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知っておきたい！ 
2Dグラフィックスの
厳選キーワード
［画像フォーマット編］

　スマートフォンでもパソコンでも、はたまた街や電車の各種ビ

ジュアルでも、イラスト、マンガ、写真をはじめとしたさまざまな

「デジタル画像」（Digital image）に接する機会が日々増えてきま

した。コンピュータの性能が上がり、2Dグラフィックスも3Dグラ

フィックス（2-dimensional/3-dimensional computer graphics）
も、ますます精細で、リッチな表現が可能になっています。

　そんなデジタル画像も、画面表示を見れば「点」の集まり。と

言ってしまうと簡単なようですが、意外と専門用語が多い、デジタ

ル画像の世界。本記事では、プリインストールなどで身近な2Dグ

ラフィックスツールにおける「画像フォーマット」を中心に知って

おきたい基本キーワードを見ていきましょう。

 画像ファイル（Image file/Graphics file）
　その名のとおり、画像データを収めたファイル。以下で紹介するpngやjpeg

といった拡張子でお馴染み。デジタル画像は、それぞれの画像固有の、大きさ

（幅や高さ）、解像度、どの画像フォーマット（後述）で保存されているかなど

の情報が、通常ファイルにまとめた状態でコンピュータに保存されています。

画像ファイルを扱うアプリケーションからその形式を識別したり、大きさをす

ぐに取得したりできるように、多くのファイル形式において、ファイル先頭部分

にファイルヘッダ（File header）という特徴的なデータがまとめられています。

 画像フォーマット（Image file format/Graphics file format）
　画像ファイルには種類があり、それぞれどのように画像をファイルにまとめ

るかを定めたのが画像フォーマットです。画像フォーマットの種類としては後

出のJPEGやPNGなどがあり、フォーマット（仕様）と言うからには、それぞれ

の形式でデータの中身は異なります。どのような情報を含むのか、ピクセルは

どの順番でどのように格納されているのか、データ圧縮されるのかなどが定

められています。

 PNG形式（Portable Network Graphics）
　Webブラウザやグラフィックツールで普及している、インターネットにおい

ては現在の主流とも言える画像フォーマット。圧縮率が高い一方で、圧縮によ

る画像の劣化がなく、「Portable Network Graphics」の名のとおりネット

ワークを介した使用に適した仕様で、グラフィックスで重要度の高い「透明」

の情報も保存できます。読みはピーエヌジー、ピング、ピンなど。

 JPEG/JPG形式（Joint Photographic Experts Group）
　デジタルカメラの写真データでよく使われる画像フォーマット。Webブラウ

ザでも扱われます。一般には不可逆のデータ圧縮として使われ、大きな圧縮率

が特徴。不可逆処理によりブロック単位の処理により発生するブロックノイズ

のようなノイズが混入しやすく、画像が劣化しやすい点には注意が必要です。

ファイル拡張子はjpgやjpeg。

 GIF形式（Graphics Interchange Format）
　256色のインデックスカラーの画像を扱うことができる、可逆のデータ圧

縮方式のフォーマット。Webを中心にJPEGと同時代に使われてきた経緯が

あります。アニメーション用のデータを保存できる「アニメーションGIF」をサ

ポートするのが特徴的。かつては特許の問題が指摘されていましたが現在は

自由に使えるフォーマットです。読みはジフ。

　上記のほか、画像フォーマットには、PSD形式（Photoshop 
Data）やSVG形式（Scalable Vector Graphics）形式などもあり、

また、グラフィックツールごとに用意されている専用画像フォー

マットなど、まだまだあります。そして、それぞれのフォーマットを

大別して、たとえば、基本方式としてはビットマップ（ラスター）形

式かベクター形式か、あるいは両形式のデータを扱えるかなど、

数々の違いがあります。

　用途や場面で、どのフォーマットにしたらいいの？ など気になる

ところです。まずは、2Dグラフィックスからデジタル画像の世界

へ、少し詳しく知ってみませんか。
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　Windows 10は過去のWindowsと大き
く異なる役割を与えられたOSです。Micro
s o f t は W i n d o w 10リリース 前 から，
「Windows as a Service」というキーワー
ドを用いて同OSを紹介してきました。それは
数年に一回バージョンアップする単独のOS
から，日進月歩で進化するIT技術や未知のセ
キュリティ脅威に対応するためです。つまり，
現在のWindowsは「自身を常に更新・進化
させるOS」に生まれ変わっています。
　もっともこれ自体は目新しい取り組みでは
ありません。既にクラウド型サービスである
Office 365はほぼ毎月新たな機能を提供
し，他社のアプリケーションに目を向けても
Mozilla FirefoxやGoogle Chromeなど，更
新頻度を著しく高めたWebブラウザーが既
に存在します。MicrosoftはWindowsの
サービス化に伴い，ベータやRTM（Release 
To Manufacturing version），GA（Gene
ral Availability version）といった概念すら
捨て去りました。WindowsというOSは新た
なステージに進んだのです。

Windows 10のアピールポイント

　Windows 10最大の特徴はスタートメ
ニューの復活とMicrosoftEdgeの搭載です。
　ご承知のとおり，1つのボタンにすべての機
能 を 詰 め 込 ん だ ス タートメニュー は，
Windows 95時代に生まれた機能の1つで
す。Windows3.xで問題とされていた操作性
を改善するため実装に至り，今年で生まれて
20年を迎えます。Windows 8.xではモダン
UIを採用したためスタート画面という形でし
たが，Windows10では再びWindows 7以

前のUIを採用し，スタートメニューが復活しま
した（図1）。結果だけで見れば，Windows 
8.xで導入したモダンUIは失敗に終わりまし
た。この点については当時のWindows部門
責任者だったSteven Sinofsky氏が見誤っ
た と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん が，同 氏 は
Windows 7の開発も指揮していたため，功
罪相半ばしていると言えるでしょう。
　ただし，Windows 10のスタートメニュー
は従来のプログラムメニューは存在せず，
Windows 8.xのスタート画面に似た「タイル
をピ ン 留め」する形 式 で す。そ のため，
Windows 7以前のように階層型のメニュー
からアプリケーションを 起 動する場合，
Classic Shell※1といったオンラインソフトが
欠かせません。筆者自身はピン留めスタイル
に慣れてしまったため標準環境で使用してい
ますが，タスクバーに加わった検索ボックス
から検索してアプリケーションを起動するス
タイルに切り替わりつつあります。以前から
Microsoftはスタートメニューに検索機能を
加えて，ファイルやアプリケーション，設定項
目の検索を推奨してきましたが，PC性能の
向上や階層型メニューの廃止に伴い，ようや
く脚光を浴びるようになりました。
　そしてMicrosof t Edgeは，「Edge 
HTML」という新しいレンダリングエンジン
を搭載した新しいWebブラウザーです。
Mozilla FirefoxやGoogle Chromeと同じよ
うにHTML5を始めとするWeb技術に対応
し，モダンコンテンツの利用を可能にしました
（図2，3）。他方でActiveXやVBScriptと
いった枯れた技術を廃止しました。将来的に
はJavaScriptベースの拡張モデル，Mozilla 
Firefox/Google Chrome用拡張機能を実

行可能にするプラグイン機能の実装も予定
されています。
　もちろん後方互換性を維持するため従来
のInternet Explorer 11も使用できますの
で，企業ユーザーの方は安心してください。

図2　Webページをキャンバス化するWebノート機能が
注目されるMicrosoft Edgeだが，HTMLエンジンの刷新
なども評価できる

図3　あまり話題になっていないがDolby Audioをサポー
トする初のメジャーブラウザーである

「様子見」も1つの選択肢

　基本的にWindows 10は優れたOSです
が，万全ではありません。現在Windows 7お
よびWindows 8.1をお使いのユーザーは，
2016年7月末までWindows 10に無償アッ
プグレードできますが，以前のデバイスやア
プリケーションがそのまま動かない可能性
があります。そのため日本マイクロソフトは各
ベ ン ダ ー と 協 力して 情 報 を ま と め た
「Windows 10 互換性情報&早わかり簡単
操作ガイド」※2や，ユーザーの投稿でアプリ
ケーションやデバイスの互換性を確認できる
「Windows互換性センター」※3を無償アッ
プグレード開始直後から開設しました。
　それでも使い込んだWindows 7/8.1から
アップグレードした際，どのようなトラブルが
発生するか分かりません。筆者が経験した例
では，何らかの理由で関連付け構造が破壊
されたことからOSの機能を呼び出せない
ケースや，内部機能が衝突することでスター
トメニューが開かなくなるといったケースに
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遭遇しました。Windows 10は「OS自体の構
造」が一部変化しているため，未対応のアプ
リケーションを使っている場合，予期せぬトラ
ブルが多発することがあります。もちろん
Microsoftは数多くのバグフィックスを行う
更新プログラムを早期にリリースし，安定性は
今後も一歩ずつ高まっていくでしょう。しか
し，お使いのPCやデバイス，アプリケーション
の動作保証を確認してから移行しても遅く
はありません。

移行する理由はセキュリティにあり

　しかし周りを見渡せば，ニュースメディアは
Windows 10の話題を取り上げ続けていま
す。それを横目に古いOSを使うのは決して面
白い話ではありません。そこでWindows 10
に移行するメリットに目を向けてみましょう。
　筆者が考えるWindows 10最大の特徴は
セキュリティです。改めて述べるまでもなくセ
キュリティ脅威は身の回りにまで迫り，「知ら
なかった」では済まなくなりました。気づかぬ
うちにオンラインバンクで不正送金してしま
うケースや，マルウェアに感染して踏み台にな
るケースなど，セキュリティインシデントは枚
挙に暇がありません。
　このような背景からWindows 10は
Windows生体認証フレームワークの強化に
取りかかりました。そこで実現する機能の1つ
が「Windows Hello」です。既存の指紋認証
やICカード認証に加えて，顔認識および虹彩
（こうさい）認識に対応した特殊な照明付き
赤外線カメラでWindows 10へのサインイ
ンやロック解除が可能になりました。さらに
同システムを利用して，Web上のシングルサ
イン オン を 可 能 にする「 M i c r o s o f t 
Passport」もサポートしています。
　以前から標準搭載していたWindows 
Defenderも強化しました。Microsoftが運
営するメールサービスへの攻撃情報やユー
ザーから収集したサンプルデータを基にマ
ルウェア解析を行い，リアルタイムで生成す
る定義ファイルを用いたチェックおよび保護
が 可 能 に なりま す。ま た，W i n d o w s 
Defenderと同じロジックで動作するELAM
（Early Launch Anti-Malware）の動作プ
ロセスも変更が加わりました。BIOS環境の
Windows 8.x時代はOS起動時にELAM起
動前に潜んでいたマルウェアが活動すること
もできましたが，UEFI環境ではWindows 10
ブートローダーの改ざんチェックを行い，そ
の次にELAMが起動するため，感染済みデバ
イスドライバーなどからの攻撃を未然に防ぎ
ます（図4）。

図4　Windows 10のOS起動プロセス。ELAMの起動タイミン
グを変更してセキュリティを強化している※4

　他方でサポートが終了した古いOSのセ
キュリティホールが発覚した場合，悪意を持っ
た攻撃に晒されますが，Windows 10は現時
点 で 一 歩 進 めた 対 策 が 加 わりました。
Windows XP時代は1台のPCから取得した
クレデンシャル（ユーザー認証のための情
報）は他のPCにランダムアタックするPass 
the HASHの脅威に晒しました。しかし，
Windows 10の場合はハイパーバイザー上
で動作するマイクロOS「VSM（Vir tual 
Secure Mode）」を実装し，資格証明書やセ
キュリティトークンをLSASS（Local Secu
rity Authority Subsystem Service）から
呼び出すLSAIso（独立したLSA）で管理し
ます（図5）。VSMとWindows 10間はプロ
セス間通信でデータを送受信するため，現時
点ではさらに高度なハッキング技術が必要
になりました。このようにWindows 10は多
くのセキュリティ強化を行うことで，昨今のセ
キュリティ脅威に対応しています。

