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・「読んでいて苦しくなった」

・「読み直したときに闇を感じ

た」

・「涙が止まらない」

　これらはネット上にあがった

ある書籍の感想です。どんな

ホラー小説かと思えば，データ

分析のビジネス活用をテーマ

にした書籍の感想なのです。

多くの困難が
待ち受けるデータ分析

　データサイエンティストブー

ムから，はや数年，ニュースやプ

レスリリースにはビッグデータ

や機械学習，人工知能などの

データ分析に関連するキー

ワードが踊っています。これら

はニュース／メールの概要に

収まるように要約され，データ

分析，機械学習事例が成功し

たと伝えています。しかし，忘れ

てはいけません。そのニュース

の裏側にはとてつもない苦労

があるのです。知識のない意

思決定者，目的を理解してい

ないマネージャ，丸投げしてく

る発注者，非協力的な現場の

社員／システム部門……など，

登場人物を考えるだけでも苦

労がうかがえます。どんなデー

タがあるかも想像してみま

しょう。あると言っていたはず

なのに見当たらない幽霊デー

タ，ほとんど不必要なゴミビッ

グデータ，同じ会社なのに手に

入らない幻のデータ……。

　巷に出回っているデータ分

析成功のニュースは，これらの

多くの困難を超えてきた輝か

しい成果であることを忘れて

はいけません。機械学習や人

工知能を用いた効率化，自動

化を達成するには，多くの苦

労が必要であることを忘れて

はいけないのです。

　『データサイエンティスト
養成読本 ビジネス活用編』も

例外なく，データ活用のベスト

プラクティスを誌面にまとめ

た経緯があります。その上，多

くの困難を乗り越えてきた先

人達が書くので，一見かんた

んそうに見えるのです。本書

は実務経験のバロメータにな

りうるでしょう。例えば「デー

タを抽出して目的にそうように

整形します」のような一行はか

んたんに見えますが，実務経

験が豊富な読者であればそ

の行間に多くの困難や苦労を

読み取り涙するのです。

それでも避けられない
データ活用

　データによる意思決定，機

械学習を利用した自動化など

の取り組みは，ビジネスに関わ

る組織であれば避けて通るこ

とはできません。なぜなら，業

種を問わず多くの企業は競争

の中にいるはずです。GAFA

と呼ばれる巨大テクノロジー

企業は，サイバーフィジカルを

目論んで現実世界へ進出しは

じめています（このあたりの詳

細は誌面の都合で省略しま

す）。データを活用しながら成

長を続けるこれらの企業と競

争するためには，これまでと同

じ働き方ではたち打ちできな

いでしょう。一方で，国内を見

れば生産年齢人口の減少は

明らかで，ここでもテクノロ

ジーによる解決が求められて

います。いまや効率的な働き

方や業務の自動化は急務なの

です。すでにデータ分析からビ

ジネス価値を見出した組織と

データ分析が根付かなかった

組織との差が広がりはじめて

います。

　本書は，データ分析がうまく

機能している組織から執筆者

を迎え，実務担当者の振る舞

いからマネージャ／経営者層

が持つべきデータ分析プロ

ジェクトの進め方などのノウ

ハウをお届けします。ぜひ手に

とってご覧ください。
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こと互換性をどう保つかが問題になりま

す。さらに，Unicode自体も拡張を重ね

ており，またUTF-16やUTF-8といった

各種の符号化方式が作られ，当初の思

惑から離れて非常に複雑なものになって

います。

　したがって，今日の文字コードを理解

するためには，最新の情報だけを追って

も不十分で，その背景となる過去の経緯

を紐解いていく必要があるのです。

Unicodeの複雑な機構

　Unicodeは単に文字数が多いという

だけではなく，従来よく使われてきた文

字コードにおいては一般的でなかった仕

組みも持ち合わせています。

　Unicodeの複雑な点の一つとして，複

数の符号位置を組み合わせて1文字を表

現することが挙げられます。符号位置と

は，端的にいえば文字コード表の1マス

です。通常は1つの符号位置に1文字が割

り当てられます。しかしUnicodeには結

合文字という種類の文字があり，これを

使うと複数の符号位置を組み合わせて1

文字を表現できます。

　この例としては，欧州言語に用いられ

るダイアクリティカルマーク（アクセント

記号等）つきのアルファベット，たとえば

「ñ」のような文字があります。ベースと

なる「n」の直後に合成用のチルダ記号

「̃」を続けることで1文字を表現すると

いうものです。また，日本の仮名文字の

濁点・半濁点つまり「ガ」「ぱ」なども同

じやり方で表現できます。こうした表現

方法をすると，ASCIIのように人が認識

する1文字が必ず1符号位置によって表

されるとは限らず，複数の符号位置の列

を1文字として扱う必要があります。

●図b：文字合成

※『［改訂新版］プログラマのための文字コード入門』
　第3章 図3.26より。

　最近では絵文字にも複数の符号位置

を組み合わせて表現するものがありま

す。次の図のように，女性の絵文字とコ

ンピュータの絵文字とを組み合わせて

「女性の技術者」を表すような表現が

Unicode絵文字に定義されています。こ

こでZWJ（Zero-Width Joiner）という

制御文字の一種が合成表現のために使

用されています。

●図c：ZWJで組み合わせる例

※画像例はTwitterに表示されるもの。『［改訂新版］プロ
グラマのための文字コード入門』第3章 図3.38より。

　このような表現方法は従来のASCIIや

シフトJIS等のコードには無かった要素

です。プログラミング上，1文字が複数の

符号位置で表現されうるということを意

識しないと，思わぬトラブルの元になり

ます。

◆◆◆

　本書は，文字コードの基礎となる考え

方にはじまり，ASCIIからUnicodeに至

る文字コードの変遷の概観を紹介したう

えで，代表的な文字コード規格を紹介

し，インターネットでの扱いやプログラミ

ング言語における実際，それによくある

トラブルなどを説明します。本書が複雑

な文字コードの世界を読み解く手がかり

となれば幸いです。

ソフトウェアと文字コード

　ソフトウェアのエンジニア・開発者で

あれば，文字コードというものについて

大なり小なり触れたことがあることで

しょう。ソフトウェアを開発したり運用し

たりする上では必要になる知識です。

ASCIIやシフトJIS，Unicode，UTF-8

といったものがよく知られています。プ

ログラマは，プログラムを書くたびに文

字列処理という形で文字コードのデータ

を操作しています。

　また，開発に携わらない場合でも，幅

広いユーザーが文字コードを意識する機

会はあります。たとえば，ソフトウェアの

設定ファイルをテキストエディタで編集

するときにどの文字コードで保存するか

といったことや，通信ソフトウェアの送

受信を指定するときにどの文字コードで

送受信するといった指定には，文字コー

ドの知識が必要になってきます。

文字コードとは

　文字コードとは，大まかにいえば，文

字をコンピュータで処理したり通信した

りするために，文字の種類に番号を割り

振ったものです。文字の形を画像として

やり取りする代わりに，「あ」は1番，

「い」は2番，……のような番号を振っ

て，その数値の並びを送受信することで

文字列データを通信します。

　これだけの説明だと，文字コードとい

うのはとても単純なものに思えるかもし

れません。実際，初期の文字コード，たと

えばASCIIというコードは，7ビットの

1バイトで表現されるシンプルな仕様で

す。ところが今日では，シフトJISだEUC

だUnicodeだと様々な文字コードがあ

り，かつ，個々の文字コードの仕様自体

も大変複雑になっています。知れば知る

ほど頭を抱えるのが文字コードの世界で

す。

文字コードの複雑化した経緯

　なぜ複数の文字コードがあるのでしょ

うか。それは歴史的な経緯によります。

　最初はASCIIという100文字弱の単

純な1バイトコードでした。これはアメリ

カで標準化された規格であり，英語に使

われる文字しか入っていません。したがっ

てアルファベットにアクセント記号をつ

ける欧州の言語には適しません。まして

や漢字のように何千文字もあるような文

字体系は，1バイトのコードではどう見て

も対応不可能です。こうした，国や地域

ごとの要件に対応した文字コードを作り

たいというのが，様々なコードが開発さ

れた原動力でした。

　とりわけ，漢字に対応するには，2バイ

トコードの開発が不可欠でした。1バイト

では最大256文字しか入りませんが，

2バイトあれば理論的には最大65,536

文字まで入ります。2バイトコードの実用

化は日本語や中国語，韓国語の情報処

理にとって大きなステップでした。

　さらに，過去の資産との互換性も求め

られます。これが文字コードを複雑化さ

せる大きな要因です。2バイトコードがで

きたからといって，従来の1バイトコード

を捨てて全てが2バイトの世界になるわ

けにはいきません。プログラムのコンパ

イラやインタプリタなどは，相変わらず

ASCIIのような1バイトコードをベースと

して動くわけです。そこで，1バイトコード

と2バイトコードを組み合わせる技法が

開発されます。よく知られているシフト

JISやEUCといったコードはそうしたも

のの一種です。シフトJISは，日本の1バ

イトコードJIS X 0201と2バイト漢字

コードJIS X 0208とを組み合わせて運

用する方式です。EUCはASCIIとJIS X 

0208の組み合わせです。

　JISとして標準化された日本の2バイ

ト漢字コードJIS X 0208は，シフト

JISやEUCなどの形で大いに使われまし

たが，収録した文字種が必ずしも十分で

なく，拡張の必要性が認識されました。

　さらに，情報通信技術が発達して国際

的な活動が増えると，今度は，国や地域

別に作られていた文字コードをまとめて

国際的な統一文字コードを作ろうという

ことになりました。

●図a：国際符号化文字集合の概念

※『［改訂新版］プログラマのための文字コード入門』
　第2章 図2.11より。

　 開 発 さ れ た 国 際 文 字 コ ー ド が

ISO/IEC10646，一般にはUnicodeと

して知られるものです。しかし一方で国

別の規格がすでにあるわけですから，そ
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こと互換性をどう保つかが問題になりま

す。さらに，Unicode自体も拡張を重ね

ており，またUTF-16やUTF-8といった

各種の符号化方式が作られ，当初の思

惑から離れて非常に複雑なものになって

います。

　したがって，今日の文字コードを理解

するためには，最新の情報だけを追って

も不十分で，その背景となる過去の経緯

を紐解いていく必要があるのです。

Unicodeの複雑な機構

　Unicodeは単に文字数が多いという

だけではなく，従来よく使われてきた文

字コードにおいては一般的でなかった仕

組みも持ち合わせています。

　Unicodeの複雑な点の一つとして，複

数の符号位置を組み合わせて1文字を表

現することが挙げられます。符号位置と

は，端的にいえば文字コード表の1マス

です。通常は1つの符号位置に1文字が割

り当てられます。しかしUnicodeには結

合文字という種類の文字があり，これを

使うと複数の符号位置を組み合わせて1

文字を表現できます。

　この例としては，欧州言語に用いられ

るダイアクリティカルマーク（アクセント

記号等）つきのアルファベット，たとえば

「ñ」のような文字があります。ベースと

なる「n」の直後に合成用のチルダ記号

「̃」を続けることで1文字を表現すると

いうものです。また，日本の仮名文字の

濁点・半濁点つまり「ガ」「ぱ」なども同

じやり方で表現できます。こうした表現

方法をすると，ASCIIのように人が認識

する1文字が必ず1符号位置によって表

されるとは限らず，複数の符号位置の列

を1文字として扱う必要があります。

●図b：文字合成

※『［改訂新版］プログラマのための文字コード入門』
　第3章 図3.26より。

　最近では絵文字にも複数の符号位置

を組み合わせて表現するものがありま

す。次の図のように，女性の絵文字とコ

ンピュータの絵文字とを組み合わせて

「女性の技術者」を表すような表現が

Unicode絵文字に定義されています。こ

こでZWJ（Zero-Width Joiner）という

制御文字の一種が合成表現のために使

用されています。

●図c：ZWJで組み合わせる例

※画像例はTwitterに表示されるもの。『［改訂新版］プロ
グラマのための文字コード入門』第3章 図3.38より。

　このような表現方法は従来のASCIIや

シフトJIS等のコードには無かった要素

です。プログラミング上，1文字が複数の

符号位置で表現されうるということを意

識しないと，思わぬトラブルの元になり

ます。

◆◆◆

　本書は，文字コードの基礎となる考え

方にはじまり，ASCIIからUnicodeに至

る文字コードの変遷の概観を紹介したう

えで，代表的な文字コード規格を紹介

し，インターネットでの扱いやプログラミ

ング言語における実際，それによくある

トラブルなどを説明します。本書が複雑

な文字コードの世界を読み解く手がかり

となれば幸いです。

ソフトウェアと文字コード

　ソフトウェアのエンジニア・開発者で

あれば，文字コードというものについて

大なり小なり触れたことがあることで

しょう。ソフトウェアを開発したり運用し

たりする上では必要になる知識です。

ASCIIやシフトJIS，Unicode，UTF-8

といったものがよく知られています。プ
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1バイトで表現されるシンプルな仕様で
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だUnicodeだと様々な文字コードがあ

