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「読まれる→伝わる」
Web文章を書こう！

　あなたの働いている会社は，Webサイトを持っていますか？ 

「持っていない」と答える方は，ごくわずかなのではないで

しょうか？ そんな質問が意味をなさないくらい，今では，

Webサイトは会社になくてはならないツールとなっています。

そして，会社のWebサイトの目的は，主に次の3つからなって

います。

① 情報を伝える
② 行動を起こしてもらう
③ コミュニケーションをする

　①は，会社や商品の情報を伝え，相手に「どんな会社なの

か？」「どんな商品なのか？」を理解してもらうことです。②

は，商品やサービスを購入，契約するといった行動を起こして

もらうことです。③は，Webサイトを介してお客さんと交流を

図ることです。

　これらのうち，どの目的を中心としているかは，Webサイト

によってまちまちです。たとえば商品の販売を目的とするサイ

トであれば②が，コミュニケーションを意図するサイトであれ

ば，③が主な目的となります。ですが，会社のWebサイトであ

れば，少なくともこれら3つのうちの1つかそれ以上の目的を

持っていることはまちがいありません。

　それでは，これらの目的を果たすために，もっとも重要な要

素はなんでしょうか？ デザイン？ いいえ！ 画像？ いいえ！ ズ

バリ，それは

文章

　なのです。Webサイトというと，デザインや写真といった，

見た目のことに意識が向きがちかもしれません。しかしWebサ

イトを構成する要素の中でもっとも重要なのは，実は「文章」

です。なぜなら，Webサイトの目的が「①情報を伝える」「②

行動を起こしてもらう」「③コミュニケーションをする」とい

う3つのことである以上，そこには必ず「言葉」が必要となる

からです。

　もしあなたの会社のWebサイトに掲載されている文章が，わ

かりにくかったり，まちがいがあったりした場合，①②③の目

的を果たすことは，難しくなります。それはすなわち，「伝わ

らない文章」「売れない文章」「交流できない文章」になって

しまうからです。

　こうしたことから，Webサイトにとって，文章がいかに重要

か，ということがわかります。そして，①②③のいずれにも，

文章を読んでくれる「相手」が存在します。例えば会社の情報

を伝えたいのであれば，その情報を伝えたい相手はどんな人な

のか？ 商品を売りたいのであれば，その売りたい相手はどんな

人なのか？ こうした，文章を読んでくれる相手をイメージして

文章を書くことが，「読まれる→伝わる」Web文章を書くため

の秘訣ということです。

　「Web文章の「書き方」入門教室」では，以上のような考

え方を前提に，「商品紹介文」「サービス紹介文」「プロ

フィール文」などの具体的な文章の書き方を，5つのステップ

で解説していきます。皆さんの会社のWeb文章はいかがでしょ

うか？ 本書で，「伝わる」文章の書き方を学んでみてくださ

い！
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IoT時代のプログラミングの
楽しい学び方

 IoT時代へようこそ

　今はIoT（Internet of Things; モノのイ
ンターネット）の時代です。ソフトウェアシ
ステムはいろいろなセンサやアクチュエー
タ，ITシステムと動的に繋がり，常に拡大し
ています。
　このIoT時代ではプログラムは自律的に
動作し，他のプログラムと分散しながら協
調して動作する必要があります。つまり
日々拡張するIoTシステム全体が協調して
動作するように，個々のプログラムを開発
する必要があります（図1）。
　このような状況の中，プログラミングを
ワクワクドキドキしながら，学んでいく方
法を紹介します。

フレームワーク中心の
プログラミングから脱却

ライブラリやフレームワークのプログラミ
ング
　従来のプログラミングでは，プログラミ
ング言語を覚えてプログラミングするとい
うよりも，その言語でよく使われるライブ
ラリの癖やフレームワークの習慣を覚え
て，そのフレームにピッタリ入るようにプロ
グラミングしていました。例えば，Ruby 
on RailsやAndroid，JavaVM上の各種言
語などがそうです。

メリット ――生産性と信頼性の向上
　多数のライブラリやフレームワークを覚
え，それを使いこなすことにより，プログラ
ムは簡単に作れるようになり，生産性は向
上します。またライブラリやフレームワーク
自身のコードはバグが少なく品質は安定し

ています。そしてフレームにピッタリ入るよ
うにガイドにしたがって作るため，全体の
信頼性も向上します。まさにフレームワー
クを中心としたプログラミングは現在では
なくてはならない強力な武器です。
　フレームワークによりプログラムが短時
間に短い行数で作成できるので，プログラ
ムを動かす喜びも早く味わえます。まさに
プログラミング入門者にピッタリです。そ
れにメジャーな言語，メジャーなフレーム
ワークであればあるほど，多くの仲間と多
くの書籍，多くの情報があります。このよう
にフレームワーク中心のプログラミングは
入門者にとって，いいものです。

デメリット1――暗記と検索中心のプログ
ラミング
　しかしフレームワーク中心のプログラミ
ングではAPIなどを覚える量が肥大化して
います。リファレンスガイドが厚さを増し，
1,000ページに達するのは時間の問題で
す。初心者にとっては覚えるとか，そのガイ
ドで検索するというレベルではありませ
ん。
　書籍にあるプログラムでは，使用するラ
イブラリやフレームワークの探索はせずに
最初から使用するライブラリの答えが書い
てあります。しかし一番苦労するライブラ
リの検索は何も触れていません。だから書
籍のプログラムを見て，そのまま動作させ
ることは簡単にできても，実際の開発現場
で役に立たない……となる訳です。実際に
プログラミングするときには，正引きや逆
引きの検索機能がないとフレームワークは
使いこなせません。つまりフレームワーク
中心のプログラミングは，暗記と検索中心
のプログラミングなのです。
　それに何より，暗記と検索中心のプログ

ラミングは楽しくありません。最初は簡単
に動作するので楽しいと思いますが，上級
者になればなるほど，フレームワークに特
化した知識ばかりが増え，そのフレーム
ワークの仙人（専任）になってしまいます。
そしてそれは他に転用できない知識とな
り，そのフレームワークの死とともに，亡く
なってしまいます。
　
デメリット2――システムを超えられない，
動的に対応できない
　フレームワーク中心のプログラミングの
デメリットとして，対象としているシステム
の範囲を超えられないことも挙げられま
す。想定範囲内のことを一生懸命サポート
しますが，動的な拡張については弱いもの
です。
　IoT時代のソフトウェアシステムは冒頭
でも言及したように，いろいろなものと動
的に繋がる必要があります。個々のプログ
ラムがそれぞれ自律的に分散動作していて
もシステム全体では協調動作をする必要
があります。これには静的で，対象が限定
されているフレームワーク中心のプログラ
ミングでは対応できません。

IoT 時代に求められる
プログラミングパラダイム

副作用のない関数型プログラミング
　IoT時代のプログラミングに求められる
パラダイムは，関数型プログラミングのパ
ラダイムです。もちろん，オブジェクト指向
も必要で，この両方のパラダイムが必要に
なってきます。
　関数型プログラミングは，自律分散して
動作するプログラムには欠かせない「副作
用のないプログラム」の概念を持っていま

す。副作用のないプログラムを目指すとき
は，この関数型プログラミングのパラダイ
ムがピッタリです。これはオブジェクト指
向では味わえない魅力です。フレームワー
ク中心のプログラミングでは副作用は考慮
されていないことが多いでしょう。きっと
フレームワーク中心のプログラミングで
は，副作用をなくすためにコピーをしすぎ
てしまい，同期制御の嵐になるでしょう。

自然に動的拡張できる関数型プログラミング
　また関数型プログラミングはその仕組み
が単純です。ファーストクラスの関数や高
階関数の概念がありますので，システムの
対象を動的に拡張するときに大掛かりな仕
掛けを必要とせず，自然に行えます。
　オブジェクト指向では拡張のための仕掛
けとして差分プログラミング（継承やコン
ポジションなど）がありますが，多くのオブ
ジェクト指向プログラミングでは拡張はク
ラスに限定されます。またフレームワーク
自身を拡張するのは，これはもうプログラ
マの仕事ではありません。

AI時代に求められる関数型プログラミング
　IoTそのものとは関係ありませんが，今は
AIの第3次ブームだと言われていて，深層
学習（Deep Learning）が流行していま
す。関数型言語LispはAI用の言語として使
われていました。これは関数型言語が持っ
ていた，拡張性の高い柔軟性があったため
です。このようにAIのプログラミングでも，
この関数型プログラミングは重要になって
きています。

楽しく学ぶ
関数型プログラミング

プログラミングは楽しくなければならない
　プログラミングを仕事にする人でも，趣
味でプログラミングする人でも，楽しみな
がらプログラミングできたほうがいいに決
まっています。関数型プログラミングには
その楽しさがあります。
　これに対して，手続き型プログラミング
（命令型プログラミング）はあまり楽しく
ないでしょう。その理由は，書籍のプログ
ラムを見ても，命令ばかりしていて，一体全
体，このプログラムが何をしたいのかは，
プログラムを動かすまでわかりません。こ
れでは楽しさは感じられません。

プログラムがわかりやすい
　関数型プログラミングは状態を持ちま
せん。このため，関数単体で閉じています。
他の関数を見ることなく，その関数単体で
意味がわかります。優れた名前付けをされ
た関数を見るだけで，全体のプログラムを
読み解くことができます。

プログラムが作りやすい
　関数型プログラミングでは状態を持た
ず，破壊的代入文を使わず，副作用を生じ
させません。この制約の元にプログラミン
グします。手続き型やオブジェクト指向に
慣れたプログラマにとっては，これは大変
なことだと思うかもしれません。しかし制
約があるからこそ，作りやすいということ
があります。手続き型のように野坊主に自
由に作るのは，初心者にとっては作りにく
いものです。またオブジェクト指向のよう
にクラスという制約とは直交する関数型の
制約で，オブジェクト指向と共存させて作
るのもお勧めです。

Lispのススメ

　関数型プログラミングをするときには
Lispをお勧めします。この理由はLispが
IoT時代のプログラミングを楽しく学ぶた
めの言語として優れているからです。その
理由を挙げていきます（図2）。

① Lispは完成していなくても部分実行が
できる
　Lispはインタプリタで実行できます。実
行する部分だけが完成していれば動作しま
す。このため，ちょこまかと実行してはプロ
グラミングすることができます。小まめに
動作させるので，動いた！という感動も早
く味わえ，多く味わえ，長続きします。

② Lispには呪文は不要
　Lispには，Javaのpublic static void 
main(String[] argv)のような呪文は必要
ありません。動作させたい関数をそのまま
作るだけです。コンパイルも必要ありませ
ん。すぐに実行できます。このターンアラウ
ンドタイムの短さも，プログラミングの楽
しさに集中させます。

③ Lispは動的言語
　Lispは動的に型付けされるため，型宣言
は必要ありません。余分なことで頭を悩ま
せず，プログラミングに集中できます。ま
たLispは動的言語で関数の再定義やクラ
スの 再 定 義 も動 的に行えます。それも
Javaのような面倒なリフレクションではな
く，そのまま関数定義やクラス定義をする
だけで行えます。動的な再定義さえも空気
のように何も気にせずに，ただプログラミ
ングに集中できます。

④ Lispは関数型言語の基本
　LispはAIのアセンブラと呼ばれていま
すが，関数型プログラミングの仕掛けを原
始的な機能としてすべて持っていますの
で，関数型プログラミングのアセンブラと
も呼べます。関数型プログラミングのラム
ダ式やクロージャはもちろんLispから始
まっています。遅延評価や無限リストなど
も，これらを使って基本から学ぶことがで
きます。

* * *

　IoT時代に必要な関数型プログラミング
を楽しく学ぶのに，まさにLispは最適な言
語です。皆さんもぜひLispで楽しくプログ
ラミングを始めてみてください。

著者プロフィール

五味 弘（ごみひろし）
沖電気工業（株）。TAO/ELISやOKI Common LispなどのLisp処理系の開発に従事。三重大学や群馬高専で非常勤講師。
書籍や雑誌，Web記事執筆，講演多数。博士（工学）。
 URL  http://gomi.info
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IoT時代のプログラミングの
楽しい学び方

 IoT時代へようこそ

　今はIoT（Internet of Things; モノのイ
ンターネット）の時代です。ソフトウェアシ
ステムはいろいろなセンサやアクチュエー
タ，ITシステムと動的に繋がり，常に拡大し
ています。
　このIoT時代ではプログラムは自律的に
動作し，他のプログラムと分散しながら協
調して動作する必要があります。つまり
日々拡張するIoTシステム全体が協調して
動作するように，個々のプログラムを開発
する必要があります（図1）。
　このような状況の中，プログラミングを
ワクワクドキドキしながら，学んでいく方
法を紹介します。

フレームワーク中心の
プログラミングから脱却

ライブラリやフレームワークのプログラミ
ング
　従来のプログラミングでは，プログラミ
ング言語を覚えてプログラミングするとい
うよりも，その言語でよく使われるライブ
ラリの癖やフレームワークの習慣を覚え
て，そのフレームにピッタリ入るようにプロ
グラミングしていました。例えば，Ruby 
on RailsやAndroid，JavaVM上の各種言
語などがそうです。