図5　マイクロOSとして稼働するVSMがクレデンシャルを
ユーザー環境と分離し，セキュリティリスクを高めている※4

新しいWindowsとともに，
新しいITライフを楽しむ

　新たな時代に対応したWindows 10です
が，本領を発揮するのは2015年内のリリー
スを予定しているWindows 10 Mobileが登
場してからでしょう（図6）。スマートフォン／タ
ブレット向けとなる同OSとWindows 10は，
ユニバーサルWindowsアプリ上のデータや
OneDive経由で情報の連係が可能になりま
す。その結果，これまで単独に存在していた
各情報がシームレスに参照・操作可能にな
り，クラウド時代に即したITライフが実現する
ことでしょう。
　前述したように現在は互換性問題が残り
つつも，機能性やセキュリティリスクを踏まえ
ると最終的にはWindows10に移行すべき
です。近々Windows10へのアップグレード
を予定されている方は，新たな操作方法や
設定手順などをコンパクトに解説した『今す
ぐ使えるかんたんPLUS Windows 10活
用大事典』を是非ご覧ください。

図6　現在開発中のWindows 10 Mobile
（画面はInsider Previewビルド10.0.10512.1000）

図1　機能を集約させるという意味では及第点と言えるWindows 10のスタートメニュー

※1　http://www.classicshel l .net/
※2　https://www.microsoft .com/ja-jp/at l i fe/campaign/windows10/compat/default .aspx
※3　http://www.microsoft .com/ja-jp/windows/compatibi l i ty/CompatCenter/Home
※4　Microsoft主催の技術コンファレンス「de:code 2015」の発表資料より。
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ケーションやデバイスの互換性を確認できる
「Windows互換性センター」※3を無償アッ
プグレード開始直後から開設しました。
　それでも使い込んだWindows 7/8.1から
アップグレードした際，どのようなトラブルが
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遭遇しました。Windows 10は「OS自体の構
造」が一部変化しているため，未対応のアプ
リケーションを使っている場合，予期せぬトラ
ブルが多発することがあります。もちろん
Microsoftは数多くのバグフィックスを行う
更新プログラムを早期にリリースし，安定性は
今後も一歩ずつ高まっていくでしょう。しか
し，お使いのPCやデバイス，アプリケーション
の動作保証を確認してから移行しても遅く
はありません。

移行する理由はセキュリティにあり

　しかし周りを見渡せば，ニュースメディアは
Windows 10の話題を取り上げ続けていま
す。それを横目に古いOSを使うのは決して面
白い話ではありません。そこでWindows 10
に移行するメリットに目を向けてみましょう。
　筆者が考えるWindows 10最大の特徴は
セキュリティです。改めて述べるまでもなくセ
キュリティ脅威は身の回りにまで迫り，「知ら
なかった」では済まなくなりました。気づかぬ
うちにオンラインバンクで不正送金してしま
うケースや，マルウェアに感染して踏み台にな
るケースなど，セキュリティインシデントは枚
挙に暇がありません。
　このような背景からWindows 10は
Windows生体認証フレームワークの強化に
取りかかりました。そこで実現する機能の1つ
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図4　Windows 10のOS起動プロセス。ELAMの起動タイミン
グを変更してセキュリティを強化している※4

　他方でサポートが終了した古いOSのセ
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図5　マイクロOSとして稼働するVSMがクレデンシャルを
ユーザー環境と分離し，セキュリティリスクを高めている※4
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ぐ使えるかんたんPLUS Windows 10活
用大事典』を是非ご覧ください。

図6　現在開発中のWindows 10 Mobile
（画面はInsider Previewビルド10.0.10512.1000）

図1　機能を集約させるという意味では及第点と言えるWindows 10のスタートメニュー

※1　http://www.classicshel l .net/
※2　https://www.microsoft .com/ja-jp/at l i fe/campaign/windows10/compat/default .aspx
※3　http://www.microsoft .com/ja-jp/windows/compatibi l i ty/CompatCenter/Home
※4　Microsoft主催の技術コンファレンス「de:code 2015」の発表資料より。
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Accessを
使いこなすには…

　Accessはデータベースという名の通り，

データの管理が得意です。しかし，Excelや

Wordのように誰でもかんたんに使えるわけ

ではありません。

　ExcelやWordは，なんとなく操作しても

使うことができますが，Accessを使いこ

なすためには，どうしてもVBAプログラミン

グが欠かせません。たとえば，「売上データ

を管理する」という目的でも，売上データを

保存するテーブルを作り，データの入出力

画面を作り，集計や抽出機能を作り…とい

うように，必要な機能を持ったAccessアプ

リケーションを作成しなくてはなりません。

Access VBAで
本格的なAccess

アプリケーションを作ろう

　簡単なAccessアプリケーションは，

VBAを使わなくても作成できます。しかし，

より高性能で，使いやすいAccessアプリ

ケーションを作成するには，VBAは避けて

通れません。

　本書「最速攻略 Access VBA サンプ

ル大全集 Access 2013/2010/2007

対応版」は，Access VBAでのアプリケー

ション開発に役立つサンプルを多数収録し

ています。VBAの基礎知識から，「データ検

索フォームの作成」や「データの住所をもと

にWebブラウザで地図を開く」といった

知っていると便利な応用テクニックまでを

網羅しています。

データ検索フォーム

住所をもとにブラウザで地図を開く

　さらに，前版の「最速攻略 Access VBA

サンプル大全集」に収録していた「業務支

援サンプル」もパワーアップしてより使いや

すくなりました。「業務支援サンプル」は，そ

のまま使うこともできますし，これをベース

に独自のアプリケーションを作成すること

もできます。

業務支援サンプル

　Access VBAを使いこなしたい方や

Access VBAを使ったサンプルが欲しい方

は，ぜひ本書を手にとってみてください。

今すぐ使えるかんたんPLUS+
Excel関数 組み合わせ
完全大事典
日花弘子　著／四六判・352ページ
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7561-4

　日頃から業務でExcelを使っていれば，

SUM，PRODUCT，IF，VLOOKUPなど

の重要関数はとっくにマスターしているこ

とでしょう。しかし，そのような“エース

級”以外にもExcelには多くの関数があ

り，それらをうまく活用することで，業務

の効率を大幅に改善することが可能です。

　

　たとえば，次の表のサイズは何列何行で

しょうか？

小さい表ならサイズはすぐわかりますが…

　答えは一目瞭然，4列5行ですね。

　では，表のサイズが50列100行を超え

るほどの，1画面に収まらない大きさの場

合は，どのように数えればよいでしょう

か？ いちいち画面をスクロールして最下端

と最右端を表示するのは大変ですし，列名

は英字なので引き算ができません。

COUNTA関数で
行数・列数を数える！

　そんなときは，COUNTA関数の出番で

す。COUNTA関数は，セル範囲内のデー

タの個数を数えるのが主な使い道ですが，

次のようにすると行・列のデータの個数を

調べることができます（調べる行・列に表

以外のデータが入っていないことが前提で

す）。

・列「A」のデータの個数を調べる

　=COUNTA(A:A)

　※この表では結果は5

・行「1」のデータの個数を調べる

　=COUNTA(1:1)

　※この表では結果は4

これを利用すれば，「列のデータの個数＝

表の行数」「行のデータの個数＝列の行

数」が求まり，どんな大きな表でもすぐに

サイズがわかるのです！

ADDRESS関数で
一番右下のセルを調べる！

　さらに，行数・列数からセル名を生成す

るADDRESS関数を使うと，この結果を利

用して表の一番右下のセルを調べることが

できます。次のように組み合わせれば一発

です（表がセルA1から始まっている場合の

例です）。

=ADDRESS(COUNTA(A:A),COUNTA　(1:1))

　※この表では結果は$D$5

　さて，「一番右下のセル」でピンと来る

人は多いと思います。そう，VLOOKUP関

数やDSUM関数などの関数です。これらは

検索対象に表のセル範囲を指定するので，

表の右下のセル名を調べる必要があるので

す。そこで，上の数式を引数に利用して次

のように入力してみましょう（ADDRESS

関数の戻り値は文字列なので，INDIRECT

関数でセル参照に変換します）。

=VLOOKUP("商品A",A1:INDIRECT

(ADDRESS(COUNTA(A:A),COUNTA

(1:1))),3,FALSE)

　このように，関数で表の右下のセルを計

算すれば，事前に表のセル範囲を調べなく

てもVLOOKUP関数を利用できます。さら

に，データを追加・削除してセル範囲が変

わった場合でも，数値を再入力する必要が

ありません！

　ほかにも，右下のセルの総計値をINDEX

関数で抽出したり，TRANCEPOSE関数で

行・列を入れ替えたりといった活用が可能

です。

地味な関数は
組み合わせで輝く！

　ここではCOUNTA関数とADDRESS関

数 を 紹 介 し ま し た が ， 他 に も R O W ，

COLUMN，FIND，MATCH，OFFSET，

MODなど，組み合わせることでもっと便

利に使える関数はたくさんあります。新刊

『今すぐ使えるかんたんPLUS+　Excel

関数組み合わせ完全大事典』では，そんな

珠玉の組み合わせ技を多数収録しています

ので，ぜひお手にとって，よりよいExcel

業務のヒントにしていただければと思いま

す。

表を調べる関数で，
Excel力をアップしよう！

豊富なサンプルで
Access VBAを使いこなす！
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　自分のWebサイトをGoogleの検索結果の上位

に表示させ，そこからの集客を実現させる…。こ

れが，いわゆる「SEO」，つまり「検索エンジン

最適化」です。これまで行われてきたSEO対策

は，その名の通り，検索エンジンに対して，いか

にして自分のWebサイトを最適化させるか，とい

うことを考えるものでした。つまり，Googleに

代表される検索エンジンに，いかにして自分の

Webサイトを気に入ってもらうか，ということに

主眼が置かれていたのです。

　そのため，Googleが発表する「評価の基準」

や，「基準の変更」に対して常にアンテナを張り

巡らせ，検索順位の変動があった場合は，その理

由がどこにあるのか，くまなく分析する。それに

よって，Googleが何をよしとし，何をよしとし

ないのかを判断し，自分のWebサイトをそれに

沿った形へと修正する。これが，SEOの標準的な

方法論でした。

　残念ながら，といってよいのかはわかりません

が，この傾向はこれからも続くはずです。検索エ

ンジンの市場は，今後も変わらずGoogleが大き

なシェアを握り続けるでしょう。そして，イン

ターネットのルール≒Googleのルールという状

況もまた，今後何年にもわたって続いていくはず

だからです。

　しかしこのような状況下でも，Googleのご機

嫌伺いをしているだけでは，後塵を拝してしま

う，そんな時代が到来しつつあるのかもしれませ

ん。なぜなら，Googleの発表や検索結果の変動

を見てからSEOを行ったのでは，常に「後追い」

となることを免れないからです。

　検索結果の表示は，いわばWebサイト同士の競

争，レース結果と同義です。つまり，どのWebサ

イトが，まっさきに適切な対策を行い，まっさき

にGoogleに評価され，まっさきに上位表示を手

にすることができるか，その勝負なのです。熾烈

な競争が行われている分野（キーワード）ほど，

一歩の遅れが大きなロスを生みかねません。その

意味で，「後追い」はリスクと同義になりうるの

です。

　そこで必要になってくるのが，「顧客思考」と

いう発想です。Googleが，自らの評価基準をど

こに置いているのか，考えてみてください。

Googleの「お客様」は，検索をしにやってくる

ユーザーです。ユーザーがGoogleで検索を行

い，その結果，適切な情報が得られたと思えば，

またGoogleにやってくるでしょう。しかし不満

が残れば，次回は別の検索エンジンを選択するか

もしれません。Googleは，自らの検索の精度を

上げ，顧客に満足してもらうために，ルールを改

善し，ユーザーが求める情報がより上位に表示さ

れるように，努力しているわけです。

　Googleの顧客は，イコール皆さんのWebサイ

トの顧客でもあります。これからのSEOは，顧客

本位のWebサイトとは何かを考えることで，

Googleの「後追い」ではなく，Googleの「先を

行く」思考を働かせることが必要となってくるの

です。それによって，将来起こりうるルールの変

更にもあらかじめ対処を行い，より本質的な部分

で，Google，さらにはその先にいる顧客のため

の施策を行うことができる，というわけなので

す。「Google」思考から「顧客」思考へ。その

転移に，今こそ挑戦してみてください。

これからはじめる

SEO
顧客思考の教科書
～ユーザー重視のWebサイトを5つの視点で
　実現する
瀧内賢　著／A5判・272ページ
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7449-5