り，かつ，個々の文字コードの仕様自体

も大変複雑になっています。知れば知る

ほど頭を抱えるのが文字コードの世界で

す。

文字コードの複雑化した経緯

　なぜ複数の文字コードがあるのでしょ

うか。それは歴史的な経緯によります。
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カで標準化された規格であり，英語に使
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や漢字のように何千文字もあるような文
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　とりわけ，漢字に対応するには，2バイ
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を捨てて全てが2バイトの世界になるわ
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●図a：国際符号化文字集合の概念

※『［改訂新版］プログラマのための文字コード入門』
　第2章 図2.11より。
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　コンピュータにおいてテキストデータを扱う上で欠かせない文字コード。文字と符号（ビッ
ト組み合わせ）で形作られる文字コードの基本的な性質はシンプルです。しかし，文字コー
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まりやすい落とし穴とその対処なども平易に取り上げます。
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Arduinoとは？

　「電子工作」と聞いて，どういったイ

メージが浮かぶでしょうか？　自分の思っ

た通りの機械を作れたら楽しそうな反面

少し難しそうと思う人もいるかもしれませ

ん。しかし，Arduinoを使えば，手軽に電

子工作をはじめることができます。

　Arduinoは，あらかじめ基盤の上にマイ

コンをはじめとする様々な電子部品が

乗っかっているワンボードマイコンの一

種です。2005年にイタリアで生まれ，初

心者でも簡単に扱えることから世界中に

広まりました。電子工作に用いられる人気

のマイコンの一種としては「Raspberry 

Pi」もありますが，こちらは超小型の

Linuxマシンなので，Linuxを扱ったこと

がない人だとセットアップなどに少しまご

つくかもしれません。対してArduinoは

セットアップにまったく苦労しないはずで

す。Arduinoを制御するためのプログラム

（「スケッチ」と呼ばれます）を作成する

ための開発環境「Arduino IDE」をパソコ

ンにインストールすればほぼ終了です。簡

単に使いはじめることができます。

　なお，Arduinoには大きさや搭載してい

るマイコンの違いによっていくつかの種

類があります。一般的に書籍などで扱わ

れるのは「Arduino Uno」という種類で，

たばこの箱より少し小さいくらいのサイ

ズのボードに，マイコン（ATmega

328），電子部品を接続するためのピン

ソケット，USBポート，それらをつなぐた

めの回路などが搭載されています。

イルミネーションや扇風
機も自作できる！

　Arduinoで実現できることは多岐にわ

たります。例えば人感センサーとLEDラ

ンプを組み合わせることで「人が近づく

と光るイルミネーション」を作ったり，或

いは温度センサーとモーターを組み合わ

せれば「気温が高くなると回る扇風機」も

作れたりします。

　理屈は簡単です。Arduinoのピンソケッ

トにはそれぞれ番号が振られています。

基本的な考え方としては，ピンの番号を

指定して，そこに電気を流すか（出力），

電気が来るのに反応させるか（入力），い

ずれかプログラムするだけです。上記の

例でいえばイルミネーションを光らせた

りモーターを回したりするために電気を

流すのが出力にあたり，人の接近や気温

の上昇に反応したセンサーから電流を受

け取るのが入力に当たります。

　もちろん，Arduinoに書き込めるプログ

ラムはただ電気を流す・電気に反応する

などという単純なレベルにとどまりませ

ん。それでは上記のような仕組みはそも

そも作れません。条件を指定したり，時間

の調節を行ったり，電圧に強弱をつけた

り，複雑な挙動を指示することができま

す。これこそ，Arduinoの真骨頂といえる

でしょう。

　もしArduinoがなければ，上に挙げたイ

ルミネーションや扇風機は自作できるで

しょうか。乾電池などの電源に部品をつな

ぐだけではもちろんダメです。そもそもセ

ンサーを組み合わせることもできないの

で，ただランプが光るか消えるか，モー

ターが回るか止まるかという物凄く単純

なものしか出来上がりません。Arduino以

外のマイコンを使えば同じことはできる

かもしれませんが，Arduinoが扱いやすい

ことは述べた通りです。少し込み入ったも

のを自作したいなら，Arduinoの右に出る

ものはいないでしょう。

はじめてプログラミングする
人も，IoTに挑戦したい人も

　Arduinoは扱いが簡単で，色々なアイデ

アを実現させてくれます。とはいえ，さす

がにいきなりArduinoだけ手に入れても

何をしたらいいのかわからないでしょう。

『ゼロからよくわかる！　Arduinoで電

子工作入門ガイド』では，様々な作例を作

りながらArduinoの基本的な使い方を解

説していきます。はじめての人のためにプ

ログラミングは初歩的な概念を押さえな

がら進み，部品の扱いや接続もイラストを

豊富に用いてわかりやすく説明します。作

例の中には上に挙げたイルミネーション

や扇風機のほか，Twitterと連携したス

イッチといったIoT的なものもあります。

何もかもゼロからはじめる人も，さらにス

キルを磨きたい人も，本書でArduinoと仲

良くなりましょう！

　昨今，さまざまな分野で人工知能は

目覚ましい発展を遂げています。人工

知能というと，人間のような感情を

持ったロボットを製作するための研究

をイメージする人も多いかと思います

が，現状では，これまで人間が行って

いた作業を機械にやらせようという研

究のほうが盛んです。

　たとえば，身近な例としては，自動

車の自動運転やお掃除ロボットなどが

あります。自分で運転しなくても目的

地まで移動できたり，帰宅したら家が

きれいになっていたりしたら助かりま

すよね。これらの技術や製品は，新聞

や雑誌などで見かけることが多くなっ

てきたので，興味がある人も増えてき

たと思います。

自 動 運 転 と お 掃 除 ロ ボ ッ ト

　このような人工知能のブームは「第3

次人工知能ブーム」と呼ばれています

が，このブームのきっかけとなったともい

われているのが「機械学習」とよばれる

ものです。機械学習は，人間が普段行っ

ている学習能力をコンピューターでも

実現しようというものです。

　たとえば，人間は自分が見ているもの

がネコなのかパンなのか簡単に見分け

ることができます。しかし，これまでのコ

ンピューターでは，ネコの画像なのかパ

ンの画像なのかを判定することは非常

に困難でした。ネコやパンの特徴をコン

ピュータに1つずつ教える必要があった

からです。しかし，機械学習の「ディープ

ラーニング」という手法を使うと，コン

ピューターが自分自身で大量の画像

データの中から特徴を見つけ出し，ネコ

の画像かどうかを判定することができ

るようになりました。

ネ コ と パ ン の 違 い は ？

手を動かしながら、楽しくマスター！手を動かしながら、楽しくマスター！

60分でわかる! 

ディープラーニング 最前線
ディープラーニング研究会 著・関根嵩之（株式会社リクルート）監修
四六判・160頁／定価（本体価格1100円＋税）
ISBN 978-4-297-10143-5
話題のIT技術のしくみを解説する「60分でわかる」シリーズのディープラーニ
ングをテーマとした書籍です。今話題のディープラーニングについてわかりや
すく解説した書籍です。ビジネスパーソンから技術に興味のある方まで，ディー
プラーニングの基礎から，ディープラーニングをビジネスに活用するうえで参
考となる知識までが網羅されています。この1冊があればディープラーニングの
原理やしくみを短い時間でしっかり理解でき，実例を豊富に掲載されているお
り，ゼロからでも確実に知識が身につきます。

ゼロからよくわかる！ 

Arduinoで電子工作入門ガイド
登尾 徳誠 著／B5変形判・256頁／定価（本体価格2640円＋税）
ISBN 978-4-297-10237-1

ディープラーニングって何だろう

　インターネットの分野では，この

ディープラーニングを使ったアプリや

サービスが増えてきています。とくに

画像を使ったものは飛躍的に便利に

なってきました。

　そこで，今回はディープラーニング

が身近に使われている例として，料理

レシピのウェブサイトとして有名な

クックパッドの「料理きろく」というス

マホアプリの機能を紹介します。

　「料理きろく」は，スマホに保存さ

れている写真の中から料理の写真だ

けを自動で選び出し，クックパッドア

プリに取り込む機能です。クックパッ

ドで見て調理したと思われるものを推

測してレシピを記録してカレンダー形

式で表示してくれるので，何の料理を

食べたのか，どのレシピを見たのかが

ひと目でわかります。

　「料理きろく」では，スマホの中に

保存されて写真の画像が料理画像か

どうかを判定し，料理画像の場合はカ

レンダーに表示しています。この料理

画 像 かどうか を 判 定 するしくみに

ディープラーニングが使われていま

す。具体的な処理の流れは以下のよう

になっています。

（1）スマホに保存されている写真画

像をクラウド上のサーバーにアッ

プロード

（2）料理画像かどうかをディープ

ラーニングを使って判定

（3）結果をスマホに通知

（4）料理画像をカレンダーに表示

　「料理きろく」を使えば，「今日の

夕食は何にしようかな」と思ったとき

に，ささっと確認すれば，最近食べて

いない料理などが見つかるので，意外

と便利です。使い方は簡単です。クッ

クパッドアプリをインストールし，メ

ニューから「料理きろく」をタップする

だけです。画面の指示に従っていく

と，利用できるようになります。

毎 日 の 献 立 を 考 え る の が 楽 に な る「 料 理 き ろ く 」
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何もかもゼロからはじめる人も，さらにス
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自 動 運 転 と お 掃 除 ロ ボ ッ ト

　このような人工知能のブームは「第3
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ネ コ と パ ン の 違 い は ？

手を動かしながら、楽しくマスター！手を動かしながら、楽しくマスター！

60分でわかる! 

