
　クラウドゲームは，クラウドを介して楽しめるゲームです（図

a）。世界中のスマートフォンやPC，ゲーム端末などを，インター

ネット経由で結び，たくさんのユーザーをつなぐ，マルチプレイ

ゲームがその魅力の一つになっていくと言われています。

　図bの基本構成は，多くのクラウドゲームサービスで共通です。

　❶クラウドゲームでは，ゲームロジック（ゲームのあらゆる判

定）を，ゲームサーバーのマシンで行います。

　❷一方，ユーザー側のクライアントマシンには，多くのゲームを

プレイできる汎用的なインストールします。

　❸ゲームに必要な画像や音などの元になるデータは，ゲーム

サーバーからViewerリアルタイムに送信し続けます。送信内容は，

映像やスプライト，あるいは映像の元になるデータ形式など様々

です。

　クラウドゲームのメリッ

トは，ゲーム自体のインス

トールなしで，スマートフォ

ンなど幅広い端末に対し

てハイエンドなグラフィッ

クスを使うゲームを提供

できる，スプライトを用い

た画像劣化のないきれい

な絵をリモートで描画でき

る，ゲームデータをサー

バー側で守れるといった

点があります。さらに，マル

チプレイゲームに関して，

ネットワークプログラミン

グなしで実現可能という

魅力もあります。

　クラウド上の端末にGPUが搭載され，無数の端末をつなぐネッ

トワーク技術のさらなる高速化が見えてきた今，クラウドゲーム

の技術は大きく変わろうとしています。リッチなコンテンツの新し

い楽しみ方が，ユーザーに届く日も近いかもしれません。

鬼石真裕＋KAIZEN TEAM 著／B5判・192頁
定価（本体価格2480円＋税）／ISBN 978-4-7741-9938-2
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デザインがユーザーから支持されるのかを解説する書籍です。A/Bテストの結果によ
り導き出された，理論だけではない本当に成果が出せるデザインがわかります。本書
で紹介する事例は，すべて実際にテストで行われたものです。支持された案とその内
容を検証しながら，本当にユーザーに支持されるデザインとは何かを解説します。すべ
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クラウドゲームのしくみ
大人気のマルチプレイゲームも，ついに真のクラウドへ

操作

操作内容 操作結果

出力

キーボード

Viewer（ゲームのビューワープログラム）

ゲームサーバー

サーバーマシン

画面/スピーカー

プレイヤー

インターネット

クラウドゲーム
をつくる技術

マルチプレイゲーム開発の新戦力

クラウドゲーム
をつくる技術

マルチプレイゲーム開発の新戦力
中嶋謙互 著／A5判・432頁
定価（本体価格2760円＋税）
ISBN 978-4-7741-9941-2

［速習］
※『クラウドゲームをつくる技術』第0章，第2章より

図b　クラウドゲームのしくみ

図a　『Kepler 22b』開発中の様子
宇宙が舞台の，2D全方向シューティングのクラウドゲーム（試作）。
GitHubで公開中。【URL】https://github.com/kengonakajima/k22/

❶

❷

❸

https://github.com/kengonakajima/k22/
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性を向上するためには，物を得るために

お金を払うことと，その物を使うための

知識を得るために時間をかけることの両

方が必要です。そして知的生産に関して

は，しばしば時間のコストの方が大きい

わけです。ソフトウェア開発において「フ

リーランス」という働き方が可能なの

は，ソフトウェアを開発するという知的

生産においては物の設備投資のコストが

個人で払える程度だからです。

　この「物」と「知識」を比較したとき

に，重要な差があります。物，例えばあな

たが会社に買ってもらったコンピュータ

は会社に帰属していて，あなたが転職す

るときには会社に置いていく必要があり

ます。しかしあなたの脳内の知識は，あ

なたに帰属していて，引きはがすことが

できません。あなたは知識を持って転職

することができます。会社に引き継ぎ資

料を残す場合も，あなたの脳内の知識が

オリジナルで，引き継ぎ資料は劣化コ

ピーです。資料を会社に渡したからと

言ってあなたの記憶が消えるわけではあ

りません。

知識は使ってもなくならない

　お金は使うとなくなりますが，知識は

使ってもなくなりません。知識を得るこ

とは，使っても減らない「魔法のクレジッ

トカード」を手に入れるようなものです。

これはお得です。私はそう考えていろい

ろなことを学んできました。そしてある

日，気づきました。「プログラミング言語

を学ぶことによって，プログラミングの

生産性が高まる」を一段抽象化すると

「知識を得ることによってXの生産性が

高まる」になります。このXに「知識を得

ること」を代入するともっと得だ，と。

　つまり，知識獲得の効率を向上する知

識が欲しいわけです。そこでまず，プログ

ラミング言語の知識を獲得するときにど

のようなことが行われているかを観察す

ることにしました。その 結果はWEB

+DB Pressの「エンジニアの学び方」と

いう特集記事にまとめました。内容は以

下のWebで公開されています。

特集：エンジニアの学び方

─効率的に知識を得て，成果に結び付ける

【URL】http://gihyo.jp/lifestyle/

  feature/01/engineer-studying

知識獲得から知的生産へ

　知識獲得という言葉はインプットに重

点が置かれています。しかし，具体的に

プログラミングの例で考えると，プログ

ラミング言語の知識を得るのにプログラ

ムを書かないという状況はおかしいです

ね。プログラムを書くためにプログラミ

ングの知識を得るのです。一般化する

と，アウトプットが主であって，そのアウ

トプットを効率よくするために知識をイ

ンプットするのです。

　こうして「エンジニアの学び方」のイン

プットの話から，アウトプットのためにイ

ンプットをする『エンジニアの知的生産

術』という書籍が生まれました。簡単に

紹介しますと，第1章が「エンジニアの学

び方」に相当する部分，第2章はやる気

のマネジメントです。この2つではサイク

ルを回す学び方と，サイクルを回し続け

るための原動力を解説します。3章は記

憶，4章は読書の話で，この2つはイン

プットの方法です。第5章が「考えをまと

めるには」第6章が「アイデアを思いつく

には」です。これがアウトプットです。膨

大なインプットから，アイデアを結晶化

させて，それを実現していくプロセスに

ついて解説します。6章までは「どう学ぶ

か（how）」を解説していますが，私は

howよりもwhatの方が大事だと考えて

いるので，7章で何を学ぶかをどう決め

るかの戦略について解説しています。

知的生産性の前

　2018年の8月10日に『エンジニアの

ための知的生産術』という本を出版しま

した。この本は，私が今までに学んできた

知的生産に関する知識をまとめ，濃縮し

て1冊の本にしたものです。このコラムで

は，なぜ私が知的生産に関心を持ち，知

的生産術の知識を得るために時間とお金

を投資してきたのかを解説します。です

が，知的生産というイメージしにくいもの

について考える前に，まずは物理的なも

のの生産について考えてみましょう。

靴下の生産性は
機械によって向上した

　具体例として靴下の生産を考えます。

靴下は，かつて職人が1つ1つ手で編んで

いました。1589年に靴下編み機が発明さ

れます。当時は，「手編みの方が良い靴下

ができる」と考えられていましたが，1812

年には全ヨーロッパで3万台以上もの靴

下編み機が使われるようになります。

　なぜ靴下編み機がたくさん作られたの

でしょうか？　それは，靴下編み機を

使った方が生産性が高いからです。手編

みの靴下に比べて多少質が悪くても，同

じ時間でたくさん作ることができまし

た。顧客に提供できる価値，顧客から得

られる売り上げという点では，機械を使

う方が有利だったのです。

プログラミングの生産性は
言語によって向上した

　次に，知的生産の一種としてプログラ

ミングについて考えてみましょう。みな

さんは「自動プログラミング」と聞くと

何をイメージするでしょうか？　人工知

能の進化によって今後生まれてくる技術

でしょうか？

　自動プログラミングの概念は，もっと

古いものです。たとえば1950年代に生

まれたプログラミング言語FORTRAN

は，当時Automatic Coding System

と呼ばれていました。

　 F O R T R A N は 数 式 翻 訳 シス テム

（FORmula TRANslation system）

です。C = A * Bのような数式を書くだけ

で，コンピュータが自動的に「メモリ上の

適切な値をレジスタにロードし，掛け算

をして，レジスタ上のその計算結果をま

たメモリに書き戻す」という機械語で書

かれたプログラムを生成するシステムで

す。これを自動プログラミングだと当時

の人は考えたわけです。この時代には，

効率の良いプログラムは人間が機械語を

書くことでしか作ることができないと考

え ら れ て い ま し た 。実 際 ，初 期 の

FORTRANが出力する機械語プログラ

ムは，熟練した人間が書いたものに比べ

れば効率の悪いものでした。

　それから60年経って，今現在ほとんど

のプログラマはプログラミング言語を

使ってプログラムを書いています。なぜ

でしょうか？　それは，プログラミング

言語を使った方が生産性が高いからで

す。靴下の生産と同じ構図ですね。

利益は設備に投資する

　みなさんが靴下工場の経営者だとしま

す。工場で靴下をたくさん作って売って，

たくさんの利益が出たら，その利益を何

に投資しますか？　靴下の需要が高く

て，作れば作っただけ売れるのなら，靴

下編み機を買い足して，さらにたくさん

の靴下を作ろうとすることでしょう。こ

れが拡大再生産と呼ばれる戦略です。

　では，プログラミングの場合はどうで

しょうか。プログラミング言語に投資を

することになります。しかし「プログラミ

ング言語を買う」と考えると少し変で

す。お金以外のコストを見落としている

からです。新しい生産性向上手段を獲得

するためには，お金だけでなく，時間も

支払う必要があります。靴下編み機の場

合も，装置を買うだけでなく，その操作

方法を学びます。装置の金額が大きく

て，習得にかける時間コストが目立たな

いだけです。逆に，プログラミングでは，

装置であるプログラミング言語やコン

ピュータの金銭的コストよりも，習得す

るためにかける時間のコストの方が大き

いのです

知識はあなたに帰属する

　ここまでの話を一旦まとめます。生産

WEB+DB PRESS plusシリーズ

エンジニアの
知的生産術
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　アウトプットする
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ISBN 978-4-7741-9876-7

本稿執筆の
西尾泰和氏の
著書が
こちら

◎著者プロフィール

西尾 泰和（にしお ひろかず）
2006年，24歳で博士（理学）取得。2007
年よりサイボウズ・ラボにて，チームワー
クや知的生産性を高めるソフトウェアの
研究に従事。著書に「コーディングを支え
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性を向上するためには，物を得るために