Webライター入門
副業・プロで稼ぐための50の基礎知識
株式会社フォークラス，大橋博之　監修
A5判・240ページ
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7602-4

　日々，新しい情報に接することができる
Webの世界。その裏側では，毎日ものすごい
勢いでWebコンテンツが増え続けています。
それを支えているのがWebライターです。
　また，紙の雑誌の斜陽を尻目にいろいろな
ジャンルのWebメディアも立ち上がっていま
す。たとえば，図1や図2のようなサイトです。す
でにお気に入りのWebメディアがいくつもあ
るという方もいるでしょう。

図1：LIG（http://liginc.co.jp/）

図2：Qetic（http://www.qetic.jp/）

　これまで，ライターになろうとすると，まずは
出版社とのコネクションを作ったり，敷居の高
いものでした。
　しかし，Webメディアの勃興期である昨今，
Webライターの需要も多く，さらに場所や時
間を選ばずに始められるため，まさに今がチャ
ンスと言えるでしょう。もともとブログなどを
書くことが好きな人にとっては，「ちょっとやっ
てみようかな」と思えることでしょう。
　では，どんな人が始めているのでしょうか。
実際にWebライターの登録を受け付けてい
る会社に確認したところ，多い月だと100人程
度の申し込みがあるそうです。そのうちの6～
7割は女性で，主婦やOLの方が多く，月に数
万円を稼げれば十分の副業として興味のある
人から，もっとステップアップしていきたい人
までと，さまざまなタイプがいるようです。

　Webメディアには，Webライターの募集を
謳っているところもあります。そのほかに，イン
ターネット上で仕事をマッチングしてくれるク
ラウドソーシングのサイト（図3，4）や，ライ
ター募集に特化したマッチングサイト（図5）
などで探すことができます。それぞれのサイト
によって仕事の受注形態などは異なりますが，
気軽に情報を集められます。

図3：Lancers（http://www.lancers.jp/）

図4：CrowdWorks
（http://crowdworks.jp/）

図5：ライター＠JOBPORTAL
（http://writer.jobportal.jp/）

　ここまで述べたように，場所や時間を問わ
ず，また特に資格も不要なので，言うなれば，や
ろうと思えば誰でもできる仕事です（当然，読
んでもらえる文章を書けることは重要ですが

……）。そのため，案件によっては「一文字1円」
やそれ以下の仕事もあるようです。もちろん，
しっかりとした内容で良い報酬の案件もあり
ますが，希望者が多く，必ず受注できるもので
はありません。
　そういう意味で，いきなり目標額どおりに受
注し続けられるかどうかは，やってみないとわ
からない面があるので注意が必要です。

　まずは，先ほど紹介したマッチングサイトに
登録したり，Webメディアに応募することです。
そして，ライターの仕事として，読者に読んでも
らえる文章を書けることはもちろん，執筆でき
る記事のジャンルを増やす意味で，自分の得
意分野を広げていきましょう。
　そのほかに，Webメディア特有の知識とし
て，より多くの人に読んでもらう，または目に留
めてもらうために，SEO（Search Engine 
Optimization；検索エンジン最適化）やWeb
マーケティングについての知識もつけておく
とよいでしょう。
　本書では，Webライティングの基礎からケー
ススタディ，また仕事の見つけ方や遵守すべき
事柄など，Webライターに必要な基礎知識を
コンパクトにまとめていますので，参考にしてく
ださい。

Webライターの仕事が急増中！

仕事の見つけ方

今がチャンス!?

何から始めればいいの？何から始めればいいの？

稼ぐことはできるの？稼ぐことはできるの？
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たのしい
インフラの歩き方
齊藤雄介（外道父）　著
A5判・672ページ
定価（本体3200円＋税）
ISBN 978-4-7741-7603-1

どんなに魅力的なサービスでも，
インフラがしっかりして

なければ価値はない

　「ユーザー登録が数十万，数百万人

に達して大人気！」

　「テレビ番組に取り上げられて，ア

クセス数がうなぎのぼりに！」

　Webサービスがそんな華々しい実績

とともに紹介されるのをよく目にしま

すが，その裏側で大きな問題が起きる

ことはめずらしくありません。

　「アクセスしてるのに，まったくつ

ながらないんだけど……」

　「なんとかつながるはつながるけ

ど，異常に遅くてイライラする……」

　そんな経験，あなたも一度はあるの

ではないでしょうか？

　どんなに便利で役に立つWebサービ

スがあったとしても，それを的確にお

客さんに届ける基盤がしっかりしてお

らず，サイトが頻繁に落ちていたり，

動作が遅かったりすれば，価値があり

ません。その基盤のことを，「インフ

ラ」（Infrastructure：インフラスト

ラクチャーの略）といいます。一般的

には水道，電気，ガスなどを指します

が，ITではサービスを動かすための

ハードウェア，OS，ネットワーク，

サーバー，データベースなどがインフ

ラにあたります。

広範な守備範囲，
重大な責任，しかも少数精鋭

　そんなインフラを支える人を「イン

フラエンジニア」といいますが，その

仕事はかなり大変なものです。

　まず，上記に挙げたように，ハード

ウェア，OS，ネットワーク，サー

バー，データベースなど広範な範囲を

扱うので，多くの知識が必要になりま

す。しかも，ときには深夜作業，そし

てサーバーの増設などの肉体労働が必

要になることも。

　また，「サーバーが落ちてしまった

ので，しばらくサービスが利用できま

せん」といったことがあってはならな

いように，きちんとインフラを構築・

運用しなければならないという，大き

な責任を担います。さらに，インフラ

は売上を立てるためには不可欠なもの

の，それ単体で収益を生み出すわけで

はなく，費用面で経営を圧迫する可能

性も秘めており，うまくやりくりする

必要もあります。

　そして，そんな高いスキル・重い責

任が伴う仕事なのに，人員は基本的に

少数です。特に，新規サービスに関わ

る人数は，1人か，せいぜい数人と

いったところ。「自分がやれなくて

も，だれかがやってくれるだろう」な

どという甘えはいっさい通用しませ

ん。

インフラに取り組む
3つのメリット

　では，そんな大変なインフラの領域

に首を突っ込むなんて，やめたほうが

いいのでしょうか？

　「そんなことはない」と，新刊『た

のしいインフラの歩き方』の著者であ

る齊藤雄介さんはおっしゃいます。齊

藤さんは，「インフラに取り組む価値

がある」と自信を持って言えるメリッ

トとして，以下の3つを挙げます。

　・知識が広範囲にわたるため，飽きな

い

　・まっさらな新しい技術に挑戦できる

機会が多い

　・希少価値のあるエンジニアになれる

　齊藤さん自身，アプリケーションエ

ンジニアからインフラエンジニアに転

身し，小規模なスタートアップから大

規模まで幅広い経験を積んできまし

た。「インフラで大事なのは，基本的

な考え方です。その土台が整えば，あ

らゆる具体的な手法や知識は勝手に地

に足がついてまわるはず」とおっしゃ

います。

　では，インフラの“基本的な考え

方”とはどのようなものか？

 『たのしいインフラの歩き方』では，

その答えが集大成。じつに672ページ

という物量で，齊藤さんが十数年で

培ったノウハウや体験をふまえ，イン

フラの全体像を俯瞰できるようになっ

ています。ネットワーク設計などの基

礎知識，最新のクラウド活用法はもち

ろんのこと，組織の規模別に求められ

ること，引っ越しやコスト削減などの

イベントに対処するためのノウハウも

満載。インフラの専門家を目指す方で

なく，「人手がないから，インフラの

面倒みてよ」と言われたスタートアッ

プのエンジニアの方，「数十万，数百

万人のユーザーを抱えるアプリやサー

ビスを作りたい，ゆくゆくは世界展開

も！」と考えている経営者の方なども

きっと楽しめるはずです！

　Webニュースや新聞紙面を賑わす機

械学習ですが，ここではQ&A形式で機

械学習の概要をあらためて確認してみ

ます。

Q.そもそも機械学習とは何で，そ
の目的は何なのでしょうか？

A. "機械学習とは一言で言えば
「データの集合から」「その
法則性を」学ぶ，と理解して
ください。

　　一度与えられたデータから，よ
り広範囲に適用できる汎用的な
法則性を学ぶことができれば，
将来を予測したり，未知のデー
タに対して同様の推定を行うこ
とができます。

　　それこそが機械学習の目的で
す。"

Q.機械学習が注目されるように
な っ た 理 由 は 何 が あ る の で
しょうか？

A. "データ解析を巡るトレンドと
しては，「ビッグデータ」と
いう言葉が流行し始めたのが
2011年，「データサイエン
ティスト」がそれを追うよう
に2013年ごろから注目を集め
ています。

　　 しかし，データサイエンティス
トにとっても専門分野の知見
が足りないため，また，高次
元データにおける現象など人
間の知覚能力の限界を超えた
現象は観測できないため，分
析のための仮説を正しく立て
られないケースや，十分な精
度を達成できないケースがあ
りました。

　　そのため，より帰納的なアプ
ローチとしての統計的機械学
習，あるいはそれに基づく人
工知能の応用に注目が集まっ

ているということです。"

Q.機械学習は最近の技術なので
しょうか？

A. "機械学習は最近になっていき
なり現れたわけではなく，ア
カデミアでは数十年前から研
究 分 野 と し て 確 立 さ れ て お
り ， 徐 々 に 発 展 し て き ま し
た。

　　 現在ではさまざまな分野と融合
しているため，明確な定義は
難しいですが，その歴史は人
工知能研究の傍流から発生し
たと言うことができるでしょ
う。"

Q.人工知能に応用される機械学
習にはどういう例があるので
しょうか？

A. "機械学習と人工知能への期待
を決定的に高めたのは，世界
的にはIBMのWatsonがアメリ
カのクイズ番組『Jeopardy!』

　　 において人間のクイズチャンピ
オンに勝利したこと，日本国
内では将棋ソフトウェアがプ
ロ棋士と対戦する電王戦でコ
ンピュータ側が優勢となって
きたことが挙げられます。