ディープラーニング 最前線
ディープラーニング研究会 著・関根嵩之（株式会社リクルート）監修
四六判・160頁／定価（本体価格1100円＋税）
ISBN 978-4-297-10143-5
話題のIT技術のしくみを解説する「60分でわかる」シリーズのディープラーニ
ングをテーマとした書籍です。今話題のディープラーニングについてわかりや
すく解説した書籍です。ビジネスパーソンから技術に興味のある方まで，ディー
プラーニングの基礎から，ディープラーニングをビジネスに活用するうえで参
考となる知識までが網羅されています。この1冊があればディープラーニングの
原理やしくみを短い時間でしっかり理解でき，実例を豊富に掲載されているお
り，ゼロからでも確実に知識が身につきます。

ゼロからよくわかる！ 

Arduinoで電子工作入門ガイド
登尾 徳誠 著／B5変形判・256頁／定価（本体価格2640円＋税）
ISBN 978-4-297-10237-1
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毎 日 の 献 立 を 考 え る の が 楽 に な る「 料 理 き ろ く 」
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たくさがわ先生が教える パソコンの困った！
お悩み解決 超入門 ［Windows 10対応版］
たくさがわつねあき 著／A5判・240頁／定価（本体価格1580円＋税）
ISBN 978-4-297-10129-9
パソコン初心者にとって，操作方法は入門書を読んで学習できますが，「これの言葉って，どういう意味？」「どん
なしくみになっているの？」「パソコンがおかしくなったみたい…」といった疑問に答えてくれる書籍はなかなか
ありません。本書は，パソコン初心者が直面しがちな疑問をピックアップし，日ごろパソコン教室で初心者の方
に接しているたくさがわ先生がそれについて親切に答えてくれる書籍です。イラスト満載で，パソコンのことを
「もっと知りたい！」という方のために，「意外と知らなかった！」内容をたっぷりご紹介します！

　「自分はパソコンには自信がある！」「い

つもふつうに使えているし，特に困ったこと

はないよ。」そんな皆さんも多いかと思い

ます。でも，こんなことはないでしょうか？

・新しいパソコンを買いたいんだけど，何

を買えばいいかな？　と聞かれて答えら

れなかった……

・光回線と無線と携帯電話回線のちがいを

聞かれて答えられなかった……

・最近，パソコンの動きが遅いように感

じるけれど，どうすればよいか

わからず放置している

・パソコンを買い替えたけ

れど，データの引っ越

し方法がわからない

・必要なファイルが見

つからずあわてるこ

とがある

・クラウドに保存したか

ら……と言われて何のこ

とかわからなかった

・インターネットのパスワードを

忘れて困ってしまった

・ネットショッピングでクレジットカードを

使うのが怖い

・「危険にさらされています」というメッ

セージが出てびっくりした

　普段はパソコンを気持ちよく使えていて

も，いざ，人に質問されたり，トラブルに直

面したりすると，きちんと対応できないとい

う方が多いのではないでしょうか？　こう

した時，「今さら聞けない……」「わからな

いと言ったら恥ずかしい……」と思って適

当にお茶を濁したり，なんとなくそのままや

り過ごしたりすると，結局「わからないま

ま」になってしまいます。

　パソコンが「できる！」と思っていても，

実はわかっていないこと，人に聞かれた時

に答えられないことは多々あるものです。

「使える」から「わかる」「教えられる」ま

での間には，意外と大きな川が流れてい

る，というわけです。例えば，家族にパソコ

ンのことで質問されて，うまく答えられず，

伝えられずにケンカになってしまった

ことはないでしょうか？　「使

える」→「わかる」→「教え

られる」へと順にステッ

プアップしていくこと

で，こうしたいさかい

もなくなり，家族や友

人とのコミュニケー

ションがうまくいくよ

うになります。

　『たくさがわ先生が教

える　パソコンの困った！

お悩み超入門』では，これまで

パソコン教室で多くの生徒さんに教えてき

たたくさがわ先生が，こうしたステップアッ

プのお手伝いをしてくれます。例えば「新し

いパソコンを買いたいんだけど，何を買え

ばいいかな？」という質問には，主に外出先

で使うならタブレット，持ち運びもするなら

ノートパソコン，大画面がよいなら一体型，

といったように，「用途に合わせた提案の

方法」を教えてくれます。パソコンやイン

ターネットに関する正しい知識を身につけ

て，困った！を解決できる力を身につけま

しょう！

パソコンの
「今さら聞けない…」に答えます！

Facebookの中で，会社やお店，個人事業主の方が運営する「Facebookページ」。全世界で
6,500万ページ以上存在し，すっかり一般に定着したFacebookページですが，重要なのはその
「使い方」です。Facebookページの強みを理解して，あなたも集客に活かしてみませんか？

Facebookページの本当の使い方

今すぐ使えるかんたん

Facebookページ 作成＆運営入門  改訂2版
リンクアップ 著・斎藤哲（株式会社グループライズ）監修／B5変形判・224頁
定価（本体価格1880円＋税）／ISBN 978-4-297-10239-5

　お客様とつながる
　Facebookページについて，Facebookをやっている
方はご存知でしょうか。名称は聞いたことがなくても，も
しかしたら知らずに使っている方もいるかもしれません。
Facebookページは，一言で言えばFacebookの「企業
用ページ」のこと。会社やお店を運営している方，もしく
は個人事業主の方が，販売促進や集客を目的として，
Facebook上の人 （々既存，もしくは将来のお客様）に向
けて情報発信を行っているページになります。
　Facebookの名前が付く通り，情報発信の対象は
Facebookの全ユーザーです。しかし，Facebookページ
から投稿すれば，自動的にたくさんの人々に見てもらえ
る，というわけでは……残念ながらありません。
　Facebookページには「ファン」という仕組みがありま
す。ファンとは，Facebookページに対して「いいね！」を押
してくれた人，つまり「Facebookページ」とつながってく
れた人のことです。Facebookページで発信した情報が
誰に届くのかと言えば，この「ファン」になってくれた方た
ちに届く，というのが基本的な考え方になります（厳密に
言えば，「エッジランク」という仕組みによって，投稿が表
示されるか否かが決まります）。

　つながり続けて信頼を得る
　より多くの人々に情報を伝えるために，まずは
Facebookページとつながってくれるファンを増やすこ
と。それがFacebookページの最初の課題です。しか
し，この課題については本稿の主題ではありませんの
で，ここではFacebookページの強みをご説明します。
　Facebookページの最大の強み。それはファン（お客
様）との「信頼」を育む場になる，ということです。
Facebookページで投稿すれば，それはファンの方に届

きます。さらに，定期的に投稿すれば，そしてそれが質の
よい投稿であれば，ファンの方たちは興味を持って見てく
れます。それを継続していくと……，そこには，Facebook
ページに対する「信頼」が生まれてきます。

　似たような商品を買うとしたとき，あなたは「信頼して
いる人」と「はじめて会う人」とどちらから買いたいでしょ
うか？性能がほとんど同じなのだとしたら，当然，「信頼し
ている人」から買いたいと思うでしょう。それではもし，「は
じめて会う人」が少しだけ優れた商品を売っている場合
はどうでしょう？ちょっとくらいの差であれば，「信頼して
いる人」から買いたい，と思う人も多いかもしれません。
　ものがあふれる現代では，他の人と大きな差別化がで
きる商品やサービスは，そう多くないと言ってよいと思い
ます。そんな中で重要になってくるのは，人と人どうしの
信頼関係ではないでしょうか。Facebookページを通し
てつながり続けること。そして，それによって生まれる信
頼関係は，決して一時的なものではありません。信頼関係
でつながれたファンの方々は，その言葉通りあなたの
「ファン」として，長きにわたってつながりを持ち続けてく
れる，大事な人となるのです。

　本書の紹介
　本書は，Facebookページ初心者の方からお読みいた
だけるよう，基本の使い方から解説しています。さらに，ど
うすればファンを増やすことができるのか，その実践的
な投稿方法までを解説しているので，Facebookページ
をすでに運営しているけれどうまくいかない，という方に
もご参考いただけます。もし，本稿を読んで興味をもって
いただけたなら，ぜひ，お手に取ってご覧いただければ幸
いです。

キーワードは「信頼関係」
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でつながれたファンの方々は，その言葉通りあなたの
「ファン」として，長きにわたってつながりを持ち続けてく
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うすればファンを増やすことができるのか，その実践的
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　2018 年 11 月，恒例の新しい iPhone

と一緒に新しい AppleWatch も発売さ

れました。今回の Series4 にして，はじ

めてハードウェアが大きく刷新されまし

た。本体のサイズは従来とそれほど変わ

らないものの，画面が大きくなり，見や

すく操 作もしやすくなっています。ガ

ジェットとしてかわいいし，新しいプロ

セッサで反応速度が向上，操作が楽しい

といいことずくめです。

　Series4 で一番大きく進化したのは，

体調を管理してくれるヘルスケア機能で

す。予期せずに転んだ時に，緊急連絡先

に自動的に通報する転倒検出機能はお年

寄り，そしてお年寄りを持つ家族には大変

ありがたい機能です。ユーザーが 65歳以

上の場合は，はじめからオンになっており，

設定からオンにすればもちろん若いユー

ザーでも使えるようになります。すでに海

外では，この機能により，命が助かったと

いうニュースもあります。

　心電図の作成機能も，Apple の発表会

やその後の報道で大きく取り上げられま

した。従来の光学心拍センサーに加えて，

電気心拍センサーが搭載されることに

よって，正確な心拍を計測することが可能

になりました。心電図作成機能は，本国ア

メリカでは 2018 年内にアプリが追加され

て使うことができるようになると発表され

ています。日本での提供開始は，医療機

器としての認可に時間がかかるので，更に

先になると予測されています。

　すでに愛用しているユーザーなら知っ

て い ることで す が，これ から Apple 

Watch Series4 を購入しようと検討し

ている方のために，Apple Watch のイ

マイチなところも書いておきましょう。

まず，バッテリーの持続時間が短いこ

と，公称稼働時間は 18 時間ですが，

運動計測，GPS，通信などの機能を利

用すればさらに短くなってしまいます。

また意外に知られていないのが，ワーク

アウトアプリは，ランニングやフィットネ

スなど軽度な運動向けで，ハードなス

ポーツには対応していないことです。つ

まり，Apple Watch はスポーツウォッ

チとしてがっつり使うことができませ

ん。ほかに，いまや世界で一番売れて

いる腕時計なので，時に電車で隣に座っ

ている人も Apple Watch をつけていた

りしてムムムとなります。個性的なファッ

ションアイテムがほしい人には適さない

かもしれません。

　新機 能の中で 筆 者 的に一 押しなの

は，Siri の進化です。これまでは，Siri

を起動するのに，Apple Watch に「ヘ

イシリ」と話しかける必要があったの

で，少々恥ずかしく公衆では使いづらい

面がありました。新しい Siri は，腕を持

ち上げてそのまま Apple Watch にしゃ

べりかけるだけで，すぐに使うことができ

ます。Siri にはショートカットキー機能と

いうのも追加されました。任意のフレー

ズをほかのアプリに紐づけ，フレーズを

Siri にしゃべりかけてそのアプリを操作す

る と い う も の で す。ま た，iPhone や

Apple Watch が行方不明になったとき

は，Siri を 使って iPhone から Apple 

Watch から各々を探すことができるよう

になったのも嬉しい点です。新しい Siri

は，watchOS5 にアップデートした従来

の Apple Watchでも使えますよ。

心電図作成機，日本ではいつ使えるよう
になる？
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プログラミング入門ならmicro:bit
　いよいよ 2020 年度から小学校でプロ

グラミングが必修化することもあり，プロ

グラミング教育熱が高まりつつある昨今

です。そんな中，お子さんがむりなく楽し

めるやさしいプログラミング環境やプログ

ラミング入門キットがいろいろと出てきて

います。

　そ の 中で 特におす すめしたい のが

micro:bit（マイクロビット）です。micro

:bit はイギリス BBC（英国放送協会）が

中心となって開発した小さいコンピュー

ターです。小さい本体の中に各種センサー

などたくさんの機能が詰め込まれた，IoT

時代の申し子ともいえるプログラミング入

門キットになっています。

　また，プログラミングを始めるにあたり

面倒なソフトのインストールは一切不要

で，ブラウザーさえあればすぐにプログラ

ミングが始められます。プログラミングも

ブロックを組み立てるだけなので，お子さ

んから大人まで簡単にマスターできます。

半田ごてやブレッドボードを使うことなく，

誰でも簡単に電子工作を楽しむことがで

きます。

プログラミングの流れ
　micro:bit における実際のプログラミン

グの流れを追ってみましょう。開発環境と

して『JavaScript ブロックエディター』を

ブラウザーで開き（https://makecode.