お金を払うことと，その物を使うための

知識を得るために時間をかけることの両

方が必要です。そして知的生産に関して

は，しばしば時間のコストの方が大きい

わけです。ソフトウェア開発において「フ

リーランス」という働き方が可能なの

は，ソフトウェアを開発するという知的

生産においては物の設備投資のコストが

個人で払える程度だからです。

　この「物」と「知識」を比較したとき

に，重要な差があります。物，例えばあな

たが会社に買ってもらったコンピュータ

は会社に帰属していて，あなたが転職す

るときには会社に置いていく必要があり

ます。しかしあなたの脳内の知識は，あ

なたに帰属していて，引きはがすことが

できません。あなたは知識を持って転職

することができます。会社に引き継ぎ資

料を残す場合も，あなたの脳内の知識が

オリジナルで，引き継ぎ資料は劣化コ

ピーです。資料を会社に渡したからと

言ってあなたの記憶が消えるわけではあ

りません。

知識は使ってもなくならない

　お金は使うとなくなりますが，知識は

使ってもなくなりません。知識を得るこ

とは，使っても減らない「魔法のクレジッ

トカード」を手に入れるようなものです。

これはお得です。私はそう考えていろい

ろなことを学んできました。そしてある

日，気づきました。「プログラミング言語

を学ぶことによって，プログラミングの

生産性が高まる」を一段抽象化すると

「知識を得ることによってXの生産性が

高まる」になります。このXに「知識を得

ること」を代入するともっと得だ，と。

　つまり，知識獲得の効率を向上する知

識が欲しいわけです。そこでまず，プログ

ラミング言語の知識を獲得するときにど

のようなことが行われているかを観察す

ることにしました。その 結果はWEB

+DB Pressの「エンジニアの学び方」と

いう特集記事にまとめました。内容は以

下のWebで公開されています。

特集：エンジニアの学び方

─効率的に知識を得て，成果に結び付ける

【URL】http://gihyo.jp/lifestyle/

  feature/01/engineer-studying

知識獲得から知的生産へ

　知識獲得という言葉はインプットに重

点が置かれています。しかし，具体的に

プログラミングの例で考えると，プログ

ラミング言語の知識を得るのにプログラ

ムを書かないという状況はおかしいです

ね。プログラムを書くためにプログラミ

ングの知識を得るのです。一般化する

と，アウトプットが主であって，そのアウ

トプットを効率よくするために知識をイ

ンプットするのです。

　こうして「エンジニアの学び方」のイン

プットの話から，アウトプットのためにイ

ンプットをする『エンジニアの知的生産

術』という書籍が生まれました。簡単に

紹介しますと，第1章が「エンジニアの学

び方」に相当する部分，第2章はやる気

のマネジメントです。この2つではサイク

ルを回す学び方と，サイクルを回し続け

るための原動力を解説します。3章は記

憶，4章は読書の話で，この2つはイン

プットの方法です。第5章が「考えをまと

めるには」第6章が「アイデアを思いつく

には」です。これがアウトプットです。膨

大なインプットから，アイデアを結晶化

させて，それを実現していくプロセスに

ついて解説します。6章までは「どう学ぶ

か（how）」を解説していますが，私は

howよりもwhatの方が大事だと考えて

いるので，7章で何を学ぶかをどう決め

るかの戦略について解説しています。

知的生産性の前

　2018年の8月10日に『エンジニアの

ための知的生産術』という本を出版しま

した。この本は，私が今までに学んできた

知的生産に関する知識をまとめ，濃縮し

て1冊の本にしたものです。このコラムで

は，なぜ私が知的生産に関心を持ち，知

的生産術の知識を得るために時間とお金

を投資してきたのかを解説します。です

が，知的生産というイメージしにくいもの

について考える前に，まずは物理的なも

のの生産について考えてみましょう。

靴下の生産性は
機械によって向上した

　具体例として靴下の生産を考えます。

靴下は，かつて職人が1つ1つ手で編んで

いました。1589年に靴下編み機が発明さ

れます。当時は，「手編みの方が良い靴下

ができる」と考えられていましたが，1812

年には全ヨーロッパで3万台以上もの靴

下編み機が使われるようになります。

　なぜ靴下編み機がたくさん作られたの

でしょうか？　それは，靴下編み機を

使った方が生産性が高いからです。手編

みの靴下に比べて多少質が悪くても，同

じ時間でたくさん作ることができまし

た。顧客に提供できる価値，顧客から得

られる売り上げという点では，機械を使

う方が有利だったのです。

プログラミングの生産性は
言語によって向上した

　次に，知的生産の一種としてプログラ

ミングについて考えてみましょう。みな

さんは「自動プログラミング」と聞くと

何をイメージするでしょうか？　人工知

能の進化によって今後生まれてくる技術

でしょうか？

　自動プログラミングの概念は，もっと

古いものです。たとえば1950年代に生

まれたプログラミング言語FORTRAN

は，当時Automatic Coding System

と呼ばれていました。

　 F O R T R A N は 数 式 翻 訳 シス テム

（FORmula TRANslation system）

です。C = A * Bのような数式を書くだけ

で，コンピュータが自動的に「メモリ上の

適切な値をレジスタにロードし，掛け算

をして，レジスタ上のその計算結果をま

たメモリに書き戻す」という機械語で書

かれたプログラムを生成するシステムで

す。これを自動プログラミングだと当時

の人は考えたわけです。この時代には，

効率の良いプログラムは人間が機械語を

書くことでしか作ることができないと考

え ら れ て い ま し た 。実 際 ，初 期 の

FORTRANが出力する機械語プログラ

ムは，熟練した人間が書いたものに比べ

れば効率の悪いものでした。

　それから60年経って，今現在ほとんど

のプログラマはプログラミング言語を

使ってプログラムを書いています。なぜ

でしょうか？　それは，プログラミング

言語を使った方が生産性が高いからで

す。靴下の生産と同じ構図ですね。

利益は設備に投資する

　みなさんが靴下工場の経営者だとしま

す。工場で靴下をたくさん作って売って，

たくさんの利益が出たら，その利益を何

に投資しますか？　靴下の需要が高く

て，作れば作っただけ売れるのなら，靴

下編み機を買い足して，さらにたくさん

の靴下を作ろうとすることでしょう。こ

れが拡大再生産と呼ばれる戦略です。

　では，プログラミングの場合はどうで

しょうか。プログラミング言語に投資を

することになります。しかし「プログラミ

ング言語を買う」と考えると少し変で

す。お金以外のコストを見落としている

からです。新しい生産性向上手段を獲得

するためには，お金だけでなく，時間も

支払う必要があります。靴下編み機の場

合も，装置を買うだけでなく，その操作

方法を学びます。装置の金額が大きく

て，習得にかける時間コストが目立たな

いだけです。逆に，プログラミングでは，

装置であるプログラミング言語やコン

ピュータの金銭的コストよりも，習得す

るためにかける時間のコストの方が大き

いのです

知識はあなたに帰属する

　ここまでの話を一旦まとめます。生産
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近年のサイバー攻撃は
企業の存続も脅かす

　2020年の東京オリンピックを前に，日

本はサイバー攻撃の格好の標的となって

います。最近のサイバー攻撃は，ランサム

ウェアなど金銭を狙う攻撃も見られます。

ランサムウェアとは，システムを一時的に

使用不可能な状態にして，元通り使える

ようにする代わりに身代金を要求するマ

ルウェアのことです。

　ネットショッピングや有料のWebサー

ビスのシステムが使えなくなれば，サイト

運営企業は即売上が減少します。そのた

め，それらのサイトがランサムウェアに狙

われると，法外な身代金を要求されるこ

とも少なくありません。身代金の支払い

や社会的信頼の失墜から，サイト運営企

業の存続が危うくなるケースもあります。

攻撃の予兆は
どこに現れるか

　このようなサイバー攻撃に備えるには，

どうすれば良いのでしょうか？　ソフト

ウェアのセキュリティアップデートをきち

んと適用することはもちろんのこと，シス

テムに対して攻撃がしかけられていない

かを常に監視することも重要です。その

監視手段の1つがログ分析です。

　Webシステムは，Webサーバを中心に

プロキシサーバ，アプリケーションサー

バ，ファイアウォール，IPS（侵入防止シ

ステム）などで構成されます。それらの機

器またはソフトウェアでは処理を行うたび

にログ（記録）をとっています。システム

への不正なアクセスがあれば，それも記

録されます。

　攻撃者たちは標的に攻撃をしかける前

に，脆弱性の調査やバックドアの設置など

の事前準備が行うことがあります。一例と

してエクスプロイトキットによる攻撃の流

れを紹介します。エクスプロイトキットと

は，Webページを見ただけでマルウェア

に感染する「ドライブ・バイ・ダウンロー

ド攻撃」を行うために使われるツールで

す。Webブラウザなどの脆弱性を突くこ

とで，攻撃対象の端末でマルウェア感染

を引き起こします。エクスプロイトキット

による攻撃は次のような流れで行われま

す（図1）。

①ユーザ（被害者）が，攻撃者により改ざ

んされたサイトにアクセスする（このサ

イトには端末の環境調査用スクリプト

を読み込むような改ざんがなされてい

る）

②環境調査用スクリプトが実行され，その

端末にどんな脆弱性があるかが調査さ

れる

③環境調査で発覚した脆弱性を突く攻撃

コードが実行される

④攻撃が成功すると，端末にマルウェア

がダウンロードされる

⑤マルウェアはC&Cサーバ（攻撃命令を

行うサーバ）と通信して，情報窃取や環

境破壊を行う

　日々，ログを分析しておけば，これらの

攻撃の予兆を検知し，本格的な攻撃を阻

止できる可能性が高まります。たとえば，

②の環境調査はIPSで検知されることが

あります。IPSのログに記録された「日

時」と「IPアドレス」をもとに，プロキシ

サーバのログにあたります。プロキシサー

バ の ロ グ が 特 定 で き た ら ，そ の

「referer」情報に注目します。そこには1

つ前のアクセスが記録されているため，

①の改ざんサイトを特定できます。また，

プロキシサーバの「Content-Type」に

は，どの種類のファイルをダウンロードし

たかが記録されており，③の攻撃でどの

脆弱性が狙われたのかがわかります。も

しログに表1の「Content-Type」があ

り，見慣れない「URL」で「status」が

200（成功）だったら，被害の有無を調査

したほうが良いかもしれません。

防御の第一歩は
「脅威の把握」から

　このように，ログ分析は有効な防御手

段となり得ます。ログ分析を実践するに

は，ログに関する知識，脆弱性や攻撃に関

する知識，分析に使うツールの知識が必

要です。『セキュリティのためのログ分析

入門』では，それらの要点を整理し，丁寧

に解説しています。

　本書を読めば，最低限のログの取得や

分析はできるようになるでしょう。まずは

実践してみて，自分たちのシステムへの攻

撃がどれくらいあるのかを把握すること

です。脅威を把握できれば，そこから先の

対処は，専門家に相談することも可能で

しょう。本格的な防御の一歩を踏み出す

べく，まずは『セキュリティのためのログ

分析入門』をご一読ください。

　オープンソースソフトウェア（Open 

Source Software：OSS）とは，コン

ピュータプログラム（ソースコード）の

使用や修正，再配布などは自由に行わ

れてもよいとする考え方であり，それ

に基づいて公開されているソフトウェ

アを指します。

　具体的には表1のようなものがあ

り，日本OSS推進フォーラムのWebサ

イトで公開されている「OSS鳥瞰図」

（http://ossforum.jp/jossfiles/

2018年版OSS鳥瞰図.pdf）では，大

分類だけでも11種類（「デスクトッ

プ ・ 業 務 ア プ リ ケ ー シ ョ ン 」

「Web/APサーバ」「データベース」

「 運 用 管 理 」「 W e b サイト 構 築 」

「ビッグデータ，AI」「OS，仮想化，ク

ラウド」「検索，分散処理」「開発支

援」「セキュリティ」「ファイルサーバ／

メールサーバなど」）が挙げられてお

り，多種多様な分野で活用されている

のがわかるでしょう。

表1　代表的なOSS

　まず，OSSであるための前提条件は，

ソフトウェアが一定の条件のもとに自由

に「改変」と「頒布」できることが挙げら

れます。その一定の条件がOSSライセ

ンスに書かれています。

　また，OSSライセンスは「寛容型」と

「互恵型」に大別できます（表2）。寛容

型ライセンスは，極めて単純な事柄を守

れば自由な改変や頒布が認められるも

のです。互恵型ライセンスは，寛容型ラ

イセンスに比べてより強くソフトウェア

開発情報の共有を志向したものです。

　今後，IoT（Internet of Things）

機器が普及すれば，数百万台から数百

億台というオーダーでOSSが各デバ

イスで使われるようになってきます。

その際には，OSSライセンスを正し

く理解して，正しく利用する必要があ

るでしょう。

はんぷ

オ ー プ ン ソ ースソ フト ウェアと は

O S S の ラ イセ ン ス と は

Linux（Ubuntu，CentOS含む），
AndroidOS

分類 名称

プログラミ
ング言語

Webサーバ

アプリケー
ションサーバ

仮想化環境

統合開発
環境（IDE）
データベース
サーバ

データ処理

ファイル
サーバ

Ruby，Perl，Python，PHP

Apache HTTP Server，nginx

Apache Tomcat，JBoss，
GlassFish

KVM，Xen

Eclipse，NetBeans

MySQL，MariaDB，
PostgreSQL

Hadoop

Samba
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ISBN 978-4-297-10035-3
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をすべきか，何をすべきでないかについて解説します。企業規
模が小さく法務面や知財面で恵まれない現場の方に，OSS
を適切に利用するためのヒントが満載です。
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表2　寛容型ライセンスと互恵型ライセンスの比較

利用するにあたっての責任がライセンサー（開発者，開発コミュニティなど）には一切ないとしている。この条件はほぼすべてのOSSライ
センスで共通している。結果として，利用にあたっての責任はすべて使う側にあると考えるべき状況となる

いくつかOSSの不適切な利用に起因する訴訟が起きている訴訟の事案はほとんど知られていない

・GNU General Public License（GPL）
・GNU Lesser General Public License（LGPL）※

・Mozilla Public License

・MITライセンス
・BSDライセンス
・Apacheライセンス

代表的な
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自由な改変が許される。自由な頒布も許される。しかし，寛容型ラ
イセンスでは求められない事柄がある。ライセンス表記，著作権表
記などが求められる場合が多い

自由な改変が許されると共に，多くの場合ライセンス表記，著作権
表記をすれば自由な頒布が許される。さらに場合によっては，ライ
センス表記も著作権表記も求められないこともある
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頒布に伴うソー
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ライセンスの
継承

訴訟の発生状況

ソースコードなどの開示を求める。同時に，改変した部分のソース
コードなどの開示も求められる。こうすることによって，改変した
部分も含め利用者間の互恵的な関係を実現しようとしている

ソースコード開示しなくてよい。ただし，ソースコード開示を禁じ
ているわけではない

改変した部分について，多くの場合，オリジナルのOSSのライセン
スと同様なライセンスで利用許諾することを求める。これも互恵的
な関係を構築するための手段のひとつとなっている

改変した部分について，改変の対象となったOSSのライセンスを
継承することを求めていない場合もある。ただし，ライセンスごと
に条件が異なるため一概には言えない

寛容型ライセンス 互恵型ライセンス

※LGPLはバージョン2までは「Library GPL」の略でしたが、バージョン2.1以降は「Lesser GPL」の略とされています。
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近年のサイバー攻撃は
企業の存続も脅かす

　2020年の東京オリンピックを前に，日

本はサイバー攻撃の格好の標的となって

います。最近のサイバー攻撃は，ランサム

ウェアなど金銭を狙う攻撃も見られます。

ランサムウェアとは，システムを一時的に

使用不可能な状態にして，元通り使える

ようにする代わりに身代金を要求するマ

ルウェアのことです。

　ネットショッピングや有料のWebサー

ビスのシステムが使えなくなれば，サイト

運営企業は即売上が減少します。そのた

め，それらのサイトがランサムウェアに狙

われると，法外な身代金を要求されるこ

とも少なくありません。身代金の支払い

や社会的信頼の失墜から，サイト運営企

業の存続が危うくなるケースもあります。

攻撃の予兆は
どこに現れるか

　このようなサイバー攻撃に備えるには，

どうすれば良いのでしょうか？　ソフト

ウェアのセキュリティアップデートをきち

んと適用することはもちろんのこと，シス

テムに対して攻撃がしかけられていない

かを常に監視することも重要です。その

監視手段の1つがログ分析です。

　Webシステムは，Webサーバを中心に

プロキシサーバ，アプリケーションサー

バ，ファイアウォール，IPS（侵入防止シ

ステム）などで構成されます。それらの機

器またはソフトウェアでは処理を行うたび

にログ（記録）をとっています。システム

への不正なアクセスがあれば，それも記

録されます。

　攻撃者たちは標的に攻撃をしかける前

に，脆弱性の調査やバックドアの設置など

の事前準備が行うことがあります。一例と

してエクスプロイトキットによる攻撃の流

れを紹介します。エクスプロイトキットと

は，Webページを見ただけでマルウェア

に感染する「ドライブ・バイ・ダウンロー

ド攻撃」を行うために使われるツールで

す。Webブラウザなどの脆弱性を突くこ

とで，攻撃対象の端末でマルウェア感染

を引き起こします。エクスプロイトキット

による攻撃は次のような流れで行われま

す（図1）。

①ユーザ（被害者）が，攻撃者により改ざ

んされたサイトにアクセスする（このサ

イトには端末の環境調査用スクリプト

を読み込むような改ざんがなされてい

る）

②環境調査用スクリプトが実行され，その

端末にどんな脆弱性があるかが調査さ

れる

③環境調査で発覚した脆弱性を突く攻撃

コードが実行される

④攻撃が成功すると，端末にマルウェア

がダウンロードされる

⑤マルウェアはC&Cサーバ（攻撃命令を

行うサーバ）と通信して，情報窃取や環

境破壊を行う

　日々，ログを分析しておけば，これらの

攻撃の予兆を検知し，本格的な攻撃を阻

止できる可能性が高まります。たとえば，

②の環境調査はIPSで検知されることが

あります。IPSのログに記録された「日

時」と「IPアドレス」をもとに，プロキシ

サーバのログにあたります。プロキシサー

バ の ロ グ が 特 定 で き た ら ，そ の

「referer」情報に注目します。そこには1

つ前のアクセスが記録されているため，

①の改ざんサイトを特定できます。また，

プロキシサーバの「Content-Type」に

は，どの種類のファイルをダウンロードし

たかが記録されており，③の攻撃でどの

脆弱性が狙われたのかがわかります。も

しログに表1の「Content-Type」があ

り，見慣れない「URL」で「status」が

200（成功）だったら，被害の有無を調査

したほうが良いかもしれません。

防御の第一歩は
「脅威の把握」から

　このように，ログ分析は有効な防御手

段となり得ます。ログ分析を実践するに

は，ログに関する知識，脆弱性や攻撃に関

する知識，分析に使うツールの知識が必

要です。『セキュリティのためのログ分析

入門』では，それらの要点を整理し，丁寧

に解説しています。

　本書を読めば，最低限のログの取得や

分析はできるようになるでしょう。まずは

実践してみて，自分たちのシステムへの攻

撃がどれくらいあるのかを把握すること

です。脅威を把握できれば，そこから先の

対処は，専門家に相談することも可能で

しょう。本格的な防御の一歩を踏み出す

べく，まずは『セキュリティのためのログ

分析入門』をご一読ください。

　オープンソースソフトウェア（Open 

Source Software：OSS）とは，コン

ピュータプログラム（ソースコード）の

使用や修正，再配布などは自由に行わ

れてもよいとする考え方であり，それ

に基づいて公開されているソフトウェ

アを指します。

　具体的には表1のようなものがあ

り，日本OSS推進フォーラムのWebサ

イトで公開されている「OSS鳥瞰図」

（http://ossforum.jp/jossfiles/

2018年版OSS鳥瞰図.pdf）では，大

分類だけでも11種類（「デスクトッ

プ ・ 業 務 ア プ リ ケ ー シ ョ ン 」

「Web/APサーバ」「データベース」

「 運 用 管 理 」「 W e b サイト 構 築 」

「ビッグデータ，AI」「OS，仮想化，ク

ラウド」「検索，分散処理」「開発支

援」「セキュリティ」「ファイルサーバ／

メールサーバなど」）が挙げられてお

り，多種多様な分野で活用されている

のがわかるでしょう。

表1　代表的なOSS

　まず，OSSであるための前提条件は，

ソフトウェアが一定の条件のもとに自由

に「改変」と「頒布」できることが挙げら

れます。その一定の条件がOSSライセ

ンスに書かれています。

　また，OSSライセンスは「寛容型」と

「互恵型」に大別できます（表2）。寛容

型ライセンスは，極めて単純な事柄を守

れば自由な改変や頒布が認められるも

のです。互恵型ライセンスは，寛容型ラ

イセンスに比べてより強くソフトウェア

開発情報の共有を志向したものです。

　今後，IoT（Internet of Things）

機器が普及すれば，数百万台から数百

億台というオーダーでOSSが各デバ

イスで使われるようになってきます。

その際には，OSSライセンスを正し

く理解して，正しく利用する必要があ

るでしょう。
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Linux（Ubuntu，CentOS含む），
AndroidOS