　　 機械がトップクラスの専門家と
渡り合うことが難しかった知
的タスクにおいて，機械学習
を中心とする統計手法だけで
なく，エンジニアの知恵と努
力の合わせ技によって，互角
あるいはそれ以上の性能を発
揮できることが，一般に分か
り や す い 形 で 示 さ れ た 例 で
す。"

Q.では，機械学習はどういった
場合に有効なのでしょうか？

A. "機械学習以外のアプローチで
は超えられない，実用化に関
する何らかのハードルを機械
学習ならば越えられる場合で
す…（続きは本誌で）"

　機械学習のビジネスへの活用は始

まったばかりですが，社内へのシステ

ムへの導入を考えたときに，どこから

手を付ければ良いのかを伝える資料は

少ないと言えます。

「データサイエンティスト養成読本 機

械学習入門編」の前半部分では，概

要，手法のしくみから，機械学習にお

けるデータの扱い方を解説し，後半部

分ではサンプルコードをもとに機械学

習の基礎，推薦システム，画像認識な

どを試すことができます。

本当に機械学習を活用したいと考えて

いる方にとってヒントとなる記事が見

つかるでしょう。

Software Design plus

データサイエンティスト
養成読本
機械学習入門編 
比戸将平，馬場雪乃，里洋平，戸嶋龍哉，
得居誠也，福島真太朗，加藤公一，関喜史，
阿部厳，熊崎宏樹　著
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たのしい
インフラの歩き方
齊藤雄介（外道父）　著
A5判・672ページ
定価（本体3200円＋税）
ISBN 978-4-7741-7603-1

どんなに魅力的なサービスでも，
インフラがしっかりして

なければ価値はない

　「ユーザー登録が数十万，数百万人

に達して大人気！」

　「テレビ番組に取り上げられて，ア

クセス数がうなぎのぼりに！」

　Webサービスがそんな華々しい実績

とともに紹介されるのをよく目にしま

すが，その裏側で大きな問題が起きる

ことはめずらしくありません。

　「アクセスしてるのに，まったくつ

ながらないんだけど……」

　「なんとかつながるはつながるけ

ど，異常に遅くてイライラする……」

　そんな経験，あなたも一度はあるの

ではないでしょうか？

　どんなに便利で役に立つWebサービ

スがあったとしても，それを的確にお

客さんに届ける基盤がしっかりしてお

らず，サイトが頻繁に落ちていたり，

動作が遅かったりすれば，価値があり

ません。その基盤のことを，「インフ

ラ」（Infrastructure：インフラスト

ラクチャーの略）といいます。一般的

には水道，電気，ガスなどを指します

が，ITではサービスを動かすための

ハードウェア，OS，ネットワーク，

サーバー，データベースなどがインフ

ラにあたります。

広範な守備範囲，
重大な責任，しかも少数精鋭

　そんなインフラを支える人を「イン

フラエンジニア」といいますが，その

仕事はかなり大変なものです。

　まず，上記に挙げたように，ハード

ウェア，OS，ネットワーク，サー

バー，データベースなど広範な範囲を

扱うので，多くの知識が必要になりま

す。しかも，ときには深夜作業，そし

てサーバーの増設などの肉体労働が必

要になることも。

　また，「サーバーが落ちてしまった

ので，しばらくサービスが利用できま

せん」といったことがあってはならな

いように，きちんとインフラを構築・

運用しなければならないという，大き

な責任を担います。さらに，インフラ

は売上を立てるためには不可欠なもの

の，それ単体で収益を生み出すわけで

はなく，費用面で経営を圧迫する可能

性も秘めており，うまくやりくりする

必要もあります。

　そして，そんな高いスキル・重い責

任が伴う仕事なのに，人員は基本的に

少数です。特に，新規サービスに関わ

る人数は，1人か，せいぜい数人と

いったところ。「自分がやれなくて

も，だれかがやってくれるだろう」な

どという甘えはいっさい通用しませ

ん。

インフラに取り組む
3つのメリット

　では，そんな大変なインフラの領域

に首を突っ込むなんて，やめたほうが

いいのでしょうか？

　「そんなことはない」と，新刊『た

のしいインフラの歩き方』の著者であ

る齊藤雄介さんはおっしゃいます。齊

藤さんは，「インフラに取り組む価値

がある」と自信を持って言えるメリッ

トとして，以下の3つを挙げます。

　・知識が広範囲にわたるため，飽きな

い

　・まっさらな新しい技術に挑戦できる

機会が多い

　・希少価値のあるエンジニアになれる

　齊藤さん自身，アプリケーションエ

ンジニアからインフラエンジニアに転

身し，小規模なスタートアップから大

規模まで幅広い経験を積んできまし

た。「インフラで大事なのは，基本的

な考え方です。その土台が整えば，あ

らゆる具体的な手法や知識は勝手に地

に足がついてまわるはず」とおっしゃ

います。

　では，インフラの“基本的な考え

方”とはどのようなものか？

 『たのしいインフラの歩き方』では，

その答えが集大成。じつに672ページ

という物量で，齊藤さんが十数年で

培ったノウハウや体験をふまえ，イン

フラの全体像を俯瞰できるようになっ

ています。ネットワーク設計などの基

礎知識，最新のクラウド活用法はもち

ろんのこと，組織の規模別に求められ

ること，引っ越しやコスト削減などの

イベントに対処するためのノウハウも

満載。インフラの専門家を目指す方で

なく，「人手がないから，インフラの

面倒みてよ」と言われたスタートアッ

プのエンジニアの方，「数十万，数百

万人のユーザーを抱えるアプリやサー

ビスを作りたい，ゆくゆくは世界展開

も！」と考えている経営者の方なども

きっと楽しめるはずです！

　Webニュースや新聞紙面を賑わす機

械学習ですが，ここではQ&A形式で機

械学習の概要をあらためて確認してみ

ます。

Q.そもそも機械学習とは何で，そ
の目的は何なのでしょうか？

A. "機械学習とは一言で言えば
「データの集合から」「その
法則性を」学ぶ，と理解して
ください。

　　一度与えられたデータから，よ
り広範囲に適用できる汎用的な
法則性を学ぶことができれば，
将来を予測したり，未知のデー
タに対して同様の推定を行うこ
とができます。

　　それこそが機械学習の目的で
す。"

Q.機械学習が注目されるように
な っ た 理 由 は 何 が あ る の で
しょうか？

A. "データ解析を巡るトレンドと
しては，「ビッグデータ」と
いう言葉が流行し始めたのが
2011年，「データサイエン
ティスト」がそれを追うよう
に2013年ごろから注目を集め
ています。

　　 しかし，データサイエンティス
トにとっても専門分野の知見
が足りないため，また，高次
元データにおける現象など人
間の知覚能力の限界を超えた
現象は観測できないため，分
析のための仮説を正しく立て
られないケースや，十分な精
度を達成できないケースがあ
りました。

　　そのため，より帰納的なアプ
ローチとしての統計的機械学
習，あるいはそれに基づく人
工知能の応用に注目が集まっ

ているということです。"

Q.機械学習は最近の技術なので
しょうか？

A. "機械学習は最近になっていき
なり現れたわけではなく，ア
カデミアでは数十年前から研
究 分 野 と し て 確 立 さ れ て お
り ， 徐 々 に 発 展 し て き ま し
た。

　　 現在ではさまざまな分野と融合
しているため，明確な定義は
難しいですが，その歴史は人
工知能研究の傍流から発生し
たと言うことができるでしょ
う。"

Q.人工知能に応用される機械学
習にはどういう例があるので
しょうか？

A. "機械学習と人工知能への期待
を決定的に高めたのは，世界
的にはIBMのWatsonがアメリ
カのクイズ番組『Jeopardy!』

　　 において人間のクイズチャンピ
オンに勝利したこと，日本国
内では将棋ソフトウェアがプ
ロ棋士と対戦する電王戦でコ
ンピュータ側が優勢となって
きたことが挙げられます。

　　 機械がトップクラスの専門家と
渡り合うことが難しかった知
的タスクにおいて，機械学習
を中心とする統計手法だけで
なく，エンジニアの知恵と努
力の合わせ技によって，互角
あるいはそれ以上の性能を発
揮できることが，一般に分か
り や す い 形 で 示 さ れ た 例 で
す。"

Q.では，機械学習はどういった
場合に有効なのでしょうか？

A. "機械学習以外のアプローチで
は超えられない，実用化に関
する何らかのハードルを機械
学習ならば越えられる場合で
す…（続きは本誌で）"

　機械学習のビジネスへの活用は始

まったばかりですが，社内へのシステ

ムへの導入を考えたときに，どこから

手を付ければ良いのかを伝える資料は

少ないと言えます。

「データサイエンティスト養成読本 機

械学習入門編」の前半部分では，概

要，手法のしくみから，機械学習にお

けるデータの扱い方を解説し，後半部

分ではサンプルコードをもとに機械学

習の基礎，推薦システム，画像認識な

どを試すことができます。

本当に機械学習を活用したいと考えて

いる方にとってヒントとなる記事が見

つかるでしょう。
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大人の自由時間mini シリーズ

飛ぶ！撮る！
ドローンの購入と操縦
～はじめて買って飛ばすマルチコプター
高橋亨　監修／B6判・160ページ
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7582-9

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ページ
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7461-7
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　仕事でもプライベートでも，誰かに何
かを「教える」機会はたくさんありま
す。にもかかわらず，私たちは今まで
「上手な教え方」について教わる機会は
ありませんでした。
　本書『上手な教え方の教科書』は，イ
ンストラクショナルデザインという学問
の考え方をベースに，どうすれば効率的
に教えることができるのかを，話し言葉
でやさしく解説します。また，親しみや
すいマンガがあちこちにはさみこまれて
いるので，すばやく「上手な教え方」の
全体像をつかむことができるでしょう。
　今まさに，教え方に悩んでいる方は，
ぜひお手にとってみてください。

本書「はじめに」より

　本書で解説するインストラクショナル
デザインとは，「教えることの科学と技
術」です。この本を手にしている大部分
の人は，「教える」ということを職業に
している人ではないかもしれません。た
とえ，そういう人であっても「教えるこ
との科学と技術」を学ぶ必要があるので
しょうか。答えは「Yes」です。教える
ことを仕事にしている代表は学校の先生

ですが，先生でなければ教えられないと
いうことはありません。

　それどころか，仕事でも日常生活の中
でも，私たち全員が「教える」という行
為をしなくてはなりません。たとえば，
子どもに勉強を教える，職場で新人に仕
事を教える，おじいちゃんにケータイの
使い方を教える，などなど。そして，も
しうまく教えることができたら，相手は
喜び，仕事ははかどり，教えた私たちも
喜びを得ることでしょう。

　インストラクショナルデザインは，私
たちが誰かに何かを教えなければいけな
いとき，「効率の良い上手な教え方」を
提供してくれます。単なる経験則や人生
訓ではなく，科学的に効果的な教え方を
追求するのがインストラクショナルデザ
インという学問です。この本では，イン
ストラクショナルデザインの考え方，理
論，そして実践への応用について説明し
ています。

　この本を読めば，あなたは自分の教え
方に自信を持つことができるでしょう。
そして，実際に教えていく中で，自分の
教え方を改善することができるようにな
るでしょう。そして，何よりも教えるこ