メリット ――生産性と信頼性の向上
　多数のライブラリやフレームワークを覚
え，それを使いこなすことにより，プログラ
ムは簡単に作れるようになり，生産性は向
上します。またライブラリやフレームワーク
自身のコードはバグが少なく品質は安定し

ています。そしてフレームにピッタリ入るよ
うにガイドにしたがって作るため，全体の
信頼性も向上します。まさにフレームワー
クを中心としたプログラミングは現在では
なくてはならない強力な武器です。
　フレームワークによりプログラムが短時
間に短い行数で作成できるので，プログラ
ムを動かす喜びも早く味わえます。まさに
プログラミング入門者にピッタリです。そ
れにメジャーな言語，メジャーなフレーム
ワークであればあるほど，多くの仲間と多
くの書籍，多くの情報があります。このよう
にフレームワーク中心のプログラミングは
入門者にとって，いいものです。

デメリット1――暗記と検索中心のプログ
ラミング
　しかしフレームワーク中心のプログラミ
ングではAPIなどを覚える量が肥大化して
います。リファレンスガイドが厚さを増し，
1,000ページに達するのは時間の問題で
す。初心者にとっては覚えるとか，そのガイ
ドで検索するというレベルではありませ
ん。
　書籍にあるプログラムでは，使用するラ
イブラリやフレームワークの探索はせずに
最初から使用するライブラリの答えが書い
てあります。しかし一番苦労するライブラ
リの検索は何も触れていません。だから書
籍のプログラムを見て，そのまま動作させ
ることは簡単にできても，実際の開発現場
で役に立たない……となる訳です。実際に
プログラミングするときには，正引きや逆
引きの検索機能がないとフレームワークは
使いこなせません。つまりフレームワーク
中心のプログラミングは，暗記と検索中心
のプログラミングなのです。
　それに何より，暗記と検索中心のプログ

ラミングは楽しくありません。最初は簡単
に動作するので楽しいと思いますが，上級
者になればなるほど，フレームワークに特
化した知識ばかりが増え，そのフレーム
ワークの仙人（専任）になってしまいます。
そしてそれは他に転用できない知識とな
り，そのフレームワークの死とともに，亡く
なってしまいます。
　
デメリット2――システムを超えられない，
動的に対応できない
　フレームワーク中心のプログラミングの
デメリットとして，対象としているシステム
の範囲を超えられないことも挙げられま
す。想定範囲内のことを一生懸命サポート
しますが，動的な拡張については弱いもの
です。
　IoT時代のソフトウェアシステムは冒頭
でも言及したように，いろいろなものと動
的に繋がる必要があります。個々のプログ
ラムがそれぞれ自律的に分散動作していて
もシステム全体では協調動作をする必要
があります。これには静的で，対象が限定
されているフレームワーク中心のプログラ
ミングでは対応できません。

IoT 時代に求められる
プログラミングパラダイム

副作用のない関数型プログラミング
　IoT時代のプログラミングに求められる
パラダイムは，関数型プログラミングのパ
ラダイムです。もちろん，オブジェクト指向
も必要で，この両方のパラダイムが必要に
なってきます。
　関数型プログラミングは，自律分散して
動作するプログラムには欠かせない「副作
用のないプログラム」の概念を持っていま

す。副作用のないプログラムを目指すとき
は，この関数型プログラミングのパラダイ
ムがピッタリです。これはオブジェクト指
向では味わえない魅力です。フレームワー
ク中心のプログラミングでは副作用は考慮
されていないことが多いでしょう。きっと
フレームワーク中心のプログラミングで
は，副作用をなくすためにコピーをしすぎ
てしまい，同期制御の嵐になるでしょう。

自然に動的拡張できる関数型プログラミング
　また関数型プログラミングはその仕組み
が単純です。ファーストクラスの関数や高
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　お仕事などで文書を作成する機会も多い
のではないでしょうか？ そのときに，どのよう
なソフトで作成されていますか？ 実は，Excel
で文書を作成することができます。
　Excelで文書を作成するメリットは，計算機
能や表の作成機能などExcelの機能を活用
できる点にあります。これらを活用することで，
表やグラフ・図などを利用して，ひと目で伝わり
やすい文書を作成することができます。
　これまで，文章のみで文書作成をされてい
た人にとっては，「もっと早く知りたかった！」と
思われることでしょう。

　Excelが得意とする文書の一例は，

・計算結果を掲載する文書
・誤入力を防止する工夫がされた文書
・グラフを活用した文書

などです。

見積書

申請書

売上集計

　文書作成の大まかな流れは，以下の通りで
す。

1. 用紙のサイズと余白を設定する
2. データを入力し，集計する
3. 列や行を調整する
4. 見た目を整える
5. 印刷する

　この流れの中で，分かりやすく伝えるように
工夫します。そのために，Excelの機能を活用
できることが大切です。

　「今すぐ使えるかんたんEx Excel文書作
成［決定版］プロ技セレクション［Excel 
2016/2013/2010対応版］」は，Excelを
使用した文書作成の方法を基本から活用方
法まで解説しています。また，必要な場面に合
わせて使用していただくために，技集形式で
解説しています。本書で解説する技を使って，
自由自在に文書を作成しましょう。

今すぐ使えるかんたんEx 
Excel文書作成［決定版］
プロ技セレクション
［Excel 2016/2013/2010対応版］
尾崎裕子　著／A5判・352ページ
定価（本体1580円＋税）
ISBN 978-4-7741-8051-9

Excel で文書作成ができる!?

Excel が得意とする文書って？ Excel 文書作成の基本や便利な
使い方を学ぶには？

Excel で文書を作成する流れは？

まだまだ現役！ 
USBメモリー徹底活用！
まだまだ現役！ 
USBメモリー徹底活用！

「USBメモリーにデータを保存する」，「USBメモリーに保存した
データを別のパソコンへ移動する」，これは今も変わらずUSBメ
モリーの主要な使い方といえます。
しかし，USBメモリーは「データの持ち運び」以外にも”実は便
利”な使い方がたくさんあります。ここでは，下記書籍で紹介して
いる項目のうち，便利なものをいくつかご紹介いたしましょう。

今すぐ使えるかんたんmini
USBメモリー 徹底活用技
［Windows 10/8.1/7対応版］
オンサイト　著／B6変形判・192ページ／定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8046-5

　アプリを持ち運びできる！

　USBメモリーには「アプリ自体をインストールする」ことがで
きます。普段，インターネットでWebページを見る際に，Internet 
ExplorerやMicrosoft Edgeを立ち上げると思いますが，これらは
「Webブラウザー」という「アプリ」です。このようなアプリを
USBメモリーにインストールしておくことで，Webブラウザーな
どを「USBメモリーから起動して利用」できてしまいます。もち
ろん，複数のアプリをインストールすることもできるので，「Web
ブラウザー」以外にも「メールアプリ」や「画像加工アプリ」など
を，USBメモリーひとつで持ち運ぶ，といったことも可能です。
　使うアプリをUSBメモリーで持ち運べば，「使いたいパソコン
にアプリが入っておらず使えない……」，「パソコンのWebブラウ
ザーが使いにくい……」という場合でも安心です。

　データを自動でバックアップ！
　
　「急にパソコンが壊れたとき，データがすべて消失してしまっ
た…」。これは誰にでも起こりうるトラブルです。失いたくない大
事なデータは，「USBメモリーにバックアップ」をしておくとよい
でしょう。それも，手動でいちいちデータをコピーするのではな
く，「パソコンにUSBメモリーを挿入したら，自動的にバックアッ
プする」ように設定すると，バックアップ漏れを防ぐこともでき，
おすすめです。
本書では，バックアップアプリを使用したバックアップ方法を解
説しています。手順を追って操作を紹介しているので，操作で迷
うことはありません。

バックアップアプリを使って，バックアップしたいパソコン側のフォル

ダと，バックアップ先のUSBメモリー側のフォルダを設定する

　「OS」をUSBメモリーで利用！
　
　みなさまは「Windows（Windows 10，7など）」を搭載した
パソコンをお使いでしょうか？もし，USBメモリーをパソコンに
挿入して，USBメモリーからパソコンを起動すると，Windowsで
はない，まったく別の画面でパソコンを利用できるとしたら，それ
は驚きではないでしょうか？

　詳しい説明は省かせていただきますが，「Windows」のような
アプリのことを「OS（Operating System）」といいます。USB
メモリーにはアプリをインストールできると説明しましたが，実は
「OS自体をインストールする」こともできてしまいます。これを
利用して，本書では「Ubuntu」というOSをUSBメモリーにイン
ストールする方法を解説しています。USBメモリーからUbuntu
を起動すれば，普段お使いのWindowsパソコンを，まったく別の
パソコンとして利用できます。
ただし，これはパソコンの「深い」設定を変更する必要があるた
め，若干の危険を伴います。パソコンに自信のある方のみ，挑戦し
てみてください。

USBメモリーからOSを起動すれば，いつものパソコンをまったく別の

パソコンとして利用できる
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ビーコンとは

　ビーコンと言えば，自動車向けの渋滞情報
などを表示するVICS（Vehicle Information 
and Communication System）で利用され
る「電波ビーコン」や「光ビーコン」が身近
な例として挙げられます。また，冬山登山を
される方であれば「雪崩ビーコン」を思い浮
かべる方もいるでしょう。
　ビーコン（beacon）は和訳すると「のろ
し」や「かがり火」という意味があります。つ
まり，「ルールに従って発信された情報を受
け取った側が処理することで正確に伝達でき
る仕組み」と言えるでしょう。

なぜ注目されているのか？

　 2013 年に米 App le 社は，iOS 7に
「iBeacon」という機能を標準搭載しまし
た 。2 015 年 7 月には 米 G o o g l e 社 が
「Eddystone」を発表しました。どちらも
BLE（Bluetooth Low Energy）技術を活用
したビーコン規格です。IT業界の注目企業で
あるApple社とGoogle社が発表したことによ
り，大きな注目を集めることとなりました。
　厳密に言えば，iBeaconに準拠したデバイ
ス（図A）はBLEブロードキャスト通信
（broadcast；同時通報）の信号（ビーコン
信号）を送り続けるだけです（Eddystoneの
仕様は若干異なります）。つまり，ビーコン信
号を受け取る側のデバイス（iPhoneやiPad
など）のアプリ次第で活用の幅が異なるた
め，新たなサービスを立ち上げようと各社が
競っているのです。

図A　iBeaconデバイス（例）

　

ま た ，I C タ グ や N F C（ N e a r F i e l d 
Communication；近距離無線通信技術）と
の違いを説明する代わりに，iBeaconのメ
リットとデメリットを挙げておきます。

●iBeaconのメリット
・導入コスト，運用コストが低い
・信号が届く範囲を調節できる
・屋内・屋外で利用できる
・持ち歩くことができる

　ビーコンデバイスは，BLEチップを搭載し
た小さな基盤と電池のみで構成される装置な
ので，低価格で提供されています。また，運
用時のコストは基本的には電池代だけです。
さらに，ビーコンデバイスの設置は，ケース
に入ったビーコンを置いたり，両面テープで
張り付ける程度なので，大規模な工事も必要
ありません。

●iBeaconのデメリット
・電源が必要
・ビーコンの設置場所が難しい
・iBeacon対応アプリが必要である
・ビーコン識別子が詐称される可能性がある

　ビーコンは，電波を発信し続けるため，電
気を供給する電源が必要です。ビーコンは識
別子を信号として送っていますが，識別子を
複製したビーコンを作ることができます（現
時点では，複製の対策は困難です）。そのた
め，決済などの高いセキュリティが求められ
るサービスでは，ビーコン単体で識別するの
ではなく，別のソリューションと組み合わせ
て構築する必要があります。

データは何に利用できるの？

　では，ビーコンを使うことで，何ができる
のでしょうか。ここでは，一例として位置情
報を活用したサービスを紹介します。図Bは
2014年の「東京高円寺阿波おどり」で
iBeaconデバイスとスマートフォンアプリを
活用して，観客や踊りのグループ「連」の動
きを，「CartoDB」（https://cartodb

.com/）というサービスで可視化したもの
です（無料でも利用可）。もちろん，

それほど費用をかけずに天候や
時間帯など，事後で分析する

こともできます。
　このように，安価な
ビーコンデバイスと，
GPS 機 能を 持つス
マートフォンを連動
させることで，これ
までにはないサービ
スや仕組みを新たに
作り出せる可能性を
秘めています。

図B  iBeaconを使った実証実験の結果（例）

　本書では，ビーコンの基本的なことから，
アプリ作成方法や活用方法までを解説してい
ます。また，付属する体験アプリ（図C：iOS
版／Android版）を無料公開中です。App 
StoreまたはGooglePlayで「Beacon入門」
と検索してインストールできます。なお，iOS
版では本アプリからiBeacon信号を発信させ
ることもできます。

図C　体験アプリ「Beacon入門」

        （iOS版）
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　米国時間3月30日から4月1日の日程で開催されたMicrosoftの年