分類 名称

プログラミ
ング言語

Webサーバ

アプリケー
ションサーバ

仮想化環境

統合開発
環境（IDE）
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サーバ
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ファイル
サーバ

Ruby，Perl，Python，PHP

Apache HTTP Server，nginx

Apache Tomcat，JBoss，
GlassFish

KVM，Xen
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MySQL，MariaDB，
PostgreSQL

Hadoop
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OSSライセンスの教科書
上田理 著，岩井久美子 監修／A5判・320頁
定価（本体価格2880円＋税）
ISBN 978-4-297-10035-3

本書では，10数年にわたりOSSライセンスを業務面で関わり
のある著者が，OSSライセンスの正しい理解，そして我々が何
をすべきか，何をすべきでないかについて解説します。企業規
模が小さく法務面や知財面で恵まれない現場の方に，OSS
を適切に利用するためのヒントが満載です。

オープンソースソフトウェアの
ライセンスとは

図1 エクスプロイトキットによる攻撃の流れ 表1 狙われるアプリケーションとContent-Type

セキュリティのための
ログ分析入門
サイバー攻撃の痕跡を見つける技術
折原慎吾，鐘本楊，神谷和憲，松橋亜希子，
阿部慎司，永井信弘，羽田大樹，朝倉浩志，
田辺英昭 著
B5変形判・240頁
定価（本体価格2780円＋税）
ISBN 978-4-297-10041-4

Java　　　  application/x-java-archive

Flash　　　 application/x-shockwave-flash

Silverlight　application/x-silverlight-app

狙われる
アプリケーション Content-Typeの代表例

近年のサイバー攻撃は
の事前準備が行うことがあります。一例と

してエクスプロイトキットによる攻撃の流

プロキシサーバの「Content-Type」に

は，どの種類のファイルをダウンロードし

の事前準備が行うことがあります。一例と プロキシサーバの「Content-Type」に

ログ分析でサイバー攻撃を未然に防ぐ

表2　寛容型ライセンスと互恵型ライセンスの比較
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センスで共通している。結果として，利用にあたっての責任はすべて使う側にあると考えるべき状況となる
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・GNU Lesser General Public License（LGPL）※
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・BSDライセンス
・Apacheライセンス
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※LGPLはバージョン2までは「Library GPL」の略でしたが、バージョン2.1以降は「Lesser GPL」の略とされています。
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　本記事を見つけてくださった，Web制作

の現場で働くデザイナーのあなた！　あな

たはプログラミングに触れた経験はある

でしょうか？　中には，「もちろんやってい

るよ」と胸を張って言えるという方，それど

ころか，実際にバリバリとプログラミングを

こなしている方もいらっしゃることでしょ

う。しかし一方で，「プログラミングは難し

そう……」「過去に挫折してしまって……」と

尻込みしてしまう方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。

　実際のところ，デザイナーとプログラマ

の分業が進んでいるWeb制作の現場で

は，デザインもプログラムもどちらも完璧

にできる必要はないことも多いでしょう。

というより，プログラミングを専門にする同

僚がいるのであれば，まずはその方たちに

任せるのが理想的です。

　しかし，それでもやはり，プログラミング

を学んでおくメリットというのは確実に存

在します。ここでちょっとだけ考えてみま

しょう。

コードでのコミュニケーションが
一番早い！

　たとえば，「このページのこの動きを

ちょっとだけ変更したい」というケースを考

えてみましょう。それによって確実にクオリ

ティが上がるのは分かっていても……変更

の意図や期待する結果を整理してプログ

ラマに伝えるのが億劫になってしまうこと

はよくある話です。なんとか伝えたとして

も，「そういうことじゃなかったんだけどな

……」ということだってあるかもしれませ

ん。細かい変更まですべてプログラマに任

せようとすると，どうしてもこういったコ

ミュニケーションコストの問題が生じてし

まいがちです。

　しかし，そんなときプログラミングの知

識があるとどうでしょうか。コードの変更に

ついて伝えるにはコードを使うのが一番

手っ取り早いというのはよくあることです。

変更の依頼にちょっとしたコードを添える

ことができれば，依頼されたプログラマー

が理解しやすく，誤解しづらくなることで

しょう。

工数の見積もりもしやすくなる！

　また，「ちょっとだけ変更」の「ちょっとだ

け」についても，もう少し考えてみましょう。

そう，工数の見積りの問題です。デザイナー

として仕事をしている際に，「ちょっとした

デザインの修正」と気軽に依頼された変

更が，全体のバランスを変えてしまうがた

めに「ぜんぜん『ちょっとした』じゃないよ

……」と絶望してしまった経験は誰にでも

あるのではないでしょうか。ほかの人が

やっている作業に対する見積もりはなかな

か難しいものなのです。

　そうです，プログラマに対する依頼だっ

てそうなのです。プログラミングの知識が

あれば，「これは難しい変更かもしれない」

「これはきっとそれほど難しくない」という

アタリをつけることが容易になります。「こ

れってほんとにちょっとした変更なのかな

……」と迷うことも減るでしょうから，先のコ

ミュニケーションコストの件と合わせて，積

極的な改善が進みやすくなるに違いありま

せん。

『知識ゼロからの
JavaScript入門』で始めよう！

　というわけで，デザイナーでもプログラミ

ングについて知っておきたい！　というこ

とがわかりました。そして，Web制作におい

てまず学ぶべき言語といえばJavaScript

です。JavaScriptを学ぶには，どんな本を

読めばいいのでしょうか？

　世の中にはJavaScriptの良質な入門

書がたくさんあります。もしかしたらあなた

も，いくつか読んでみた事があるかもしれ

ません（そして，挫折してしまったこともあ

るかもしれません……）。

　本記事でお勧めするのは，『知識ゼロか

らのJavaScript入門』です。プログラミ

ングにまったく触れたことがない，あるい

は過去に挫折してしまったという方でも読

み切ることができる。『知識ゼロからの

JavaScript入門』は，まさにそれを目指し

て書かれた本です。ワンステップを小さめ

にしているため，その都度達成感を得られ

るようになっていますし，何より，読み切る

ことで得られる自信は次のステップへと繋

がります。

　本書を読んで，1つ上のデザイナーを目指

してみませんか？
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　昨今，VRアプリ（仮想現実）という言葉を耳にする機会が増

えていませんか？　中にはすでに「VR Zone（https://

vrzone-pic.com/）」や「SEGA VR AREA AKIHABARA

（https://www4.revn.jp/sega-vr-area/）」などのアミュー

ズメントパークやPlayStationなどのゲームでVR体験をした

方もいるのではないでしょうか？

　上記以外にもヘッドマウントディスプレイ（写真1，2）と呼ば

れるVRゴーグルを装着してスマートフォンで簡単に体験する

ことができます。

○写真1　Vox+ Z3
※http://www.vox-vr.com/index.html
○写真2　Google Cardboard
※https://vr.google.com/intl/ja_jp/cardboard/

  VRアプリを簡単作成できる「Unity」

　VR体験した方の中には，「自分でもVRアプリ（ゲーム）を

作ってみたい」と思う方もいるかもしれません。

　単純にゲーム開発するには，動作をさせるための「プログラ

ミングの知識」，キャラクターを動かすための「グラフィックの

知識や行列計算などの数学知識」さらには「効果音やBGM

を鳴らす方法」や爆発や炎などの「エフェクト表示」，メニュー

画面などの「UI（ユーザーインターフェース）構築」ゲームパッ

ド／スマートフォンからの「入力制御」などが必要になります。

さらにそのアプリをVRに対応させるには「VRの知識」が必要

となります。

　これだけの知識をすべて一から身につけるには，学習やコス

ト面でも敷居が高く，この時点でゲームを作ることを諦めてし

まう人もいるかもしれません。しかし，そんな開発の難しい部

分をわかりやすく・使いやすくまとめたのものがUnityなどの

ゲームエンジンと呼ばれるものです。Unityを利用することで，

複雑なことをゲームエンジンがサポートしてくれるため，ゲー

ム開発を身近なものにしてくれます。

●Unityの特徴

　Unityのゲームエンジンとしての特徴を次に示します。

・C#，JavaScript（UnityScript）を利用してスクリプトを記

述することで幅広い表現が可能

・3Dキャラクターのアニメーションを制御する「アニメーショ

ンシステム」

・ゲームに欠かせない炎や爆発，竜巻といったエフェクトをパ

ラメータの調整だけで作成可能

・ボタンやリスト，スライドバーなどUIの機能が標準サポート

　Unityはゲームエンジンの特徴以外にも以下の特徴があり

ます。

・3Dモデルやアニメーション，マテリアルなどのアセットがア

セットストアで入手可能

・マルチプラットフォームのサポート

・収益化や生産性の向上など開発者をサポートするサービス

（表1）

▼表1　豊富なサービス

　　　サービス　   　説明

Unity Ads                  ゲーム内に動画広告などを表示

Unity Analytics          継続率やプレイヤー行動などを解析

Unity Certification     Unity認定試験

Unity Cloud Build       クラウド上でアプリをビルドし共有できる

Unity Everyplay        ゲーム動画を録画・シェア

Unity IAP         アプリ内課金

Unity Multiplayer      マルチプレイ機能

Unity Performance 
Reporting         アプリケーションエラーを収集・表示

　このように，Unityはゲームエンジンの機能だけでなく，ア

セットストアやサービスを含めて総合的にゲーム開発の敷居

を下げてくれていることが理解できたのでたのではないで

しょうか。

  「Unity」を使えば簡単に実現できるということは
   わかったけれど…

　最後にそう言っても，そもそもVRアプリはもとより，Unityも

使ったことがない…，そんな方にピッタリの書籍を紹介します。

『作って学べる Unity VR アプリ開発入門』は，はじめて

VRアプリ開発を体験したい人のための入門書です。身近な

スマートフォン，開発環境にVRと親和性の高いUnityを利用

することで，VRに必

要な知識からVRア

プリの開発工程ま

で一通りの体験が

できます。また，3つ

の異なるVRアプリ

の作成を通して，

Unityの基本的な

機能を学ぶことが

で き ま す の で，

Unityをはじめて体

験する人にもおす

すめです。

知識ゼロからの

JavaScript入門
小笠原寛 著／A5判・224頁
定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-9939-9

「デザイナーだから関係ない」
では済まされない？

作って学べる

Unity VR アプリ開発入門
大嶋剛直，松島寛樹，河野修弘 著／B5変形判・464頁
定価（本体価格3480円＋税）／ISBN 978-4-297-10105-3

プログラミング経験のない
あ な た に 向 け た J a v a
Scriptの入門書が登場！こ
れからWeb業界に入る新
人エンジニアやデザイナー
向けに特化した内容を，講
師として入門者に触れるこ
との多い著者ならではの
視点から解説。

「デザイナーだから関係ない」
では済まされない？

写真1 写真2

VRアプリとは
Unityで作る
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まう人もいるかもしれません。しかし，そんな開発の難しい部

分をわかりやすく・使いやすくまとめたのものがUnityなどの

ゲームエンジンと呼ばれるものです。Unityを利用することで，

複雑なことをゲームエンジンがサポートしてくれるため，ゲー

ム開発を身近なものにしてくれます。

●Unityの特徴

　Unityのゲームエンジンとしての特徴を次に示します。

・C#，JavaScript（UnityScript）を利用してスクリプトを記

述することで幅広い表現が可能

・3Dキャラクターのアニメーションを制御する「アニメーショ

ンシステム」

・ゲームに欠かせない炎や爆発，竜巻といったエフェクトをパ

ラメータの調整だけで作成可能

・ボタンやリスト，スライドバーなどUIの機能が標準サポート

　Unityはゲームエンジンの特徴以外にも以下の特徴があり

ます。

・3Dモデルやアニメーション，マテリアルなどのアセットがア

セットストアで入手可能

・マルチプラットフォームのサポート

・収益化や生産性の向上など開発者をサポートするサービス

（表1）

▼表1　豊富なサービス

　　　サービス　   　説明

Unity Ads                  ゲーム内に動画広告などを表示

Unity Analytics          継続率やプレイヤー行動などを解析

Unity Certification     Unity認定試験

Unity Cloud Build       クラウド上でアプリをビルドし共有できる

Unity Everyplay        ゲーム動画を録画・シェア

Unity IAP         アプリ内課金

Unity Multiplayer      マルチプレイ機能

Unity Performance 
Reporting         アプリケーションエラーを収集・表示

　このように，Unityはゲームエンジンの機能だけでなく，ア

セットストアやサービスを含めて総合的にゲーム開発の敷居

を下げてくれていることが理解できたのでたのではないで

しょうか。

  「Unity」を使えば簡単に実現できるということは
   わかったけれど…

　最後にそう言っても，そもそもVRアプリはもとより，Unityも

使ったことがない…，そんな方にピッタリの書籍を紹介します。

『作って学べる Unity VR アプリ開発入門』は，はじめて

VRアプリ開発を体験したい人のための入門書です。身近な

スマートフォン，開発環境にVRと親和性の高いUnityを利用

することで，VRに必

要な知識からVRア

プリの開発工程ま

で一通りの体験が

できます。また，3つ

の異なるVRアプリ

の作成を通して，

Unityの基本的な

機能を学ぶことが

で き ま す の で，

Unityをはじめて体

験する人にもおす

すめです。

知識ゼロからの

JavaScript入門
小笠原寛 著／A5判・224頁
定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-9939-9