とを楽しんでできるようになることで
しょう。楽しいマンガとともに，この本
の内容をあなたの仕事や生活の中で活か
してください。　　　　　   （向後千春）

あなたは今まで「教え方」を教わったことがありますか？
̶上手な教え方は皆を幸せにする

楽しいマンガで堅
苦しくなく「上手な
教え方」のコツが
理解できます！

運動技能をむりなく
教えるための「スモール
ステップの原則」など，
上手な教え方の技法
を，話し言葉でやさしく

解説しています。

大人の自由時間を楽しもう！

ドローンは反社会的？

　何かとお騒がせなドローン。ニュース

になるのは事故が多いので眉をひそめる

向きもありますが，それは大きな誤解。

古くからラジコン（RC）には「空物」と

いうジャンルがあり，れっきとした大人

の趣味です。模型飛行機やヘリコプター

などの空物RCは，RCの最高峰といえる

難易度の高い遊び。だからこそ人目につ

くような場所で飛ばしている人はいませ

ん。趣味のRCの世界では，複数の羽根を

持つヘリコプター型の機体を「マルチコ

プター」と呼んでいます。

　RCホビーとしてのマルチコプターが広

がったのは2012年以降。モバイル技術

の進化のおかげでジャイロセンサーや

GPSの小型汎用化が進みました。それが

マルチコプターに搭載され，高い操縦技

術が必要な空物RCのハードルが下がった

のです。カメラも小型高解像度になり，

空撮も手軽になりました。映像を無線で

飛ばし，スマートフォンやタブレットで

見ながら飛ぶ「FPV」（ファーストパー

ソンビュー）も可能になりました。こう

いった要因が従来のRCファン以外の人た

ちの興味もとらえてファン層が広がった

のです。

分別をわきまえた大人にこ
そおすすめ

　ところが，にわかユーザーが増えて，

軽い気持ちで飛ばして事故を起こしてし

まったのが逆に注目を集めてしまうこと

に…。そんな迷惑な人たちとは一線を画

して，きちんと大人の趣味としてドロー

ンを楽しんでみませんか？ その際，肝に

銘じておくことはたったひとつ。「空を

飛ぶものは必ず落ちる危険がある」とい

うことです。本物の飛行機だってヘリコ

プターだって墜落することがある。万一

落ちたときにどうなるか，という想像力

さえ持っていれば，大人ならいつどこで

飛ばしていいのかはわかるはずです。

思い通りに操るのは難し
い，だから面白い！

　ドローンは簡単に飛ばせると思いがち

ですが，「浮かせる」ことは誰でもでき

ても自由に「飛ばせる」のはまったく別

の話です。空物RCが初めての人は，まず

は室内で基本の練習から始めましょう。

　ドローンの操縦は，基本的に次の4種類

の操作の組み合わせです。「スロット

ル」は上昇／下降のこと，「エレベー

ター」は前進／後進のこと，「エルロ

ン」は左／右への平行移動，「ラダー」

は機体の左／右旋回です。まずこの4つの

用語を覚えましょう。

　車の運転と同じで初心者はぶつけた

り，落としたり，壊したりします。最悪

は制御不能でロスト（紛失）します。ド

ローンの基本操作はどれも同じですか

ら，まだ教習所レベルの腕と自覚するな

ら，まずは安価で操作性のよい練習機で

練習し，自信がついてから上位の機体へ

と移行するほうが，結果的に安く長く楽

しめるでしょう。

　室内でうまく操縦できても，外に出る

ととたんに風などの自然条件で思うよう

に飛ばせなくなるのも当たり前です。そ

んな試練にも耐えられたら，いよいよ景

色に恵まれた安全な場所で思い切りFPV

や空撮を楽しんでみましょう。大空を鳥

のように飛んで，ふだんは絶対に見られ

ない視点から景色を眺めたとき，ドロー

ンはきっとあなたに新鮮な感動を与えて

くれるでしょう。

❶ 人に危害を与えない

高速回転するローターを持つ，数百g～数kgの

物体が高速で人にぶつかったら…重傷を負わせ

たり，最悪は命にかかわります。

❷ 社会に損害を与えない

航空，鉄道，道路，送電網，政府機関など，重

要な社会インフラを担う場所を飛行して業務を

妨害した場合，損害賠償や刑罰もありえます。

❸ 人の財産や権利を侵害しない

他人の私有地に勝手に入らない，プライバ

シーを侵害しないのは，民法の不法行為によ

るところです。

そらもの

ドローンオーナーの三大心得

空を自由に飛べるドローン，あなたも飛ばしてみませんか？空を自由に飛べるドローン，あなたも飛ばしてみませんか？
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大人の自由時間mini シリーズ

飛ぶ！撮る！
ドローンの購入と操縦
～はじめて買って飛ばすマルチコプター
高橋亨　監修／B6判・160ページ
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7582-9

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ページ
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7461-7
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提供してくれます。単なる経験則や人生
訓ではなく，科学的に効果的な教え方を
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　1989年にTim Berners-Leeが現在の

World Wide Webのもととなるしくみを提

案してから25年以上が経ち，Webはいまや

私たちの生活になくてはならないものとな

りました。

　当初は学術的な色合いの濃かったWebで

すが，毎日のニュースを知るため，チケット

の予約をするため，買い物をするため，友達

と交流するため……などなど，たいへん多

くの用途に使われるようになっています。

　そして，こうした用途の変化に伴いWeb

を支える技術も徐々に複雑化してきまし

た。

　リクエストに合わせて動的にデータを加

工して 返 す C G I（ C o m m o n G a t e w a y 

Interface）などの技術は形を変えつつ現在

でも使われていますし，Googleマップに代

表されるようなページ遷移を伴わないス

ムーズなユーザインターフェイスを実現する

Ajax（Asynchronous JavaScript and XML）

の 概 念 が 登 場したり，A m a z o n W e b 

Servicesをはじめとするクラウドによる

Webサービスの提供が広まってきたりと，

エンジニアが学ぶべき技術は日々変化し，

増えつづけています。

　本書の魅力はそれだけにとどまりませ

ん。ここまで述べてきたようなWeb技術の

変遷について，「インフラ」「サーバサイド」

「データベース」「フロントエンド」「モバイ

ル」という分野ごとに復習できる「Web技

術の過去と現在，そしてこれから」という特

別書き下ろし記事も収録しています。過去

を振り返ることで，Webに携るエンジニアと

してこれからどのような技術を身に付けて

いけばよいかを知るための足がかりにして

いただけるはずです。

　WEB+DB PRESSは2015年12月発売

のVol.90で創刊15周年を迎えます。今後

も引き続き実践に役立つノウハウの解説や

旬な技術の紹介をどんどん行っていきます

ので，本誌のこれからについても，ぜひぜひ

ご期待ください！

第1特集
セキュリティを極める 
攻撃に強いネットワークの作り方
多層防御や感染後対策を汎用サーバに実装！
　サーバ／インフラを管理されている方々は，これまでもセキュリティ
対策を施してこられたと思います。しかし，サイバー攻撃は多様化し，被
害は大きくなるばかり。攻撃者優位の状況が続くことが予想されるな
か，いま，どんな対策がとれるのでしょうか。本特集では，将来のイン
ターネット像を模索し最新技術でネットワークを構築したInterop 
ShowNet 2015でのセキュリティ検証をふまえて，いますぐ取り組め
るセキュアなネットワーク構築の指針を解説します。

第2特集
機能，運用，セキュリティ……ベストな利用形態を探せ！
Webメールの教科書
　Webメールシステムの技術的な側面（システム構成，機能，セキュリ

ティなど）について解説します。前半はヤフー（株）のエンジニア自ら
が，月間で3億PVをほこるYahoo! メールの舞台裏について述べます。
さまざまな種類のWebブラウザ／デバイスへの対応，スパムメールの
フィルタリングなど，ユーザにYahoo! メールを快適に利用してもらう
のための工夫やノウハウを語ってもらいます。後半は，オンプレミスの
メールシステムをWebメール化できるオープンソースソフトウェア
「Roundcube」の導入方法，使い方を紹介します。

特別企画 300号記念特別付録

「Vim+Emacs チートシート」
有名著者謹製
エディタの難しい複合キーが一目瞭然！簡単便利！

新連載！
「Vimの細道」

B5判・200頁

定価（本体価格1220円＋税）

2015年
10月号 

特集1
モバイル開発最前線
ビルドもテストもデプロイもクラウドで加速！
　昨今，AndroidやiOSなどのモバイルアプリ開発におけるビルドやテ
スト，デプロイといったフェーズを省力化するためのクラウドサービ
スが多数登場しています。そこで本特集では，「いかに高速に開発す
るか」「設計や実装に注力するためにはどうするか」といった視点か
ら，CircleCI，Scirocco Cloud，DeployGate，Crashlyticsといっ
たクラウドサービスを組み合わせ，モバイルアプリ開発を効率化する
ための方法を余すことなく紹介します。

特集2
LINE開発ノウハウ大公開
1日100億メッセージをさばくサービスの裏側
GitHubが開発したハッカブルな次世代エディタ
　メッセンジャーアプリであるLINEの月間アクティブユーザ数は約2
億500万人に達しており，1日に送受信されるメッセージは100億件

以上です。本特集では，LINEという大規模なサービスがどのように実
装されているのかをさまざまな切り口から紹介し，そこで行われてい
る工夫や，大規模サービスを開発してきた経験から得られた知見を解
説していきます。

特集3
実践データベース設計
サービスの急拡大に耐えるスケール戦術
設計の原則，本番環境の構築，運用ノウハウ
　日々増え続けるデータを格納／処理するために必要なデータベース
の知識を解説する特集です。執筆者陣が開発するフリマアプリ「メル
カリ」では，急激なユーザ数の増加やサービスの拡大に伴い，何度も
データベースのスケールアップ，スケールアウトを行ってきました。
本特集ではその経験をもとに，MySQLにおけるデータベース設計の方
法を解説します。テーブル設計の方法や，ディスク容量が足りなく
なったときの対処法，そしてNoSQLを利用したほうがよいケースにつ
いても解説します。

B5判・160頁

定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-7741-7488-4

vol.88

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

WEB+DB PRESS plusシリーズ

WEB+DB PRESS総集編
［Vol.1～84］

WEB+DB PRESS編集部　編／B5判・96ページ
定価（本体2570円＋税）
ISBN 978-4-7741-7538-6

（※カバーは前号のものです）

　そんなWeb技術の歴史を辿るのにお勧め

の一冊が，第一線のエンジニアによる14年

分の技術解説記事が詰まった『WEB+DB 

PRESS総集編［Vol.1～84］』です。

　付属DVD-ROMには2000年の創刊か

ら2014年のVol.84までのすべての号に加

え，過去の総集編4冊も含めた合計88冊分

の記事をPDFとして収録。DVDドライブを

お持ちでない方のためにGihyo Digital 

Publishingからのダウンロードサービスも

付いて，1冊あたり30円以下とたいへんお

買い得な書籍となっています！

　その時々で最新の技術を取り扱ってきた

WEB+DB PRESSですから，現在でも引

き続き広く使われている技術についての解

説を参考にしていただけるのはもちろんの

こと，過去に主流だった技術が形を変えて

現在も活かされている事例を見つけたり，

ある技術がどのような経緯で生まれたのか

を読み解いたりすることもできるでしょう。

書き下ろし記事で
分野別に総復習

14年間，88冊の
歴史がここに

Webを支える
技術の変化

技術の過去・現在・未来を辿る技術の過去・現在・未来を辿る
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　Webメールシステムの技術的な側面（システム構成，機能，セキュリ