microbit.org/）「新しいプロジェクト」を

クリックします。このブロックエディターの

画面の中でブロックを組み立てていくこと

で，プログラミングが行えます。

　たとえば「micro:bit の A ボタンを押す

と LED 画面にハートマークを表示する」

というプログラムを作るとしましょう。その

場合は「ボタンA が押されたとき」のブロッ

クに「アイコンを表示」のブロックをドラッ

グしてはめ込むだけで OK です。これだけ

でプログラムが完成しました。

　micro:bit 実機で動かす前に，画面左の

シミュレーターで動作確認することも可能

です。

　シミュレーターできちんと動くことが確

認できたらプログラムをダウンロードして

micro:bit に書き込みます。ドライブとして

見えている micro:bit にプログラムのファ

イルを書き込めば OK で，無事実機で動

かすことができました！

micro:bitでどんなものが作れるの？
　書籍『micro:bit であそぼう！ たのしい

電子工作＆プログラミング』では micro

:bit を活用した，身の回りの物で簡単に作

れて，楽しく遊べる作例を 32 も収録して

います。ぜひこの面白さを体験してみてく

ださい！

【本書で今すぐ作れる！32の作例】
簡単 01: サイコロを作ろう／簡単 02: 暗くなった
らおばけ登場／簡単 03: 体感温度を表現しよう
／簡単04:相性診断／簡単05:素振りカウンター
／簡単 06: 運動カウンター／簡単 07:テルミン／
簡単 08: コンパス／簡単 09: オルゴール／簡単
10: 冷蔵庫アラーム／簡単 11: フルーツ楽器／簡
単 12: 公園一周の距離を計測／簡単 13: 公園一
周の時間を計測／簡単 14: 暗くなると光るサイン
ボード／簡単 15: ミニ四駆が一周する時間を測ろ
う／簡単 16: 当たり付き貯金箱／簡単 17: イライ
ラゲーム／応用 18: バランスボード／応用 19: も
ぐら叩きゲーム／通信 20: 防犯装置で侵入者を
検知／通信 21: モールス通信機を作ろう／通信
22: 早押しクイズボタンで対決／通信 23: 宝探
しをしよう／通信 24: 的に当たったら通知する装
置／通信 25: 雨が降ったら通知してくれる装置／
通信 26: 自転車スピードメーター／通信 27:
シューティング対戦ゲーム／通信 28: 通過タイム
を測ろう／上級 29: 温度変化などのセンサー
データを記録／上級 30: スマホ連動で作るポス
トセンサー／上級 31: モーターを制御しよう／上
級 32:Scratch3.0+micro:bit

micro:bit
であそぼう！
たのしい電子工作＆
プログラミング 
高松基広 著／B5判・160頁
定価（本体価格1880円＋税）
ISBN 978-4-297-10280-7

A ボタンを
押すとハー
トが表示さ
れ た。ほん
とに簡単！

写真5

ブロックを
ドラッグし
て組み立て
る。簡単！

写真3

micro:bit
本 体。小さ
い本体の中
にたくさん
の機能が

写真1

ブロックを
ここで組み
立てていく

写真2

まずはシミュレー
ターで動作確認

写真4

ゲームセンターにあるようなもぐら叩
きゲームだって簡単につくれてしま
います。ビットくんとマイちゃんが
手取り足取り作り方を解説します。

プログラミング入門キット
micro:bitなら， 親子で今すぐ作品作りが楽しめる！親子で今すぐ作品作りが楽しめる！

Apple Watch Series4発売！
その進化した機能

ゼロからはじめる

Apple Watch スマートガイド［Series 4対応版］
リンクアップ 著／四六判・208頁／定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10265-4
Apple Watch Series4の初心者向け書籍です。基本操作，iPhoneからの設定，iPhoneとの連携操作な
ど，Apple Watchが初めての方にもわかりやすく解説します。Series4は，プロセッサの高速化，画面の大
型化，センサー類の刷新など，Apple Watchの登場以来，初めてデザインと設計が変更されて新しくなりま
した。また，watchOS5では，トランシーバー，Podcast，転倒検知機能などが追加されたほか，心拍数計
測機能，Siri，アクティビティ，ワークアウトなどの使いやすさも従来から向上しています。Apple Watch 
Series4の新機能，基本操作，標準アプリの使い方までがバッチリわかる1冊です。

micro:bitで今すぐ
手軽に作品作り!
micro:bitで今すぐ
手軽に作品作り!

https://makecode.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/
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型化，センサー類の刷新など，Apple Watchの登場以来，初めてデザインと設計が変更されて新しくなりま
した。また，watchOS5では，トランシーバー，Podcast，転倒検知機能などが追加されたほか，心拍数計
測機能，Siri，アクティビティ，ワークアウトなどの使いやすさも従来から向上しています。Apple Watch 
Series4の新機能，基本操作，標準アプリの使い方までがバッチリわかる1冊です。

micro:bitで今すぐ
手軽に作品作り!
micro:bitで今すぐ
手軽に作品作り!
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の選択肢，似ているが誤答の選択肢，勘違

いした結果たどりつく選択肢などを考え

てから，50音順や英数の昇順に並べます。

そこに特定の選択肢が多くなる必然性は

ありません。

　ただ，例えば「アが正解の問題が1個しか

ない」ような極端なバランスになる事態は

避けたいので，選択肢の文言や数値を変

えて正解の選択肢を調整するということ

はあるかもしれません。でも，これは特定の

選択肢を一番多くしようという動機にはな

りません。

　というわけで，「空欄はウで埋めろ」には

根拠がありません。まったく歯が立たない

問題に何か記入しておけばまぐれで当たる

かもしれませんが，それはウである必要は

なく，なんでもいいのです。

「午後問題は設問から読め」って本当？
　ついでにもう一つ。午後問題では長文の

ケーススタディが出題されますが，長い問

題文を読むよりも，先に設問を読んでから，

答えになりそうなところを問題文で探すほ

うが効率がいいという説があります。

　しかし，小説でもニュースの記事でも，頭

から順番に読むのが普通です。問題文も，

頭から順番に読まれることを想定して書い

てあります。問題文より先に設問から読む

と，結局問題文と設問を何度も往復するこ

とになり，かえって効率が悪くなります。問

題文の重要そうなところに印をつけながら

順番に読んでいくのが，結局は効率の良い

方法です。

情報処理試験が人気なのは本当！
　いろんなうわさが広まるのは，情報処理

試験が人気であることの証拠ともいえま

す。大学受験や就職活動，組織内での評価

など，様々なところで威力を発揮します。受

験申込みはWebから簡単にできます。初

受験の方も，再受験の方も，まずは申込み

をしてしまいましょう。今度の試験は2019

年4月21日，Web申し込みは2019年1月

10日から2月18日までです（ITパスポート

は随時実施中）。

「空欄はウで埋めろ」って本当？
　情報処理試験の午前問題は四肢択一

で，アイウエの中から一つ選ぶ方式になっ

ています。ネットでよく見かけるのが，情報

処理試験の正解は「ウ」が一番多いから，わ

からなかったら「ウ」で埋めろというもので

す。これが本当なのか調べてみました。

　ここ数年の基本情報技術者の問題だ

と，表1のようにウが一番多いとは言えませ

ん。それどころか，エが1番多い期が7回中

5回もありました。

表1　基本情報技術者試験の選択肢別の正解数

　「それなら，エで埋めればいいんだ！」と

いうわけでもありません。エが多いといっ

ても，同率首位のときが3回もあります。ま

た，一見「イ」が1位のときが少ないようでも，

7回を通した合計だとイは2番目に多かっ

たりします。だんだん混乱してきますね。

　そもそも，アイウエの選択肢の順番はど

うやって決まっているのかご存知でしょう

か。実は，単純に選択肢の冒頭の文字の

50音順や英数字の昇順になっているので

す。もし参考書や問題集をお持ちでしたら，

確かめてみてください。

　さらに，問題を作る立場で考えてみま

しょう。選択問題を作成するときは，正解

情報処理試験のフェイクニュース
フェイクニュースというと大げさですが，情報処理試験が近くなってくると散見される
定番のうわさがあります。果たして信じていいのでしょうか？

キタミ式イラストIT塾 
ITパスポート 平成31/01年

ISBN 978-4-297-10185-5

キタミ式イラストIT塾 
基本情報技術者 平成31/01年

ISBN 978-4-297-10211-1

キタミ式イラストIT塾 
応用情報技術者 平成31/01年

ISBN 978-4-297-10212-8

平成31年【上半期】ITパスポート 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10220-3

平成31年【春期】基本情報技術者 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10195-4

平成31年【春期】応用情報技術者 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10199-2

平成31/01年 
ITパスポート合格教本

ISBN 978-4-297-10179-4

平成31年【春期】/01年【秋期】
基本情報技術者 合格教本

ISBN 978-4-297-10193-0

平成31年【春期】/01年【秋期】 
応用情報技術者 合格教本

ISBN 978-4-297-10197-8

平成31年【春期】/01年【秋期】
情報セキュリティマネジメント合格教本

ISBN 978-4-297-10309-5

平成31/01年　イメージ＆クレバー方式でよくわかる
栢木先生の基本情報技術者教室

ISBN 978-4-297-10183-1

平成31/01年　イメージ＆クレバー方式でよくわかる
栢木先生のITパスポート教室

ISBN 978-4-297-10181-7

過去問題の演
習ができる対
策問題集。短
期間でも出題
傾 向を 理 解
し，合格力を
高められる。
午前問題は見
開 き 構 成 で
「解く」「解説
を読む」「正解
チェック」がで
きる。

すべての解説
がイラストベー
スで，とてもわ
かりやすい解
説となってお
り，「仕組みや
内容を理解し
ながら， 試験
の 用 語 や 問
題，計算に慣
れること」がで
きる。

栢木先生の教室

改訂3版　基本情報技術者 
らくらく突破 Java

ISBN 978-4-7741-9905-4

改訂4版　基本情報技術者 
らくらく突破 表計算

ISBN 978-4-297-10289-0

改訂3版　基本情報技術者 
らくらく突破 CASL II

ISBN 978-4-297-10251-7

基本情報技術者 らくらく突破

平成31年【春期】情報処理安全確保支援士 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10191-6

要点早わかり 情報処理安全確保支援士 
ポケット攻略本

ISBN 978-4-7741-8506-4

平成31年【春期】/01年【秋期】 
情報処理安全確保支援士合格教本

ISBN 978-4-297-10187-9

平成31年度
プロジェクトマネージャ合格教本

ISBN 978-4-297-10099-5

平成31年度 
データベーススペシャリスト合格教本

ISBN 978-4-297-10101-5

情報処理安全確保支援士

平成30年度［秋］・31年度［春］ 
基本情報技術者 出るとこマスター

ISBN 978-4-7741-9907-8

平成30-31/01年 
ITパスポート　出るとこマスター

ISBN 978-4-7741-9894-1

出るとこマスター

平成31年【春期】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

ISBN 978-4-297-10315-6

要点早わかり 情報セキュリティマネジメント
ポケット攻略本

ISBN 978-4-7741-9321-2

高度情報処理技術者向け

CD-ROM CD-ROM

CD-ROM

1位の回数 H30秋 H30春 H29秋 H29春 H28秋 H28春 H27秋 合計

127

132

127

141

22

18

18

22

17

21

26

16

23

16

17

24

16

23

25

16

12

17

14

25

18

19

12

19

19

18

15

19

2

1

2

5

ア

イ

ウ

エ

岡嶋裕史 著
A5判・384頁
定価

（本体価格
1580円＋税）

五十嵐聡 著
B5判・288頁
定価

（本体価格
1180円＋税）

きたみりゅうじ 著
A5判・488頁
定価

（本体価格
1880円＋税）

きたみりゅうじ 著
A5判・720頁
定価

（本体価格
1980円＋税）

山本三雄 著
B5判・608頁
定価

（本体価格
1480円＋税）

角谷一成＋
イエローテール
コンピュータ 著
A5判・544頁
定価

（本体価格
1680円＋税）

大滝みや子＋
岡嶋裕史 著
A5判・744頁
定価

（本体価格
2980円＋税）

CD-ROM

加藤昭＋
高見澤秀幸＋
矢野龍王 著
B5判・464頁
定価

（本体価格
1780円＋税）

きたみりゅうじ 著
A5判・848頁
定価

（本体価格
3280円＋税）

岡嶋裕史 著
A5判・448頁
定価

（本体価格
1880円＋税）

庄司勝哉＋
星代介＋
吉川允樹 著
B5判・368頁
定価

（本体価格
1480円＋税）

岡嶋裕史 著
B6判・256頁
定価

（本体価格
1380円＋税）

Webアプリ

栢木厚 著
A5判・392頁
定価

（本体価格
1580円＋税）

栢木厚 著
A5判・488頁
定価

（本体価格
1680円＋税）

原山麻美子 著
B5判・208頁
定価

（本体価格
1280円＋税）

イエローテール
コンピュータ 著
B5判・224頁
定価

（本体価格
1380円＋税）

岡嶋裕史 著
A5判・720頁
定価

（本体価格
2880円＋税）

エディフィストラーニ
ング株式会社 著
B5判・416頁
定価

（本体価格
2980円＋税）

岡嶋裕史 著
B6判・352頁
定価

（本体価格
1680円＋税）

八鍬幸信 著
A5判・456頁
定価

（本体価格
2580円＋税）

菊田英明・原修身 著
A5判・456頁
定価

（本体価格
2880円＋税）

イエローテール
コンピュータ株式会社
原山麻美子 著
A5判・272頁
定価

（本体価格
1780円＋税）

金子則彦 著
A5判・640頁
定価

（本体価格
2880円＋税）

金子則彦 著
A5判・560頁
定価

（本体価格
2880円＋税）
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の選択肢，似ているが誤答の選択肢，勘違