次イベント「Build 2016」で，同社のLinux関連戦略に大きなト

ピックが追加されました。それは，Linux OSでメジャーな「bash」

というシェル（簡単に言うとコンピュータと対話するためのOSの

ユーザインターフェース部分）をWindows OS上で動作させるプロ

ジェクトです。これによって，Windows上でLinuxバイナリが実行で

きるようになると期待されています。

　ここ数年，Microsoftはクラウド（Azure），Linux，オープンソー

スに力を入れています。この背景には，大企業のサーバ，データセン

ター，クラウドの分野でLinuxのシェアが高まっているという業界動

向があります。2011年で65％と45％だったLinuxとWindowsの

同分野での導入率が，2014年には79％と36％と，その差をさらに

広げたというレポートもあります（参考：「2014 Enterprise End 

User Report」The Linux Foundation）。

　Windows上でbashを使えるようにすることで，この動向に敏感

なIT技術者がWindowsに感じていた障壁が1つ取り除かれると考え

られます。もちろん仮想化などの手法を用いれば現状でもOSの混在

／切り替えは可能ですが，MicrosoftがWindowsの一部として提供

することにより，すべてのWindows 10ユーザが同じbash環境を同

時に手にするという点が重要です。

　これらのことはつまり，これからのIT技術者にはUnix/Linux系の

シェル操作がこれまで以上に求められるということにほかなりません。

　さて，ここでようやく本書の出番となるわけですが，書名にある

「Vim」と「Emacs」は，どちらもUnix/Linuxのシェル上で動作す

るテキストエディタとして誕生しました。いまではGUI版として独立

したウィンドウでも動作します（Mac OS X用とWindows用もあり

ます）が，もともとはシェルでのOSとの対話中にテキスト編集が必

要になったときに起動し，シェルとエディタを行き来して使います。

VimとEmacsはそのような使われ方を前提に洗練されてきたため，

マウスは一切使わずキーボードだけでシェルのコマンド実行（つまり

コンピュータの操作）とテキスト編集作業が行えます。

　両エディタが持つシェルとの親和性の高さは，前述の状況を考え

れば，これからのIT技術者にとって欠かせない武器になり得ます。

Microsoftの発表でも，bash上で動作するアプリケーションの例と

してEmacsが挙げられています。

　本書は，合計24名からなる両エディタの愛用者による寄稿記事を

収録しました。愛用される理由は，読者の皆さん自身が手を動かして

見つけてください。本書がこれからのITを担う読者の皆さんにとっ

て，手放せないエディタ探しの一助になれば幸いです。

「Bash on Ubuntu on Windows」で

ますます需要が高まる
Unix/Linuxの知識

でbashが使えるようになるってどういうこと？

Windows

との協調路線を強めるMicrosoft

Linux

で愛用され続ける二大エディタを学ぶ意味

Unix/Linux

図1　Windows 10で動作中のEmacs

二大エディタならシェルをもっと活用できる！
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ビーコンとは
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and Communication System）で利用され
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される方であれば「雪崩ビーコン」を思い浮
かべる方もいるでしょう。
　ビーコン（beacon）は和訳すると「のろ
し」や「かがり火」という意味があります。つ
まり，「ルールに従って発信された情報を受
け取った側が処理することで正確に伝達でき
る仕組み」と言えるでしょう。
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BLE（Bluetooth Low Energy）技術を活用
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あるApple社とGoogle社が発表したことによ
り，大きな注目を集めることとなりました。
　厳密に言えば，iBeaconに準拠したデバイ
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図A　iBeaconデバイス（例）
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　エンジニアが成果物を作るたびに，成

果物を解説する技術文書が必要になり

ます。文書執筆を専門とするテクニカル

ライタが必要な技術文書を書いてくれ

る場合もありますが，多くはエンジニア

自身が作らなくてはなりません。

　成果物を利用するユーザは技術文書

を読みながら，制作物を理解します。

そのため技術文書が読みにくかった

り，必要な記述が抜けているとユーザ

は制作物を利用できません。結果的に

ドキュメントがわかりやすく記述され

ていないために，制作物を作成したエ

ンジニア自身が対応に追われて，新し

い制作物を作る時間がとれなくなって

しまいます。そのため，現在ではわか

りやすい技術文書を作成する技術はエ

ンジニアに必要なスキルになっていま

す。

技術文書を作成する
難しさ

　しかし残念ながらわかりやすい技術

文書を作成するのは骨の折れる作業で

す。とくに技術文書を複数人数で書い

ていると専門用語や句読点が揃ってい

ないという単純な問題がおこります。

その結果，内容を十分にチェックをす

る時間が取れません。

技術文書を自動検査する
RedPenというツール

　RedPen（http://redpen.cc）とい

うツールは執筆者が従うルール（規

約）を自動で検査するツールです。

RedPenの特徴

　RedPenは以下の特徴を持ちます。

マークアップ言語の対応

　技術文書はテキスト以外にも多くの

要素からなります。そのため多くの技

術文書はマークアップ言語で記述され

ます。

　RedPenは技術文書で利用される

マークアップ言語（Markdown，

LaTeXなど）をサポートしているた

め，ユーザは記述中の文書をそのまま

検査できます。

設定が柔軟

執筆者はそれぞれ異なる規約に基づい

て 文 書 を 記 述 し ま す 。 そ の た め

RedPenは規約を表現するための設定

が柔軟に変更できるように設計されて

います。規約を表す設定はRedPenの

設定ファイルとして保存して利用しま

す。文書をGitなどのバージョン管理シ

ステムで管理する場合には，規約をリ

ポジトリに同梱します。リポジトリに

RedPenの設定ファイルを同梱するこ

とで，執筆グループのメンバ全員が同

じ規約に基づいて執筆できます。

多言語に対応

　最近は日本発のオープンソースプロ

ジェクトでも利用方法は英語で書く習

慣が広がっています。RedPenは言語

を問わず利用できます。

拡張できる

　RedPenに欲しい機能が足りないと

思った場合には，RedPenの機能を拡

張できます。拡張に利用できるプログ

ラミング言語はJavaとJavaScriptで

す。特にJavaScriptで拡張を作成する

場合には，関数を一つ実装するだけで

実装できます。

エディタに対応

　RedPenはコマンドラインツールと

して利用できますが，それ以外にも

サーバの機能（REST API）を提供し

ています。

　さらに，一部のエディタにはプラグ

インが提供されています（プラグイン

の多くはRedPenを利用するエンジニ

アがオープンソースプロジェクトとし

て公開しています）。RedPenプラグ

インが提供されているエディタを使用

すると，文書を書きながら検査を並行

して実行できます。現在RedPenのプ

ラグインが利用できるエディタには

Atom，Emacs，Vimなどがありま

す。詳しくはRedPenのホームページ

を参照してください。

まとめ

　本稿では文書検査ツールRedPenに

ついて解説しました。是非，文書の執

筆で利用してみてください。

　この10年，ベイズの理論は幅広い分

野で活用されるようになりました。例え

ば，ホームページの検索で有名なグーグ

ルでは，効率の良い検索ができる論理と

してベイズの理論が利用されています。

また，電子メールの迷惑メールの振り分

けに，この考え方が活かされています。

「感情が経済を動かしている」と主張す

る行動経済学などの分野でも，盛んに利

用されるようになってきました。

　近年，マスコミ界ではAI（人工知能）

の研究やビッグデータ，IoT（モノのイ

ンターネット）など，情報理論の言葉が

日常的に飛び交っています。

　その最新の世界にもベイズの理論は活

躍の場を広げています。

　一方，ベイズの理論に関して，「わか

りにくい」，「複雑だ」といった話をよ

く耳にします。確かに，ベイズの理論に

関する文献をひも解くと，たくさんの数

学記号が紙面を埋めていたり，著者の研

究分野に偏った内容に主眼が置かれたり

していて，けっして易しいという印象は

受けません。

　しかし，ベイズの理論について，「難

しい」といって逃げることができない時

代に突入しているのです。

　ベイズの理論は色々ある確率論の中の

一つです。「2度あることはきっと3度

ある」と考える人を正当化する確率論で

す。

　何回も実験して確かめられることを前

提とする確率論を頻度論と呼びます。中

学校や高等学校で扱う確率論はこの頻度

論です。20世紀までの確率・統計学の

主流の論理で，現代を支える生産管理や

疫学，実験計画などで大いに活躍してい

ます。

　例えば，次のような日常の例を考えて

みましょう。

【例 1 】A君のB大学合格確率は50%

【例2】明日の株価が上昇する確率は

80%

【例3】僕が彼女の愛を射止める確率

10%

【例4】新開発の抗癌薬Cが末期患者に効

く確率は50%

　日常会話で用いる限り，これらの例文

は何の違和感もないでしょう。しかし，

「頻度論」的な立場で見直すと問題が生

じます。

　【例1】の「大学合格確率」50%を確

かめるには，頻度論的にはA君は何回も

B大学を受験しなければなりません。し

かし，大学入試の機会はそれほど多くは

ありません。すると，この合格確率

50%は何を意味するのでしょうか。

【例2】，【例3】も同様です。明日の

株価は1回限りのものですし，人の愛を

射止めるかどうかも繰り返せるものでは

ありません。【例4】の新薬について

も，命に直接関わる薬の場合には多くの

人にその効能をテストすることは出来な

いでしょう。

　このように，日常的に用いられる「確

率」概念は，学校で教えられる頻度論と

は相容れない場合があります。これらを

取り込める新しい理論が求められます。

その代表がベイズの理論です。

　頻度論は「固定した確率」からデータ

が生まれ，ベイズの理論では「データか

ら確率分布が得られる」と考えます。

　「データから確率分布が得られる」と

いうベイズの理論の考え方は，頻度論よ

りも拡張性に富みます。頻度論は仮定し

た確率値が正しいかを確かめるために，

試行を何回も繰り返す必要があります。

それに対してベイズの理論では，たった

1個のデータからも妥当な結論を引き出

すことが出来るのです。

　この性質のお陰で，先の【例1】～

【例4】などの確率現象を十分に分析対

象とすることが出来ます。人間の信念や

確信，理解度など，更に抽象的な内容に

ついても，ベイズの理論は研究対象にす

ることが可能です。

　現代において，AI（人工知能）や経済

学，心理学でベイズの理論が多用される

理由はここにあるのです。
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　エンジニアが成果物を作るたびに，成