ティなど）について解説します。前半はヤフー（株）のエンジニア自ら
が，月間で3億PVをほこるYahoo! メールの舞台裏について述べます。
さまざまな種類のWebブラウザ／デバイスへの対応，スパムメールの
フィルタリングなど，ユーザにYahoo! メールを快適に利用してもらう
のための工夫やノウハウを語ってもらいます。後半は，オンプレミスの
メールシステムをWebメール化できるオープンソースソフトウェア
「Roundcube」の導入方法，使い方を紹介します。

特別企画 300号記念特別付録

「Vim+Emacs チートシート」
有名著者謹製
エディタの難しい複合キーが一目瞭然！簡単便利！

新連載！
「Vimの細道」

B5判・200頁

定価（本体価格1220円＋税）

2015年
10月号 

特集1
モバイル開発最前線
ビルドもテストもデプロイもクラウドで加速！
　昨今，AndroidやiOSなどのモバイルアプリ開発におけるビルドやテ
スト，デプロイといったフェーズを省力化するためのクラウドサービ
スが多数登場しています。そこで本特集では，「いかに高速に開発す
るか」「設計や実装に注力するためにはどうするか」といった視点か
ら，CircleCI，Scirocco Cloud，DeployGate，Crashlyticsといっ
たクラウドサービスを組み合わせ，モバイルアプリ開発を効率化する
ための方法を余すことなく紹介します。

特集2
LINE開発ノウハウ大公開
1日100億メッセージをさばくサービスの裏側
GitHubが開発したハッカブルな次世代エディタ
　メッセンジャーアプリであるLINEの月間アクティブユーザ数は約2
億500万人に達しており，1日に送受信されるメッセージは100億件

以上です。本特集では，LINEという大規模なサービスがどのように実
装されているのかをさまざまな切り口から紹介し，そこで行われてい
る工夫や，大規模サービスを開発してきた経験から得られた知見を解
説していきます。

特集3
実践データベース設計
サービスの急拡大に耐えるスケール戦術
設計の原則，本番環境の構築，運用ノウハウ
　日々増え続けるデータを格納／処理するために必要なデータベース
の知識を解説する特集です。執筆者陣が開発するフリマアプリ「メル
カリ」では，急激なユーザ数の増加やサービスの拡大に伴い，何度も
データベースのスケールアップ，スケールアウトを行ってきました。
本特集ではその経験をもとに，MySQLにおけるデータベース設計の方
法を解説します。テーブル設計の方法や，ディスク容量が足りなく
なったときの対処法，そしてNoSQLを利用したほうがよいケースにつ
いても解説します。

B5判・160頁

定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-7741-7488-4

vol.88

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

WEB+DB PRESS plusシリーズ

WEB+DB PRESS総集編
［Vol.1～84］

WEB+DB PRESS編集部　編／B5判・96ページ
定価（本体2570円＋税）
ISBN 978-4-7741-7538-6

（※カバーは前号のものです）

　そんなWeb技術の歴史を辿るのにお勧め

の一冊が，第一線のエンジニアによる14年

分の技術解説記事が詰まった『WEB+DB 

PRESS総集編［Vol.1～84］』です。

　付属DVD-ROMには2000年の創刊か

ら2014年のVol.84までのすべての号に加

え，過去の総集編4冊も含めた合計88冊分

の記事をPDFとして収録。DVDドライブを

お持ちでない方のためにGihyo Digital 

Publishingからのダウンロードサービスも

付いて，1冊あたり30円以下とたいへんお

買い得な書籍となっています！

　その時々で最新の技術を取り扱ってきた

WEB+DB PRESSですから，現在でも引

き続き広く使われている技術についての解

説を参考にしていただけるのはもちろんの

こと，過去に主流だった技術が形を変えて

現在も活かされている事例を見つけたり，

ある技術がどのような経緯で生まれたのか

を読み解いたりすることもできるでしょう。

書き下ろし記事で
分野別に総復習

14年間，88冊の
歴史がここに

Webを支える
技術の変化

技術の過去・現在・未来を辿る技術の過去・現在・未来を辿る
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リブロワークス　著
B5変形判・320頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7467-9
あらゆる面で使いやすく進化を遂げ
て い る W i n d o w s 10 。本 書 は ，
Windows 10の基本操作から，イン
ターネット，メール，写真や音楽の活用
方法，トラブルの解決方法までをしっ
かり解説します。

今すぐ使えるかんたん　
Windows 10 完全ガイドブック 困った解決＆便利技

OS・パソコン入門

OS・パソコン入門 OS・パソコン入門

プログラミング
今すぐ使えるかんたん
ホームページ HTML&CSS入門

山田祥寛　著/B5変形判・512頁
定価（本体3700円＋税）
ISBN 978-4-7741-7568-3
AngularJSの特徴的なMVWパター
ンの解説から，ディレクティブ，フィ
ルター，サービス，WebAPI，コント
ローラーなどの基礎技術の解説，ディ
レクティブ／フィルター／サービスの
自作やテストなどの応用的な技術まで
を網羅します。

プログラミング
AngularJS 
アプリケーションプログラミング

ネットワーク、仮想化 マネジメント

海外勤務経験なし・TOEIC600点台で海外と
の共同プロジェクトメンバーに指名された小川
くんと後輩の森さん，そして海外プロジェクト
で工場づくりをしてきた広田さんの対話を通じ
て，プロジェクトマネジメントの考え方と技
術，そして海外プロジェクト特有の落とし穴と
対策を解説します。

佐藤知一　著/A5判・256頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7604-8

世界を動かす
プロジェクトマネジメントの
教科書 
～グローバルなチャレンジを
　成功させるOSの作り方

Windows 10 100%入門ガイド

技術評論社編集部，AYURA　著
B6変形判・192頁
定価（本体780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7469-3
「 W in d o w s10 」の 操 作 解 説 書 で す 。
Windows10の画面構成や，メール・インター
ネット・アプリなどの 機 能はもちろん，
Windows10のさまざまな新機能の使い方に
ついても，しっかり解説します。サッと手に取
れる，ハンディなポケットサイズ。

今すぐ使えるかんたんmini 
Windows 10 基本技

OS・パソコン入門

井上香緒里　著/B5変形判・256頁
定価（本体1000円＋税）
ISBN 978-4-7741-7468-6
超初心者向けパソコン操作ガイドの
Windows 10対応版。マウスの操作
が不安，キーボード入力に自信がな
い，そんなパソコン初心者の方々も一
通りのパソコン操作がマスターできま
す。Windows 10はちょっと不安と
いう方にもお勧めです。

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！ 
パソコン超入門［Windows 10対応版］

リンクアップ　著
四六判・224頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7527-0
NTTドコモから発売されたスマートフォン
「Xperia A4 SO-04G」の初心者向け解説
書。基本的な使い方のほか，独自機能，アプ
リケーションのインストールや使い方，
NTTドコモのサービスの利用方法なども解
説しています。

モバイル
ゼロからはじめる
ドコモ Xperia A4 SO-04G スマートガイド

ミゾタユキ，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7559-1
ニコンの最新デジタル一眼レフカメラ，
N i k o n D 7 2 0 0 に 対 応 し た 解 説 書 。
D7200の操作方法や撮影方法はもちろ
ん，プロの写真家が教える撮影テクニック
までをふんだんに盛り込みました。携帯性
に優れたコンパクトサイズ。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
Nikon D7200 基本＆応用 撮影ガイド

プログラミング

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！新・刊・案・内

資格試験

増井雄一郎，小川伸一郎，株式会社日立ソ
リューションズ 牧俊男　著，一般財団法人
Rubyアソシエーション 前田修吾，CTCテク
ノロジー株式会社　監修
A5判・544頁/定価（本体3600円＋税）
ISBN 978-4-7741-7567-6
Ruby技術者認定試験Silver/Goldに対
応した標準的な教科書。Rubyの文法を
はじめ，オブジェクト指向や各種ライブラ
リなどRubyを使いこなす上で必須の知
識がしっかり身につきます。巻末に演習
問題を160問収録。

Ruby技術者認定試験合格教本 
Silver/Gold対応 Ruby公式資格教科書

ネットワーク、仮想化

中島淳之介，小原光弥，
豊原啓治　著
A5判・272頁
定価（本体2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7592-8
『VMwareの基本』の改訂版。
新バージョンであるVSphere
6.0に対応。VMware社のエンジ
ニアが，設計・構築・運用ま
で，現場で考えるべきこと，実
践すべきことをコンパクトに凝
縮しました。

改訂新版 
VMwareの基本 
～仮想化／クラウドのための
　設計・構築・運用のポイントがわかる

技術評論社編集部　著
四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7537-9
ソフトバンクモバイルから発売されるス
マートフォンXperia Z4の初心者向け解説
書。通話，メール，インターネットなどの
基本的な使い方を中心に，独自機能やアプ
リケーションのインストールや使い方など
を解説します。

モバイル
ゼロからはじめる
SoftBank Xperia Z4スマートガイド

田口俊弘　著
A5判・448頁
定価（本体3200円＋税）
ISBN 978-4-7741-7506-5
本書はFortran文法とプログラムの書
き方を解説した基礎編，さまざまな数
値計算法を解説した実践編の2部構成
になっています。例題ではそれぞれ解
答プログラム例を示し，数値計算アル
ゴリズムについて詳細に解説。

プログラミング
Fortran ハンドブック

岩永信之，山田祥寛，井上章，伊藤伸
裕，熊家賢治，神原淳史　著
B5判・128頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7607-9
2014年11月に提供された，全機能
を備えた無償版「Visua l Stud io 
Community」で，さらにC#を学びや
すい環境になりました。本書は，C#の
超入門から最新技術トレンド，さらに
データ処理のポイントやチーム開発の
実践方法など情報満載です。

プログラミング
C#エンジニア養成読本

川俣晶　著
A5判・376頁
定価（本体2680円＋税）
ISBN 978-4-7741-7594-2
最新版C#6の解説書です。特に従来の
C#で開発されてきたプログラムに焦点
を当てています。ここで問題になるの
は，開発済みのプログラム資産を無駄に
しないこと。本書では目の前にあるコー
ド資産の活用方法を追究します。

C# 6 実践的プログラミング［入門］講座

技術評論社編集部　著
四六判・256頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7609-3
NTTドコモから発売されたタブレット
「AQUOS PAD SH-05G」の初心者向
け解説書。文字入力／メール／インター
ネットといった基本的な使い方のほか，
カメラや各種Googleサービスの使い方
まで，ていねいに解説します。

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS PAD SH-05G スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著/四六判・224頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7516-4
NTTドコモから発売されるAndroidス
マートフォンXperia Z4 SO-03Gの初
心者向け解説書。基本的な使い方のほ
か，ドコモやGoogleのサービス，カメ
ラ，ワンセグ放送の視聴＆録画の方法，
独自機能の利用法など，ていねいに解説
します。

ゼロからはじめる
ドコモXperia Z4 SO-03Gスマートガイド

モバイル

リンクアップ　著
四六判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7518-8
ドコモから発売されたAndroidスマー
トフォンAQUOS EVER SH-04Gの
初心者向け解説書。初心者向けに基本
設定から，便利な機能，活用法などを
解説します。

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS EVER SH-04G スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著
四六判・224頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7534-8
auから発売されたAndroidスマートフォ
ン「Xperia Z4 SOV31」の初心者向け
解説書。基本的な使い方のほか，auや
Googleのサービス，カメラ，ワンセグ放
送の視聴＆録画の方法，独自機能の利用
法など，ていねいに解説します。