いした結果たどりつく選択肢などを考え

てから，50音順や英数の昇順に並べます。

そこに特定の選択肢が多くなる必然性は

ありません。

　ただ，例えば「アが正解の問題が1個しか

ない」ような極端なバランスになる事態は

避けたいので，選択肢の文言や数値を変

えて正解の選択肢を調整するということ

はあるかもしれません。でも，これは特定の

選択肢を一番多くしようという動機にはな

りません。

　というわけで，「空欄はウで埋めろ」には

根拠がありません。まったく歯が立たない

問題に何か記入しておけばまぐれで当たる

かもしれませんが，それはウである必要は

なく，なんでもいいのです。

「午後問題は設問から読め」って本当？
　ついでにもう一つ。午後問題では長文の

ケーススタディが出題されますが，長い問

題文を読むよりも，先に設問を読んでから，

答えになりそうなところを問題文で探すほ

うが効率がいいという説があります。

　しかし，小説でもニュースの記事でも，頭

から順番に読むのが普通です。問題文も，

頭から順番に読まれることを想定して書い

てあります。問題文より先に設問から読む

と，結局問題文と設問を何度も往復するこ

とになり，かえって効率が悪くなります。問

題文の重要そうなところに印をつけながら

順番に読んでいくのが，結局は効率の良い

方法です。

情報処理試験が人気なのは本当！
　いろんなうわさが広まるのは，情報処理

試験が人気であることの証拠ともいえま

す。大学受験や就職活動，組織内での評価

など，様々なところで威力を発揮します。受

験申込みはWebから簡単にできます。初

受験の方も，再受験の方も，まずは申込み

をしてしまいましょう。今度の試験は2019

年4月21日，Web申し込みは2019年1月

10日から2月18日までです（ITパスポート

は随時実施中）。

「空欄はウで埋めろ」って本当？
　情報処理試験の午前問題は四肢択一

で，アイウエの中から一つ選ぶ方式になっ

ています。ネットでよく見かけるのが，情報

処理試験の正解は「ウ」が一番多いから，わ

からなかったら「ウ」で埋めろというもので

す。これが本当なのか調べてみました。

　ここ数年の基本情報技術者の問題だ

と，表1のようにウが一番多いとは言えませ

ん。それどころか，エが1番多い期が7回中

5回もありました。

表1　基本情報技術者試験の選択肢別の正解数

　「それなら，エで埋めればいいんだ！」と

いうわけでもありません。エが多いといっ

ても，同率首位のときが3回もあります。ま

た，一見「イ」が1位のときが少ないようでも，

7回を通した合計だとイは2番目に多かっ

たりします。だんだん混乱してきますね。

　そもそも，アイウエの選択肢の順番はど

うやって決まっているのかご存知でしょう

か。実は，単純に選択肢の冒頭の文字の

50音順や英数字の昇順になっているので

す。もし参考書や問題集をお持ちでしたら，

確かめてみてください。

　さらに，問題を作る立場で考えてみま

しょう。選択問題を作成するときは，正解

情報処理試験のフェイクニュース
フェイクニュースというと大げさですが，情報処理試験が近くなってくると散見される
定番のうわさがあります。果たして信じていいのでしょうか？

キタミ式イラストIT塾 
ITパスポート 平成31/01年

ISBN 978-4-297-10185-5

キタミ式イラストIT塾 
基本情報技術者 平成31/01年

ISBN 978-4-297-10211-1

キタミ式イラストIT塾 
応用情報技術者 平成31/01年

ISBN 978-4-297-10212-8

平成31年【上半期】ITパスポート 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10220-3

平成31年【春期】基本情報技術者 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10195-4

平成31年【春期】応用情報技術者 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10199-2

平成31/01年 
ITパスポート合格教本

ISBN 978-4-297-10179-4

平成31年【春期】/01年【秋期】
基本情報技術者 合格教本

ISBN 978-4-297-10193-0

平成31年【春期】/01年【秋期】 
応用情報技術者 合格教本

ISBN 978-4-297-10197-8

平成31年【春期】/01年【秋期】
情報セキュリティマネジメント合格教本

ISBN 978-4-297-10309-5

平成31/01年　イメージ＆クレバー方式でよくわかる
栢木先生の基本情報技術者教室

ISBN 978-4-297-10183-1

平成31/01年　イメージ＆クレバー方式でよくわかる
栢木先生のITパスポート教室

ISBN 978-4-297-10181-7

過去問題の演
習ができる対
策問題集。短
期間でも出題
傾 向を 理 解
し，合格力を
高められる。
午前問題は見
開 き 構 成 で
「解く」「解説
を読む」「正解
チェック」がで
きる。

すべての解説
がイラストベー
スで，とてもわ
かりやすい解
説となってお
り，「仕組みや
内容を理解し
ながら， 試験
の 用 語 や 問
題，計算に慣
れること」がで
きる。

栢木先生の教室

改訂3版　基本情報技術者 
らくらく突破 Java

ISBN 978-4-7741-9905-4

改訂4版　基本情報技術者 
らくらく突破 表計算

ISBN 978-4-297-10289-0

改訂3版　基本情報技術者 
らくらく突破 CASL II

ISBN 978-4-297-10251-7

基本情報技術者 らくらく突破

平成31年【春期】情報処理安全確保支援士 
パーフェクトラーニング過去問題集

ISBN 978-4-297-10191-6
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第1特集
数学の理解が一歩先へ進める
ITエンジニアのための
機械学習と線形代数
どうやって行列を理解して使いこ
なすか？
　「AI/機械学習」が一般社会へ浸透していったのが2018年ではない

でしょうか。ITエンジニアにとって，たくさんの潜在ニーズがそこにあ

り，新たな未来を切り拓く可能性が広がっています。しかし，機械学習を

もっと活用するためにはその本質に触れることが必要です。機械学習を

理解するうえで，線形代数はかなり重要な知識・学問体系なのですが，

近年は高校での教育課程の変化により大学に進学してから学ぶ方も増

えているため1つの壁（ギャップ）となっています。本特集では，機械学習

（ディープラーニング）を理解するために必要な線形代数の基礎知識を

振り返り，いま最前線でどのように利用されているのか，専門家である

筆者達がやさしく解説を試みました。ベクトル・行列などは，抽象化のた

めの強力な道具であり，機械学習のモデリングにおいて背骨になる超基

本的な概念で，これを知らないのはもったいないの一言に尽きます。本

特集で高校数学から振り返り，最新技術へキャッチアップしましょう。

■第1章　線形代数と機械学習

■第2章　ITエンジニア向け線形代数の学び方

■第3章　やさしくわかるディープラーニングと線形代数

■第4章　自然言語処理・画像処理における線形代数の応用

■Column　高校教育課程の変化と線形代数のかかわり

第2特集

Java 9，10，11へのバージョンアップに
対して具体的な対処方法とは何か考える

リリースモデルの変更にどう対処する？
Java のバージョン問題に前向きに取り組む方法
　　ソフトウェア開発で中心的なプログラミング言語として四半世紀にわ

たり君臨し続けてきたJava。エンタープライズでの利用はServlet/JSPに

始まり，EJB，さらにはさまざまなミドルウェアで使用されています。プログ

ラマにとってJavaは，IT産業の血肉ともいえるでしょう。そんなJavaですが，

ライセンスの有償化問題が最近話題になり，その後にはメンテナンス，バー

ジョンアップ対応問題がふたたび脚光を浴びています。本特集では，Java

のバージョンアップに対して，Java9/10/11/12，OpenJDK，ProjectJig-

saw，などなどさまざまな面から解説します。

■第1章　Javaのバージョンアップと付き合うために

■第2章　Java 9，10，11の変更点を把握しよう

■第3章　Javaをバージョンアップしやすくするアイデア

■年末のお楽しみ第1弾・恒例「Ejectコマンド工作」　ドライブトレイ

をバリバリ改造

■年末のお楽しみ第2弾・「ひみつのLinux通信」　特別見開き2ペー

ジ圧倒的展開！

■好評連載■
　結城 浩「再発見の発想法」，武内 覚「試して理解Linuxのしくみ」，平

林 純「平林万能IT研究所」，戸倉 彩「VS Code快適生活」，清水 琢也

「Scikit-Learnで学ぶ機械学習アルゴリズム」，Mattn「Vimの細道」
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B5判・184頁
定価（本体価格1220円＋税）