果物を解説する技術文書が必要になり

ます。文書執筆を専門とするテクニカル

ライタが必要な技術文書を書いてくれ

る場合もありますが，多くはエンジニア

自身が作らなくてはなりません。

　成果物を利用するユーザは技術文書

を読みながら，制作物を理解します。

そのため技術文書が読みにくかった

り，必要な記述が抜けているとユーザ

は制作物を利用できません。結果的に

ドキュメントがわかりやすく記述され

ていないために，制作物を作成したエ

ンジニア自身が対応に追われて，新し

い制作物を作る時間がとれなくなって

しまいます。そのため，現在ではわか

りやすい技術文書を作成する技術はエ

ンジニアに必要なスキルになっていま

す。

技術文書を作成する
難しさ

　しかし残念ながらわかりやすい技術

文書を作成するのは骨の折れる作業で

す。とくに技術文書を複数人数で書い

ていると専門用語や句読点が揃ってい

ないという単純な問題がおこります。

その結果，内容を十分にチェックをす

る時間が取れません。

技術文書を自動検査する
RedPenというツール

　RedPen（http://redpen.cc）とい

うツールは執筆者が従うルール（規

約）を自動で検査するツールです。

RedPenの特徴

　RedPenは以下の特徴を持ちます。

マークアップ言語の対応

　技術文書はテキスト以外にも多くの

要素からなります。そのため多くの技

術文書はマークアップ言語で記述され

ます。

　RedPenは技術文書で利用される

マークアップ言語（Markdown，

LaTeXなど）をサポートしているた

め，ユーザは記述中の文書をそのまま

検査できます。

設定が柔軟

執筆者はそれぞれ異なる規約に基づい

て 文 書 を 記 述 し ま す 。 そ の た め

RedPenは規約を表現するための設定

が柔軟に変更できるように設計されて

います。規約を表す設定はRedPenの

設定ファイルとして保存して利用しま

す。文書をGitなどのバージョン管理シ

ステムで管理する場合には，規約をリ

ポジトリに同梱します。リポジトリに

RedPenの設定ファイルを同梱するこ

とで，執筆グループのメンバ全員が同

じ規約に基づいて執筆できます。

多言語に対応

　最近は日本発のオープンソースプロ

ジェクトでも利用方法は英語で書く習

慣が広がっています。RedPenは言語

を問わず利用できます。

拡張できる

　RedPenに欲しい機能が足りないと

思った場合には，RedPenの機能を拡

張できます。拡張に利用できるプログ

ラミング言語はJavaとJavaScriptで

す。特にJavaScriptで拡張を作成する

場合には，関数を一つ実装するだけで

実装できます。

エディタに対応

　RedPenはコマンドラインツールと

して利用できますが，それ以外にも

サーバの機能（REST API）を提供し

ています。

　さらに，一部のエディタにはプラグ

インが提供されています（プラグイン

の多くはRedPenを利用するエンジニ

アがオープンソースプロジェクトとし

て公開しています）。RedPenプラグ

インが提供されているエディタを使用

すると，文書を書きながら検査を並行

して実行できます。現在RedPenのプ

ラグインが利用できるエディタには

Atom，Emacs，Vimなどがありま

す。詳しくはRedPenのホームページ

を参照してください。

まとめ

　本稿では文書検査ツールRedPenに

ついて解説しました。是非，文書の執

筆で利用してみてください。

　この10年，ベイズの理論は幅広い分

野で活用されるようになりました。例え

ば，ホームページの検索で有名なグーグ

ルでは，効率の良い検索ができる論理と

してベイズの理論が利用されています。

また，電子メールの迷惑メールの振り分

けに，この考え方が活かされています。

「感情が経済を動かしている」と主張す

る行動経済学などの分野でも，盛んに利

用されるようになってきました。

　近年，マスコミ界ではAI（人工知能）

の研究やビッグデータ，IoT（モノのイ

ンターネット）など，情報理論の言葉が

日常的に飛び交っています。

　その最新の世界にもベイズの理論は活

躍の場を広げています。

　一方，ベイズの理論に関して，「わか

りにくい」，「複雑だ」といった話をよ

く耳にします。確かに，ベイズの理論に

関する文献をひも解くと，たくさんの数

学記号が紙面を埋めていたり，著者の研

究分野に偏った内容に主眼が置かれたり

していて，けっして易しいという印象は

受けません。

　しかし，ベイズの理論について，「難

しい」といって逃げることができない時

代に突入しているのです。

　ベイズの理論は色々ある確率論の中の

一つです。「2度あることはきっと3度

ある」と考える人を正当化する確率論で

す。

　何回も実験して確かめられることを前

提とする確率論を頻度論と呼びます。中

学校や高等学校で扱う確率論はこの頻度

論です。20世紀までの確率・統計学の

主流の論理で，現代を支える生産管理や

疫学，実験計画などで大いに活躍してい

ます。

　例えば，次のような日常の例を考えて

みましょう。

【例 1 】A君のB大学合格確率は50%

【例2】明日の株価が上昇する確率は

80%

【例3】僕が彼女の愛を射止める確率

10%

【例4】新開発の抗癌薬Cが末期患者に効

く確率は50%

　日常会話で用いる限り，これらの例文

は何の違和感もないでしょう。しかし，

「頻度論」的な立場で見直すと問題が生

じます。

　【例1】の「大学合格確率」50%を確

かめるには，頻度論的にはA君は何回も

B大学を受験しなければなりません。し

かし，大学入試の機会はそれほど多くは

ありません。すると，この合格確率

50%は何を意味するのでしょうか。

【例2】，【例3】も同様です。明日の

株価は1回限りのものですし，人の愛を

射止めるかどうかも繰り返せるものでは

ありません。【例4】の新薬について

も，命に直接関わる薬の場合には多くの

人にその効能をテストすることは出来な

いでしょう。

　このように，日常的に用いられる「確

率」概念は，学校で教えられる頻度論と

は相容れない場合があります。これらを

取り込める新しい理論が求められます。

その代表がベイズの理論です。

　頻度論は「固定した確率」からデータ

が生まれ，ベイズの理論では「データか

ら確率分布が得られる」と考えます。

　「データから確率分布が得られる」と

いうベイズの理論の考え方は，頻度論よ

りも拡張性に富みます。頻度論は仮定し

た確率値が正しいかを確かめるために，

試行を何回も繰り返す必要があります。

それに対してベイズの理論では，たった

1個のデータからも妥当な結論を引き出

すことが出来るのです。

　この性質のお陰で，先の【例1】～

【例4】などの確率現象を十分に分析対

象とすることが出来ます。人間の信念や

確信，理解度など，更に抽象的な内容に

ついても，ベイズの理論は研究対象にす

ることが可能です。

　現代において，AI（人工知能）や経済

学，心理学でベイズの理論が多用される

理由はここにあるのです。
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ライフスタイルを知れば，
　　チームワークがうまくいく
「あの人は軸がぶれぶれだな。いつも相手にいいことばかりいって，結局みんなが迷惑している」

「なんであの人はいつも仕切ろうとしてくるのか。いちいち口出ししてくるのでやる気が落ちる。任せてくれればやるのに」

「プロジェクトの締め切りが近づいて，みんな精一杯がんばっているのに，あの人だけはマイペースなんだよな。イライラしてくる」

ライフスタイルを知れば，
　　チームワークがうまくいく

人生の迷いが消える
アドラー心理学のススメ
向後千春　著／四六判・160ページ／定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7980-3

　あなたは周りの誰かに対してそんなふうに思ったことはありませ

んか？　これらは書籍『人生の迷いが消える アドラー心理学のス

スメ』の第5章『なぜ人間関係がうまくいかないのか』から，冒頭

にあるセリフを抜粋したものです。本書は今話題のアドラー心理学

の視点から，日常における悩み事を分析し，解決の糸口を見つけよ

うという主旨の本です。

　それにしても，なぜこんな気持ちのすれ違いが起きてしまうので

しょう。

　私たちは仕事や生活のなかで，さまざまな課題に対処します。こ

のとき，自分にとっては当たり前のことなのでなかなか気づくこと

はできませんが，「自分なりの一貫した方針」で対処しています。

これをアドラーは「ライフスタイル」と名付けました。ライフスタ

イルは，人それぞれ独自のものなのです。

　チームで働く場合，一緒に働いているメンバーのライフスタイル

も，人それぞれです。ということは，お互いのライフスタイルが

違っていることを知らなければ，お互いを理解することもできず，

チームワークもうまくいきません。

　ただ，ライフスタイルは人それぞれといっても，傾向を大きく見

れば，いくつかのタイプに分けられることがわかっています。私た

ちが課題に直面するとき，どのような目標を最優先して解決しよう

とするか，という点に注目してみましょう。こうした「最優先目

標」で分けると，以下の4つのタイプが考えられます。

・Aタイプ：安楽でいたい（Arm chair，安楽型）

・Bタイプ：好かれたい（Baby，仲良し型）

・Cタイプ：主導権を取りたい（Controller，リーダー型）

・Dタイプ：優秀でいたい（Driver，優秀型）

　各タイプは表に示したように，それぞれに強みや弱みを持ってい

ます。これらの詳細についてはぜひ本書をお読みいただければと思

いますが，こうした枠組みを使えば，自分自身のライフスタイルを

知り，他人との関係性を考えられるので，チームメンバーとどのよ

うに協力していけばいいか，というヒントになるでしょう。

　本書では巻頭に，自分のライフスタイルを診断するための『ライ

フスタイル診断シート』を挟み込んであります。ぜひお使いになっ

てみて，人間関係改善のヒントをつかんでみてください。チームメ

ンバーの強みを活かしていける，チーム作りの実践に役立てていた

だければ幸いです。

お互いのライフスタイルがわかれば，
メンバーの強みを活かせる
お互いのライフスタイルがわかれば，
メンバーの強みを活かせる

ライフスタイル
類型

最優先目標

苦手なこと

苦手なことを
避ける方法

強み

弱み

まわりの人が
抱く感情（＋）

まわりの人が
抱く感情（－）

愛用する感情

口癖

A

安楽でいたい

B C D

苦労すること

一番安楽な
道を選ぶ

気楽さ

成長がない

ほっとする

いらいらする

（なし）

めんどうくさい

好かれたい

のけものに
されること

他の人を
喜ばせる

親密さ

自分がない

うれしい

信用できない

不安

どうぞどうぞ

どうしよう

主導権を
取りたい

服従すること

他の人をコン
トロールする

リーダーシップ

かたくな

頼れる

ムッとする

怒り

やってられない

優秀でいたい

無意味な
時間

人一倍努力
する

なんでもできる

背負いすぎる

尊敬できる

劣等感を
刺激される

憂うつ

まだまだだ

まあ、いいか 私に任せて 疲れたどうしよう

表：4つのライフスタイル類型の特徴

自 分 の

これからの10年をどう生きるか

　20代，就職しこのままこの仕事が
続けられるのかと悩むとき，30代，
結婚し子供ができ生活環境について考
えるとき，40代，ふとこの先の仕事
や人生の最終地点に思いをはせると
き，それぞれのステージで人は少なか
らず仕事について，また自分の居場所
について考えます。これからの10年
をどう生きるか，10年後の自分を想
像したとき，自分はどこで何
をしていたいのか。
　日本の経済，日本の豊かさ
というのは東京に集中してい
る，そんなイメージがこれま
では社会通念としてありまし
た。そして，大雑把に言って
しまえば，地方都市の多くは
少なからずミニ東京を目指し
てきた（と思えるような発展
のしかたをしてきた），とい
う流れもありました。
　しかし，ここ数年，若干状
況は変わってきているように
思います。東京に行けばなん
とかなる，東京に行かなけれ
ば始まらない，といったかつ
ての若者が抱いていたような
焦燥感は希薄になったように
思います。もちろん，さまざ
まなものが東京に集中してい
る，という大きな構造はいま
も変わっていません。ただ，
これからは徐々に「脱・東
京」（ローカルシフト）の時
代になる，そんなうねりが感
じられます。
　その理由として，ひとつに
は，言うまでもなくインターネットの
普及があります。インターネットには
地方と都会の区別はありません。どこ
に住んでいても仕事ができる環境を構
築することができるようになったこと
が大きな要因といえるでしょう。

人生を変える働き方

　仕事の選択は人生のイベントの中で
もかなり大きな部分をしめます。仕

事，働き方を変えることで，生活から
なにからがらりと変わってしまうこと
もあるでしょう。
　せっかく人生のかなり長い時間を仕
事とともに生きるのならば，気に入っ
た場所で，気に入った仕事をしたい。
ゴミゴミした都会ではなく，自然が近
くに感じられる地方で働きたい。地元
にもどって慣れ親しんだ景色のなかで
過ごす時間もほしい。そんな考えが自
然と生まれてくるのも不思議ではあり
ません。

　さまざま動機はあるかと思います
が，いま，自分の働く場所として，ま
た暮らす場所として，地方に目を向け
ている人は確実に増えてきています。
　地方での暮らしを考えたとき，仕事
は重要なポイントになります。地方と
都会では，やはり仕事の絶対量が違い
ます。仕事がみつからず，地方への移
住にいま一歩踏みきれないという人も
多いかもしれません。しかし，仕事は
自分たちでつくるという考え方もあり

ます。ここ数年，「小商い」といった
言葉が注目されてきたように，大きく
はなくても十分に生きていけるだけの
仕事，そして働き方は，注意深く探し
ていけばきっと見つかるはずです。都
会では，人や店があふれ埋もれてしま
うようなことも，地方であれば成り立
つといった事例も多く見受けられま
す。

もうひとつの居場所をみつける

 「脱・東京」（ローカルシフ
ト）という考えには，リスク
ヘッジという側面もありま
す。
『TURNS（Vol.11）』（第
一プログレス刊）という雑誌
のなかで，内田樹氏は次のよ
うに語っています。
 「いま，都市で一人暮らしの
賃労働生活を続けるのはいろ
いろな意味で『生物として弱
い』状態です。地域社会の空
洞化，災害に対する脆弱性，
格差の拡大，雇用環境の劣化
を背景に，病気になったり，
失職したとたんに難民化する
リスクを負っています。戦
後，これほどまでにセーフ
ティネットが弱くなった時期
はありません。社会的立場の
弱い人たちは，他者と相互支
援のネットワークを形成する
ことなしには生きてゆけない
ところまで追いつめられてい
ます」
　こうしたリスクに対し，一人
ひとりがリスクヘッジを考えて

いかなければいけない時代だと，内田
氏は言います。新しいつながりや，働き
方を求めて，地方に向かうということ
（「脱・東京」という志向性）は，「生
物として弱い」状態（個人主義）に対す
るリスクヘッジとして，コミュニティ形
成（共同体主義）へと向かう過程なの
かもしれません。東京と別の拠点を行
き来している二拠点もしくは多拠点生
活を送る人たちも，直感として都会だ
けに依存する危うさを，きっと感じてい
るはずです。

本 当 の 居 場 所 と は ？

Local Life Book

ローカル仕事図鑑
　̶新天地のハローワーク
DECO　編／B5判・128ページ
定価（本体1680円＋税）
ISBN 978-4-7741-7999-5
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ライフスタイルを知れば，
　　チームワークがうまくいく
「あの人は軸がぶれぶれだな。いつも相手にいいことばかりいって，結局みんなが迷惑している」

「なんであの人はいつも仕切ろうとしてくるのか。いちいち口出ししてくるのでやる気が落ちる。任せてくれればやるのに」

「プロジェクトの締め切りが近づいて，みんな精一杯がんばっているのに，あの人だけはマイペースなんだよな。イライラしてくる」

ライフスタイルを知れば，
　　チームワークがうまくいく

人生の迷いが消える
アドラー心理学のススメ
向後千春　著／四六判・160ページ／定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7980-3

