。そういった疑問を
持っている人におすすめです。

ゼロからはじめる
LINE & Facebook & Twitter & 
Instagram 超入門

パソコン入門

リンクアップ　著/B6変形判・192頁
定価（本体980円＋税）/ISBN 978-4-7741-8363-3
パソコンの全般的な操作から，インターネット利用時の調べも
の，WordやExcel，Outlookの操作に使えるキーボードショー
トカットを紹介。ショートカットを活用することで日々の操作
のちょっとしたひと手間を解消し，パソコンやOfficeをより使
いこなせるようになります。

今すぐ使えるかんたんmini
Windowsショートカットキー徹底活用技

［Windows 10/8.1/7対応版］

インターネット

斎藤哲　著/A5判・256頁/定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8352-7
Facebookページでどのようにして既存顧客の維持し，新規見
込み客を獲得するか，そのためにはどのような投稿をすべき
か，などの本質的なテクニックを紹介。基本の作成方法から
Facebook広告についても解説。

今すぐ使えるかんたんEx 
Facebookページ 本気で稼げる！ 
プロ技セレクション

リンクアップ　著/四六判・256頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8328-2
NTTドコモのスマートフォン「Xperia 
X Performance SO-04H」の初心者向
け解説書。通話，メール，インターネッ
トなどの基本的な使い方のほか，Xperia 
X Performance SO-04Hの独自機能，
アプリケーションのインストールや使い
方，NTTドコモやソニーのサービスの利
用方法なども解説。

ゼロからはじめる
ドコモ Xperia X Performance SO-04H スマートガイド

谷尻かおり　著，谷尻豊寿　監修
A5判・328頁/定価（本体2280円＋税）
CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8298-8
プログラムの構造を解説しながら目に見え
る結果を示して，理解を促します。例示に
用いるプログラミング言語には，いま最も
やさしいと言われる「Scratch」を採用。
これからプログラミングを学びたいという
大人のみならず，中学生・高校生にも十分
に理解できる内容です。

これからはじめるプログラミング
作って覚える基礎の基礎

田中拓也，永田一八　著
四六判・336頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8364-0
iPhoneの便利で使えるアプリを紹介した
書籍です。定番アプリからプライベート，
ビジネスまで目的別に1,000以上の厳選ア
プリを紹介します。

今すぐ使えるかんたんPLUS+
iPhoneアプリ完全大事典 2017年版

［iPad／iPod touch対応］

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8304-6
NTTドコモのスマートフォン「AQUOS 
ZETA SH-04H」の初心者向け解説書。通
話，メール，インターネットなどの基本的
な使い方のほか，カメラなどのSH-04Hの
独自の機能，アプリケーションのインス
トールや使い方，NTTドコモのサービスの
利用方法なども解説。

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS ZETA SH-04Hスマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁/定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8366-4
Androidスマートフォンを初めて購入した
人向けのアプリ解説書。便利で楽しい無料
のアプリを盛りだくさんで紹介。操作手順
付きなので，アプリの使い方がよく分かり
ます。スマートフォンの基本的な初期設定
についても紹介。

ゼロからはじめる
スマートフォン最新アプリ Android対応 
2017年版

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8348-0
NTTドコモのスマートフォン「arrows SV 
F-03F」の初心者向け解説書。通話，メー
ル，インターネットなどの基本的な使い方
のほか，カメラなどのarrows SVの独自の
機能，アプリケーションのインストールや
使い方，NTTドコモのサービスの利用方法
なども解説。

ゼロからはじめる
ドコモ arrows SV F-03H スマートガイド

モバイル

山谷剛史，田口和裕，タトラエディット　著
四六判・160頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8222-3
海外でもスマホを活用したい人向けに，利
用の準備から現地での利用方法，旅行に便
利なアプリを紹介。また，日本人の主要渡
航先である米国や韓国，香港など10の国と
地域については，個別に詳細解説をしてい
ます。iPhone/Android対応。

ゼロからはじめる
海外旅行でスマホ活用 スマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・224頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8386-2
NTTドコモのAndroidタブレット端末
「arrows Tab F-04H」の初心者向け解説
書。文字入力／メール／インターネットと
いった 基 本 的 な 使 い 方 の ほ か，各 種
Googleサービスや電子書籍，カメラ，虹彩
認証，フルセグ／ワンセグの使い方まで，
ていねいに解説。

ゼロからはじめる
ドコモ arrows Tab F-04H スマートガイド

モバイル

モバイル

プログラミング・Webサイト作成

カワサキタカシ　著/B5変形判・272頁
定価（本体1850円＋税）
ISBN 978-4-7741-8283-4
WordPressでサイトを作成＆運営する方法を，家に例えてわかりやす
く解説。WordPressを使えば，ページ管理機能で記事という「部屋」
を作成したり，プラグイン機能で「便利な家電」を追加したり，テー
マ機能で「家の外装をガラッと変更」したりと，難しい操作なしで行
えます。