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

魅力的な地図作成ツールが
増えてきた

　手軽に利用できるツールが増えてきまし

た。たとえば，スマホの地図アプリ「Avenza

Maps 注 1」，ビジュアル 分 析 が 得意 な

「Tableau Public注2」，作成した地図を無

料で公開できる「ArcGIS Online注3」など

があります。

　本稿では，北海道室蘭市のオープン

データとArcGIS Online（図1）を使って，簡

単に防災マップを作成＆共有する方法を

紹介します。

※注1：https://www.avenzamaps.com/

※注2：https://www.tableau.com/ja-jp

※注3：https://www.arcgis.com/home/

図1：ArcGIS Online

北海道室蘭市のオープンデー
タをダウンロードする

　北海道室蘭市では「むろらんオープン

データライブラリ注4」でさまざまなデータ

が公開されています。ここでは「AEDを設置

している事業所」「砂箱を設置している場

所」「災害時に避難場所」を使います。それ

ぞれ同サイトから次のデータ（ZIP形式の

Shapefile）をダウンロードしてください。

・AED設置事業所：aed_20170804.zip

・砂箱：sunabako_20140220.zip

・避 難 場 所：h i n a n b a s y o _ 2 013

                   0826.zip

※注4：http://www.city.muroran.lg.jp/-

main/org2260/odlib.php

ArcGIS Onlineで
防災マップを作成＆共有する

　それでは，ArcGIS Online上で個人向

けのアカウントを作成してサインインして

ください。ログインが完了すると図1に戻

り，右上に自分のアカウントが表示されて

いるので，左上のタブメニューから「マッ

プ」を選択して，マイマップ（図2）を表示し

ます。

　先ほどダウンロードしたデータを順番

に読み込んでいきます。マイマップの左上

の［追加］→［ファイルからレイヤーを追

加］を選択して，それぞれのデータ（ZIP

ファイル）を指定して［レイヤーのインポー

ト］をクリックします。

図2：マイマップ

マークの変更

　読み込んだデータは表示するマークを

変更することができます。左側の［スタイル

の変更］にて，［表示する属性を選択する］

には「場所のみを表示」を，［場所のみを表

示］は「場所（単一シンボル）」を選択します。

「場所（単一シンボル）」⇒［オプション］⇒

［シンボル］にて変更します（AED設置事

業所には［危機管理］→［緑十字］，砂箱には

［災害］→［雪の結晶］を選択しました）。

数量を円で表示

　また，避難場所は収納人数の大きさに

合わせた円で描画してみます。避難場所の

データで［表示する属性を選択する］には

「収容人数」を，［描画する方法を選択す

る］には「数と量（サイズ）」を選択します。

　これだけで図3のような地図が作成で

きました。

図3：作成した地図

保存と共有

　マップを保存するには上部中央の［保

存］からタイトルやタグ，説明などを入力し

て保存します。保存後に上部中央の［共有］

にて「マップの短縮リンク」が設定できま

す。短縮リンクにアクセスすると，図3と同

じ地図が共有されているのがわかります。

　本書では，オープンソースソフトウェア

（OSS）の地理情報システムの「QGIS」で

さまざまな地図の作成方法を解説してい

ます。日 ，々地図作成ツールは進化していま

す。併せて，オープンデータは官公庁や自

治体が積極的に公開を進めています。これ

らを活用して，ぜひオリジナルの地図を作

成してみてください。

【改訂新版】
［オープンデータ＋QGIS］
統計・防災・環境情報がひと目でわかる
地図の作り方

ご好評をいただいたVol.100記念号を収録した『WEB+DB PRESS』の総集編。今回は「17年分の記事PDF」をまとめま
した。付属DVD（＋パスコードでデータダウンロードも可能）にはVol.1～102のPDFに加え、総集編第1弾～第5弾の書き
下ろし記事のPDFも一挙収録。驚きの107冊分です。合わせて、「記憶に刻む、あのコード」と題し、7名のTOPエンジニア
の方々に特別寄稿いただいた記念企画をお届けします。続けた先に見えてくる新たな発見や楽しさが伝わってくる、総集編
ならではのスペシャルエッセイです。

朝日孝輔・大友翔一・水谷貴行・山手規裕 著
B5変形判・256頁／定価（本体価格3580円＋税）
ISBN 978-4-297-10317-0
国や地方公共団体が保有するオープンデータは，防災や環境対策だけでなく，新
事業の創出や地域経済の活性化にも期待されています。また，オープンソースソ
フトウェアの「QGIS」を使うことで地理情報が可視化され，さらなる活用が見込
まれています。そこで本書では，各組織の担当者が一から学べるように，地理情
報の基本から収集したデータの扱い方，さらに具体的な防災地図や年齢別人口
分布図などの作り方まで解説しています。改訂版となる本書ではバージョンアッ
プしたQGISに対応し，最新のツールやWebサービスも紹介しています。

オリジナルの防災地図を
作ろう！共有しよう！
オリジナルの防災地図を
作ろう！共有しよう！簡単に

総集編
Vol.1～102
WEB+DB PRESS編集部 編
B5判・112頁
定価（本体価格2800円＋税）
ISBN 978-4-7741-9686-2

発売 2018年12月18日
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マークの変更

　読み込んだデータは表示するマークを

変更することができます。左側の［スタイル

の変更］にて，［表示する属性を選択する］

には「場所のみを表示」を，［場所のみを表

示］は「場所（単一シンボル）」を選択します。

「場所（単一シンボル）」⇒［オプション］⇒

［シンボル］にて変更します（AED設置事

業所には［危機管理］→［緑十字］，砂箱には

［災害］→［雪の結晶］を選択しました）。

数量を円で表示

　また，避難場所は収納人数の大きさに

合わせた円で描画してみます。避難場所の

データで［表示する属性を選択する］には

「収容人数」を，［描画する方法を選択す

る］には「数と量（サイズ）」を選択します。

　これだけで図3のような地図が作成で

きました。

図3：作成した地図

保存と共有

　マップを保存するには上部中央の［保

存］からタイトルやタグ，説明などを入力し

て保存します。保存後に上部中央の［共有］

にて「マップの短縮リンク」が設定できま

す。短縮リンクにアクセスすると，図3と同

じ地図が共有されているのがわかります。

　本書では，オープンソースソフトウェア

（OSS）の地理情報システムの「QGIS」で

さまざまな地図の作成方法を解説してい

ます。日 ，々地図作成ツールは進化していま

す。併せて，オープンデータは官公庁や自

治体が積極的に公開を進めています。これ

らを活用して，ぜひオリジナルの地図を作

成してみてください。

【改訂新版】
［オープンデータ＋QGIS］
統計・防災・環境情報がひと目でわかる
地図の作り方

ご好評をいただいたVol.100記念号を収録した『WEB+DB PRESS』の総集編。今回は「17年分の記事PDF」をまとめま
した。付属DVD（＋パスコードでデータダウンロードも可能）にはVol.1～102のPDFに加え、総集編第1弾～第5弾の書き
下ろし記事のPDFも一挙収録。驚きの107冊分です。合わせて、「記憶に刻む、あのコード」と題し、7名のTOPエンジニア
の方々に特別寄稿いただいた記念企画をお届けします。続けた先に見えてくる新たな発見や楽しさが伝わってくる、総集編
ならではのスペシャルエッセイです。

朝日孝輔・大友翔一・水谷貴行・山手規裕 著
B5変形判・256頁／定価（本体価格3580円＋税）
ISBN 978-4-297-10317-0
国や地方公共団体が保有するオープンデータは，防災や環境対策だけでなく，新
事業の創出や地域経済の活性化にも期待されています。また，オープンソースソ
フトウェアの「QGIS」を使うことで地理情報が可視化され，さらなる活用が見込
まれています。そこで本書では，各組織の担当者が一から学べるように，地理情
報の基本から収集したデータの扱い方，さらに具体的な防災地図や年齢別人口
分布図などの作り方まで解説しています。改訂版となる本書ではバージョンアッ
プしたQGISに対応し，最新のツールやWebサービスも紹介しています。

オリジナルの防災地図を
作ろう！共有しよう！
オリジナルの防災地図を
作ろう！共有しよう！簡単に

総集編
Vol.1～102
WEB+DB PRESS編集部 編
B5判・112頁
定価（本体価格2800円＋税）
ISBN 978-4-7741-9686-2

発売 2018年12月18日
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佐藤共史 著／B5判・336頁
定価（本体価格1880円+税）
ISBN 978-4-297-10163-3
毎年、平均13万人が受験する第二種電気工事士試験の
2019年の筆記試験用の受験参考書です。図記号一覧表
をZ折りで添付しています。

2019年版

第二種電気工事士試験
完全攻略　筆記試験編

第二種電気工事士試験 第二種電気工事士試験

佐藤共史 著／B5判・464頁
定価（本体価格1880円+税）
ISBN 978-4-297-10164-0
毎年、平均13万人が受験する第二種電気工事士試験の
2019年の筆記試験用の受験参考書として、平成23年度
～30年度までの筆記試験問題と解説を掲載しています。

2019年版

第二種電気工事士試験
筆記試験　過去問題集

Webテクニック

リンクアップ 著／B5変形判・160頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-297-10120-6
Instagram（インスタグラム）の解説書
です。iPhoneとAndroidスマートフォン
の両方に対応しています。基本的な使い
方を一通りマスターできるような内容に
なっているので、これからInstagramを
使い始める方にオススメの1冊です。

今すぐ使えるかんたん　ぜったいデキます！
インスタグラム 超入門

境祐司 著／B5変形判・240頁
定価（本体価格2980円+税）
ISBN 978-4-297-10356-9
本書はプロトタイプ制作の基礎知
識を学びながら、プロトタイピン
グツールAdobe XDを使いこなす
実践書です。プロトタイピング制
作に必要な知 識、構築の 仕方も
しっかり解説しています。

Adobe XD プロトタイピング実践ガイド
～ユーザーの要求に応えるUI/UXデザイン

デザイン

山本浩司 著／B5変形判・224頁・DVD-ROM付
定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-297-10133-6
「Adobe Premiere Elements 
2019」の解説書です。動画素材の
カット・並べ替えなどの基本操作
から、場面の切り替え効果、タイト
ル、字幕、音楽の追加方法などを
しっかり解説します。

今すぐ使えるかんたん
Premiere Elements 2019

動画編集

阿部信行 著／B5判・352頁
定価（本体価格3580円+税）
ISBN 978-4-297-10313-2
本書は、仕事で動画を扱うために
Premiere ProとAfter Effectsの
操作をマスターしたい人に向けた、
2つのソフトをまるごと使えるよう
になるための入門解説書です。最新
のCCに対応した、改訂版です。

Premiere Pro ＆ After Effects
いますぐ作れる！ムービー制作の教科書［CC対応版］［改訂2版］

動画編集

ふくだたみこ・さかたみちこ 著
四六判・160頁
定価（本体価格1000円+税）
ISBN 978-4-297-10253-1
本書はコンテンツを書くためのセオリー
やテクニックをまとめたものです。Webサ
イトの良し悪しは、コンテンツを形成する
『文章』によって決まります。それを読む
顧客に響かないと意味はありません。

スピードマスター
1時間でわかる Webライティング

Webテクニック

リンクアップ 著／B6変形判・192頁
定価（本体価格1080円+税）
ISBN 978-4-297-10124-4
ブログサービス「アメブロ」の操作解
説書です。これからブログを始めたい
人に向けて、登録方法や記事の投稿
方法などの基本操作や，ブログを使
いこなすための便利なワザまで載せ
ました！

今すぐ使えるかんたんmini
アメブロ 基本＆便利技［改訂2版］

Webテクニック

佐々木整 著／B5変形判・288頁
定価（本体価格2280円+税）
ISBN 978-4-297-10122-0
本書はJavaの文法やデータの入出力といった基礎か
らイベント処理・ネットワークプログラミングまで丁寧
に解説し，簡単なゲームプログラミングを作成して行
きます。

本格学習 

Java入門 ［改訂3版］

プログラミング

五十嵐邦明・松岡浩平 著／B5判・288頁
定価（本体価格2480円+税）
ISBN 978-4-297-10123-7
プログラミング言語Rubyの初学者向け入門書です。プロ
グラミングがまったく初めての人でもRubyのインストー
ルから手取り足取り解説しているので、つまずくことなく
学習を進められます。

ゼロからわかる

Ruby 超入門

プログラミング

瑞慶山香佳 著／B5判・112頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-297-10278-4
トーラス、結び目、双曲多面体……見るだけで楽しい数学の
“かたち”が、自分で描けるようになったらもっと楽しい!?
アートで数学がより身近になる、数学デッサン教室へよう
こそ。

数学デッサン教室
― 描いて楽しむ数学のかたち

教養

楳村麻里子・他5名 著／B5判・240頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-297-10269-2
日本語専門学校卒業程度の留学生を対象としたWordの
入門書です。漢字ができない読者のため、総ルビになっ
ています。日本の習慣、マナーなど、身近で役立つ例に
なっています。

留学生のための
かんたんWord入門

オフィス

楳村麻里子・他5名 著／B5判・256頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-297-10270-8
日本語専門学校卒業程度の留学生を対象としたExcelの
入門書です。漢字ができない読者のため、総ルビになっ
ています。日本の習慣、マナーなど、身近で役立つ例に
なっています。

留学生のための
かんたんExcel入門

オフィス

土屋健 編著・ジオルジュ編集部 著・日本地質学会 協力
B5変形判・408頁
定価（本体価格2380円+税）
ISBN 978-4-297-10322-4
「サイエンス」に興味をもってもらう最初の一歩として
オススメの1冊！　私たちが暮らす惑星「地球」の隠れ
た不思議を、365のお話でつづってみました。