　あなたは周りの誰かに対してそんなふうに思ったことはありませ

んか？　これらは書籍『人生の迷いが消える アドラー心理学のス

スメ』の第5章『なぜ人間関係がうまくいかないのか』から，冒頭

にあるセリフを抜粋したものです。本書は今話題のアドラー心理学

の視点から，日常における悩み事を分析し，解決の糸口を見つけよ

うという主旨の本です。

　それにしても，なぜこんな気持ちのすれ違いが起きてしまうので

しょう。

　私たちは仕事や生活のなかで，さまざまな課題に対処します。こ

のとき，自分にとっては当たり前のことなのでなかなか気づくこと

はできませんが，「自分なりの一貫した方針」で対処しています。

これをアドラーは「ライフスタイル」と名付けました。ライフスタ

イルは，人それぞれ独自のものなのです。

　チームで働く場合，一緒に働いているメンバーのライフスタイル

も，人それぞれです。ということは，お互いのライフスタイルが

違っていることを知らなければ，お互いを理解することもできず，

チームワークもうまくいきません。

　ただ，ライフスタイルは人それぞれといっても，傾向を大きく見

れば，いくつかのタイプに分けられることがわかっています。私た

ちが課題に直面するとき，どのような目標を最優先して解決しよう

とするか，という点に注目してみましょう。こうした「最優先目

標」で分けると，以下の4つのタイプが考えられます。

・Aタイプ：安楽でいたい（Arm chair，安楽型）

・Bタイプ：好かれたい（Baby，仲良し型）

・Cタイプ：主導権を取りたい（Controller，リーダー型）

・Dタイプ：優秀でいたい（Driver，優秀型）

　各タイプは表に示したように，それぞれに強みや弱みを持ってい

ます。これらの詳細についてはぜひ本書をお読みいただければと思

いますが，こうした枠組みを使えば，自分自身のライフスタイルを

知り，他人との関係性を考えられるので，チームメンバーとどのよ

うに協力していけばいいか，というヒントになるでしょう。

　本書では巻頭に，自分のライフスタイルを診断するための『ライ

フスタイル診断シート』を挟み込んであります。ぜひお使いになっ

てみて，人間関係改善のヒントをつかんでみてください。チームメ

ンバーの強みを活かしていける，チーム作りの実践に役立てていた

だければ幸いです。

お互いのライフスタイルがわかれば，
メンバーの強みを活かせる
お互いのライフスタイルがわかれば，
メンバーの強みを活かせる

ライフスタイル
類型

最優先目標

苦手なこと

苦手なことを
避ける方法

強み

弱み

まわりの人が
抱く感情（＋）

まわりの人が
抱く感情（－）

愛用する感情

口癖

A

安楽でいたい

B C D

苦労すること

一番安楽な
道を選ぶ

気楽さ

成長がない

ほっとする

いらいらする

（なし）

めんどうくさい

好かれたい

のけものに
されること

他の人を
喜ばせる

親密さ

自分がない

うれしい

信用できない

不安

どうぞどうぞ

どうしよう

主導権を
取りたい

服従すること

他の人をコン
トロールする

リーダーシップ

かたくな

頼れる

ムッとする

怒り

やってられない

優秀でいたい

無意味な
時間

人一倍努力
する

なんでもできる

背負いすぎる

尊敬できる

劣等感を
刺激される

憂うつ

まだまだだ

まあ、いいか 私に任せて 疲れたどうしよう

表：4つのライフスタイル類型の特徴

自 分 の

これからの10年をどう生きるか

　20代，就職しこのままこの仕事が
続けられるのかと悩むとき，30代，
結婚し子供ができ生活環境について考
えるとき，40代，ふとこの先の仕事
や人生の最終地点に思いをはせると
き，それぞれのステージで人は少なか
らず仕事について，また自分の居場所
について考えます。これからの10年
をどう生きるか，10年後の自分を想
像したとき，自分はどこで何
をしていたいのか。
　日本の経済，日本の豊かさ
というのは東京に集中してい
る，そんなイメージがこれま
では社会通念としてありまし
た。そして，大雑把に言って
しまえば，地方都市の多くは
少なからずミニ東京を目指し
てきた（と思えるような発展
のしかたをしてきた），とい
う流れもありました。
　しかし，ここ数年，若干状
況は変わってきているように
思います。東京に行けばなん
とかなる，東京に行かなけれ
ば始まらない，といったかつ
ての若者が抱いていたような
焦燥感は希薄になったように
思います。もちろん，さまざ
まなものが東京に集中してい
る，という大きな構造はいま
も変わっていません。ただ，
これからは徐々に「脱・東
京」（ローカルシフト）の時
代になる，そんなうねりが感
じられます。
　その理由として，ひとつに
は，言うまでもなくインターネットの
普及があります。インターネットには
地方と都会の区別はありません。どこ
に住んでいても仕事ができる環境を構
築することができるようになったこと
が大きな要因といえるでしょう。

人生を変える働き方

　仕事の選択は人生のイベントの中で
もかなり大きな部分をしめます。仕

事，働き方を変えることで，生活から
なにからがらりと変わってしまうこと
もあるでしょう。
　せっかく人生のかなり長い時間を仕
事とともに生きるのならば，気に入っ
た場所で，気に入った仕事をしたい。
ゴミゴミした都会ではなく，自然が近
くに感じられる地方で働きたい。地元
にもどって慣れ親しんだ景色のなかで
過ごす時間もほしい。そんな考えが自
然と生まれてくるのも不思議ではあり
ません。

　さまざま動機はあるかと思います
が，いま，自分の働く場所として，ま
た暮らす場所として，地方に目を向け
ている人は確実に増えてきています。
　地方での暮らしを考えたとき，仕事
は重要なポイントになります。地方と
都会では，やはり仕事の絶対量が違い
ます。仕事がみつからず，地方への移
住にいま一歩踏みきれないという人も
多いかもしれません。しかし，仕事は
自分たちでつくるという考え方もあり

ます。ここ数年，「小商い」といった
言葉が注目されてきたように，大きく
はなくても十分に生きていけるだけの
仕事，そして働き方は，注意深く探し
ていけばきっと見つかるはずです。都
会では，人や店があふれ埋もれてしま
うようなことも，地方であれば成り立
つといった事例も多く見受けられま
す。

もうひとつの居場所をみつける

 「脱・東京」（ローカルシフ
ト）という考えには，リスク
ヘッジという側面もありま
す。
『TURNS（Vol.11）』（第
一プログレス刊）という雑誌
のなかで，内田樹氏は次のよ
うに語っています。
 「いま，都市で一人暮らしの
賃労働生活を続けるのはいろ
いろな意味で『生物として弱
い』状態です。地域社会の空
洞化，災害に対する脆弱性，
格差の拡大，雇用環境の劣化
を背景に，病気になったり，
失職したとたんに難民化する
リスクを負っています。戦
後，これほどまでにセーフ
ティネットが弱くなった時期
はありません。社会的立場の
弱い人たちは，他者と相互支
援のネットワークを形成する
ことなしには生きてゆけない
ところまで追いつめられてい
ます」
　こうしたリスクに対し，一人
ひとりがリスクヘッジを考えて

いかなければいけない時代だと，内田
氏は言います。新しいつながりや，働き
方を求めて，地方に向かうということ
（「脱・東京」という志向性）は，「生
物として弱い」状態（個人主義）に対す
るリスクヘッジとして，コミュニティ形
成（共同体主義）へと向かう過程なの
かもしれません。東京と別の拠点を行
き来している二拠点もしくは多拠点生
活を送る人たちも，直感として都会だ
けに依存する危うさを，きっと感じてい
るはずです。

本 当 の 居 場 所 と は ？

Local Life Book

ローカル仕事図鑑
　̶新天地のハローワーク
DECO　編／B5判・128ページ
定価（本体1680円＋税）
ISBN 978-4-7741-7999-5
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第1特集
速く堅実に使いこなすための 
bash再入門
エンジニアの道具を磨こう
　Linux/Unixを扱うときに，一番使うのがシェルではないでしょうか。

新人エンジニアにとって馴染みがないのに，仕事で使う機会がどんどん

増えてくる少し難しい技術と言えます。しかし，マスターすればこれほど

便利で直観的なツールはなく，もはやITスキルの基礎教養と言えます。

本特集では，まずbashの機能と使い方をざっと解説し，より自在に使

うためのシェルスクリプトの書き方を学びます（多くの人を魅了してや

まない「シェル芸」も家元による直伝解説あり！）。さらに仕事でどのよ

うにシェルスクリプトを使うのかもしっかり押さえたので現場でもすぐ

に役立てることができるでしょう。Windows上でbasが動く！ マイクロ

ソフトの隠し玉「Bash On Windows」も速報で紹介！ bashをマス

ターして仕事力アップ！

第2特集
RDB（リレーショナルデータベース）の学び方
ソフトウェア開発の基礎の基礎
MySQLを武器にSQLを始めよう！
　SQL（構造化問い合わせ言語）はデータベースを操作するための言

語です。Webやスマホ開発はいうまでもなく，クラウドでもオンプレス

ミスでも欠かせない技術です。本特集は，新人エンジニアを対象に，

もっとも親しみやすく導入も平易なMySQLを土台にSQLの基礎を学

びます。MySQLはいろいろなシステムで使用されいるので，使いこな

せるようになると「即戦力」になれます。まずはMySQLのしくみを理

解し，インストールを体験し，簡単なデータベースを作ることでSQLの

書き方の基礎を学びます。

特別企画 短期集中連載
これで万全！「フリーソフトで始めるサーバのセキュリティチェック」
CASIOスマートアウトドアウオッチも出て活気づく「Android Wearア
プリ開発最新動向」

B5判・200頁

定価（本体価格1220円＋税）

2016年
6月号 

特集1
Web開発新人研修
手を動かして学ぶ開発の全体像
　Web開発を行うのに必要になる知識は膨大です。サーバサイド，フ
ロントエンド，インフラ，そしてモバイルも登場し，それぞれの分野
ではどのようなことを行うのか，自分が何を行うのかわからず不安に
思っている方も多いと思います。そのような方のために，本特集では
Web開発の世界を旅するための地図をプレゼントします。それぞれの
分野で行うことを実際にサンプルアプリケーションを作り体験してい
きます。本特集で全体像をつかみ，自信を持ってWeb開発者への第一
歩を踏み出してください！

特集2
［実践］データ収集

Fluentd/Embulkによるログ＆マスタデータの活用
　さまざまな情報元から良質なデータを集めることは重要です。たと
えばシステムの開発や運用，新しいサービスの企画などを行う際に

は，収集しているデータに基づき仮説の裏付けを行う必要がありま
す。また，検索やレコメンデーション，広告配信の自動化などのシス
テムを構築するためにもデータを収集する必要があります。そこで本
特集では，データ収集の技術について，基本から実例まで徹底解説し
ていきます。

特集3
Linuxコマンド入門
処理を組み合わせ，思いどおりに操る
　Webアプリケーションの開発・運用に利用するOSとして，Linuxは
広く採用されています。本特集ではそんなLinuxを扱う際の基礎となる
CLI（Command Line Interface）での操作について，ファイル操作
など最初に覚えておきたいコマンドから，それらを組み合わせるため
のリダイレクト／パイプラインやシェルスクリプト，そして現場で必
須となるファイルやテキストの検索までを徹底解説します。Linuxの持
つ実力を十二分に引き出すための第一歩を踏み出しましょう！

B5判・168頁

定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-7741-8054-0

vol.92

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

（※カバーは前号のものです）

オブジェクト指向とは

　「オブジェクト指向」という言葉をご存じ

でしょうか？ オブジェクト指向は，システム

開発の分野における考え方の1つです。簡単

に言うと，大きなシステムを小さなプログラ

ムの部品（オブジェクト）の集まりとして捉

え，その部品同士が連携して機能を実現す

るように全体を設計しよう，というアイデア

です。このオブジェクト指向に則ってシステ

ムを設計する／プログラムを書く技術は，

チームでの開発，とくに何十人何百人ものエ

ンジニアが関わる大規模な開発では，もは

や必須のスキルと言われています。

　オブジェクト指向での開発をするための

プログラミング言 語としては，「Java」

「Ruby」などが挙げられます。Javaは出

退勤などを管理する社内システムや銀行の

勘定システムといった基幹系システムに，

RubyはQ&Aサイトやレシピサイトといった

Webサービスに使われることが多いです。

どんな利点があるの？
　オブジェクト指向は1960年代，「ソフト
ウェア危機」に対する解決策の1つとして考
え出されました。ソフトウェア危機とは，コ
ンピュータの性能が発展するにつれ，その上
で動かすソフトウェアも肥大化・複雑化して
いき，品質の維持とメンテナンスが困難に
なっていくという問題です。オブジェクト指
向で設計することで，小さな部品ひとつひと
つに対してのテスト（正常に動くか，要件を
満たしているかといった検査）が可能にな
り，品質の向上につながりました。さらに，
部品ごとに修正・拡張ができるため，メンテ
ナンスしやすいソフトウェアを作ることが
できるようになりました。
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Webサービスに使われることが多いです。

初心者の大きな壁
　このように大きなメリットがあるオブジェクト指向ですが，実際のシステム開発に取り

入れるのは一朝一夕でできることではありません。先ほど，オブジェクト指向では小さな部品を作ると述べましたが，その部品の作り方に工夫が必要なのです。　オブジェクト指向では，現実の事象のあり方に注目して，データとその機能を一体化して扱います。
　銀行のATMのシステム，とくに預貯金の機能を例に取りましょう。オブジェクト指向では，実際にやりとりされるデータである

「預金」に注目します。「預金」というオブジェクトを作り，その中に「預金額」というデータと，「引き出す」「預ける」という機能を実装します。利用者が口座からお金を下ろすときは，「預金」オブジェクトの「引き出す」機能が呼び出されるというしくみです。預金の種類として，普通預金や定期預金などが考えられますが，これは先ほど作った預金オブジェクトから派生させる形で，普通預金オブジェクトと定額預金オブジェクトを作ります。こうすることで，一から何かを作り出すという無駄な手間が省け
るという利点が生まれます。　この，データ指向でシステムを作り上げるという大まかな決まりのほかにも，「カプセル化」「インヘリタンス」「ポリモフィズム」