「デザイナーだから関係ない」
では済まされない？

作って学べる

Unity VR アプリ開発入門
大嶋剛直，松島寛樹，河野修弘 著／B5変形判・464頁
定価（本体価格3480円＋税）／ISBN 978-4-297-10105-3

プログラミング経験のない
あ な た に 向 け た J a v a
Scriptの入門書が登場！こ
れからWeb業界に入る新
人エンジニアやデザイナー
向けに特化した内容を，講
師として入門者に触れるこ
との多い著者ならではの
視点から解説。

「デザイナーだから関係ない」
では済まされない？

写真1 写真2

VRアプリとは
Unityで作る

https://www4.revn.jp/sega-vr-area/
http://www.vox-vr.com/index.html
https://vr.google.com/intl/ja_jp/cardboard/


　しかし，機能が充実すればするほど，

はじめて写真の編集をする人には何をし

たらいいのかわからなくなってしまうかも

しれません。無料で使える GIMP は初心

者の方が触れやすいソフトです。上手く

使いこなせなかったら宝の持ち腐れに

なってしまいます。

　そこで本書では，上記のリファレンス

に加えて，よく使う機能の使い方や，チ

ラシやポストカードの作り方などがすぐ

に身に付くように，ていねいに手順を解

説したチュートリアルを前半に設けてい

ます。すぐに一通り使えるようになりた

い人はチュートリアルでザッと感覚を身

に付けて，細かい操作はリファレンスで

確認しながら使うといったことができま

す。1 冊で 2 度おいしい本書をお供に，

是非とも GIMP で写真を格好良く編集し

てみましょう！
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G I M P で自由自在 に 画 像 編 集！

　写真の編集をしたいと思うことはある

でしょうか？　最近はスマホで写真を撮

影して，そのままアプリで編集するとい

うことも簡単にできるようになりました。

しかし，合成などちょっと手の込んだ編

集をしようと思うと，まだまだパソコン

の方がしやすいでしょう。

　写真の編集ソフトといえば Adobe の

Photoshop が代表的です。しかし，お

金を出してまではちょっと……と腰が引

けてしまうかもしれません。一般ユーザー

向けの Photoshop Elementsでも，購

入には 1 万円以上かかります。お金は払

いたくないけど，Photoshop にも負け

ない編集をしたい……などというワガマ

マはかなわないのでしょうか？　実は，

この夢を叶えてくれるソフトがあります。

それが「GIMP」です。

　GIMP は有志によって開発された，無

料で使える画像編集ソフトです。無料と

はいえ，その機能は有償ソフトと比べて

も何ら遜色はありません。色の補正やト

リミングなどはもちろん，レイヤーやパ

スといった機能も備えています。さらに，

対 応 し て い る 画 像 形 式 は JPEG，

PNG，GIF，PDF などと非常に多種多

様。Photoshop で編集したデータであ

る PSD ファイルまで読み込み・書き出

しとも に 可 能 で す。ま さ に「無 料 版

Photoshop」とでも呼びたくなる高性

能ソフトです。

Shade3D
建築＆インテリア実践モデリング講座
Aiprah　著/B5判／320ページ/定価（本体3680円＋税）
ISBN 978-4-7741-9936-8

3D CADモデリングソフトの中でも安価で導入しやすいShade3D。本書はShade3Dで建築，インテリ
ア関係の設計に携わる方が，実務でモデリングできる基礎を身につけるための独習書です。本書では，
事務で役立つ知識を交えつつ，膨大な数の製図（モデリング）を作成しなければならないなど，実務に追
われている人が効率よくモデリングする方法を紹介。基本形状からはじまり，一戸建てを作りながら
Shade3Dの操作方法を学びます。
【補足情報】ver.16／17／18対応　付属DVD：本書解説サンプル（Shade3Dモデリングデータ，マッピ
ング素材）／Shade3D ver.18体験版（Windows／Mac）収録

GIMPとは？

チュートリアルですぐに使いこなせるように

　GIMP には具体的にどういったことが

できるのでしょうか。写真の編集にも色々

ありますが，色の補正は需要が最も大き

いもののひとつでしょう。GIMP には数

多くの色補正メニューが揃っており，明

度・彩度・ホワイトバランスなどを自在

に調整することができます（図 2）。

　写り込んでしまった余計なものの削除

も GIMP なら簡単に行えます。被写体の

削除には＜修復ブラシ＞というツールを

利用します。ツールの設定をすれば細か

い修正にも対応できます（図 3）。

　なお，GIMP は今年 7 月に最新版の

2.10 がリリースされました。前バージョ

ンの 2.8 と比べると，2.10 では主に以

下の機能が追加されています。

・色補正

・複数の変形機能を統合したツール

・立体的に写真を回転させるツール

・「MyPaint Brush」の一部機能

・「フィルター」による特殊効果の種類

　こうした新機能も含めて，本書では

GIMP で利用できる150 以上の機能を

リファレンスで解

説して い ま す。

GIMP の 充 実っ

ぷりを 理 解して

もらえるかと 思

います。

バージョンアップで機能がさらに充実！

図2　暗い印象の食べ物の写真（左）を，
　　　明るく直すこともできます（右）

図3　写り込んだものの
　　　削除も簡単です

すぐに作れる ずっと使える

GIMPの
すべてが身に付く本 
土屋徳子 著／B5判・320頁
定価（本体価格1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-9878-1

図1　GIMPの編集画面
　3D CAD の利点は，なんといっても実物に近い形でシミュ

レーションできることです。モックを作ってすり合わせを行った

にも関わらず，やはり完成物で不具合が生じることがあります。

色，質感を含む材質，実際に配置してみたら入らなかった，強

度が足りなかったなど……。色はなんとかなりますが，寸法，材

質を含む強度に関しては，なんとかできることではありません。

　モックで強度を確認することが難しいのは当たり前ですが，

大手のゼネコン（建設会社）や製造業では 3D モデルでのシミュ

レーションが主流となっていて，材質および構造を調整しなが

ら作り上げています。

　これまでモック制作に費やしていた時間を 3D モデルを作る

時間に充てる。3D CAD の活用の仕方としては，

2D CAD⇒3D CAD（従来はモック）⇒完成物

というような形が理想ではないでしょうか。

立体物として誰とでも共有できる3D CADの利点

　建築やプロダクト（工業生産物：製品）の設計は，現在も
2D CAD が主流です。2D CAD は図面そのものですから，
その寸法に合わせて立体物を作ります。
　デメリットとしては，2D CAD は完成形を誰とでも共有で
きるわけではないという点です。2D はあくまで平面図なので
立体ではありません。平面図から立体を想像するのは，慣れ
た人でなければ容易ではなく，出来上がったときに「こんなん
じゃなかった！」といったようなクライアントからの駄目出し
も考えられるのです。

　作る物が小さく単純な物であれば手直しもそれほどではな
いかもしれませんが，巨大構造物などのように作る物が大き
ければ大きいほど工期も決められているので，「こんなんじゃ
なかった！」で済まされる話ではないのです。
　巨大構造物は大げさですが，実際にクライアントから受注
する製品，建造物も納期が決められている場合がほとんどで，
そのため，モック（模型）を作ってクライアントと出来上がり
イメージをすり合わせつつ，OK が出たら実際の作業に取り掛
かるというのが一連のフローではないでしょうか。

2D CAD設計の現場

　実際の写真と同じような 3D モデルを作れるようになれば，

クライアントと意思疎通がしやすくなり，より要望をくみ取りや

すくなります。

　Shade3D はフォトリアルな 3D モデルを作るソフトの中で

は安価で操作もしやすいソフトです。ver.16 よりプロダクトや

建築物のように数値が決まった形状が作りやすいように機能強

化されました。

　3D モデリングソフトは難しいイメージがあると思いますが，

Shade3D は初心者でも扱いやすいように，作りたい形状をサ

ポートするツールやメニューが豊富に用意されています。

　本書は Shade3D の Basic，Standard，Professional の

グレードを問わず，思い通りの形状を作るため方法を解説して

います。

　著者の藁谷氏が長年クライアントや学生に向けてトレーニン

グしてきた経験を活かし，より効率のよい 3D モデルを作る方

法を解説いただきました。3D モデリングは敷居が高い，と思っ

ていらっしゃる方におすすめします。3D モデルを作る楽しみ

をぜひ一度味わってみてください。

Shade3Dでフォトリアルな3Dモデルを作る

2D図面を基に
3Dモデルが作れる

フォトリアルな3Dモデルを作る
クライアントとイメージを共有するShade3D活用法

フォトリアルな3Dモデルを作る



　しかし，機能が充実すればするほど，

はじめて写真の編集をする人には何をし

たらいいのかわからなくなってしまうかも

しれません。無料で使える GIMP は初心

者の方が触れやすいソフトです。上手く

使いこなせなかったら宝の持ち腐れに

なってしまいます。

　そこで本書では，上記のリファレンス

に加えて，よく使う機能の使い方や，チ

ラシやポストカードの作り方などがすぐ

に身に付くように，ていねいに手順を解

説したチュートリアルを前半に設けてい

ます。すぐに一通り使えるようになりた

い人はチュートリアルでザッと感覚を身

に付けて，細かい操作はリファレンスで

確認しながら使うといったことができま

す。1 冊で 2 度おいしい本書をお供に，

是非とも GIMP で写真を格好良く編集し

てみましょう！
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でしょうか？　最近はスマホで写真を撮

影して，そのままアプリで編集するとい

うことも簡単にできるようになりました。

しかし，合成などちょっと手の込んだ編

集をしようと思うと，まだまだパソコン

の方がしやすいでしょう。

　写真の編集ソフトといえば Adobe の

Photoshop が代表的です。しかし，お

金を出してまではちょっと……と腰が引

けてしまうかもしれません。一般ユーザー

向けの Photoshop Elementsでも，購

入には 1 万円以上かかります。お金は払

いたくないけど，Photoshop にも負け

ない編集をしたい……などというワガマ

マはかなわないのでしょうか？　実は，

この夢を叶えてくれるソフトがあります。

それが「GIMP」です。

　GIMP は有志によって開発された，無

料で使える画像編集ソフトです。無料と

はいえ，その機能は有償ソフトと比べて

も何ら遜色はありません。色の補正やト

リミングなどはもちろん，レイヤーやパ

スといった機能も備えています。さらに，

対 応 し て い る 画 像 形 式 は JPEG，

PNG，GIF，PDF などと非常に多種多

様。Photoshop で編集したデータであ

る PSD ファイルまで読み込み・書き出

しとも に 可 能 で す。ま さ に「無 料 版

Photoshop」とでも呼びたくなる高性

能ソフトです。
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多くの色補正メニューが揃っており，明

度・彩度・ホワイトバランスなどを自在

に調整することができます（図 2）。

　写り込んでしまった余計なものの削除

も GIMP なら簡単に行えます。被写体の

削除には＜修復ブラシ＞というツールを

利用します。ツールの設定をすれば細か
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　3D CAD の利点は，なんといっても実物に近い形でシミュ

レーションできることです。モックを作ってすり合わせを行った

にも関わらず，やはり完成物で不具合が生じることがあります。

色，質感を含む材質，実際に配置してみたら入らなかった，強

度が足りなかったなど……。色はなんとかなりますが，寸法，材

質を含む強度に関しては，なんとかできることではありません。

　モックで強度を確認することが難しいのは当たり前ですが，

大手のゼネコン（建設会社）や製造業では 3D モデルでのシミュ

レーションが主流となっていて，材質および構造を調整しなが

ら作り上げています。

　これまでモック制作に費やしていた時間を 3D モデルを作る

時間に充てる。3D CAD の活用の仕方としては，

2D CAD⇒3D CAD（従来はモック）⇒完成物

というような形が理想ではないでしょうか。

立体物として誰とでも共有できる3D CADの利点

　建築やプロダクト（工業生産物：製品）の設計は，現在も
2D CAD が主流です。2D CAD は図面そのものですから，
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立体ではありません。平面図から立体を想像するのは，慣れ
た人でなければ容易ではなく，出来上がったときに「こんなん
じゃなかった！」といったようなクライアントからの駄目出し
も考えられるのです。

　作る物が小さく単純な物であれば手直しもそれほどではな
いかもしれませんが，巨大構造物などのように作る物が大き
ければ大きいほど工期も決められているので，「こんなんじゃ
なかった！」で済まされる話ではないのです。
　巨大構造物は大げさですが，実際にクライアントから受注
する製品，建造物も納期が決められている場合がほとんどで，
そのため，モック（模型）を作ってクライアントと出来上がり
イメージをすり合わせつつ，OK が出たら実際の作業に取り掛
かるというのが一連のフローではないでしょうか。