理系に育てる基礎のキソ

地球のお話365日

教養

かんたんフォトLife　これからはじめる
商品撮影の教科書 ［改訂2版］

撮影・レタッチ

いがりまさし 著／B5判・160頁
定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-297-10236-4
本書は、植物図鑑的知識にも触れな
がら、独特のスタイル解説により野の
花撮影の基本から、季節に合わせた
野の花それぞれの撮影テクニックま
で学ぶことができます。

長谷川修 著／B5判・176頁
定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-297-10232-6
本書は「プロではない」人が、低コ
ストのライティング機材を用いて、
プロ顔負けの商品写真を撮影する
ための書籍です。デジタル一眼を
使った商品撮影の方法を、丁寧に
解説します！

リンクアップ 著／四六判・256頁
定価（本体価格1080円+税）
ISBN 978-4-297-10320-0
本書は、iOSが12にアップデート
した「iPhone 6s/7/8」の初心者
向け解説書です。新機能を手っ取
り早く知りたい人のために、巻頭
でiOS 12の新機能とアップデート
方法をまとめて紹介しています。

野の花写真 撮影のテクニックと実践
～デジタルカメラで楽しむ四季折々の草木

撮影・レタッチ

AYURA 著／B5変形判・320頁
定価（本体価格1680円+税）
ISBN 978-4-297-10131-2
「Photoshop Elements」のやさ
しい解説書です。写真整理から、基
本的な写真補正、ガイドを使った写
真加工、RAW現像、スライドショー
や印刷などの写真活用までていね
いに解説します。

今すぐ使えるかんたん
Photoshop Elements フォトレタッチ入門

撮影・レタッチ

リンクアップ 著・日野和明 監修
四六判・152頁
定価（本体価格1280円+税）
ISBN 978-4-297-10261-6
ANAに会員ステータスがあり、そのステータスによって
受けられるサービスが異なります。本書は上級会員にな
るためのステータスを獲得するためのノウハウをまとめた
書籍です。

ANA 上級会員攻略ガイド
旅行ガイド

リンクアップ 著・日野和明 監修
四六判・152頁
定価（本体価格1280円+税）
ISBN 978-4-297-10263-0
JALに会員ステータスがあり、そのステータスによって受
けられるサービスが異なります。本書は上級会員になるた
めのステータスを獲得するためのノウハウをまとめた書籍
です。

JAL 上級会員攻略ガイド
旅行ガイド

ゼロからはじめる
iPhone スマートガイド iOS 12対応版

モバイル

リンクアップ 著／A5判・320頁
定価（本体価格1780円+税）
ISBN 978-4-297-10228-9
iPadを使い始めた人、ある程度
使っているけど、もっと便利に活用
したいという人に向けて、技集形
式でiPadの設定や活用のテクニッ
クを紹介しています。現行のiPad
およびiOS 12に対応。

今すぐ使えるかんたんEx
iPad プロ技BESTセレクション

モバイル

オンサイト 著／B6判・192頁
定価（本体価格1080円+税）
ISBN 978-4-297-10245-6
「データの持ち運びだけ」じゃない！
USBメモリーを徹底的に使いこなそ
う！　いざというとき心強い味方にも
なるUSBメモリー。こんな使い途もあ
るのかと、目から鱗が落ちること間違
いなしです。

今すぐ使えるかんたんmini
USBメモリー 徹底活用技　改訂5版

モバイル

「月星座」占星術入門
～じぶんの月星座を知って人生を変える本～
松村潔 著／四六判・272頁／定価（本体価格1880円+税）／ISBN 978-4-7741-5292-9

第3刷

上手な教え方の教科書 
～ 入門インストラクショナルデザイン
向後千春 著／A5判・240頁／定価（本体価格1980円+税）／ISBN 978-4-7741-7461-7

第3刷

超訳 種の起源 ～生物はどのように進化してきたのか
チャールズ・ダーウィン 著・夏目大 訳／四六判・248頁／定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-7741-5004-8

第4刷

自分のペースでゆったり学ぶ Excel VBA
日花弘子 著／A5判・320頁／定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-7741-6460-1

第4刷

今すぐ使えるかんたん 

WordPress ホームページ作成入門［最新版］
西真由 著／B5変形判・256頁／定価（本体価格1480円+税）／ISBN 978-4-7741-8889-8

第2刷

はじめよう！ 要件定義 ～ビギナーからベテランまで
羽生章洋 著／四六判・184頁／定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-7741-7228-6

第5刷

ソフトウェアテスト入門 押さえておきたい＜＜要点・重点＞＞
ソフトウェア・テストPRESS編集部　編／A5判・224頁／定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-7741-3454-3

第6刷

［改訂新版］ Spring入門 
―Javaフレームワーク・より良い設計とアーキテクチャ
長谷川裕一・大野渉・土岐孝平 著／B5変形判・432頁／定価（本体価格3800円+税）／ISBN 978-4-7741-8217-9

第2刷

JUnit実践入門 
～体系的に学ぶユニットテストの技法
渡辺修司 著／A5判・480頁／定価（本体価格3300円+税）／ISBN 978-4-7741-5377-3

第7刷

Java本格入門 ～モダンスタイルによる基礎からオブジェクト指向・実用ライブラリまで
谷本心・阪本雄一郎・岡田拓也・秋葉誠・村田賢一郎 著／Acroquest Technology株式会社 監修
A5判・320頁／定価（本体価格1980円+税）／ISBN 978-4-7741-8909-3

第3刷

実戦で役立つ 

C#プログラミングのイディオム/定石&パターン 
出井　秀行 著／B5変形判・496頁／定価（本体価格2980円+税）／ISBN 978-4-7741-8758-7

第3刷

C#ルールブック ～読みやすく効率的なコードの原則
電通国際情報サービス 監修／向山隆行・片山優司・阿部順一・寺田和朗・畑中良平 著
A5判・280頁／定価（本体価格2480円+税）／ISBN 978-4-7741-4502-0

第2刷

Pythonクローリング＆スクレイピング 
―データ収集・解析のための実践開発ガイド―
加藤耕太 著／B5変形判・400頁／定価（本体価格3200円+税）／ISBN 978-4-7741-8367-1

第6刷

Rユーザのための RStudio[実践]入門 
―tidyverseによるモダンな分析フローの世界―
松村優哉・湯谷啓明・紀ノ定保礼・前田和寛 著／A5判・240頁／定価（本体価格2780円+税）／ISBN 978-4-7741-9853-8

第2刷

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 
遠藤結万 著／A5判・256頁／定価（本体価格2080円+税）／ISBN 978-4-297-10054-4

第2刷

ハードウェアハッカー ～新しいモノをつくる破壊と創造の冒険
アンドリュー“バニー”ファン 著・高須正和 訳・山形浩生 監訳／A5判・440頁
定価（本体価格2380円+税）／ISBN 978-4-297-10106-0

第2刷

「プロになるためのWeb技術入門」
～なぜ、あなたはWebシステムを開発できないのか
小森裕介 著／B5変形判・288頁／定価（本体価格2280円+税）
ISBN 978-4-7741-4235-7

第11刷

売れてます！売れてます！ 重版出来

ドラゴンクエストXを支える技術
── 大規模オンラインRPGの舞台裏
青山公士 著／A5判・336頁／定価（本体価格2680円+税）
ISBN 978-4-297-10174-9

第2刷
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佐藤共史 著／B5判・336頁
定価（本体価格1880円+税）
ISBN 978-4-297-10163-3
毎年、平均13万人が受験する第二種電気工事士試験の
2019年の筆記試験用の受験参考書です。図記号一覧表
をZ折りで添付しています。

2019年版

第二種電気工事士試験
完全攻略　筆記試験編

第二種電気工事士試験 第二種電気工事士試験

佐藤共史 著／B5判・464頁
定価（本体価格1880円+税）
ISBN 978-4-297-10164-0
毎年、平均13万人が受験する第二種電気工事士試験の
2019年の筆記試験用の受験参考書として、平成23年度
～30年度までの筆記試験問題と解説を掲載しています。

2019年版

第二種電気工事士試験
筆記試験　過去問題集

Webテクニック

リンクアップ 著／B5変形判・160頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-297-10120-6
Instagram（インスタグラム）の解説書
です。iPhoneとAndroidスマートフォン
の両方に対応しています。基本的な使い
方を一通りマスターできるような内容に
なっているので、これからInstagramを
使い始める方にオススメの1冊です。

今すぐ使えるかんたん　ぜったいデキます！
インスタグラム 超入門

境祐司 著／B5変形判・240頁
定価（本体価格2980円+税）
ISBN 978-4-297-10356-9
本書はプロトタイプ制作の基礎知
識を学びながら、プロトタイピン
グツールAdobe XDを使いこなす
実践書です。プロトタイピング制
作に必要な知 識、構築の 仕方も
しっかり解説しています。

Adobe XD プロトタイピング実践ガイド
～ユーザーの要求に応えるUI/UXデザイン

デザイン

山本浩司 著／B5変形判・224頁・DVD-ROM付
定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-297-10133-6
「Adobe Premiere Elements 
2019」の解説書です。動画素材の
カット・並べ替えなどの基本操作
から、場面の切り替え効果、タイト
ル、字幕、音楽の追加方法などを
しっかり解説します。

今すぐ使えるかんたん
Premiere Elements 2019

動画編集

阿部信行 著／B5判・352頁
定価（本体価格3580円+税）
ISBN 978-4-297-10313-2
本書は、仕事で動画を扱うために
Premiere ProとAfter Effectsの
操作をマスターしたい人に向けた、
2つのソフトをまるごと使えるよう
になるための入門解説書です。最新
のCCに対応した、改訂版です。

Premiere Pro ＆ After Effects
いますぐ作れる！ムービー制作の教科書［CC対応版］［改訂2版］

動画編集

ふくだたみこ・さかたみちこ 著
四六判・160頁
定価（本体価格1000円+税）
ISBN 978-4-297-10253-1
本書はコンテンツを書くためのセオリー
やテクニックをまとめたものです。Webサ
イトの良し悪しは、コンテンツを形成する
『文章』によって決まります。それを読む
顧客に響かないと意味はありません。

スピードマスター
1時間でわかる Webライティング

Webテクニック

リンクアップ 著／B6変形判・192頁
定価（本体価格1080円+税）
ISBN 978-4-297-10124-4
ブログサービス「アメブロ」の操作解
説書です。これからブログを始めたい
人に向けて、登録方法や記事の投稿
方法などの基本操作や，ブログを使
いこなすための便利なワザまで載せ
ました！

今すぐ使えるかんたんmini
アメブロ 基本＆便利技［改訂2版］

Webテクニック

佐々木整 著／B5変形判・288頁
定価（本体価格2280円+税）
ISBN 978-4-297-10122-0
本書はJavaの文法やデータの入出力といった基礎か
らイベント処理・ネットワークプログラミングまで丁寧
に解説し，簡単なゲームプログラミングを作成して行
きます。

本格学習 

Java入門 ［改訂3版］

プログラミング

五十嵐邦明・松岡浩平 著／B5判・288頁
定価（本体価格2480円+税）
ISBN 978-4-297-10123-7
プログラミング言語Rubyの初学者向け入門書です。プロ
グラミングがまったく初めての人でもRubyのインストー
ルから手取り足取り解説しているので、つまずくことなく
学習を進められます。

ゼロからわかる

Ruby 超入門

プログラミング

瑞慶山香佳 著／B5判・112頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-297-10278-4
トーラス、結び目、双曲多面体……見るだけで楽しい数学の
“かたち”が、自分で描けるようになったらもっと楽しい!?
アートで数学がより身近になる、数学デッサン教室へよう
こそ。

数学デッサン教室
― 描いて楽しむ数学のかたち

教養

楳村麻里子・他5名 著／B5判・240頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-297-10269-2
日本語専門学校卒業程度の留学生を対象としたWordの
入門書です。漢字ができない読者のため、総ルビになっ
ています。日本の習慣、マナーなど、身近で役立つ例に
なっています。