など，オブジェクト指向には守るべきルールがたくさんあり，新人の開発者には大きな壁となります。

読んで書くことが大事

　オブジェクト指向は習得が難しいことか

ら，やはりさまざまな解説書が発行されて

います。

　オブジェクト指向の本というと，プログラ

ミング言語を1つ取り上げ，その言語でどの

ようにオブジェクト指向を実現するかを解

説するという体裁のものが圧倒的に多いで

す。自分が使っている言語／将来使いたい

言語があれば，その言語を取り上げた本で

勉強することで，すぐ実践に活かせるような

学びを得られます。

　一方，『オブジェクト指向をきちんと使い

たいあなたへ』は，さまざまな背景を持つ計

13人の著者さんが，それぞれ得意のプログ

ラミング言語を使って，オブジェクト指向に

おける設計のしかた，プログラミングの方法

について書いています。さまざまな言語で

の実装例を読むことで，言語に囚われない，

オブジェクト指向の考え方を学ぶことがで

きます。

　たとえどのような本で学習するにしても，

一番に大切なことは，本を読んで終わるので

はなく，実際に自分でプログラミングしてみ

ることです。本の中に書いてあるコードをそ

のまま打ち込んでみたり，そこから自分なり

に機能を追加してみたりすることで，オブ

ジェクト指向の感覚を掴み，“良いプログラ

ム”を書くことができるようになるでしょう。

Software Design別冊

オブジェクト指向を
きちんと使いたいあなたへ
Software Design編集部　編
B5判・164ページ／定価（本体1850円＋税）
ISBN 978-4-7741-7981-0

Software Design別冊

オブジェクト指向を
きちんと使いたいあなたへ
Software Design編集部　編
B5判・164ページ／定価（本体1850円＋税）
ISBN 978-4-7741-7981-0
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たとえどのような本で学習するにしても，

一番に大切なことは，本を読んで終わるので

はなく，実際に自分でプログラミングしてみ

ることです。本の中に書いてあるコードをそ

のまま打ち込んでみたり，そこから自分なり

に機能を追加してみたりすることで，オブ

ジェクト指向の感覚を掴み，“良いプログラ

ム”を書くことができるようになるでしょう。
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Software Design編集部　編Software Design編集部　編Software Design編集部　編Software Design編集部　編Software Design編集部　編Software Design編集部　編Software Design編集部　編
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第1特集
速く堅実に使いこなすための 
bash再入門
エンジニアの道具を磨こう
　Linux/Unixを扱うときに，一番使うのがシェルではないでしょうか。

新人エンジニアにとって馴染みがないのに，仕事で使う機会がどんどん

増えてくる少し難しい技術と言えます。しかし，マスターすればこれほど

便利で直観的なツールはなく，もはやITスキルの基礎教養と言えます。

本特集では，まずbashの機能と使い方をざっと解説し，より自在に使

うためのシェルスクリプトの書き方を学びます（多くの人を魅了してや

まない「シェル芸」も家元による直伝解説あり！）。さらに仕事でどのよ

うにシェルスクリプトを使うのかもしっかり押さえたので現場でもすぐ

に役立てることができるでしょう。Windows上でbasが動く！ マイクロ

ソフトの隠し玉「Bash On Windows」も速報で紹介！ bashをマス

ターして仕事力アップ！

第2特集
RDB（リレーショナルデータベース）の学び方
ソフトウェア開発の基礎の基礎
MySQLを武器にSQLを始めよう！
　SQL（構造化問い合わせ言語）はデータベースを操作するための言

語です。Webやスマホ開発はいうまでもなく，クラウドでもオンプレス

ミスでも欠かせない技術です。本特集は，新人エンジニアを対象に，

もっとも親しみやすく導入も平易なMySQLを土台にSQLの基礎を学

びます。MySQLはいろいろなシステムで使用されいるので，使いこな

せるようになると「即戦力」になれます。まずはMySQLのしくみを理

解し，インストールを体験し，簡単なデータベースを作ることでSQLの

書き方の基礎を学びます。

特別企画 短期集中連載
これで万全！「フリーソフトで始めるサーバのセキュリティチェック」
CASIOスマートアウトドアウオッチも出て活気づく「Android Wearア
プリ開発最新動向」

B5判・200頁

定価（本体価格1220円＋税）

2016年
6月号 

特集1
Web開発新人研修
手を動かして学ぶ開発の全体像
　Web開発を行うのに必要になる知識は膨大です。サーバサイド，フ
ロントエンド，インフラ，そしてモバイルも登場し，それぞれの分野
ではどのようなことを行うのか，自分が何を行うのかわからず不安に
思っている方も多いと思います。そのような方のために，本特集では
Web開発の世界を旅するための地図をプレゼントします。それぞれの
分野で行うことを実際にサンプルアプリケーションを作り体験してい
きます。本特集で全体像をつかみ，自信を持ってWeb開発者への第一
歩を踏み出してください！

特集2
［実践］データ収集

Fluentd/Embulkによるログ＆マスタデータの活用
　さまざまな情報元から良質なデータを集めることは重要です。たと
えばシステムの開発や運用，新しいサービスの企画などを行う際に

は，収集しているデータに基づき仮説の裏付けを行う必要がありま
す。また，検索やレコメンデーション，広告配信の自動化などのシス
テムを構築するためにもデータを収集する必要があります。そこで本
特集では，データ収集の技術について，基本から実例まで徹底解説し
ていきます。

特集3
Linuxコマンド入門
処理を組み合わせ，思いどおりに操る
　Webアプリケーションの開発・運用に利用するOSとして，Linuxは
広く採用されています。本特集ではそんなLinuxを扱う際の基礎となる
CLI（Command Line Interface）での操作について，ファイル操作
など最初に覚えておきたいコマンドから，それらを組み合わせるため
のリダイレクト／パイプラインやシェルスクリプト，そして現場で必
須となるファイルやテキストの検索までを徹底解説します。Linuxの持
つ実力を十二分に引き出すための第一歩を踏み出しましょう！

B5判・168頁

定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-7741-8054-0

vol.92

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

（※カバーは前号のものです）

オブジェクト指向とは

　「オブジェクト指向」という言葉をご存じ

でしょうか？ オブジェクト指向は，システム

開発の分野における考え方の1つです。簡単

に言うと，大きなシステムを小さなプログラ

ムの部品（オブジェクト）の集まりとして捉

え，その部品同士が連携して機能を実現す

るように全体を設計しよう，というアイデア

です。このオブジェクト指向に則ってシステ

ムを設計する／プログラムを書く技術は，

チームでの開発，とくに何十人何百人ものエ

ンジニアが関わる大規模な開発では，もは

や必須のスキルと言われています。

　オブジェクト指向での開発をするための

プログラミング言 語としては，「Java」

「Ruby」などが挙げられます。Javaは出

退勤などを管理する社内システムや銀行の

勘定システムといった基幹系システムに，

RubyはQ&Aサイトやレシピサイトといった

Webサービスに使われることが多いです。

どんな利点があるの？
　オブジェクト指向は1960年代，「ソフト
ウェア危機」に対する解決策の1つとして考
え出されました。ソフトウェア危機とは，コ
ンピュータの性能が発展するにつれ，その上
で動かすソフトウェアも肥大化・複雑化して
いき，品質の維持とメンテナンスが困難に
なっていくという問題です。オブジェクト指
向で設計することで，小さな部品ひとつひと
つに対してのテスト（正常に動くか，要件を
満たしているかといった検査）が可能にな
り，品質の向上につながりました。さらに，
部品ごとに修正・拡張ができるため，メンテ
ナンスしやすいソフトウェアを作ることが
できるようになりました。

初心者の大きな壁
　このように大きなメリットがあるオブジェクト指向ですが，実際のシステム開発に取り

入れるのは一朝一夕でできることではありません。先ほど，オブジェクト指向では小さな部品を作ると述べましたが，その部品の作り方に工夫が必要なのです。　オブジェクト指向では，現実の事象のあり方に注目して，データとその機能を一体化して扱います。
　銀行のATMのシステム，とくに預貯金の機能を例に取りましょう。オブジェクト指向では，実際にやりとりされるデータである

「預金」に注目します。「預金」というオブジェクトを作り，その中に「預金額」というデータと，「引き出す」「預ける」という機能を実装します。利用者が口座からお金を下ろすときは，「預金」オブジェクトの「引き出す」機能が呼び出されるというしくみです。預金の種類として，普通預金や定期預金などが考えられますが，これは先ほど作った預金オブジェクトから派生させる形で，普通預金オブジェクトと定額預金オブジェクトを作ります。こうすることで，一から何かを作り出すという無駄な手間が省け
るという利点が生まれます。　この，データ指向でシステムを作り上げるという大まかな決まりのほかにも，「カプセル化」「インヘリタンス」「ポリモフィズム」

など，オブジェクト指向には守るべきルールがたくさんあり，新人の開発者には大きな壁となります。

読んで書くことが大事

　オブジェクト指向は習得が難しいことか

ら，やはりさまざまな解説書が発行されて

います。

　オブジェクト指向の本というと，プログラ

ミング言語を1つ取り上げ，その言語でどの

ようにオブジェクト指向を実現するかを解

説するという体裁のものが圧倒的に多いで

す。自分が使っている言語／将来使いたい

言語があれば，その言語を取り上げた本で

勉強することで，すぐ実践に活かせるような

学びを得られます。

　一方，『オブジェクト指向をきちんと使い

たいあなたへ』は，さまざまな背景を持つ計

13人の著者さんが，それぞれ得意のプログ

ラミング言語を使って，オブジェクト指向に

おける設計のしかた，プログラミングの方法

について書いています。さまざまな言語で

の実装例を読むことで，言語に囚われない，

オブジェクト指向の考え方を学ぶことがで

きます。

　たとえどのような本で学習するにしても，

一番に大切なことは，本を読んで終わるので

はなく，実際に自分でプログラミングしてみ

ることです。本の中に書いてあるコードをそ

のまま打ち込んでみたり，そこから自分なり

に機能を追加してみたりすることで，オブ

ジェクト指向の感覚を掴み，“良いプログラ

ム”を書くことができるようになるでしょう。

Software Design別冊

オブジェクト指向を
きちんと使いたいあなたへ
Software Design編集部　編
B5判・164ページ／定価（本体1850円＋税）
ISBN 978-4-7741-7981-0

Software Design別冊

オブジェクト指向を
きちんと使いたいあなたへ
Software Design編集部　編
B5判・164ページ／定価（本体1850円＋税）
ISBN 978-4-7741-7981-0
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岡嶋裕史　著
A5判・624頁
定価（本体2980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7954-4
幅広い午前問題の出題範囲をカバー。文
面だけでは理解しづらい技術の仕組みな
どは豊富な図解で解説。難関の午後問題
対策として，問題文の分析とポイントの
つかみ方を徹底解説。試験対策問題集を
別冊で添付。

資格試験
平成28年度
ネットワークスペシャリスト合格教本

飯島晃良　著
A5判・400頁
定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7964-3
覚えづらいところ，イメージしづらいとこ
ろは，図や表を交えて丁寧に解説。学習し
たことをその場で確認できるように小問題
を422問掲載，試験と同じ形式の問題も
271問掲載しています。巻末には「模擬試
験」を1回分収録。

資格試験
らくらく突破 甲種危険物取扱者
合格テキスト＋問題集

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

介護福祉士資格取得支援研究会　著
B5判・240頁/定価（本体1980円＋税）
その他付録
ISBN 978-4-7741-8077-9
本番の試験と同じテスト形式で学習するため
の問題集。平成28年度試験を含む過去3回分
の試験問題に，試験動向の分析に基づいた正
誤の傾向や「ひっかけ」などの突っこみを入
れるスタイルで解説。重要事項は別冊に，ヒ
ント付きの模擬試験1回分で実力の確認も。

資格試験
2017年版【テスト式本番対策】介護福祉士
突っこみ解説付き過去試験3回＋模擬試験1回

佐藤共史　著
B5判・320頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7966-7
第二種電気工事士試験の技能試験用の
2016年版受験参考書。すべてカラーペー
ジなので，線や工具が目で覚えられ，本番
の技能試験がそのまま体感できます。な
お，「候補問題の複線図一覧表」を掲載。

2016年版 第二種電気工事士試験
完全攻略 技能試験編

資格試験

本間克明　著/A5判・416頁
定価（本体1980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8075-5
「テキストを読んだその場で問題が解け
る」テキスト＋問題集。厚生労働省「試験問
題の作成に関する手引き」（平成27年4
月）に準拠。収録数1065問の確認テスト
（○×問題）や，過去問題を詳細に分析し
て，受験地ごとの出題傾向の偏りを標準
化。付録CD-ROM：平成27年度登録販売
者試験（7地域840題）を収録。

資格試験
第3版　登録販売者合格教本

向後千春，冨永敦子　著/A5判・208頁
定価（本体1680円＋税）
ISBN 978-4-7741-8003-8
統計学の超基本が，手を動かして学べる！ 
Excelを使いながら実際のデータ分析の流れ
を，初歩からていねいに解説します。具体的な
問題設定と，マンガで進んでいくストーリーに
よって構成。詳しい理論は後回しにして，まず
はデータを触りながら考えていくことによっ
て，データ分析の全体の流れが身につきます。