ゼロからはじめる
au Xperia Z4 SOV31 スマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7608-6
auから発売されたAndroidスマートフォン
URBANO V02の初心者向け解説書。基本
的な使い方のほか，auやGoogleのサービ
ス，カメラ，ワンセグ放送の視聴＆録画の
方法，独自機能の利用法など，ていねいに
解説します。

ゼロからはじめる
au URBANO V02スマートガイド

モバイル

資格試験

本郷PC塾　著
A4変形判・248頁/定価（本体1780円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7450-1

本郷PC塾　著
A4変形判・240頁/定価（本体1780円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7451-8

試験合格のため
に 考 え 抜 か れ
た，最 適な学習
カリキュラムを
提供します。学習
しやすい構成，自
動採点プログラ
ム付き，弱 点の
重点学習機能な
ど3つの特徴を
備えています。

30レッスンで絶対合格！ 
Microsoft Office Specialist 
Excel 2013 
テキスト＋問題集

30レッスンで絶対合格！ 
Microsoft Office Specialist 
Word 2013 
テキスト＋問題集

パロアルトネットワークス合同会社 監修，三輪賢一 監修・著，株式
会社エーピーコミュニケーションズ 伊原智仁，前川峻平，内藤裕
之，パロアルトネットワークス合同会社 福井隆太 著
B5変形判・528頁
定価（本体4800円＋税）
ISBN 978-4-7741-7521-8

パロアルトネットワークスの
次世代ファイアウォール， 
PAシリーズの機能を詳解しつ
つ，導入・実践についてまと
めています。

Palo Alto Networks 
構築実践ガイド 
次世代ファイアウォールの機能を徹底活用 技術評論社編集部　著

四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7562-1
auのスマートフォン「AQUOS SERIE 
SHV32」の初心者向け解説書。従来の携
帯電話としての基本的な使い方はもちろ
ん，カメラやインターネット，各種Google
サービス，便利なアプリケーションのイン
ストールと使い方について解説します。

モバイル
ゼロからはじめる
au AQUOS SERIE SHV32スマートガイド

吉森信哉，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7560-7
N i k o n の デ ジ タ ル 一 眼 レ フ カ メ ラ ，
D5500に対応した解説書。基本的な操
作方法や撮影の基礎知識から，プロのカ
メラマンが教えるシーン別撮影テクニッ
クまで，D5500を使いこなすための方
法が満載の1冊です。

今すぐ使えるかんたんmini
Nikon D5500 基本&応用 撮影ガイド

デジタルカメラ

中村貴史，MOSH books　著
B6変形判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7573-7
Canonのデジタル一眼レフカメラEOS 
8000Dの操作解説書です。「ピント」
「露出」「構図」といった写真上達に必
要な知識から，8000Dのさまざまな機能
の使いこなしまで，体系立てて解説しま
す。

今すぐ使えるかんたんmini
Canon EOS 8000D 基本&応用 撮影ガイド

デジタルカメラ

鈴木文彦（snap！）　著
A5判・160頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7593-5
本格写真を撮りたい男性ユーザーを満足
させ，かつ基礎的なカメラの機能や操作
方法をフォローし，X-T10の最大の売り
である「Xシリーズの色再現」「AFの使
い分け」「軽快な撮影スタイルに向くレ
ンズ」などを手厚く解説します。

デジタルカメラ
もっと知りたい
FUJIFILM X-T10 撮影スタイルBOOK

リンクアップ　著
B5判・128頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7570-6
Windows 10を使う際に，最初に知り
たいことをかんたんにまとめて解説し
た本。Windows 10の新機能の紹介か
ら始まり，基本操作，メールやインター
ネットの使い方，アプリの紹介，より使
いやすくする方法などを手順操作で解
説します。

リブロワークス　著/B5変形判・256頁
定価（本体1580円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7446-4
ホームページ作りに必須のHTMLと
CSSを，基本から学ぶことのできる入
門書。HTML・CSSを基礎からしっか
りと，大きな図面で解説。ホームページ
の仕組みを学びながら手を動かして
作っていく，はじめての人でもわかりや
すい入門書です。

技術評論社編集部　編著
B6判・128頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7484-6
月間予定表と週間予定表は，それぞれを季節ごとに色分けしてい
ます。また，いただき物・贈り物の記録，メモページ他，ねこに
関する豆知識や上手に撮る方法などのミニ情報が載っています。

手　帳

ねこ手帳 2016
松村潔　著
A6判・176頁
定価（本体880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7507-2
月の満ち欠けと月が運行する星座を記載した見開き1週間タイプ
のスケジュール帳です。月のサイクルを利用して開運できるよ
う，新月時・満月時の書き込み欄が設けられています。また月が
入宮している星座名と，それにあわせた日替わりの行動指針，ボ
イドタイム入りの時刻，開けの時刻を掲載しています。

手　帳

ムーン・ダイアリー'16

井沢元彦　著
特殊判型判・288頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7508-9
「井沢元彦の歴史手帳2016」あらたに，厳選古寺＆仏像リスト
を追加。その他，「日本史年表」などの「詳細データ」，史跡
マップなどの「ビジュアル」，「井沢のエッセイ」などの「読み
物」など盛りだくさん。

手　帳

井沢元彦の歴史手帳 2016
早水勉　著
特殊判型判・288頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7509-6
毎月＆毎週の星空イラストと天文イベントを非常に美しいカラー
イラストと写真で楽しめる，いままでにない「天体観測」のため
の手帳。2016年の天文データも満載です。カレンダーは2年，
月間，週間を用意，手帳としてもしっかり活躍します。

手　帳

天体観測手帳 2016
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リブロワークス　著
B5変形判・320頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7467-9
あらゆる面で使いやすく進化を遂げ
て い る W i n d o w s 10 。本 書 は ，
Windows 10の基本操作から，イン
ターネット，メール，写真や音楽の活用
方法，トラブルの解決方法までをしっ
かり解説します。

今すぐ使えるかんたん　
Windows 10 完全ガイドブック 困った解決＆便利技

OS・パソコン入門

OS・パソコン入門 OS・パソコン入門

プログラミング
今すぐ使えるかんたん
ホームページ HTML&CSS入門

山田祥寛　著/B5変形判・512頁
定価（本体3700円＋税）
ISBN 978-4-7741-7568-3
AngularJSの特徴的なMVWパター
ンの解説から，ディレクティブ，フィ
ルター，サービス，WebAPI，コント
ローラーなどの基礎技術の解説，ディ
レクティブ／フィルター／サービスの
自作やテストなどの応用的な技術まで
を網羅します。

プログラミング
AngularJS 
アプリケーションプログラミング

ネットワーク、仮想化 マネジメント

海外勤務経験なし・TOEIC600点台で海外と
の共同プロジェクトメンバーに指名された小川
くんと後輩の森さん，そして海外プロジェクト
で工場づくりをしてきた広田さんの対話を通じ
て，プロジェクトマネジメントの考え方と技
術，そして海外プロジェクト特有の落とし穴と
対策を解説します。

佐藤知一　著/A5判・256頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7604-8

世界を動かす
プロジェクトマネジメントの
教科書 
～グローバルなチャレンジを
　成功させるOSの作り方

Windows 10 100%入門ガイド

技術評論社編集部，AYURA　著
B6変形判・192頁
定価（本体780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7469-3
「 W in d o w s10 」の 操 作 解 説 書 で す 。
Windows10の画面構成や，メール・インター
ネット・アプリなどの 機 能はもちろん，
Windows10のさまざまな新機能の使い方に
ついても，しっかり解説します。サッと手に取
れる，ハンディなポケットサイズ。

今すぐ使えるかんたんmini 
Windows 10 基本技

OS・パソコン入門

井上香緒里　著/B5変形判・256頁
定価（本体1000円＋税）
ISBN 978-4-7741-7468-6
超初心者向けパソコン操作ガイドの
Windows 10対応版。マウスの操作
が不安，キーボード入力に自信がな
い，そんなパソコン初心者の方々も一
通りのパソコン操作がマスターできま
す。Windows 10はちょっと不安と
いう方にもお勧めです。

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！ 
パソコン超入門［Windows 10対応版］

リンクアップ　著
四六判・224頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7527-0
NTTドコモから発売されたスマートフォン
「Xperia A4 SO-04G」の初心者向け解説
書。基本的な使い方のほか，独自機能，アプ
リケーションのインストールや使い方，
NTTドコモのサービスの利用方法なども解
説しています。

モバイル
ゼロからはじめる
ドコモ Xperia A4 SO-04G スマートガイド

ミゾタユキ，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7559-1
ニコンの最新デジタル一眼レフカメラ，
N i k o n D 7 2 0 0 に 対 応 し た 解 説 書 。
D7200の操作方法や撮影方法はもちろ
ん，プロの写真家が教える撮影テクニック
までをふんだんに盛り込みました。携帯性
に優れたコンパクトサイズ。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
Nikon D7200 基本＆応用 撮影ガイド

プログラミング

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！新・刊・案・内

資格試験

増井雄一郎，小川伸一郎，株式会社日立ソ
リューションズ 牧俊男　著，一般財団法人
Rubyアソシエーション 前田修吾，CTCテク
ノロジー株式会社　監修
A5判・544頁/定価（本体3600円＋税）
ISBN 978-4-7741-7567-6
Ruby技術者認定試験Silver/Goldに対
応した標準的な教科書。Rubyの文法を
はじめ，オブジェクト指向や各種ライブラ
リなどRubyを使いこなす上で必須の知
識がしっかり身につきます。巻末に演習
問題を160問収録。

Ruby技術者認定試験合格教本 
Silver/Gold対応 Ruby公式資格教科書

ネットワーク、仮想化

中島淳之介，小原光弥，
豊原啓治　著
A5判・272頁
定価（本体2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7592-8
『VMwareの基本』の改訂版。
新バージョンであるVSphere
6.0に対応。VMware社のエンジ
ニアが，設計・構築・運用ま
で，現場で考えるべきこと，実
践すべきことをコンパクトに凝
縮しました。

改訂新版 
VMwareの基本 
～仮想化／クラウドのための
　設計・構築・運用のポイントがわかる

技術評論社編集部　著
四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7537-9
ソフトバンクモバイルから発売されるス
マートフォンXperia Z4の初心者向け解説
書。通話，メール，インターネットなどの
基本的な使い方を中心に，独自機能やアプ
リケーションのインストールや使い方など
を解説します。

モバイル
ゼロからはじめる
SoftBank Xperia Z4スマートガイド

田口俊弘　著
A5判・448頁
定価（本体3200円＋税）
ISBN 978-4-7741-7506-5
本書はFortran文法とプログラムの書
き方を解説した基礎編，さまざまな数
値計算法を解説した実践編の2部構成
になっています。例題ではそれぞれ解
答プログラム例を示し，数値計算アル
ゴリズムについて詳細に解説。

プログラミング
Fortran ハンドブック

岩永信之，山田祥寛，井上章，伊藤伸
裕，熊家賢治，神原淳史　著
B5判・128頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7607-9
2014年11月に提供された，全機能
を備えた無償版「Visua l Stud io 
Community」で，さらにC#を学びや
すい環境になりました。本書は，C#の
超入門から最新技術トレンド，さらに
データ処理のポイントやチーム開発の
実践方法など情報満載です。

プログラミング
C#エンジニア養成読本

川俣晶　著
A5判・376頁
定価（本体2680円＋税）
ISBN 978-4-7741-7594-2
最新版C#6の解説書です。特に従来の
C#で開発されてきたプログラムに焦点
を当てています。ここで問題になるの
は，開発済みのプログラム資産を無駄に
しないこと。本書では目の前にあるコー
ド資産の活用方法を追究します。