留学生のための
かんたんWord入門

オフィス

楳村麻里子・他5名 著／B5判・256頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-297-10270-8
日本語専門学校卒業程度の留学生を対象としたExcelの
入門書です。漢字ができない読者のため、総ルビになっ
ています。日本の習慣、マナーなど、身近で役立つ例に
なっています。

留学生のための
かんたんExcel入門

オフィス

土屋健 編著・ジオルジュ編集部 著・日本地質学会 協力
B5変形判・408頁
定価（本体価格2380円+税）
ISBN 978-4-297-10322-4
「サイエンス」に興味をもってもらう最初の一歩として
オススメの1冊！　私たちが暮らす惑星「地球」の隠れ
た不思議を、365のお話でつづってみました。

理系に育てる基礎のキソ

地球のお話365日

教養

かんたんフォトLife　これからはじめる
商品撮影の教科書 ［改訂2版］

撮影・レタッチ

いがりまさし 著／B5判・160頁
定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-297-10236-4
本書は、植物図鑑的知識にも触れな
がら、独特のスタイル解説により野の
花撮影の基本から、季節に合わせた
野の花それぞれの撮影テクニックま
で学ぶことができます。

長谷川修 著／B5判・176頁
定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-297-10232-6
本書は「プロではない」人が、低コ
ストのライティング機材を用いて、
プロ顔負けの商品写真を撮影する
ための書籍です。デジタル一眼を
使った商品撮影の方法を、丁寧に
解説します！

リンクアップ 著／四六判・256頁
定価（本体価格1080円+税）
ISBN 978-4-297-10320-0
本書は、iOSが12にアップデート
した「iPhone 6s/7/8」の初心者
向け解説書です。新機能を手っ取
り早く知りたい人のために、巻頭
でiOS 12の新機能とアップデート
方法をまとめて紹介しています。

野の花写真 撮影のテクニックと実践
～デジタルカメラで楽しむ四季折々の草木

撮影・レタッチ

AYURA 著／B5変形判・320頁
定価（本体価格1680円+税）
ISBN 978-4-297-10131-2
「Photoshop Elements」のやさ
しい解説書です。写真整理から、基
本的な写真補正、ガイドを使った写
真加工、RAW現像、スライドショー
や印刷などの写真活用までていね
いに解説します。

今すぐ使えるかんたん
Photoshop Elements フォトレタッチ入門

撮影・レタッチ

リンクアップ 著・日野和明 監修
四六判・152頁
定価（本体価格1280円+税）
ISBN 978-4-297-10261-6
ANAに会員ステータスがあり、そのステータスによって
受けられるサービスが異なります。本書は上級会員にな
るためのステータスを獲得するためのノウハウをまとめた
書籍です。

ANA 上級会員攻略ガイド
旅行ガイド

リンクアップ 著・日野和明 監修
四六判・152頁
定価（本体価格1280円+税）
ISBN 978-4-297-10263-0
JALに会員ステータスがあり、そのステータスによって受
けられるサービスが異なります。本書は上級会員になるた
めのステータスを獲得するためのノウハウをまとめた書籍
です。

JAL 上級会員攻略ガイド
旅行ガイド

ゼロからはじめる
iPhone スマートガイド iOS 12対応版

モバイル

リンクアップ 著／A5判・320頁
定価（本体価格1780円+税）
ISBN 978-4-297-10228-9
iPadを使い始めた人、ある程度
使っているけど、もっと便利に活用
したいという人に向けて、技集形
式でiPadの設定や活用のテクニッ
クを紹介しています。現行のiPad
およびiOS 12に対応。

今すぐ使えるかんたんEx
iPad プロ技BESTセレクション

モバイル

オンサイト 著／B6判・192頁
定価（本体価格1080円+税）
ISBN 978-4-297-10245-6
「データの持ち運びだけ」じゃない！
USBメモリーを徹底的に使いこなそ
う！　いざというとき心強い味方にも
なるUSBメモリー。こんな使い途もあ
るのかと、目から鱗が落ちること間違
いなしです。

今すぐ使えるかんたんmini
USBメモリー 徹底活用技　改訂5版

モバイル

「月星座」占星術入門
～じぶんの月星座を知って人生を変える本～
松村潔 著／四六判・272頁／定価（本体価格1880円+税）／ISBN 978-4-7741-5292-9

第3刷

上手な教え方の教科書 
～ 入門インストラクショナルデザイン
向後千春 著／A5判・240頁／定価（本体価格1980円+税）／ISBN 978-4-7741-7461-7

第3刷

超訳 種の起源 ～生物はどのように進化してきたのか
チャールズ・ダーウィン 著・夏目大 訳／四六判・248頁／定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-7741-5004-8

第4刷

自分のペースでゆったり学ぶ Excel VBA
日花弘子 著／A5判・320頁／定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-7741-6460-1

第4刷

今すぐ使えるかんたん 

WordPress ホームページ作成入門［最新版］
西真由 著／B5変形判・256頁／定価（本体価格1480円+税）／ISBN 978-4-7741-8889-8

第2刷

はじめよう！ 要件定義 ～ビギナーからベテランまで
羽生章洋 著／四六判・184頁／定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-7741-7228-6

第5刷

ソフトウェアテスト入門 押さえておきたい＜＜要点・重点＞＞
ソフトウェア・テストPRESS編集部　編／A5判・224頁／定価（本体価格1980円+税）
ISBN 978-4-7741-3454-3

第6刷

［改訂新版］ Spring入門 
―Javaフレームワーク・より良い設計とアーキテクチャ
長谷川裕一・大野渉・土岐孝平 著／B5変形判・432頁／定価（本体価格3800円+税）／ISBN 978-4-7741-8217-9

第2刷

JUnit実践入門 
～体系的に学ぶユニットテストの技法
渡辺修司 著／A5判・480頁／定価（本体価格3300円+税）／ISBN 978-4-7741-5377-3

第7刷

Java本格入門 ～モダンスタイルによる基礎からオブジェクト指向・実用ライブラリまで
谷本心・阪本雄一郎・岡田拓也・秋葉誠・村田賢一郎 著／Acroquest Technology株式会社 監修
A5判・320頁／定価（本体価格1980円+税）／ISBN 978-4-7741-8909-3

第3刷

実戦で役立つ 

C#プログラミングのイディオム/定石&パターン 
出井　秀行 著／B5変形判・496頁／定価（本体価格2980円+税）／ISBN 978-4-7741-8758-7

第3刷

C#ルールブック ～読みやすく効率的なコードの原則
電通国際情報サービス 監修／向山隆行・片山優司・阿部順一・寺田和朗・畑中良平 著
A5判・280頁／定価（本体価格2480円+税）／ISBN 978-4-7741-4502-0

第2刷

Pythonクローリング＆スクレイピング 
―データ収集・解析のための実践開発ガイド―
加藤耕太 著／B5変形判・400頁／定価（本体価格3200円+税）／ISBN 978-4-7741-8367-1

第6刷

Rユーザのための RStudio[実践]入門 
―tidyverseによるモダンな分析フローの世界―
松村優哉・湯谷啓明・紀ノ定保礼・前田和寛 著／A5判・240頁／定価（本体価格2780円+税）／ISBN 978-4-7741-9853-8

第2刷

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 
遠藤結万 著／A5判・256頁／定価（本体価格2080円+税）／ISBN 978-4-297-10054-4

第2刷

ハードウェアハッカー ～新しいモノをつくる破壊と創造の冒険
アンドリュー“バニー”ファン 著・高須正和 訳・山形浩生 監訳／A5判・440頁
定価（本体価格2380円+税）／ISBN 978-4-297-10106-0

第2刷

「プロになるためのWeb技術入門」
～なぜ、あなたはWebシステムを開発できないのか
小森裕介 著／B5変形判・288頁／定価（本体価格2280円+税）
ISBN 978-4-7741-4235-7

第11刷

売れてます！売れてます！ 重版出来

ドラゴンクエストXを支える技術
── 大規模オンラインRPGの舞台裏
青山公士 著／A5判・336頁／定価（本体価格2680円+税）
ISBN 978-4-297-10174-9

第2刷



日々生き生きと働いて
いますか？
　平成31年4月から「働き方改革

を推進するための関係法律の整

備に関する法律」が実施されます。

「働き方改革」の目指すものとし

て，厚生労働省は，

“我が国は，「少子高齢化に伴う生

産年齢人口の減少」「育児や介護

との両立など，働く方のニーズの多

様化」などの状況に直面していま

す。こうした中，投資やイノベーショ

ンによる生産性向上とともに，就

業機会の拡大や意欲・能力を存分

に発揮できる環境を作ることが重

要な課題になっています。”

と示しています。長年にわたるデフ

レ，今ひとつぱっとしない景気の中，

ブラック企業の問題，社会階層の

二分化など，日本社会を揺るがす

問題が明らかになっているのは皆

さんご存じのとおりです。

　いまこそ働き方を変革すること

で，停滞を払拭したいと誰もが考

えているのではないでしょうか。し

かし日本だけではありません。グ

ローバル化した経済の影響下で同

じように「働き方」をどうするのか，

世界中で研究・検討されています。

その1つの解決策が『ティール組

織』です。

ティール組織とは
何か？
　そもそも企業とは何か，それは

端的にはビジネスを通して利益を

得る組織と言えます。フレデリック

氏は，旧来からのトップダウン型の

企業をレッド（衝動型）組織，軍隊・

カトリックの教会のように官僚組

織化した企業をアンバー（順応型）

組織，産業革命以降の物質主義の

企業を，オレンジ（達成型），現代的

な家族主義の企業をグリーン（多

元型）組織と分類しました。さらに，

フレデリック氏は，世界中の先進企

業20数社を研究・調査し，その共

通点を見いだしました。それは「個

人と集団の解放」「エゴの抑制」

「全体性の希求」です。これらを実

践している企業をTeal（青緑色）型

組織と名付けました。

ティール組織の
具体例とは？
　本書では，オランダのビュートゾ

ルフという介護組織を例に，ティー

ル組織論を解説します。地域医療

を支えて急成長し，当初はオレン

ジ型の官僚的組織になりましたが，

その運営方法に生きがいを感じら

れなくなった現場の看護士達が大

量にやめていく事態になりました。

そこで，看護士・患者本位の体制に

作り直したところ，皆が人間性を取

り戻し，さらには医療費の削減など

たいへんな成功を収めたというも

のです。本書はこうした事例だけで

なく，教育や工場の現場など，さま

ざまなシーンでのティール組織の

あり方を解説していきます。

　本書の冒頭で，人間の進化は段

階的なものではなく，突発的なも

のだと説明していますが，まさに既

存の考え方にこだわるのではなく，

進化型の働き方がさまざまな問題

を解決するのかもしれません。実

はこうした進化は，日々の労働の中

から人間性を取り戻す過程で生ま

れるということが推察されます。本

書の帯で推薦文を書かれた社長

の皆さんも，無意識にそれを実践

されているようです。日本もまだい

けます！

パ
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）

vol.192

［イラスト解説］ティール組織―新しい働き方のスタイル
フレデリック・ラルー 著，中埜 博・遠藤 政樹 訳，羽生田 栄一 監訳，エティエンヌ・アペール イラスト
A5判・224頁／定価（本体価格2580円＋税）／ISBN 978-4-297-10257-9
累計5万部を超えた『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』（英治
出版）の筆者フレデリック・ラルー自らによるダイジェスト＋イラスト解説版が本書です。原書を
忠実に再現し全ページオールカラーで制作しました。ティール組織は，オランダの介護ケア組織
「ビュートゾルフ」が成功例として有名ですが，アウトドアメーカーの「パタゴニア」もそれに挙げ
られます。CEOが「ティール組織」を作りあげるために必要な思想的エッセンス，それが本書には
高い濃度で注ぎ込まれています。新しい働き方を実現するためのヒントを本書から得てほしいで
す。ティール組織論を支持する各界のCEOからの推薦の言葉もぜひ参考にしてください。

3月2日発行予定次回「電脳会議 vol.193」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
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