2D CAD設計の現場

　実際の写真と同じような 3D モデルを作れるようになれば，

クライアントと意思疎通がしやすくなり，より要望をくみ取りや

すくなります。

　Shade3D はフォトリアルな 3D モデルを作るソフトの中で

は安価で操作もしやすいソフトです。ver.16 よりプロダクトや

建築物のように数値が決まった形状が作りやすいように機能強

化されました。

　3D モデリングソフトは難しいイメージがあると思いますが，

Shade3D は初心者でも扱いやすいように，作りたい形状をサ

ポートするツールやメニューが豊富に用意されています。

　本書は Shade3D の Basic，Standard，Professional の

グレードを問わず，思い通りの形状を作るため方法を解説して

います。

　著者の藁谷氏が長年クライアントや学生に向けてトレーニン

グしてきた経験を活かし，より効率のよい 3D モデルを作る方

法を解説いただきました。3D モデリングは敷居が高い，と思っ

ていらっしゃる方におすすめします。3D モデルを作る楽しみ

をぜひ一度味わってみてください。

Shade3Dでフォトリアルな3Dモデルを作る

2D図面を基に
3Dモデルが作れる

フォトリアルな3Dモデルを作る
クライアントとイメージを共有するShade3D活用法

フォトリアルな3Dモデルを作る



2018 vol.190  109 2018 vol.190

「撮りっぱなし」ではもったいない！「撮りっぱなし」ではもったいない！

「写真×パソコン」で
できること 5選！
　あなたはデジカメで写真を撮ります

か？　それともスマホでしょうか？　もし

くは，両方で撮りますよ，という方も少なく

ないかもしれません。今回，この記事で写

真を撮るすべての方にお伝えしたいのは，

「写真はパソコンに取り込むことで，でき

ることが格段に広がる」ということです。

家にパソコンがあるとしたら，ぜひパソコ

ンを活用してみてください。ここでは，写

真をパソコンに取り込むことでできること

をご紹介します。

①ずっと消さずに残しておける
　近頃はスマホで写真を撮って，スマホで

管理している方も多いと思います。確かに

スマホだと簡単に昔の写真を見返せたり，

すぐ友達に写真を送ったりできるので便

利です。しかしある日突然，「もう写真が撮

れない」という困った状況になることがあ

ります。原因はスマホの容量不足。スマホ

の保存容量はあまり多くなく，写真をため

込み過ぎればいつの日か必ず，容量がいっ

ぱいになってしまうのです（デジカメの場

合も同様です）。

　それに比べてパソコンは大容量で，スマ

ホの5倍～10倍以上の保存容量を持って

いることが一般的です。大事な場面で「写

真が撮れない！」という状況にならないた

めにも，写真はこまめに，パソコンに移して

おくことをおすすめします。

②まとめて管理できる
　デジカメで撮った写真。スマホで撮った

写真。それらを別々に管理していると「あ

の写真，どこにあるっけ？」となりがちで

す。そうならないためにも，写真はまとめて

管理したいものです。Windows 10には

「フォト」アプリという写真管理アプリが

入っています。「フォト」アプリに写真を取

り込めば一括で管理できることはもちろ

ん，日付ごとに自動的に整理されるので，

探したい写真をすぐに見つけることもでき

ます。

▼「フォト」アプリでは，写真が日付別に整理
されて表示される

③きれいに補正できる
　せっかく良い写真が撮れたと思っても，

「余計なものが写り込んでしまった」「色

がいまいちパッとしない」ということがあ

ります。そんなときに役立つのが，写真の

補正機能です。「フォト」アプリでは，明る

さや色を変えることができ，また，写真の

雰囲気を一瞬で変えられる「フィルター効

果」を使うこともできます。これらの機能

を使って，写真をよりきれいに磨き上げま

しょう。

▼フィルターは写真の雰囲気を変更できる楽
しい機能

④印刷／CD保存／メール送信できる
　写真をプリンターで印刷してアルバムに

まとめる，もしくは人にあげる。CDにたく

さんの写真を保存してプレゼントする。友

達にメールで写真を送る。すべてパソコン

を使えば可能です。パソコンの基本機能

ではありますが，人に見せたり，あげたりす

るときに必ず役立つでしょう。

⑤Webアルバムにしてみんなに見せられる
　「フォト」アプリを使えば，お気に入りの

写真を「アルバム」としてまとめておくこ

とができます。ここでおすすめなのが

「Webアルバム」という機能です。Webア

ルバムは，インターネット上に作ったアル

バムのことで，メールなどでアドレスを送

れば，誰でも，パソコンからでもスマホか

らでも閲覧することができます。一緒に旅

行にいった友人たちと，写真を共有すると

きに便利です。

▼パソコンでWebアルバムを表示した例

パソコンが苦手でも
ぜったいデキます！
　いかがでしたか？　本書はパソコンが

苦手な方でもぜったいにできるよう，大き

な字でていねいに操作を解説しています。

1つでも気になったものがあれば，ぜひ，本

書を読んで写真をパソコンで活用してみ

てください。

家電操作の鍵を握るのは
「スマートリモコン」
　Amazon Echoで家電を操作するに
は，Amazon Echoに対応した「スマート
家電」が必要です。しかし，まだまだ数が
少なく，わざわざ家電ごと買い換えるの
ももったいないでしょう。
　そこで登場するのが「スマートリモコ
ン」です。スマートリモコンは，無線LAN
に対応した学習型のリモコンで，リモコ
ンが出す赤外線の操作信号を学習して
連携することで，Amazon Echoから操
作できるようになります。現在使ってい
るテレビやエアコン，照明など赤外線に
対応した家電のリモコンを1つにまとめ，
据え置き型ながらも広範囲に赤外線を
送信するので，部屋中の家電が操作可
能になります。「アレクサ，照明をつけて」
と話しかけて照明がつくだけで，ちょっと
した未来感を味わえるでしょう。
　また，Amazon Echoの「定型アクショ
ン」機能を使えば，「アレクサ，おはよう」
の言葉で照明とテレビとエアコンをまと
めて電源オンにすることもできます。

スマートリモコンは
どうやって選べばよい?
　Amazon Echoに対応したスマートリ
モコンはいくつか発売されていますが，
製品によって操作できる内容が異なりま
す。電源のオンオフしかできないもの，テ
レビのチャンネルやエアコンの温度変
更ができるものなどさまざまです。学習
したリモコン機能をすべて音声操作で
きるわけではないのと，家電によっては
対応していない場合もあるので，各ス
マートリモコンの公式サイトなどで確認
し，自分の用途に合ったものを購入する
とよいでしょう。
　一例を挙げるならば，電源のオンオフ
のみでよければLink Japanの「eRe-
mote mini」，テレビのチャンネル変更や
エアコンの温度変更を行いたければラ
トックシステムの「RS-WFIREX3」が，い
ずれも7,000円台で購入できるのでお
すすめです。
　弊社より刊行している書籍「ゼロから
はじめるAmazon Echoスマートガイ
ド」では，これらの使い方を手順操作で

わかりやすく解説しています。ぜひ一度
ご覧ください。

Amazonから発売されたスマートスピー
カー，Amazon Echoの操作解説書です。初
期設定および基本的な使い方から，買い物，
音楽の再生，スキルの活用，家電との連携ま
で，さまざまな使い方を手順操作でわかりや
すく解説しています。タッチスクリーン搭載の
Amazon Echo Spotにも対応しています。

各社から発売されている
スマートテレビ
　スマートテレビという言葉を聞いたこ
とがありますか？　ネット動画やアプリ
などが楽しめる，インターネットに接続し
たテレビのことです注1。　家電AVメー
カー各社の新製品は，スマートTVアプリ
に対応したパナソニックのビエラや
Android TV機能を搭載したソニーのブ
ラビアなど，スマートテレビ対応モデル
が当たり前となりました。一方で5～6年
前に購入した製品や廉価版モデルのテ
レビは未対応で，スマホやタブレットの
小さな画面から動画配信サービスを利
用している方も多いでしょう。現在利用
しているテレビにHDMI端子があれば，
メディアストリーミング端末を接続して
スマートテレビ機能を備えることができ
ます注2。

古いテレビにつなぐだけでスマー
トテレビを楽しめる「Fire TV」
　メディアストリーミング端末の代表的
なものに，Amazon社の「Fire T V」
「Fire TV Stick」があります。Amazon
ビデオやYouTube，Netflixなど無料／
有料動画配信サービスをはじめ，ゲーム
や音楽アプリ，Amazonのプライム会員
であればプライムフォトをリビングのテ
レビ画面で利用できます。Amazonで買
い物をする感覚で有料ビデオの視聴や
アプリがかんたんに購入でき，家族で楽
しむ方も多いでしょう。
　しかし視聴履歴の管理や子どもに見
せたくないコンテンツの非表示など，リ
ビングで利用するのに必須の設定もあ
ります。
　『今すぐ使えるかんたんPLUS+　
Amazon Fire TV完全大事典』では，

各サービスの楽しみ方から細かな設定
までを解説しています。Fire TVを使い
倒すなら，必読の1冊です。

スマートスピーカーで
家電を操作!

古いテレビがスマートテレビに変わる！　Amazon Fire TVのすすめ

ゼロからはじめるシリーズ
ゼロからはじめる

Amazon Echo
スマートガイド

リンクアップ　著／四六判／192頁
定価（本体1200円＋税）

ISBN 978-4-7741-9884-2

今すぐ使えるかんたんPLUS+ 

Amazon
Fire TV完全大事典

リンクアップ 著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-297-10030-8
注1　スマートテレビの定義については，メーカーなどによっても差があります。
注2　HDMI端子付きのテレビのほか，Wi-Fiが必要です。

　Amazon EchoやGoogle Homeといったスマートスピーカー
では，スピーカーに話しかけるだけで，最新のニュースを知らせて
くれたり，音楽を再生したりすることができます。そのほか，家電
の操作にも対応していますが，こちらは試したことがある人は意外
と少ないのではないでしょうか?　ここでは，Amazon Echoを例
にスマートスピーカーでの家電操作について説明します。

スマートスピーカーで
家電を操作!

旅行の情景を撮る。友達との思い出を撮る。子供を撮る。ペットを撮る。季節の花を
撮る。「……でも，撮った写真はカメラの中」では写真が報われません！　その写
真，パソコンに取り込んで自由自在に活用しましょう！

今すぐ使えるかんたん 

ぜったいデキます！
デジカメ写真活用術
Windows 10対応版

［改訂2版］
井上香緒里 著／B5変形判・160頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9911-5
本書では，パソコンへの取り込み方法から，写
真の整理／編集／印刷の方法，CDやDVD，
USBメモリーへの保存方法までを解説してい
ます。さらには，写真をメールで送ったり，Web
アルバムにしたりする方法も紹介しているの
で，自分の撮った写真をインターネット経由で
かんたんに人に見せることができます。
最新のアプリ画面にバッチリ対応！この1冊で
デジカメ写真を楽しみましょう！
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「撮りっぱなし」ではもったいない！「撮りっぱなし」ではもったいない！

「写真×パソコン」で
できること 5選！
　あなたはデジカメで写真を撮ります

か？　それともスマホでしょうか？　もし

くは，両方で撮りますよ，という方も少なく

ないかもしれません。今回，この記事で写

真を撮るすべての方にお伝えしたいのは，

「写真はパソコンに取り込むことで，でき

ることが格段に広がる」ということです。

家にパソコンがあるとしたら，ぜひパソコ

ンを活用してみてください。ここでは，写

真をパソコンに取り込むことでできること

をご紹介します。

①ずっと消さずに残しておける
　近頃はスマホで写真を撮って，スマホで

管理している方も多いと思います。確かに

スマホだと簡単に昔の写真を見返せたり，

すぐ友達に写真を送ったりできるので便

利です。しかしある日突然，「もう写真が撮

れない」という困った状況になることがあ

ります。原因はスマホの容量不足。スマホ

の保存容量はあまり多くなく，写真をため

込み過ぎればいつの日か必ず，容量がいっ

ぱいになってしまうのです（デジカメの場

合も同様です）。

　それに比べてパソコンは大容量で，スマ

ホの5倍～10倍以上の保存容量を持って

いることが一般的です。大事な場面で「写

真が撮れない！」という状況にならないた

めにも，写真はこまめに，パソコンに移して

おくことをおすすめします。

②まとめて管理できる
　デジカメで撮った写真。スマホで撮った

写真。それらを別々に管理していると「あ

の写真，どこにあるっけ？」となりがちで

す。そうならないためにも，写真はまとめて

管理したいものです。Windows 10には

「フォト」アプリという写真管理アプリが

入っています。「フォト」アプリに写真を取

り込めば一括で管理できることはもちろ

ん，日付ごとに自動的に整理されるので，

探したい写真をすぐに見つけることもでき

ます。

▼「フォト」アプリでは，写真が日付別に整理
されて表示される

③きれいに補正できる
　せっかく良い写真が撮れたと思っても，

「余計なものが写り込んでしまった」「色

がいまいちパッとしない」ということがあ

ります。そんなときに役立つのが，写真の

補正機能です。「フォト」アプリでは，明る

さや色を変えることができ，また，写真の

雰囲気を一瞬で変えられる「フィルター効

果」を使うこともできます。これらの機能

を使って，写真をよりきれいに磨き上げま

しょう。

▼フィルターは写真の雰囲気を変更できる楽
しい機能

④印刷／CD保存／メール送信できる
　写真をプリンターで印刷してアルバムに

まとめる，もしくは人にあげる。CDにたく

さんの写真を保存してプレゼントする。友

達にメールで写真を送る。すべてパソコン

を使えば可能です。パソコンの基本機能

ではありますが，人に見せたり，あげたりす

るときに必ず役立つでしょう。

⑤Webアルバムにしてみんなに見せられる
　「フォト」アプリを使えば，お気に入りの

写真を「アルバム」としてまとめておくこ

とができます。ここでおすすめなのが

「Webアルバム」という機能です。Webア

ルバムは，インターネット上に作ったアル

バムのことで，メールなどでアドレスを送

れば，誰でも，パソコンからでもスマホか

らでも閲覧することができます。一緒に旅

行にいった友人たちと，写真を共有すると

きに便利です。

▼パソコンでWebアルバムを表示した例

パソコンが苦手でも
ぜったいデキます！
　いかがでしたか？　本書はパソコンが

苦手な方でもぜったいにできるよう，大き

な字でていねいに操作を解説しています。

1つでも気になったものがあれば，ぜひ，本

書を読んで写真をパソコンで活用してみ

てください。

家電操作の鍵を握るのは
「スマートリモコン」
　Amazon Echoで家電を操作するに
は，Amazon Echoに対応した「スマート
家電」が必要です。しかし，まだまだ数が
少なく，わざわざ家電ごと買い換えるの
ももったいないでしょう。
　そこで登場するのが「スマートリモコ
ン」です。スマートリモコンは，無線LAN
に対応した学習型のリモコンで，リモコ
ンが出す赤外線の操作信号を学習して
連携することで，Amazon Echoから操
作できるようになります。現在使ってい
るテレビやエアコン，照明など赤外線に
対応した家電のリモコンを1つにまとめ，
据え置き型ながらも広範囲に赤外線を
送信するので，部屋中の家電が操作可
能になります。「アレクサ，照明をつけて」
と話しかけて照明がつくだけで，ちょっと
した未来感を味わえるでしょう。
　また，Amazon Echoの「定型アクショ
ン」機能を使えば，「アレクサ，おはよう」
の言葉で照明とテレビとエアコンをまと
めて電源オンにすることもできます。

スマートリモコンは
どうやって選べばよい?
　Amazon Echoに対応したスマートリ
モコンはいくつか発売されていますが，
製品によって操作できる内容が異なりま
す。電源のオンオフしかできないもの，テ
レビのチャンネルやエアコンの温度変
更ができるものなどさまざまです。学習
したリモコン機能をすべて音声操作で
きるわけではないのと，家電によっては
対応していない場合もあるので，各ス
マートリモコンの公式サイトなどで確認
し，自分の用途に合ったものを購入する
とよいでしょう。
　一例を挙げるならば，電源のオンオフ
のみでよければLink Japanの「eRe-
mote mini」，テレビのチャンネル変更や
エアコンの温度変更を行いたければラ
トックシステムの「RS-WFIREX3」が，い
ずれも7,000円台で購入できるのでお
すすめです。
　弊社より刊行している書籍「ゼロから
はじめるAmazon Echoスマートガイ
ド」では，これらの使い方を手順操作で

わかりやすく解説しています。ぜひ一度
ご覧ください。

Amazonから発売されたスマートスピー
カー，Amazon Echoの操作解説書です。初
期設定および基本的な使い方から，買い物，
音楽の再生，スキルの活用，家電との連携ま
で，さまざまな使い方を手順操作でわかりや
すく解説しています。タッチスクリーン搭載の
Amazon Echo Spotにも対応しています。

各社から発売されている
スマートテレビ
　スマートテレビという言葉を聞いたこ
とがありますか？　ネット動画やアプリ
などが楽しめる，インターネットに接続し
たテレビのことです注1。　家電AVメー
カー各社の新製品は，スマートTVアプリ
に対応したパナソニックのビエラや
Android TV機能を搭載したソニーのブ
ラビアなど，スマートテレビ対応モデル
が当たり前となりました。一方で5～6年
前に購入した製品や廉価版モデルのテ
レビは未対応で，スマホやタブレットの
小さな画面から動画配信サービスを利
用している方も多いでしょう。現在利用
しているテレビにHDMI端子があれば，
メディアストリーミング端末を接続して
スマートテレビ機能を備えることができ
ます注2。