WordPressサイト作成塾

プログラミング・Webサイト作成

プログラミング・Webサイト作成

プログラミング・Webサイト作成

湯本堅隆　著/A5判・288頁/定価（本体2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-8329-9
Pythonを使ってプログラミングを独習できるようにさまざまな工夫を凝
らした1冊。プログラミングのわかりにくい概念をイラストで解説した
り，ソースコードを図解で説明。エディタを使ったコーディング方法や
文法に慣れ，オブジェクト指向やテスト方法，Webアプリケーションの
作り方までいっきに解説します。

独習Python入門
―1日でプログラミングに強くなる！

AutoCAD/AutoCAD LT
2017/2016/2015対応
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VOL.174
「良いアプリケーション」とは？
　ソフトウェア開発において、要件

が一定であることはありえません。

仕様の変更や拡張など、変更が常に

つきものです。変更の「コスト」が

かさむと、費用対効果が低く、書い

ても楽しくないアプリケーションを

開発しなければならなくなります。

このような事態はぜひとも避けたい

ものです。

　では、運用コストを下げ、生産性

を上げるようなアプリケーションと

は、どういったものなのでしょう

か。

　アプリケーションは、変更に耐え

うるべきです。しかし、「どんな」

変更が「いつ」起こるかなど、だれ

も予想がつかないため、ある特定の

変更を予測してアプリケーションを

設計すると、その開発は失敗する可

能性が高まります。したがって、ど

んな変更が起こってもかまわないよ

うに、変更の選択肢を残しておくこ

とが重要です。選択肢を残すこと

で、現時点での成果を出しつつ将来

の変更にも対応できる柔軟さを持っ

た、良いアプリケーションへと育て

ていくことができます。

設計の重要性
　アプリケーションは、コードで構

成されています。つまり、コードを

構成することが「設計」といえま

す。

　オブジェクト指向設計は、オブ

ジェクト同士の依存を管理すること

です。オブジェクトが依存している

と、それだけ変更しなければならな

いオブジェクトも増えます。

　良いアプリケーションには、変更

に耐えられる柔軟性が必要でした。

しかし貧弱な設計では、変更に耐え

られません。アプリケーションが成

長するにしたがって、開発コストが

高くなってしまいます。そのため、

適切なオブジェクト指向設計を身に

つけることが、良いアプリケーショ

ン開発のための第一歩なのです。

オブジェクト指向設計の基本原則
　オブジェクト指向設計には、よく

知られている原則がいくつかありま

す。

　「単一責任の原則」は、変更がか

んたんでメンテナンスしやすいコー

ドを書くための原則です。書くコー

ドは、見通しが良く、合理的で、利

用性が高く、模範的である、という

性質を持つことで、変更が容易にな

ります。このようなコードを書くた

めには、まず単一責任のクラスを設

計すべきです。

　「オープン・クローズド」は、継

承を使った結果得られるコードで

す。階層構造を正しく書くことに

よって拡張が容易で、利用性の高い

ものになります。

　「リスコフの置換原則」は、階層

構造の派生型は上位型と置換可能で

あるべき、という暗黙の契約を定義

します。Rubyらしく言うと、オブ

ジェクトは自身が主張するとおりに

振る舞うべき、ということです。

　「インターフェース分離」や「依

存性逆転」といった原則もありま

す。そのほかにも、「DRY原則」

や「デメテルの法則」といったもの

も存在します。

「適切な設計視点」を身につけるために
　本書『オブジェクト指向設計実践

ガイド』は、オブジェクト指向設計

の名著として高く評価され続けてい

る書籍の翻訳版です。上記の原則を

用いながら、良いアプリケーション

を書くためのプログラミングルール

を明確に示しています。

　本書をとおして、いま一度設計の

ルールを考えてみませんか。

　当社の書籍は全国の書店でお買い求めいただけます。お近くの書店に在庫がない場合には、書店員さんにご注文していただけれ
ば、送料無料でお取り寄せいただけます。
　また、本誌で紹介した書籍を、Amazon.co.jpやセブンアンドワイなどのオンライン書店で簡単にお求めいただけるように、当社
Webサイトでは紹介した書籍を各オンライン書店へのリンクとともに掲載しています。ぜひご利用ください。

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！

Web検索から当社Webサイトをご利用する場合には、検索サイトで次のように検索してください。

または、ブラウザのアドレスバーに次のURLを入力してください。

技評書籍雑誌の購入 検  索

http://gihyo.jp/book/p

本誌「電脳会議」はPDFでも配布しています。ブラウザのアドレスバーに、
http://dennou.gihyo.jp/と入力して開いたWebページをご参照ください。

http://www.gihyo.co.jp技術評論社のWebサイト

次回「電脳会議 Vol.175」は
11月26日発行予定

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
設
計
の
名
著
、待
望
の
日
本
上
陸
！

オブジェクト指向
設計実践ガイド
～Rubyでわかる 
進化しつづける柔軟な
アプリケーションの育て方
Sandi Metz　著， 髙山泰基　訳
B5変形判・304ページ
定価（本体3280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8361-9