身につく 入門統計学
数学，科学，工学

後閑哲也　著/B5変形判・344頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8079-3
より少ない労力で「電子工作のセンス」
を身に付けるために，紙面で失敗を疑似
体験しながら進めます。簡単なゲルマニ
ウムラジオからマイコンの制御に挑戦す
るまでの道のりを，初心者が陥りがちな
失敗や，どうしてそうするのかという背
景，対策方法も交えながら，一歩一歩説
明していきます。

電子工作は失敗から学べ！
数学，科学，工学

小峯龍男　著/A5判・288頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8068-7
材料力学を学ぶのに，特別な工学予備知
識を必要とせず，難なく読んでいける入門
書。部材内部の見えない力の解説では，奥
行のある立体的なイラストを多数使って，
初学者にもイメージしやすいように解説し
ています。

ゼロからわかる材料力学
数学，科学，工学

鈴木良治　著/A5判・256頁
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8080-9
『SEO対策のためのWebライティング実
践講座』の続編が登場！「Google Search 
Console」などのツールを駆使して，読み
ながら実際に手を動かして効果を理解す
る，理論的かつ実践的なSEO対策の手引
き書です。

成果を出し続けるための 
王道SEO対策 実践講座

Webサイト制作

筱田健一　著/四六判・176頁
定価（本体1680円＋税）
ISBN 978-4-7741-8082-3
私たちが身の回りにあるもので，形がきれ
いだなと思うものの多くは「対称」という
性質を持っています。本書ではそれらを回
転したり，拡大縮小してみたり，平行移動
してみたりしながら，形のどの部分が対称
性を生む鍵になっているのか数学的に読
み解いていきます。

対称性と数学 
～繰り返し模様に潜む幾何と代数～

数学，科学，工学

山本康彦　著/A5判・352頁
定価（本体2880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8094-6
.NETの環境でも核心的な技術＝LINQ
は，実際に使ってみると“LINQマジッ
ク”とでも呼べる威力を発揮します。
LINQそのものの“わかりにくさ”から使
わなかった開発者のために，本書がプロ
グラマーのLINQアレルギーを取り除き
ます。

C#プログラマーのための 
基礎からわかる LINQマジック！

プログラミング

日下部理絵　著
A5判・176頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7965-0
マンションに関わる業務や設備，トラブル
事例，法令などを横断的に解説します。マ
ンション管理業務に携わる多くの従事者に
とって必要な知識を習得できる1冊です。

実用
マンションの設備・管理が一番わかる

リンクアップ　著/B5判・96頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8050-2
Amazonから発売されているタブレット，
Kindle Fireの操作解説書。基本的な操作方
法や電子書籍の読み方はもちろん，映画や
音楽を楽しんだり，写真の管理などの方法
もしっかり解説。Kindle Fire HD，Kindle 
Fire HDXにも対応。

実用
Amazon Kindle 
はじめる＆楽しむ 100%活用ガイド
【Kindle Fire/Kindle Fire HD対応】リンクアップ　著

B6変形判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8045-8
人気のコミュニケーションツール「LINE」
の解説書。LINEの基本的な使い方から，応
用的な使い方，各種サービスの活用法など
を手順操作でわかりやすく紹介。アカウント
の乗っ取りや，盗み読みされないための対
策など，セキュリティ対策も解説。

今すぐ使えるかんたんmini
LINE 基本&活用技 ［改訂新版］

実用

大髙敏男，佐々木美弥，長澤敦氏，村瀬伸夫　著
A5判・192頁/定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8042-7
空調設備を理解するための基礎知識をは
じめとして，空調設備のしくみや設置方
法，維持や管理方法をわかりやすく解
説。現場での実作業に即して清掃やメン
テナンス術などをより具体的に解説する
ほか，効率を高める方法や快適性の評価
についても言及。

空調設備が一番わかる
実用

ライフサイエンス コンピューティング株式
会社　監修，OSS電子カルテ研究会　著
B5判・272頁/定価（本体7300円＋税）
ISBN 978-4-7741-8008-3
注 目 の オ ー プ ン ソ ー ス 電 子 カ ル テ
「OpenDolphin」操作マニュアル。オール
カラーで1つひとつ手順がわかる，迷いな
しの親切マニュアルです。インストールか
らレセコンORCAとの接続，臨床や医療事
務に沿った詳細な操作方法まで，完全網羅
しています。

無料電子カルテ 
OpenDolphinパーフェクトガイド

医療

杉本真樹　著/B5判・320頁
定価（本体6900円＋税）/VRゴーグル付
ISBN 978-4-7741-8009-0
医療3D画像から臓器立体モデルへ，その
最適ノウハウをここに集結。DICOM医用画
像データを3D画像処理，ポリゴンデータ
でモデリング（CAD），3Dプリンターで出
力・造形（CAM），OsiriX， Meshmixer， 
MeshLabなど無償ソフトウェアですぐに
実践できます。

医療
医用画像
3Dモデリング・3Dプリンター活用実践ガイド

プロが現場で使うデザインテクニックが，紙面の通りに操作していけば簡単
に覚えていけるようになっています。学習に必要なサンプルファイルはダウ
ンロードサービスで入手できますので，紙面の解説を手元で確認することが
できます。対応バージョンはCC/CS6。

デザイン
世界一わかりやすい Photoshop 
プロ技デザインの参考書　CC/CS6対応 
ピクセルハウス　著/B5判・288頁/定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8010-6

世界一わかりやすい Illustrator 
プロ技デザインの参考書　CC/CS6対応 
保坂庸介　著/B5判・344頁/定価（本体2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8011-3

エディフィストラーニング株式会社　著
B5判・384頁
定価（本体2980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7955-1
24～27年の4回分の試験を年度別に掲
載。巻頭には，過去の出題傾向の詳細な
分析と，午前I試験とネットワーク分野の
キーワード集を収録。21～23年の3回
分の試験はPDFのダウンロードで提供し
ています。

平成28年度 ネットワークスペシャリスト
パーフェクトラーニング過去問題集

資格試験

日本キャリアパスアカデミー　著
A5判・348頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8085-4
介護福祉士試験を受験する方に向けた，模
擬試験付きのテキスト。前半は，試験によ
くでる個所を40のポイントにまとめたテ
キスト編。後半はオリジナル模擬試験。模
擬試験の解答・解説は別冊なので切り離し
て使えます。

資格試験
介護福祉士「ピタリ予想」
テキスト＋模擬試験

左門至峰，平田賀一，山内大史，幸田廣信　著
A5判・312頁
定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8067-0
27年度試験「午後Ⅰ・午後Ⅱ」に的を絞
り，問題文を掘り下げ，答えを導き出す思
考プロセスを詳しく解説。今回はエンジニ
アにとっての「礎」をテーマにしたマンガ
を掲載。

ネスペ 27 礎
－ネットワークスペシャリストの最も詳しい過去問解説

資格試験

介護福祉士資格取得支援研究会　著
B5判・328頁/定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8076-2
過去に出題された良問を120のポイントに
分け，学びながら実力試しできます。問題
のテーマと重要度，解くためのヒントも記
載。ひとめでわかる重点まとめと章末予想
問題付き。第28回試験の最新問題を解
答・解説とともにいち早く掲載。

資格試験
2017年版 らくらく突破
介護福祉士試験によくでる問題集

野口幸宏　著
A5判・320頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8029-8
消防設備士乙種第6類の試験対策用のテキ
スト。求職者支援訓練校の講師でもある著
者が，消火器の基本から詳しい構造や機能
はもちろん，合格のネックになりやすい実
技試験についても，多くの図や写真を使っ
てていねいに解説。

消防設備士 第6類 合格教本
資格試験

パソコン・モバイル・タブレット

リンクアップ　著/B5変形判・192頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8048-9
パーツの基礎知識や選び方，パソコンの組み立て方，
Windows 10やドライバのインストール方法，トラブル対処方
法などを一通り解説。自作が初めてという方にオススメです。

今すぐ使えるかんたん
自作パソコン 
［Windows 10 対応版］

パソコン・モバイル・タブレット

リンクアップ　著/B5変形判・320頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8043-4
最新のNexus 5X/6Pからタブレット端末のNexus 9，Nexus 
7まで幅広く対応し，もちろん，最新のAndroid 6に完全対応！ 
基本的な使い方・操作方法から，人気のGoogleサービスの利
用法やトラブル解決法，覚えておくと役立つ便利なテクニック
まで満載しています。

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

オフィスソフト

技術評論社編集部+AYURA　著
B6変形判・320頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8033-5
コンパクトなExcel関数事典。Excelで利用できる標準の全関数を
収録し，重要な関数はサンプルを用いて徹底解説。初心者から中上
級者まで便利に使えます。Excel 2016/2013/2010/2007の
すべてに対応。

今すぐ使えるかんたんmini
Excel 全関数事典 
［Excel 2016/2013/2010/2007対応版］

ネットワーク

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8052-6
アップルの提供するクラウドサービス，iCloud。しくみを理解して
使いこなせば，iPhoneやiPad，そしてパソコンがもっと便利に活
用できます。本書ではiCloudの基本的な仕組みや便利な利用法，
使用の際の注意点を解説しています。

ゼロからはじめる
iCloud スマートガイド

ネットワーク

リンクアップ　著
B6変形判・192頁/定価（本体1080円＋税）
ISBN 978-4-7741-8047-2
公衆無線LANの活用を中心にWi-Fiの基礎知識から自宅での利用も
含めた機器別接続方法，用語，Wi-Fiサービスの比較や活用方法を
解説。本書を読めばWi-Fiの設定から便利な使い方，使える場所ま
でがすぐに理解できます。

今すぐ使えるかんたんmini
Wi-Fi 無線LAN 基本＆便利技 
［Windows 10対応版］

ネットワーク

網野衛二　著/B5変形判・192頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8081-6
「ネットワークモデル」の学習を通して，ネットワークを根本
から理解できる1冊。概念的なお話でも図解でわかりやすく解
説。ネットワークの「基本」が身に付きます。

今すぐ使えるかんたん
ネットワークのしくみ 超入門

パソコン・モバイル・タブレット

小原裕太　著/B5変形判・256頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8053-3
はじめてMacBookを使う人のために，MacBookの基本操作，
写真や音楽の活用，付属アプリの使い方などをわかりやすく丁
寧に解説します。OS X El Capitan以降を搭載したすべての
MacBookに対応。

今すぐ使えるかんたん
はじめてのMacBook入門 

パソコン・モバイル・タブレット

リンクアップ　著/B5判・96頁
定価（本体548円＋税）
ISBN 978-4-7741-8088-5
コンパクトなボディにパワフルなスペックを備えた話題の最新
スマートフォン「iPhone SE」の入門書。基本操作から各標準
アプリの使い方，さらには便利な操作&設定まで，わかりやす
く丁寧に解説。

iPhone SE 
はじめる&楽しむ 100%入門ガイド
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岡嶋裕史　著
A5判・624頁
定価（本体2980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7954-4
幅広い午前問題の出題範囲をカバー。文
面だけでは理解しづらい技術の仕組みな
どは豊富な図解で解説。難関の午後問題
対策として，問題文の分析とポイントの
つかみ方を徹底解説。試験対策問題集を
別冊で添付。

資格試験
平成28年度
ネットワークスペシャリスト合格教本

飯島晃良　著
A5判・400頁
定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7964-3
覚えづらいところ，イメージしづらいとこ
ろは，図や表を交えて丁寧に解説。学習し
たことをその場で確認できるように小問題
を422問掲載，試験と同じ形式の問題も
271問掲載しています。巻末には「模擬試
験」を1回分収録。

資格試験
らくらく突破 甲種危険物取扱者
合格テキスト＋問題集

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

介護福祉士資格取得支援研究会　著
B5判・240頁/定価（本体1980円＋税）
その他付録
ISBN 978-4-7741-8077-9
本番の試験と同じテスト形式で学習するため
の問題集。平成28年度試験を含む過去3回分
の試験問題に，試験動向の分析に基づいた正
誤の傾向や「ひっかけ」などの突っこみを入
れるスタイルで解説。重要事項は別冊に，ヒ
ント付きの模擬試験1回分で実力の確認も。

資格試験
2017年版【テスト式本番対策】介護福祉士
突っこみ解説付き過去試験3回＋模擬試験1回

佐藤共史　著
B5判・320頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7966-7
第二種電気工事士試験の技能試験用の
2016年版受験参考書。すべてカラーペー
ジなので，線や工具が目で覚えられ，本番
の技能試験がそのまま体感できます。な
お，「候補問題の複線図一覧表」を掲載。

2016年版 第二種電気工事士試験
完全攻略 技能試験編

資格試験

本間克明　著/A5判・416頁
定価（本体1980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-8075-5
「テキストを読んだその場で問題が解け
る」テキスト＋問題集。厚生労働省「試験問
題の作成に関する手引き」（平成27年4
月）に準拠。収録数1065問の確認テスト
（○×問題）や，過去問題を詳細に分析し
て，受験地ごとの出題傾向の偏りを標準
化。付録CD-ROM：平成27年度登録販売
者試験（7地域840題）を収録。