C# 6 実践的プログラミング［入門］講座

技術評論社編集部　著
四六判・256頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7609-3
NTTドコモから発売されたタブレット
「AQUOS PAD SH-05G」の初心者向
け解説書。文字入力／メール／インター
ネットといった基本的な使い方のほか，
カメラや各種Googleサービスの使い方
まで，ていねいに解説します。

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS PAD SH-05G スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著/四六判・224頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7516-4
NTTドコモから発売されるAndroidス
マートフォンXperia Z4 SO-03Gの初
心者向け解説書。基本的な使い方のほ
か，ドコモやGoogleのサービス，カメ
ラ，ワンセグ放送の視聴＆録画の方法，
独自機能の利用法など，ていねいに解説
します。

ゼロからはじめる
ドコモXperia Z4 SO-03Gスマートガイド

モバイル

リンクアップ　著
四六判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7518-8
ドコモから発売されたAndroidスマー
トフォンAQUOS EVER SH-04Gの
初心者向け解説書。初心者向けに基本
設定から，便利な機能，活用法などを
解説します。

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS EVER SH-04G スマートガイド

モバイル

リンクアップ　著
四六判・224頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7534-8
auから発売されたAndroidスマートフォ
ン「Xperia Z4 SOV31」の初心者向け
解説書。基本的な使い方のほか，auや
Googleのサービス，カメラ，ワンセグ放
送の視聴＆録画の方法，独自機能の利用
法など，ていねいに解説します。

ゼロからはじめる
au Xperia Z4 SOV31 スマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著
四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7608-6
auから発売されたAndroidスマートフォン
URBANO V02の初心者向け解説書。基本
的な使い方のほか，auやGoogleのサービ
ス，カメラ，ワンセグ放送の視聴＆録画の
方法，独自機能の利用法など，ていねいに
解説します。

ゼロからはじめる
au URBANO V02スマートガイド

モバイル

資格試験

本郷PC塾　著
A4変形判・248頁/定価（本体1780円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7450-1

本郷PC塾　著
A4変形判・240頁/定価（本体1780円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7451-8

試験合格のため
に 考 え 抜 か れ
た，最 適な学習
カリキュラムを
提供します。学習
しやすい構成，自
動採点プログラ
ム付き，弱 点の
重点学習機能な
ど3つの特徴を
備えています。

30レッスンで絶対合格！ 
Microsoft Office Specialist 
Excel 2013 
テキスト＋問題集

30レッスンで絶対合格！ 
Microsoft Office Specialist 
Word 2013 
テキスト＋問題集

パロアルトネットワークス合同会社 監修，三輪賢一 監修・著，株式
会社エーピーコミュニケーションズ 伊原智仁，前川峻平，内藤裕
之，パロアルトネットワークス合同会社 福井隆太 著
B5変形判・528頁
定価（本体4800円＋税）
ISBN 978-4-7741-7521-8

パロアルトネットワークスの
次世代ファイアウォール， 
PAシリーズの機能を詳解しつ
つ，導入・実践についてまと
めています。

Palo Alto Networks 
構築実践ガイド 
次世代ファイアウォールの機能を徹底活用 技術評論社編集部　著

四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7562-1
auのスマートフォン「AQUOS SERIE 
SHV32」の初心者向け解説書。従来の携
帯電話としての基本的な使い方はもちろ
ん，カメラやインターネット，各種Google
サービス，便利なアプリケーションのイン
ストールと使い方について解説します。

モバイル
ゼロからはじめる
au AQUOS SERIE SHV32スマートガイド

吉森信哉，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7560-7
N i k o n の デ ジ タ ル 一 眼 レ フ カ メ ラ ，
D5500に対応した解説書。基本的な操
作方法や撮影の基礎知識から，プロのカ
メラマンが教えるシーン別撮影テクニッ
クまで，D5500を使いこなすための方
法が満載の1冊です。

今すぐ使えるかんたんmini
Nikon D5500 基本&応用 撮影ガイド

デジタルカメラ

中村貴史，MOSH books　著
B6変形判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7573-7
Canonのデジタル一眼レフカメラEOS 
8000Dの操作解説書です。「ピント」
「露出」「構図」といった写真上達に必
要な知識から，8000Dのさまざまな機能
の使いこなしまで，体系立てて解説しま
す。

今すぐ使えるかんたんmini
Canon EOS 8000D 基本&応用 撮影ガイド

デジタルカメラ

鈴木文彦（snap！）　著
A5判・160頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7593-5
本格写真を撮りたい男性ユーザーを満足
させ，かつ基礎的なカメラの機能や操作
方法をフォローし，X-T10の最大の売り
である「Xシリーズの色再現」「AFの使
い分け」「軽快な撮影スタイルに向くレ
ンズ」などを手厚く解説します。

デジタルカメラ
もっと知りたい
FUJIFILM X-T10 撮影スタイルBOOK

リンクアップ　著
B5判・128頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7570-6
Windows 10を使う際に，最初に知り
たいことをかんたんにまとめて解説し
た本。Windows 10の新機能の紹介か
ら始まり，基本操作，メールやインター
ネットの使い方，アプリの紹介，より使
いやすくする方法などを手順操作で解
説します。

リブロワークス　著/B5変形判・256頁
定価（本体1580円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7446-4
ホームページ作りに必須のHTMLと
CSSを，基本から学ぶことのできる入
門書。HTML・CSSを基礎からしっか
りと，大きな図面で解説。ホームページ
の仕組みを学びながら手を動かして
作っていく，はじめての人でもわかりや
すい入門書です。

技術評論社編集部　編著
B6判・128頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7484-6
月間予定表と週間予定表は，それぞれを季節ごとに色分けしてい
ます。また，いただき物・贈り物の記録，メモページ他，ねこに
関する豆知識や上手に撮る方法などのミニ情報が載っています。

手　帳

ねこ手帳 2016
松村潔　著
A6判・176頁
定価（本体880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7507-2
月の満ち欠けと月が運行する星座を記載した見開き1週間タイプ
のスケジュール帳です。月のサイクルを利用して開運できるよ
う，新月時・満月時の書き込み欄が設けられています。また月が
入宮している星座名と，それにあわせた日替わりの行動指針，ボ
イドタイム入りの時刻，開けの時刻を掲載しています。

手　帳

ムーン・ダイアリー'16

井沢元彦　著
特殊判型判・288頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7508-9
「井沢元彦の歴史手帳2016」あらたに，厳選古寺＆仏像リスト
を追加。その他，「日本史年表」などの「詳細データ」，史跡
マップなどの「ビジュアル」，「井沢のエッセイ」などの「読み
物」など盛りだくさん。

手　帳

井沢元彦の歴史手帳 2016
早水勉　著
特殊判型判・288頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7509-6
毎月＆毎週の星空イラストと天文イベントを非常に美しいカラー
イラストと写真で楽しめる，いままでにない「天体観測」のため
の手帳。2016年の天文データも満載です。カレンダーは2年，
月間，週間を用意，手帳としてもしっかり活躍します。

手　帳

天体観測手帳 2016
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VOL.168

　Minecraft（マインクラフト，通称「マイク
ラ」）は，2011年にPC版がリリースされて以
来，世界中で大人から子供まで，多くのユー
ザーに楽しまれているゲームです。3Dブロッ
クで構成された広大な世界を冒険したり，好
きな建物を建てたり，モンスターと闘ったり，プ
レイヤーの好みでさまざまな楽しみ方がで
き，世界で1億人を超える登録ユーザーを誇り
ます。子供から高い人気なのが特徴的で，日
本でもこのところ，小学生に大人気です。いま
や子供向けコミック誌『コロコロコミック』やテ
レビ番組『おはスタ』でも取り上げられるほど
浸透しつつあり，子供心をがっちりつかんでい
るゲームですが，その人気の秘密はどこにある
のでしょうか。

冒　険　の　楽　し　み
　マイクラには，自分で資材を探し，道具を作
り，レベルやHPなどがある「サバイバルモー
ド」，無制限にアイテムを利用できる「クリエイ
ティブモード」などのモードがあります。サバイ
バルモードを選択すると，プレイしているうち
に日が暮れ，次第にあたりが真っ暗になってし
まいます。夜にはモンスターが現れ，うかうかし
ているうちにモンスターに倒されてしまう可
能性があります。クリーパー，ゾンビなどのモ
ンスターにやっつけられないためには，日が暮
れる前に，木をたおし，木材で家を作り，隠れ
家を確保する必要があります。危険から身を
逃れながら，広い世界を探索するだけで，マイ
クラの魅力にはまってしまうことでしょう。

サバイバルモードで冒険の始まり

世　界　探　検
　マイクラの世界（ワールド）は広大です。モン

スターたちに倒されないように，コンパス，地
図や時計を使いながら，冒険に出ることもで
きます。また，地下を採掘することで，貴重な
鉱石を手に入れることもできます。ダイヤモン
ド鉱石，レッドストーン鉱石など，マイクラの世
界で役立つ鉱石を採掘すると，道具，武器や
回路作成などさまざまなことに利用できま
す。また，ウサギ，ブタ，オオカミ，コウモリ，ある
いは村人などにも出会うことになるでしょう。
動物は食料にしたり飼いならしたり，はたまた
敵対することもあります。村人と何か取引を
行うこともできるでしょう。

闘　い
　サバイバルモードでは，多くの敵から身を守
るために戦う必要もあるでしょう。またマイク
ラではマルチプレイヤーモードで，ほかのプレ
イヤーと戦うこともできます。こうしたさまざ
まな敵対的な相手と戦って勝てるように，腕
を磨き，武器を手に入れ，防具を固めるといっ
た楽しみ方も人気です。

回　路　で　遊　ぶ
マイクラでは「レッドストーン」という鉱石を利
用して，回路を作ることができます。レッドス
トーン回路を利用して，ピストンを作り，ブロッ
クを動かしたり，自動ドアのようなしくみを
作ったり，さらには鶏に自動的にえさを与える
しくみを作ることだってできてしまいます。

す ご い 建 物 を 建 て る
マイクラはコンピュータ上で遊べるレゴと表現

されることもありますが，さまざまな建築物を
作ることができるのも，マイクラの醍醐味で
す。インターネット上では，城や城壁，遊園地な
ど，実にさまざまな建造物を作ったユーザー
たちの作品が動画や画像などで公開されて
いるのを見ることができます。

海外のファンコミュニティ「Planet Minecraft」の
建築コンテスト優勝作品
「Aeternium - the Symphony of Dreams」

　こうしたさまざまな楽しみ方ができるマイク
ラ。たっぷりその 魅 力を 楽しむためには
Minecraft公式ハンドブックがお勧めです。こ
れから始める方を対象とした「Minecraft
（マインクラフト）公式ビギナーズハンドブッ
ク」，「レッドストーン」にフォーカスを当てた
「Minecraft（マインクラフト）公式レッドス
トーンハンドブック」の2点が刊行されており，
冬には「建築」をテーマにした「公式コンスト
ラクションハンドブック」，「戦い」をテーマとす
る「公式コンバットハンドブック」も発売される
予定とか。

ぜひ，じっくりとマイクラのの魅力に浸ってみ
てはいかがでしょうか。

Minecraft（マインクラフト）
公式ビギナーズハンドブック
Stephanie Milton，Paul Soares Jr，Jordan Maron　著
A5変形判・96ページ／定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7282-8

Minecraft（マインクラフト）
公式レッドストーンハンドブック
Nick Farwell　著／A5変形判・96ページ
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7283-5
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