古いテレビにつなぐだけでスマー
トテレビを楽しめる「Fire TV」
　メディアストリーミング端末の代表的
なものに，Amazon社の「Fire T V」
「Fire TV Stick」があります。Amazon
ビデオやYouTube，Netflixなど無料／
有料動画配信サービスをはじめ，ゲーム
や音楽アプリ，Amazonのプライム会員
であればプライムフォトをリビングのテ
レビ画面で利用できます。Amazonで買
い物をする感覚で有料ビデオの視聴や
アプリがかんたんに購入でき，家族で楽
しむ方も多いでしょう。
　しかし視聴履歴の管理や子どもに見
せたくないコンテンツの非表示など，リ
ビングで利用するのに必須の設定もあ
ります。
　『今すぐ使えるかんたんPLUS+　
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家電を操作!
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ゼロからはじめる

Amazon Echo
スマートガイド

リンクアップ　著／四六判／192頁
定価（本体1200円＋税）

ISBN 978-4-7741-9884-2

今すぐ使えるかんたんPLUS+ 

Amazon
Fire TV完全大事典

リンクアップ 著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-297-10030-8
注1　スマートテレビの定義については，メーカーなどによっても差があります。
注2　HDMI端子付きのテレビのほか，Wi-Fiが必要です。
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ISBN 978-4-7741-9911-5
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第1特集
チーム開発に効く

GitHub徹底活用術
̶ P̶ullRequestの出し方からOSSへの参加まで
　GitHubの便利さは重々承知。でも，スマートに機能を使いこなしていま

すか？　Pull Requestを自信を持って実行できますか？　Issueの活用は

どのようにすればよいかご存じですか？　̶̶といったGitHub機能の使い

方も深掘りしてGitHubのエンジニアが実践指導します。初級から中級者へ

さらに上級のGitHub使いになってみませんか。まずは，バーション管理・

チーム開発の一連の流れを追いながら，実践的にGitHubの使い方を学ん

でみましょう。

　本特集では，実際に自分の試しやすいように可能な限りハンズオン形式

で解説しました。開発現場の流れのなかで，どのようにバーション管理・チー

ム開発を進めていくのか，特に重要な機能をピックアップしながら紹介して

いきます。さらにはOSSへの寄与方法までバッチリ・ガッツリいきます！

■第1章　GitHubをもう一度始めよう

■第2章　GitHub FlowとPull Request，Issueをほんとうに活用するには？

■第3章　組織内でGitHubを使い，チームの活性化を実現してみませんか？

■第4章　GitHub APIで広がる可能性，どのように実装していくのか？

■第5章　OSSに貢献してみよう・OSSを公開してみよう

■第6章　GitHub Pagesでウェブページを作成してみよう

第2特集
Unixをもっとうまく操作したい！

ターミナルマルチプレクサを活用していますか？
システム運用・管理はtmuxにお任せ！
　「作業中だったのにSSH接続が切れてしまった！」スマホのテザリングで

接続して，ssh接続して，yum update/apt upgradeの最中に接続が切れ

てしまったら……。TeraTermやWSLのBash，macOSターミナル画面では

うまくいきません。tmux（Screen，Byobu）ならば大丈夫。ネットが回復す

れば作業が継続できます。システム開発・運用の現場で複数のサーバや

サービスに接続したい場合がよくあります。そんなときもtmuxならばやりた

いことを複数の画面を開いて実行できます。そんな便利なtmuxをインス

トールから説明します。特殊な機能もじっくり解説，さらに2人以上のユーザ

で画面を共有することも簡単にできて便利なので，活用ユースケースをもと

に丁寧に解説します。本特集でシステムの運用，開発，テスト，などなどさま

ざまな用途で活用してください。

■第1章　そもそもターミナルマルチプレクサとは

　̶̶tmuxの基本的な使い方をインストールと基本設定からじっくり解説

■第2章　セッションを切ったりつないだり自由にできる！

　̶̶こんな使い方があったのか，驚きのテクニック指南！

　ファイルの転送，ansible実行，リモートにtmuxをつないで作業の引き継

ぎ，簡易デーモンの作り方，vimとの合わせ技

■第3章　運用現場でのtmux use case

　障害発生時，誰かとペアオペレーションしてみよう！　ウィンドウ切り替え

の方法，synchronized-paneの利用，セッション同期

のやりかた，tmux+セッション同期を運用現場でどのように使うと良いか，

screenからtmuxを選んだ理由

■新連載　量子コンピュータ超入門

2018 vol.190  1211 2018 vol.190

2018年 10月号
B5判・184頁
定価（本体価格1220円＋税）

MAGAZINE GUIDE

コンテナ技術とは？

　Dockerが既存のコンテナ技術と一

線を画す人気を集めた理由は，使いや

すさにあります。

　オーバーヘッドの少ない仮想化，コ

マンド1つで実行できる親しみやすい

インターフェイス，DSLによって構成

をコード化できるInfrastructure as 

Codeの潮流に沿った仕組み，イメー

ジリポジトリの整備などによって手軽

にOSを立ち上げることができるとい

う使い勝手は，既存の技術のいずれ

もが達成できなかったポイントです。

　システムのクラウド化が進み，今ま

で以上にマルチノードが当然の環境

となりつつある今日では，コンテナを

立ち上げてノード間で連携するとい

う使い方ができる点でもDockerは人

気です。

　コンテナを管理する，いわゆるコン

テナオーケストレーションの分野では

Kubernetesがデファクトスタンダー

ドとして人気を集めています。

　DockerとKubernetesが人気の理

由はなんとなくわかりましたか？　実

際に手を動かしてしっかり学びたいと

いう方には『Docker/Kubernetes 

実践コンテナ開発入門』がおすすめで

す。コンテナ未経験でも初歩から，実

践的に使いこなせるようになるまで解

説しています。
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　コンテナは要約すれば，軽量な仮

想化によってホスト上で複数のOSを

動かそうという技術です。仮想マシン

を間に挟むVirtualBoxなどの仮想化

に比べると，ローコストにOSを立ち

上げられる点がメリットです。

　実はコンテナは，仮想化やchroot

やFreeBSD jailなどをその源流にも

つ，コンセプト自体はかなり古くから

あるものです。これらはすでに登場か

ら15年以上が経過しています。なん

となく新奇なものに感じられますが

コンテナ自体は古くから需要のある

技術です。

　現在人気のコンテナを中心にした

開発スタイルは，これら既存の技術を

発展的に継承したDockerによっても

たらされたものです。

コ
ン
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ナ
は
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く
て
新
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い

　アプリケーション開発，オペレー

ションの分野で話題のコンテナ技術。

DockerやKubernetesの定番化を

受けて，その人気はますます過熱して

います。Amazon Web Servicesや

Google Cloud Platformなど主要ク

ラウドプラットフォームでもサポート

が進み，実用例も増え続け，もはや

アーリーアダプター向け技術という

フェーズを終えて実用レベルのもの

になっています。

　そうは言っても，Docker中心のコ

ンテナの事例が増えてきたのはここ

数年。名前はよく聞くけど実際に触っ

たことはない，運用できるか不安で検

討したことがないという人も多いので

はないでしょうか。

　コンテナ技術をおさらいしてみま

しょう。

も
は
や
定
番
の

コ
ン
テ
ナ

Docker/Kubernetes
実践コンテナ開発入門
山田明憲 著／B5変形判・424頁／定価（本体価格3380円＋税）
ISBN 978-4-297-10033-9

話題のコンテナ技術，Docker/Kubernetesの基礎から実際にアプリケーションを作
るまでを解説した入門書です。Docker/Kubernetesを実際の現場で活用している著
者が最新情報や実践スキルをわかりやすく解説します。ローカル環境での検証はもちろ
ん，Google Kubernetes EngineへのデプロイやAWS Fargateの活用などクラウド
での実践にも触れています。Docker/Kubernetesをきちんと本番で使うための王道
的な解説を中心としつつ，CLIツールとしてDockerを導入したい，オンプレでKuber-
entesを使いたいといったニーズにも答えます。

い ま
話 題 の

※タイトルはすべて仮題です。ページ数や掲載予定記事などは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

秋のソフトウェア開発／
　運用・超効率アップ実践号

IT業界の5年を追った
Software Design総集編
　IT業界のトレンド，そしてIT技術者にとって必要な基礎知
識について取り上げる月刊誌『Software Design』の，
2013年1月号から2017年12月号までのバックナンバーを収
録した『Software Design総集編【2013～2017】』が現在
発売中です。600名にも上るIT技術
者が，基本から応用に至るITのさまざ
まな技術を考察，解説した記事を一
度に読むことができます。本書を読む
ことで，ここ5年でITがどのように変
わったのか，それでも変わらないものは
何かについて，伺い知ることができる
でしょう。

Software Design編集部 編／B5判・80頁・DVD-ROM付属
定価（本体価格2000円＋税）／ISBN 978-4-7741-9738-8

総集編
　【2013～2017】

『Software Design』の5年分のバックナンバー（2013年1月号～2017年12

月号）を収録したDVDが付いた総集編です。DVDに加え，Webから同データを

ダウンロードするためのパスコードも同梱します。また豪華執筆陣による書き下

ろし特集記事『技術の移り変わりに，エンジニアはどう立ち向かえば良いのか』

も収録（本記事はDVDおよびダウンロードコンテンツには収録されません）。

■第1章　オンプレミスからクラウドへ：大石良（サーバーワークス）

■第2章　仮想マシンからコンテナへ：前佛雅人（さくらインターネット）

■第3章　サーバからファンクションへ：仲山昌宏（WHERE）

■第4章　オブジェクト指向から関数型へ：竹添直樹（ビズリーチ）

■第5章　データ分析からパターン認識へ：

　　　　  貞光九月（フューチャーアーキテクト）

■第6章　ヒトのインターネットからモノのインターネットへ：

              江草陽太（さくらインターネット）
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定価（本体価格2000円＋税）／ISBN 978-4-7741-9738-8

総集編
　【2013～2017】

『Software Design』の5年分のバックナンバー（2013年1月号～2017年12

月号）を収録したDVDが付いた総集編です。DVDに加え，Webから同データを

ダウンロードするためのパスコードも同梱します。また豪華執筆陣による書き下

ろし特集記事『技術の移り変わりに，エンジニアはどう立ち向かえば良いのか』

も収録（本記事はDVDおよびダウンロードコンテンツには収録されません）。

■第1章　オンプレミスからクラウドへ：大石良（サーバーワークス）

■第2章　仮想マシンからコンテナへ：前佛雅人（さくらインターネット）

■第3章　サーバからファンクションへ：仲山昌宏（WHERE）

■第4章　オブジェクト指向から関数型へ：竹添直樹（ビズリーチ）

■第5章　データ分析からパターン認識へ：

　　　　  貞光九月（フューチャーアーキテクト）

■第6章　ヒトのインターネットからモノのインターネットへ：

              江草陽太（さくらインターネット）



技術評論社編集部 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格1380円＋税）
ISBN 978-4-297-10072-8
Googleのメールサービス「Gmail」の2018
年 4 月に 実 施 さ れ た アップ デ ートと、
Windows 10に対応した書籍です。Gmailの
アカウント作成からメールの受信／送信、
アーカイブ機能やフィルタ機能を利用した
メールの整理法などを説明しています。
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勝俣智成/佐伯昌樹/原田登志 著／A5判・320頁
定価（本体価格3280円＋税）／ISBN 978-4-297-10089-6
2017年9月に大幅に機能追加されたPostgreSQL 10
に対応した改訂版です。本書はPostgreSQL 10をベース
としたシステム設計・運用に関する最新ノウハウも追加し
てまとめなおしました。PostgreSQLが稼働するシステ
ム開発現場に必携の1冊です。

Software Design plus
［改訂新版］内部構造から学ぶ
PostgreSQL 設計・運用計画の鉄則

データベース ビジネス

三村真宗 著／四六判・320頁
定価（本体価格1780円＋税）
ISBN 978-4-297-10039-1
「情報の隠蔽」「社員の不協力」「疑心暗鬼」　そんな人
間不信から、Great Place to Work 1位、4年連続ベスト
カンパニーを受賞した秘密とは？　SAP、マッキンゼーを
経て、コンカーの社長として年平均成長率86％という飛
躍を実現してきた著者が、その成果を支える文化・仕組み・
制度の裏側を初公開。

最高の働きがいの創り方

パソコン入門

森嶋 良子 著／B5変形判・256頁
定価（本体価格1280円＋税）
ISBN 978-4-297-10022-3
タブレットを起動するところから、イン
ターネットの利用やアプリの追加など、
知っておきたい知識がよくわかります。
基本的な操作方法をひとつひとつ丁寧
に解説するので、はじめての人や操作に
自信がない人にこそオススメです。

今すぐ使えるかんたん　ぜったいデキます！
タブレット 超入門 ［Android対応版］

黒野明子・庄崎大祐・角田綾佳・森和恵 著
B5判・272頁／定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10032-2
モダンなWebデザイン制作現場の知
見を取り入れ、プロトタイピングツール
のAdobe XDを含めた複数ツールの
長所を組み合わせて使い分けていく、
いままさにWebデザインをしている人
のためのIllustratorとPhotoshopの
活用術のテキストです。

世界一わかりやすい
Illustrator & Photoshop & XD　Webデザインの教科書

デザイン

保坂庸介 著／B5判・352頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9890-3
誰もが悩むペジェ曲線の扱いから、
フォント、レイアウト、デザイン、図
表や地図作成、さらに印刷やWeb、
3Dなどの出力まで、使いたいこと
知りたいことがすぐにわかるように
解説しています。

世界一わかりやすい
Illustrator 逆引き事典　CC対応

デザイン

ピクセルハウス 著／B5判・336頁
定価（本体価格2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-9888-0
トーンカーブの使い方やマスク処理、ペ
イント、レイヤー操作、フォント、フィル
ターなど、よく使われる機能からよくわか
らない機能まで、多数あるPhotoshop
の機能から使いたいこと，知りたいこと
がすぐにわかる逆引き本です。

世界一わかりやすい
Photoshop 逆引き事典　CC対応

デザイン

小谷和弘 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格2060円＋税）
ISBN 978-4-297-10015-5
C言語によるプログラミングを学ぶための
入門書です。開発環境のインストールから
始まり、Cの基本をしっかり解説していま
すから、初めての人にも安心！　最初の1冊
目として最適です。本書で、C言語プログラ
ミングの基礎が着実に身に付きます。

たった1日で基本が身に付く！
C言語 超入門

プログラミング

井上香緒里 著／B5変形判・160頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9911-5
「デジカメ写真」や「スマホ写真」は、パ
ソコンを使うことでもっと便利に活用でき
ます！　本書では、パソコンへの取り込み
方法から、写真の整理／編集／印刷の方
法、CDやDVD、USBメモリーへの保存方
法までを解説しています。

今すぐ使えるかんたん　ぜったいデキます！
デジカメ写真活用術 Windows 10対応版［改訂2版］

パソコン入門

中川幸哉 著／B5変形判・224頁
定価（本体価格2280円＋税）
ISBN 978-4-297-10004-9
Androidアプリ開発の入門書です。ス
マホアプリを作りながらAndroid 
Studioを用いたアプリ開発の基礎
の基礎が学べます。プログラミング、
開発の基本を一から学ぶための、や
さしい入門書シリーズの1冊です。