資格試験
第3版　登録販売者合格教本

向後千春，冨永敦子　著/A5判・208頁
定価（本体1680円＋税）
ISBN 978-4-7741-8003-8
統計学の超基本が，手を動かして学べる！ 
Excelを使いながら実際のデータ分析の流れ
を，初歩からていねいに解説します。具体的な
問題設定と，マンガで進んでいくストーリーに
よって構成。詳しい理論は後回しにして，まず
はデータを触りながら考えていくことによっ
て，データ分析の全体の流れが身につきます。

身につく 入門統計学
数学，科学，工学

後閑哲也　著/B5変形判・344頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8079-3
より少ない労力で「電子工作のセンス」
を身に付けるために，紙面で失敗を疑似
体験しながら進めます。簡単なゲルマニ
ウムラジオからマイコンの制御に挑戦す
るまでの道のりを，初心者が陥りがちな
失敗や，どうしてそうするのかという背
景，対策方法も交えながら，一歩一歩説
明していきます。

電子工作は失敗から学べ！
数学，科学，工学

小峯龍男　著/A5判・288頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8068-7
材料力学を学ぶのに，特別な工学予備知
識を必要とせず，難なく読んでいける入門
書。部材内部の見えない力の解説では，奥
行のある立体的なイラストを多数使って，
初学者にもイメージしやすいように解説し
ています。

ゼロからわかる材料力学
数学，科学，工学

鈴木良治　著/A5判・256頁
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8080-9
『SEO対策のためのWebライティング実
践講座』の続編が登場！「Google Search 
Console」などのツールを駆使して，読み
ながら実際に手を動かして効果を理解す
る，理論的かつ実践的なSEO対策の手引
き書です。

成果を出し続けるための 
王道SEO対策 実践講座

Webサイト制作

筱田健一　著/四六判・176頁
定価（本体1680円＋税）
ISBN 978-4-7741-8082-3
私たちが身の回りにあるもので，形がきれ
いだなと思うものの多くは「対称」という
性質を持っています。本書ではそれらを回
転したり，拡大縮小してみたり，平行移動
してみたりしながら，形のどの部分が対称
性を生む鍵になっているのか数学的に読
み解いていきます。

対称性と数学 
～繰り返し模様に潜む幾何と代数～

数学，科学，工学

山本康彦　著/A5判・352頁
定価（本体2880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8094-6
.NETの環境でも核心的な技術＝LINQ
は，実際に使ってみると“LINQマジッ
ク”とでも呼べる威力を発揮します。
LINQそのものの“わかりにくさ”から使
わなかった開発者のために，本書がプロ
グラマーのLINQアレルギーを取り除き
ます。

C#プログラマーのための 
基礎からわかる LINQマジック！

プログラミング

日下部理絵　著
A5判・176頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7965-0
マンションに関わる業務や設備，トラブル
事例，法令などを横断的に解説します。マ
ンション管理業務に携わる多くの従事者に
とって必要な知識を習得できる1冊です。

実用
マンションの設備・管理が一番わかる

リンクアップ　著/B5判・96頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8050-2
Amazonから発売されているタブレット，
Kindle Fireの操作解説書。基本的な操作方
法や電子書籍の読み方はもちろん，映画や
音楽を楽しんだり，写真の管理などの方法
もしっかり解説。Kindle Fire HD，Kindle 
Fire HDXにも対応。

実用
Amazon Kindle 
はじめる＆楽しむ 100%活用ガイド
【Kindle Fire/Kindle Fire HD対応】リンクアップ　著

B6変形判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8045-8
人気のコミュニケーションツール「LINE」
の解説書。LINEの基本的な使い方から，応
用的な使い方，各種サービスの活用法など
を手順操作でわかりやすく紹介。アカウント
の乗っ取りや，盗み読みされないための対
策など，セキュリティ対策も解説。

今すぐ使えるかんたんmini
LINE 基本&活用技 ［改訂新版］

実用

大髙敏男，佐々木美弥，長澤敦氏，村瀬伸夫　著
A5判・192頁/定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8042-7
空調設備を理解するための基礎知識をは
じめとして，空調設備のしくみや設置方
法，維持や管理方法をわかりやすく解
説。現場での実作業に即して清掃やメン
テナンス術などをより具体的に解説する
ほか，効率を高める方法や快適性の評価
についても言及。

空調設備が一番わかる
実用

ライフサイエンス コンピューティング株式
会社　監修，OSS電子カルテ研究会　著
B5判・272頁/定価（本体7300円＋税）
ISBN 978-4-7741-8008-3
注 目 の オ ー プ ン ソ ー ス 電 子 カ ル テ
「OpenDolphin」操作マニュアル。オール
カラーで1つひとつ手順がわかる，迷いな
しの親切マニュアルです。インストールか
らレセコンORCAとの接続，臨床や医療事
務に沿った詳細な操作方法まで，完全網羅
しています。

無料電子カルテ 
OpenDolphinパーフェクトガイド

医療

杉本真樹　著/B5判・320頁
定価（本体6900円＋税）/VRゴーグル付
ISBN 978-4-7741-8009-0
医療3D画像から臓器立体モデルへ，その
最適ノウハウをここに集結。DICOM医用画
像データを3D画像処理，ポリゴンデータ
でモデリング（CAD），3Dプリンターで出
力・造形（CAM），OsiriX， Meshmixer， 
MeshLabなど無償ソフトウェアですぐに
実践できます。

医療
医用画像
3Dモデリング・3Dプリンター活用実践ガイド

プロが現場で使うデザインテクニックが，紙面の通りに操作していけば簡単
に覚えていけるようになっています。学習に必要なサンプルファイルはダウ
ンロードサービスで入手できますので，紙面の解説を手元で確認することが
できます。対応バージョンはCC/CS6。

デザイン
世界一わかりやすい Photoshop 
プロ技デザインの参考書　CC/CS6対応 
ピクセルハウス　著/B5判・288頁/定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8010-6

世界一わかりやすい Illustrator 
プロ技デザインの参考書　CC/CS6対応 
保坂庸介　著/B5判・344頁/定価（本体2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-8011-3

エディフィストラーニング株式会社　著
B5判・384頁
定価（本体2980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7955-1
24～27年の4回分の試験を年度別に掲
載。巻頭には，過去の出題傾向の詳細な
分析と，午前I試験とネットワーク分野の
キーワード集を収録。21～23年の3回
分の試験はPDFのダウンロードで提供し
ています。

平成28年度 ネットワークスペシャリスト
パーフェクトラーニング過去問題集

資格試験

日本キャリアパスアカデミー　著
A5判・348頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8085-4
介護福祉士試験を受験する方に向けた，模
擬試験付きのテキスト。前半は，試験によ
くでる個所を40のポイントにまとめたテ
キスト編。後半はオリジナル模擬試験。模
擬試験の解答・解説は別冊なので切り離し
て使えます。

資格試験
介護福祉士「ピタリ予想」
テキスト＋模擬試験

左門至峰，平田賀一，山内大史，幸田廣信　著
A5判・312頁
定価（本体2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8067-0
27年度試験「午後Ⅰ・午後Ⅱ」に的を絞
り，問題文を掘り下げ，答えを導き出す思
考プロセスを詳しく解説。今回はエンジニ
アにとっての「礎」をテーマにしたマンガ
を掲載。

ネスペ 27 礎
－ネットワークスペシャリストの最も詳しい過去問解説

資格試験

介護福祉士資格取得支援研究会　著
B5判・328頁/定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8076-2
過去に出題された良問を120のポイントに
分け，学びながら実力試しできます。問題
のテーマと重要度，解くためのヒントも記
載。ひとめでわかる重点まとめと章末予想
問題付き。第28回試験の最新問題を解
答・解説とともにいち早く掲載。

資格試験
2017年版 らくらく突破
介護福祉士試験によくでる問題集

野口幸宏　著
A5判・320頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8029-8
消防設備士乙種第6類の試験対策用のテキ
スト。求職者支援訓練校の講師でもある著
者が，消火器の基本から詳しい構造や機能
はもちろん，合格のネックになりやすい実
技試験についても，多くの図や写真を使っ
てていねいに解説。

消防設備士 第6類 合格教本
資格試験

パソコン・モバイル・タブレット

リンクアップ　著/B5変形判・192頁
定価（本体1880円＋税）
ISBN 978-4-7741-8048-9
パーツの基礎知識や選び方，パソコンの組み立て方，
Windows 10やドライバのインストール方法，トラブル対処方
法などを一通り解説。自作が初めてという方にオススメです。

今すぐ使えるかんたん
自作パソコン 
［Windows 10 対応版］

パソコン・モバイル・タブレット

リンクアップ　著/B5変形判・320頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8043-4
最新のNexus 5X/6Pからタブレット端末のNexus 9，Nexus 
7まで幅広く対応し，もちろん，最新のAndroid 6に完全対応！ 
基本的な使い方・操作方法から，人気のGoogleサービスの利
用法やトラブル解決法，覚えておくと役立つ便利なテクニック
まで満載しています。

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

オフィスソフト

技術評論社編集部+AYURA　著
B6変形判・320頁/定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-8033-5
コンパクトなExcel関数事典。Excelで利用できる標準の全関数を
収録し，重要な関数はサンプルを用いて徹底解説。初心者から中上
級者まで便利に使えます。Excel 2016/2013/2010/2007の
すべてに対応。

今すぐ使えるかんたんmini
Excel 全関数事典 
［Excel 2016/2013/2010/2007対応版］

ネットワーク

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-8052-6
アップルの提供するクラウドサービス，iCloud。しくみを理解して
使いこなせば，iPhoneやiPad，そしてパソコンがもっと便利に活
用できます。本書ではiCloudの基本的な仕組みや便利な利用法，
使用の際の注意点を解説しています。

ゼロからはじめる
iCloud スマートガイド

ネットワーク

リンクアップ　著
B6変形判・192頁/定価（本体1080円＋税）
ISBN 978-4-7741-8047-2
公衆無線LANの活用を中心にWi-Fiの基礎知識から自宅での利用も
含めた機器別接続方法，用語，Wi-Fiサービスの比較や活用方法を
解説。本書を読めばWi-Fiの設定から便利な使い方，使える場所ま
でがすぐに理解できます。

今すぐ使えるかんたんmini
Wi-Fi 無線LAN 基本＆便利技 
［Windows 10対応版］

ネットワーク

網野衛二　著/B5変形判・192頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8081-6
「ネットワークモデル」の学習を通して，ネットワークを根本
から理解できる1冊。概念的なお話でも図解でわかりやすく解
説。ネットワークの「基本」が身に付きます。

今すぐ使えるかんたん
ネットワークのしくみ 超入門

パソコン・モバイル・タブレット

小原裕太　著/B5変形判・256頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-8053-3
はじめてMacBookを使う人のために，MacBookの基本操作，
写真や音楽の活用，付属アプリの使い方などをわかりやすく丁
寧に解説します。OS X El Capitan以降を搭載したすべての
MacBookに対応。

今すぐ使えるかんたん
はじめてのMacBook入門 

パソコン・モバイル・タブレット

リンクアップ　著/B5判・96頁
定価（本体548円＋税）
ISBN 978-4-7741-8088-5
コンパクトなボディにパワフルなスペックを備えた話題の最新
スマートフォン「iPhone SE」の入門書。基本操作から各標準
アプリの使い方，さらには便利な操作&設定まで，わかりやす
く丁寧に解説。

iPhone SE 
はじめる&楽しむ 100%入門ガイド
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そんなイメージを体現したのが，この
棒高跳びの写真です。
　重要なのは，高さの表現です。ま
た，「空と一体になる」ためには，空
をダイナミックに表現する必要があり
ます。

　広角レンズを選択し，「大きく空を
写しこみながら，その中を人間が飛ん
でいく」という流れを想定して構図を
決めます。また，できるだけバーに近
づきながら，見上げることができる位
置にカメラを構えます。そうすること
で，より高さを表現できるためです。
あとは，雲の流れと光が選手を照らし
てくれるのをひたすら待ちます。その
中で撮影できたのが，この1枚です。
　「カメラを構え，シャッターを押
す」という行為は，撮影という過程の
中の最後の1割にすぎません。つま
り，それまでの9割が写真の出来栄え

を左右するのです。
　その部分にスポットを当てたのが，
新刊『「いい写真」はどうすれば撮れ
るのか？』です。プロカメラマンとし
て活躍する著者が，「きれい」「かっ
こいい」「おいしそう」「かわいい」
「うれしい」といったキーワードをふ
まえて，イメージ以上のよさを引き出
すための物の見方，考え方を解説して
います。「より上手に写真を撮りた
い」「そこそこ良いカメラやレンズを
持っているのに，いまいち自分の写真
に満足できていない」という方，ぜひ
お手にとってみてください。

「いい写真」はどうすれば撮れるのか？
～プロが機材やテクニック以前に考えること
中西祐介　著／B5変形判・176ページ／定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-8031-1

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

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！

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

または、ブラウザのアドレスバーに次のURLを入力してください。

技評書籍雑誌の購入 検  索

http://gihyo.jp/book/p

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

http://www.gihyo.co.jp技術評論社のWebサイト

次回「電脳会議 Vol.173」は
7月23日発行予定

写
真
の
出
来
栄
え
は

「
カ
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を
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，
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　前
の
準
備
で
決
ま
る

「人間がバーを飛び越えて行くときに，空と一体になり，まるで鳥のように羽ばたいていく瞬間」