たった1日で基本が身に付く！
Android開発超入門

プログラミング

リンクアップ 著／B5判・128頁
定価（本体価格1880円＋税）
ISBN 978-4-297-10018-6
一般パソコン向けのLinuxディストリビューショ
ン「Ubuntu」の初心者向けガイドブックです。
Ubuntuを快適・安全に使い続けるためのノウ
ハウを完全解説！　自分好みにカスタマイズす
る方法も紹介します。「Ubuntu 18.04LTS 日
本語Remix」のDVD-ROM付き！

Ubuntu はじめる＆楽しむ 100%活用ガイド
 ［Ubuntu 18.04LTS 日本語Remix対応］

Linux

リンクアップ 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-9882-8
「今すぐ使えるかんたん 自作パソコン」の
Windows 10対応版です。最新のパーツに
対応して内容を一新。パーツの基礎知識や
選び方、パソコンの組み立て方、Windows 
10やドライバのインストール方法、トラブ
ル対処方法などを一通り解説しています。

今すぐ使えるかんたん
自作パソコン Windows 10対応版［改訂2版］

パソコン入門
今すぐ使えるかんたん
Gmail入門 ［Windows 10対応版］

パソコン入門

松下孝太郎 著／A4変形判・176頁
定価（本体価格1200円＋税）
ISBN 978-4-297-10012-4
大きな画面と大きな文字で、ウィンドウズ10と
インターネットの基本をわかりやすく解説しま
す。操作を省略していませんから、初めての人
でも安心！ パソコンの基本操作、ブラウザー
の操作方法、便利なインターネットのページの
使い方など、すぐに役立つ情報が満載です。

大きな字でわかりやすい
Windows 10  インターネット入門

パソコン入門

リンクアップ 著／B5変形判・320頁
定価（本体価格1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-9923-8
Androidスマートフォンの基本的
な利用方法や、便利に使うための
設定、活用方法をQ＆A形式で紹介
しています。機種や携帯電話会社
を 問 わな い 使 いこなし集 で す。
Android 7.0～8.0対応。

今すぐ使えるかんたん
Androidスマートフォン完全ガイドブック 困った解決＆便利技

パソコン入門

谷合廣紀 著・辻真吾 監修／B5変形判・320頁
定価（本体価格2980円＋税）
ISBN 978-4-297-10049-0
本書はこれから統計解析を学びたいと考える方に向けて、
プログラミングの力を借りて実際にデータを確認すること
で、直感的な理解を促します。プログラミング言語には
Pythonを利用します。本書で統計解析を学習することで、
Pythonのデータ解析スキルもあわせて習得できます。

Pythonで理解する
統計解析の基礎

プログラミング

澤田泰治・小林貴也 著／四六判・288頁
定価（本体価格2580円＋税）
ISBN 978-4-297-10005-6
Webサービスを中心に、アプリ開発時にGitHubを使用す
る企業が増えてきています。本書はGitHubでGitを初めて
利用する、もしくは使い始めているが操作に慣れていない
初級者を主な対象とし、第1部でGitとGitHubの概要、第2
部でGitHubの基本機能や知っておくと便利なノウハウな
どを解説しています。

GitHub ポケットリファレンス
プログラミング

小笠原種高 著／B5判・320頁／定価（本体価格2580円＋税）
ISBN 978-4-297-10070-4
Webサーバーをつくって動作させたい方のための一番やさしい
入門書です。Linuxの基本操作から、Webサーバーの起動、Web
サーバー上でのPHPプログラムの実行、実際にWeb上に公開し
て運用するまで一通りの操作が学べます。Windows上でサーバ
環境を構築する方法を解説しているので、すぐに始められます。

かんたんIT基礎講座  ゼロからわかる

Linux Webサーバー超入門
［Apache HTTP Server & Linux］

プログラミング

川口和也・手島拓也・野田陽平・喜多啓介・片山真也 著
B5変形判・480頁／定価（本体価格3380円＋税）
ISBN 978-4-297-10091-9
Vue.jsの入門書です。フロントエンドフレームワークとして人
気を集めるVue.jsを基本から実践まであますところなく解
説します。Vue.jsの基礎から、Vue RouterやVuexといった
ライブラリをわかりやすく紹介します。フロントエンドの本格
的な開発が初めての人でも、確かな開発力が身につきます。

Vue.js入門 
基礎から実践アプリケーション開発まで

プログラミング

WINGSプロジェクト 宮本麻矢/朝平文彦　著・山田祥寛 監修 著
B5変形判・480頁／定価（本体価格3280円＋税）
ISBN 978-4-297-10020-9
高性能・高機能CSSフレームワークと
して高い人気を誇る「Bootstrap」の
本格的な解説書です。Bootstrap 4に
完全対応し、基本から、CSSクラスを利
用したスタイリング、コンポーネントや
JavaScriptを利用したUI実装などが、
1冊で身に付きます。

Bootstrap 4 フロントエンド開発の教科書

Webデザイン

ロクナナワークショップ 著
A4変形判・160頁
定価（本体価格1980円＋税）
ISBN 978-4-297-10014-8
本書はWebデザインを仕事にする上
で知っておきたい基本の知識を、やさ
しい文章とイラストでわかりやすくま
とめました。制作と教育を一手に請け
負うロクナナワークショップだからこ
その、基本的かつ実践的な1冊です。

デザインの学校　これからはじめる
Webデザインの本 ［改訂2版］

Webデザイン

遠藤結万 著／A5判・256頁
定価（本体価格2080円＋税）
ISBN 978-4-297-10054-4
Googleで国内外の事例を吸収し、独立
後はマーケティングの戦略設計、広告運
用で活躍する著者が、これからデジタル
マーケティングに乗り出す方や、自社の
マーケティング力を向上させたい方に
向けて、デジタルマーケティングのエッ
センスをこの1冊に凝縮しました。

世界基準で学べる
エッセンシャル・デジタルマーケティング

Web

合同会社（LLC）設立＆運営 完全ガイド
―はじめてでも最短距離で登記・変更ができる！
横須賀輝尚・佐藤良基 著／A5判・256頁/定価（本体価格1680円＋税）／ISBN 978-4-7741-9538-4

第2刷

Excelでできる 不動産投資「収益計算」のすべて
玉川陽介 著／A5判・240頁
定価（本体価格1880円＋税）／ISBN 978-4-7741-8810-2 第4刷

マネージャーの問題地図
～「で，どこから変える？」あれもこれもで，てんやわんやな現場のマネジメント
沢渡あまね 著／四六判・240頁/定価（本体価格1580円＋税）／ISBN 978-4-7741-9874-38

第2刷

感情の問題地図
～「で，どう整える？」ストレスだらけ，モヤモヤばかりの仕事の心理
関屋裕希 著／四六判・176頁/定価（本体価格1380円＋税）／ISBN 978-4-7741-9789-0

第2刷

作品づくりのためのSONY α7Ⅲ Series &α9プロフェッショナル撮影BOOK
清水徹・ナイスク 著／A5判・160頁
定価（本体価格1980円＋税）／ISBN 978-4-7741-9880-4 第2刷

そもそも島に進化あり
川上和人 著／A5判・264頁
定価（本体価格1880円＋税）／ISBN 978-4-7741-8250-6 第2刷

［プロ野球でわかる！］はじめての統計学
株式会社DELTA 佐藤文彦（student） 著・岡田友輔 監修 著
A5判・240頁／定価（本体価格2280円＋税）／ISBN 978-4-7741-8727-3

第2刷

ネスペの基礎力 －プラス20点の午後対策
左門至峰・平田賀一 著／A5判・424頁
定価（本体価格2560円＋税）／ISBN 978-4-7741-8986-4 第3刷

【改訂新版】Windows PowerShell ポケットリファレンス
牟田口大介 著／四六判・592頁
定価（本体価格2780円＋税）／ISBN 978-4-7741-5542-5 第6刷

Accessデータベース 本格作成入門～仕事の現場で即使える
今村ゆうこ 著／B5変形判・304頁
定価（本体価格2480円＋税）／ISBN 978-4-7741-8888-1 第2刷

パワーポイント スライドデザインのセオリー
藤田尚俊 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格1800円＋税）／ISBN 978-4-7741-9183-6 第2刷

FortiGate完全攻略
椎屋淳伸 著／B5変形判・272頁
定価（本体価格2800円＋税）／ISBN 978-4-7741-7266-8 第7刷

世界一わかりやすい Illustrator ＆ Photoshop 操作とデザインの教科書　CC/CS6/CS5対応
ピクセルハウス 著／B5判・336頁
定価（本体価格2480円＋税）／ISBN 978-4-7741-7255-2 第8刷

HTML＆CSSとWebデザインが 1冊できちんと身につく本
服部雄樹 著／B5変形判・288頁
定価（本体価格2280円＋税）／ISBN 978-4-7741-9064-8 第4刷

改訂新版 JavaScript本格入門 ～モダンスタイルによる基礎から現場での応用まで
山田祥寛 著／B5変形判・456頁
定価（本体価格2980円＋税）／ISBN 978-4-7741-8411-1 第5刷

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（本体価格3600円＋税）／ISBN 978-4-7741-4437-5 第8刷

［Web開発者のための］ 大規模サービス技術入門―データ構造，メモリ，OS，DB，サーバ/インフラ
伊藤直也・田中慎司 著／A5判・352頁
定価（本体価格2580円＋税）／ISBN 978-4-7741-4307-1 第6刷

クラウドエンジニア養成読本 ［クラウドを武器にするための知識＆実例満載！］
佐々木拓郎・他11名 著／B5判・152頁
定価（本体価格1980円＋税）／ISBN 978-4-7741-9623-7 第2刷

独習 Python入門
湯本堅隆 著／A5判・288頁
定価（本体価格2580円＋税）／ISBN 978-4-7741-8329-9 第3刷

プロを目指す人のための Ruby入門 言語仕様からテスト駆動開発・デバッグ技法まで
伊藤淳一 著／B5変形判・472頁
定価（本体価格2980円＋税）／ISBN 978-4-7741-9397-7 第3刷

［改訂第3版］シェルスクリプト基本リファレンス
 ──#!/bin/shで、ここまでできる
山森丈範 著／A5判・336頁/定価（本体価格2680円＋税）／ISBN 978-4-7741-8694-8

第3刷

C言語プログラミングの初歩の初歩
西村広光 著／B5変形判・344頁
定価（本体価格2180円＋税）／ISBN 4-7741-1460-X 第8刷

エンジニアリング組織論への招待 
～不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング
廣木大地 著／A5判・304頁/定価（本体価格2380円＋税）／ISBN 978-4-7741-9605-3

第4刷

たった1秒で仕事が片づく Excel自動化の教科書
吉田拳 著／A5判・328頁
定価（本体価格1980円＋税）／ISBN 978-4-7741-8087-8 第6刷

たった1日で即戦力になる
Excelの教科書
吉田拳 著／A5判・328頁
定価（本体価格1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-6808-1

重
版
出
来
！ 
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第20刷
DVD-ROM付



技術評論社編集部 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格1380円＋税）
ISBN 978-4-297-10072-8
Googleのメールサービス「Gmail」の2018
年 4 月に 実 施 さ れ た アップ デ ートと、
Windows 10に対応した書籍です。Gmailの
アカウント作成からメールの受信／送信、
アーカイブ機能やフィルタ機能を利用した
メールの整理法などを説明しています。
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勝俣智成/佐伯昌樹/原田登志 著／A5判・320頁
定価（本体価格3280円＋税）／ISBN 978-4-297-10089-6
2017年9月に大幅に機能追加されたPostgreSQL 10
に対応した改訂版です。本書はPostgreSQL 10をベース
としたシステム設計・運用に関する最新ノウハウも追加し
てまとめなおしました。PostgreSQLが稼働するシステ
ム開発現場に必携の1冊です。

Software Design plus
［改訂新版］内部構造から学ぶ
PostgreSQL 設計・運用計画の鉄則

データベース ビジネス

三村真宗 著／四六判・320頁
定価（本体価格1780円＋税）
ISBN 978-4-297-10039-1
「情報の隠蔽」「社員の不協力」「疑心暗鬼」　そんな人
間不信から、Great Place to Work 1位、4年連続ベスト
カンパニーを受賞した秘密とは？　SAP、マッキンゼーを
経て、コンカーの社長として年平均成長率86％という飛
躍を実現してきた著者が、その成果を支える文化・仕組み・
制度の裏側を初公開。

最高の働きがいの創り方

パソコン入門

森嶋 良子 著／B5変形判・256頁
定価（本体価格1280円＋税）
ISBN 978-4-297-10022-3
タブレットを起動するところから、イン
ターネットの利用やアプリの追加など、
知っておきたい知識がよくわかります。
基本的な操作方法をひとつひとつ丁寧
に解説するので、はじめての人や操作に
自信がない人にこそオススメです。

今すぐ使えるかんたん　ぜったいデキます！
タブレット 超入門 ［Android対応版］

黒野明子・庄崎大祐・角田綾佳・森和恵 著
B5判・272頁／定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10032-2
モダンなWebデザイン制作現場の知
見を取り入れ、プロトタイピングツール
のAdobe XDを含めた複数ツールの
長所を組み合わせて使い分けていく、
いままさにWebデザインをしている人
のためのIllustratorとPhotoshopの
活用術のテキストです。

世界一わかりやすい
Illustrator & Photoshop & XD　Webデザインの教科書

デザイン

保坂庸介 著／B5判・352頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9890-3
誰もが悩むペジェ曲線の扱いから、
フォント、レイアウト、デザイン、図
表や地図作成、さらに印刷やWeb、
3Dなどの出力まで、使いたいこと
知りたいことがすぐにわかるように
解説しています。

世界一わかりやすい
Illustrator 逆引き事典　CC対応

デザイン

ピクセルハウス 著／B5判・336頁
定価（本体価格2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-9888-0
トーンカーブの使い方やマスク処理、ペ
イント、レイヤー操作、フォント、フィル
ターなど、よく使われる機能からよくわか
らない機能まで、多数あるPhotoshop
の機能から使いたいこと，知りたいこと
がすぐにわかる逆引き本です。

世界一わかりやすい
Photoshop 逆引き事典　CC対応

デザイン

小谷和弘 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格2060円＋税）
ISBN 978-4-297-10015-5
C言語によるプログラミングを学ぶための
入門書です。開発環境のインストールから
始まり、Cの基本をしっかり解説していま
すから、初めての人にも安心！　最初の1冊
目として最適です。本書で、C言語プログラ
ミングの基礎が着実に身に付きます。

たった1日で基本が身に付く！
C言語 超入門

プログラミング

井上香緒里 著／B5変形判・160頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9911-5
「デジカメ写真」や「スマホ写真」は、パ
ソコンを使うことでもっと便利に活用でき
ます！　本書では、パソコンへの取り込み
方法から、写真の整理／編集／印刷の方
法、CDやDVD、USBメモリーへの保存方
法までを解説しています。

今すぐ使えるかんたん　ぜったいデキます！
デジカメ写真活用術 Windows 10対応版［改訂2版］

パソコン入門

中川幸哉 著／B5変形判・224頁
定価（本体価格2280円＋税）
ISBN 978-4-297-10004-9
Androidアプリ開発の入門書です。ス
マホアプリを作りながらAndroid 
Studioを用いたアプリ開発の基礎
の基礎が学べます。プログラミング、
開発の基本を一から学ぶための、や
さしい入門書シリーズの1冊です。

たった1日で基本が身に付く！
Android開発超入門

プログラミング

リンクアップ 著／B5判・128頁
定価（本体価格1880円＋税）
ISBN 978-4-297-10018-6
一般パソコン向けのLinuxディストリビューショ
ン「Ubuntu」の初心者向けガイドブックです。
Ubuntuを快適・安全に使い続けるためのノウ
ハウを完全解説！　自分好みにカスタマイズす
る方法も紹介します。「Ubuntu 18.04LTS 日
本語Remix」のDVD-ROM付き！

Ubuntu はじめる＆楽しむ 100%活用ガイド
 ［Ubuntu 18.04LTS 日本語Remix対応］

Linux

リンクアップ 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-9882-8
「今すぐ使えるかんたん 自作パソコン」の
Windows 10対応版です。最新のパーツに
対応して内容を一新。パーツの基礎知識や
選び方、パソコンの組み立て方、Windows 
10やドライバのインストール方法、トラブ
ル対処方法などを一通り解説しています。

今すぐ使えるかんたん
自作パソコン Windows 10対応版［改訂2版］

パソコン入門
今すぐ使えるかんたん
Gmail入門 ［Windows 10対応版］

パソコン入門

松下孝太郎 著／A4変形判・176頁
定価（本体価格1200円＋税）
ISBN 978-4-297-10012-4
大きな画面と大きな文字で、ウィンドウズ10と
インターネットの基本をわかりやすく解説しま
す。操作を省略していませんから、初めての人
でも安心！ パソコンの基本操作、ブラウザー
の操作方法、便利なインターネットのページの
使い方など、すぐに役立つ情報が満載です。

大きな字でわかりやすい
Windows 10  インターネット入門

パソコン入門

リンクアップ 著／B5変形判・320頁
定価（本体価格1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-9923-8
Androidスマートフォンの基本的
な利用方法や、便利に使うための
設定、活用方法をQ＆A形式で紹介
しています。機種や携帯電話会社
を 問 わな い 使 いこなし集 で す。
Android 7.0～8.0対応。

今すぐ使えるかんたん
Androidスマートフォン完全ガイドブック 困った解決＆便利技

パソコン入門

谷合廣紀 著・辻真吾 監修／B5変形判・320頁
定価（本体価格2980円＋税）
ISBN 978-4-297-10049-0
本書はこれから統計解析を学びたいと考える方に向けて、
プログラミングの力を借りて実際にデータを確認すること
で、直感的な理解を促します。プログラミング言語には
Pythonを利用します。本書で統計解析を学習することで、
Pythonのデータ解析スキルもあわせて習得できます。

Pythonで理解する
統計解析の基礎

プログラミング

澤田泰治・小林貴也 著／四六判・288頁
定価（本体価格2580円＋税）
ISBN 978-4-297-10005-6
Webサービスを中心に、アプリ開発時にGitHubを使用す
る企業が増えてきています。本書はGitHubでGitを初めて
利用する、もしくは使い始めているが操作に慣れていない
初級者を主な対象とし、第1部でGitとGitHubの概要、第2
部でGitHubの基本機能や知っておくと便利なノウハウな
どを解説しています。

GitHub ポケットリファレンス
プログラミング

小笠原種高 著／B5判・320頁／定価（本体価格2580円＋税）
ISBN 978-4-297-10070-4
Webサーバーをつくって動作させたい方のための一番やさしい
入門書です。Linuxの基本操作から、Webサーバーの起動、Web
サーバー上でのPHPプログラムの実行、実際にWeb上に公開し
て運用するまで一通りの操作が学べます。Windows上でサーバ
環境を構築する方法を解説しているので、すぐに始められます。

かんたんIT基礎講座  ゼロからわかる

Linux Webサーバー超入門
［Apache HTTP Server & Linux］

プログラミング

川口和也・手島拓也・野田陽平・喜多啓介・片山真也 著
B5変形判・480頁／定価（本体価格3380円＋税）
ISBN 978-4-297-10091-9
Vue.jsの入門書です。フロントエンドフレームワークとして人
気を集めるVue.jsを基本から実践まであますところなく解
説します。Vue.jsの基礎から、Vue RouterやVuexといった
ライブラリをわかりやすく紹介します。フロントエンドの本格
的な開発が初めての人でも、確かな開発力が身につきます。

Vue.js入門 
基礎から実践アプリケーション開発まで

プログラミング

WINGSプロジェクト 宮本麻矢/朝平文彦　著・山田祥寛 監修 著
B5変形判・480頁／定価（本体価格3280円＋税）
ISBN 978-4-297-10020-9
高性能・高機能CSSフレームワークと
して高い人気を誇る「Bootstrap」の
本格的な解説書です。Bootstrap 4に
完全対応し、基本から、CSSクラスを利
用したスタイリング、コンポーネントや
JavaScriptを利用したUI実装などが、
1冊で身に付きます。

Bootstrap 4 フロントエンド開発の教科書

Webデザイン

ロクナナワークショップ 著
A4変形判・160頁
定価（本体価格1980円＋税）
ISBN 978-4-297-10014-8
本書はWebデザインを仕事にする上
で知っておきたい基本の知識を、やさ
しい文章とイラストでわかりやすくま
とめました。制作と教育を一手に請け
負うロクナナワークショップだからこ
その、基本的かつ実践的な1冊です。

デザインの学校　これからはじめる
Webデザインの本 ［改訂2版］

Webデザイン

遠藤結万 著／A5判・256頁
定価（本体価格2080円＋税）
ISBN 978-4-297-10054-4
Googleで国内外の事例を吸収し、独立
後はマーケティングの戦略設計、広告運
用で活躍する著者が、これからデジタル
マーケティングに乗り出す方や、自社の
マーケティング力を向上させたい方に
向けて、デジタルマーケティングのエッ
センスをこの1冊に凝縮しました。

世界基準で学べる
エッセンシャル・デジタルマーケティング

Web

合同会社（LLC）設立＆運営 完全ガイド
―はじめてでも最短距離で登記・変更ができる！
横須賀輝尚・佐藤良基 著／A5判・256頁/定価（本体価格1680円＋税）／ISBN 978-4-7741-9538-4

第2刷

Excelでできる 不動産投資「収益計算」のすべて
玉川陽介 著／A5判・240頁
定価（本体価格1880円＋税）／ISBN 978-4-7741-8810-2 第4刷

マネージャーの問題地図
～「で，どこから変える？」あれもこれもで，てんやわんやな現場のマネジメント
沢渡あまね 著／四六判・240頁/定価（本体価格1580円＋税）／ISBN 978-4-7741-9874-38

第2刷

感情の問題地図
～「で，どう整える？」ストレスだらけ，モヤモヤばかりの仕事の心理
関屋裕希 著／四六判・176頁/定価（本体価格1380円＋税）／ISBN 978-4-7741-9789-0

第2刷

作品づくりのためのSONY α7Ⅲ Series &α9プロフェッショナル撮影BOOK
清水徹・ナイスク 著／A5判・160頁
定価（本体価格1980円＋税）／ISBN 978-4-7741-9880-4 第2刷

そもそも島に進化あり
川上和人 著／A5判・264頁
定価（本体価格1880円＋税）／ISBN 978-4-7741-8250-6 第2刷

［プロ野球でわかる！］はじめての統計学
株式会社DELTA 佐藤文彦（student） 著・岡田友輔 監修 著
A5判・240頁／定価（本体価格2280円＋税）／ISBN 978-4-7741-8727-3

第2刷

ネスペの基礎力 －プラス20点の午後対策
左門至峰・平田賀一 著／A5判・424頁
定価（本体価格2560円＋税）／ISBN 978-4-7741-8986-4 第3刷

【改訂新版】Windows PowerShell ポケットリファレンス
牟田口大介 著／四六判・592頁
定価（本体価格2780円＋税）／ISBN 978-4-7741-5542-5 第6刷

Accessデータベース 本格作成入門～仕事の現場で即使える
今村ゆうこ 著／B5変形判・304頁
定価（本体価格2480円＋税）／ISBN 978-4-7741-8888-1 第2刷

パワーポイント スライドデザインのセオリー
藤田尚俊 著／B5変形判・192頁
定価（本体価格1800円＋税）／ISBN 978-4-7741-9183-6 第2刷

FortiGate完全攻略
椎屋淳伸 著／B5変形判・272頁
定価（本体価格2800円＋税）／ISBN 978-4-7741-7266-8 第7刷

世界一わかりやすい Illustrator ＆ Photoshop 操作とデザインの教科書　CC/CS6/CS5対応
ピクセルハウス 著／B5判・336頁
定価（本体価格2480円＋税）／ISBN 978-4-7741-7255-2 第8刷

HTML＆CSSとWebデザインが 1冊できちんと身につく本
服部雄樹 著／B5変形判・288頁
定価（本体価格2280円＋税）／ISBN 978-4-7741-9064-8 第4刷

改訂新版 JavaScript本格入門 ～モダンスタイルによる基礎から現場での応用まで
山田祥寛 著／B5変形判・456頁
定価（本体価格2980円＋税）／ISBN 978-4-7741-8411-1 第5刷

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（本体価格3600円＋税）／ISBN 978-4-7741-4437-5 第8刷

［Web開発者のための］ 大規模サービス技術入門―データ構造，メモリ，OS，DB，サーバ/インフラ
伊藤直也・田中慎司 著／A5判・352頁
定価（本体価格2580円＋税）／ISBN 978-4-7741-4307-1 第6刷

クラウドエンジニア養成読本 ［クラウドを武器にするための知識＆実例満載！］
佐々木拓郎・他11名 著／B5判・152頁
定価（本体価格1980円＋税）／ISBN 978-4-7741-9623-7 第2刷

独習 Python入門
湯本堅隆 著／A5判・288頁
定価（本体価格2580円＋税）／ISBN 978-4-7741-8329-9 第3刷

プロを目指す人のための Ruby入門 言語仕様からテスト駆動開発・デバッグ技法まで
伊藤淳一 著／B5変形判・472頁
定価（本体価格2980円＋税）／ISBN 978-4-7741-9397-7 第3刷

［改訂第3版］シェルスクリプト基本リファレンス
 ──#!/bin/shで、ここまでできる
山森丈範 著／A5判・336頁/定価（本体価格2680円＋税）／ISBN 978-4-7741-8694-8

第3刷

C言語プログラミングの初歩の初歩
西村広光 著／B5変形判・344頁
定価（本体価格2180円＋税）／ISBN 4-7741-1460-X 第8刷

エンジニアリング組織論への招待 
～不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング
廣木大地 著／A5判・304頁/定価（本体価格2380円＋税）／ISBN 978-4-7741-9605-3

第4刷

たった1秒で仕事が片づく Excel自動化の教科書
吉田拳 著／A5判・328頁
定価（本体価格1980円＋税）／ISBN 978-4-7741-8087-8 第6刷

たった1日で即戦力になる
Excelの教科書
吉田拳 著／A5判・328頁
定価（本体価格1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-6808-1
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「Wi-Fi」って何？ 
「無線LAN」とどう違う？
　Wi-Fiは，当初ノートパソコンをLAN

ケーブルなしで家庭内LANやイン

ターネットに接続するための仕組みと

して普及しました。しかし，現在ではパ

ソコンに限らず，スマホ，タブレット，

ゲーム機，プリンター，テレビ，さらには

冷蔵庫，エアコンまでWi-Fiにつなが

るようになっています。今や私たちの

生活に欠かすことのできないWi-Fiで

すが，そもそもWi-Fiとはどういうもの

なのでしょうか。

　家庭やオフィスなどでパソコン，スマ

ホ，プリンターなどの情報機器を相互

に接続し，さまざまなデータのやりと

り，インターネット接続を共有したりす

る小規模なネットワークのことを

「LAN（ラン）」と呼びます。LANは従

来，ケーブルを使って有線接続してい

ましたが，最近は電波を使った「無線

LAN」が多くなりました。この無線

LANの接続がスムーズに行えるよう，

規格を共通化したのが「Wi-Fi」です。

Wi-Fiはケーブルを使わないため導入

が簡単で，パソコンなどの機器を簡単

に移動できるという利点があります。

また，LANケーブルを差し込めないス

マホやタブレットでも利用できるのも

大きなメリットです。

快適にWi-Fiを使うには？
　最近ではWi-Fiルーターの設定も

簡単になり，一般的なネットワークを

採用している場所であれば，とりあえ

ずWi-Fiを使い始めるまでの難易度

は，以前よりずいぶん下がりました。と

はいえ，ネットワークには独特の難しさ

と面倒さがあります。しかも，Wi-Fiは

電波が目に見えないため，設定するに

も障害を把握するにも有線ネットワー

クよりもわかりにくい側面があります。

『もっと速く，快適に! Wi-Fiを使いこ

なす本』では，Wi-Fiネットワークや

ルーターなどのしくみ，使い方，製品の

選び方，通信環境改善の方法などを

詳しく解説しています。もし現在使って

いるWi-Fiルーターが，買ってきてとり

あえずつないだ状態なのだとしたら，

本書を読むことで，ご家庭のWi-Fi環

境が劇的に改善されるかもしれませ

ん。ぜひ読んでみてください。
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もっと速く，快適に！

Wi-Fiを使いこなす本
ケイズプロダクション 著／A5判・224頁／定価（本体価格1280円＋税）
ISBN 978-4-297-10052-0
いまやスマホやパソコン，家電など，ネットに接続するために欠かせないWi-Fi。自宅でも
外出先でも，無線接続が当たり前の今，Wi-Fiはライフラインの1つになりつつあります。
とはいえ，実際には急にネット接続が遅くなったり，接続が切れてしまったり，動画の画
質が悪くなるといったケースもしばしば見られます。本書では，Wi-Fi接続のはじめの一
歩，外出先でのWi-Fi接続などの基礎知識から解説しながら，通信速度をアップし，快適
にWi-Fiを利用するためのポイントをわかりやすく解説します。加えて安全な接続設定の
方法や，対応機器の増え続けているBluetooth接続などWi-Fi以外の無線接続もカバー
し，Wi-Fiを使いこなすための最新ノウハウをわかりやすく解説します。

12月8日発行予定次回「電脳会議 vol.191」は

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。

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。

　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。
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Amazon Echo dot。スマート
スピーカーもWi-Fi通信がなくて
は使えない
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https://gihyo.jp/book/p

https://gihyo.jp/book
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、https://dennou.gihyo.jp/と入力して開いたWebページをご参照ください。

https://gihyo.jp/book/p
https://dennou.gihyo.jp/%E3%81%A8%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E9%96%8B%E3%81%84%E3%81%9FWeb%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
https://gihyo.jp/book

