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Pythonユーザのための
［実践］
入門

Jupyter

池内孝啓，片柳薫子，岩尾エマ はるか，@driller 著/B5変形判・416頁
定価（本体3,300円＋税）/ISBN978-4-7741-9223-9
Jupyter NotebookはPythonユーザを中心に人気の高い，オープンソースのデータ分析環境
です。インタラクティブにコードを実行でき，その結果を多彩なグラフや表などによって容易に表
現できます。本書では，実践的な活用ノウハウを豊富に交えて解説します。また，可視化に際して
は，Pythonで人気のライブラリ「pandas」
「Matplotlib」
「Bokeh」を中心に解説します。

ディープラーニング
（深層学習）
って何？
近年，人工知能（AI）という言葉がマスコ
ミを騒がせています。そのAIの実現手段のひ
とつ が「 ディープ ラ ーニ ング」で す。この
ディープラーニングがどんなものかを見てみ
ましょう。
次の図は数字1と2を表しています。われ
われ人間には，すぐにわかります。

しかし，人があたりまえと思っている判断
を，機械に行わせようと思うと，困難を極め
ます。大きさも筆跡も濃淡も，変化に富んで
いるからです。
実際，20世紀までは，文字や図形の識別
に対処する理 論 の 作成は 挫 折 の 連 続 でし
た。その理由はコンピューターに教え込もう
とする論理をとったからです。たとえば，手
書きの数字「2」をコンピューターに認識さ
せようとするとき，
「『2』とはこのような特
徴を持ったもの」と教 え 込もうとしたので
す。しかし，
「教え込む」には，現実はあまり

に複雑です。字の形があまりにも多様すぎる
からです。
ところが，20世紀末になって画期的な方
法が開発されました。ニューラルネットワー
クと呼ばれるアルゴリズムです。動物の神経
細胞を真似た人 工ニューロンを積み重ね，
ネットワークを作ります。そして，そのネット
ワークにたくさんの数字を読ませ，自ら学習
させるのです。
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この方法は大きな成功を収めます。特に，
ニューラルネットワークを多層に構造化した
「畳み込みニューラルネットワーク」と呼ば
れる手法を用いると，人や猫ですらも，写真
や動画の中から認識できるようになりまし
た。ディープラーニングとはこのようなしくみ
で実現されたAI（ 人工知能）なのです。ちな
みに，ディープラーニングは深層学習と直訳
されます。
この画期的なディープラーニングのしくみ
を理解するには，大学レベルの数学の知識
が 必 要 に なりま す。数 学 の 知 識 を 通して
ディープラーニングをしっかり理解したい人
は『ディープラーニングがわかる数学入門』
をぜひお読みください。
一方で，高校生や，数学があまり得意でな
い大学生・社会人で，AIのしくみをもっとや
さしく知りたいという方は，
『Excelでわか
るディープラーニング超入門』がおすすめで
す。この本では，むずかしい計算をExcelに
肩代わりしてもらい，動かしながらディープ
ラーニングのはたらきやしくみを知ることが
できます。初めてのAI学習におすすめです。

ニューロンをまねた人工ニューロン
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超入門

涌井良幸，
涌井貞美 著／A5判・208ページ
定価
（本体1880円＋税）
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プロファイリングの基本
文●長谷川勇

◆最適化とパフォーマンス計測
最適化とは，
プログラムの処理速度や消費メモリなどを改善し，
プロ
グラムのパフォーマンスを向上させることをいいます。
ゲーム開発にお
いてはパフォーマンスが重要ですので，
最適化は必須といえるでしょう。
ソフトウェア開発においては，
最適化を行う前にプロファイリングな
どのパフォーマンス計測を行います。これはプログラムの実行時間の
大半は，
ごく一部の処理によって消費されることが多く，
全体の実行時
間の大半を占める一部分を最適化したほうが効率的であるためです。
たとえば，実行時間の2割にあたる部分を最適化し，
その部分の実行
時間を半分にできたとしても，全体では高々10%程度の改善です。
し
かし，実行時間の8割にあたる部分を最適化し，
その部分の実行時間
を半分にできたとすると，
全体では40%の改善になります。
事前にパフォーマンス計測を行わずに最適化をしようとすると，
も
ともとあまり処理時間がかかっていなかった部分の最適化を行ってし
まい，
結果全体では速くならなかった，
ということもよくおこります。
なお，一口に最適化といっても，GPUなのかCPUなのか，あるい
はメモリ消費量なのか処理速度なのか，と多数の分野があります。
本稿ではCPUの実行速度に関する最適化のためのプロファイリン
グについて説明します。

◆プロファイリングとは
プロファイリングとは，実際にプログラムを実行しながら統計情
報を取り，プログラムの実行において，どの部分に時間がかかって
いるのか調べることをいいます。
またプロファイリングを行うツールをプロファイラといいます。
インテル社，マイクロソフト社などの製品がよく使われますが，これ
らの製品は高価なこともあり，個人の開発でプロファイラを使うの
は 簡 単 で は ありま せ んでした 。しかし，近 年 登 場した V i s u a l
Studio Communityは条件があるものの無料で利用できます。
Professionalなどの製品版とほぼ同等な機能があり，これにプロ
ファイラも含まれていますので，個人開発でもプロファイラを使う
機会が増えてきました。

◆プロファイリングのための準備
本稿では，Visual Studio Communityを使ったプロファイリン
グを紹介します。以下のURLからVisual Studio Communityのイ
ンストーラをダウンロードし，インストールを行ってください。
https://www.visualstudio.com/ja/downloads/
次にプロファイリング対象のサンプルプログラムを準備します。
❶Visual Studioの
［ファイル］
メニューから
［新規作成］
→
［プロジェク
ト］
を選択し，
［新しいプロジェクト］
ダイアログボックスを開きます。
❷ダイアログボックス左のツリーから［インストール済］→［Visual
C++］
，
中央のリストから
［Windowsコンソールアプリケーション］
を
選択し，
［OK］
をクリックします。
❸作成したプロジェクトのConsoleApplication1.cppを開き，
リスト1
で置き換えます。
❹［ 構 成 マ ネ ー ジャー ］で［ アクティブ ソリュー ション 構 成 ］を
［Release］
にします。
❺［ビルド］
メニューから
［ソリューションのビルド］
を選択し，正常にビ
ルドできることを確認します。
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●リスト1 プロファイリングするサンプルプログラム
#include "stdafx.h"

#pragma optimize( "", off )
struct LargeStruct {
int a;
int b;
};
LargeStruct aosSrc[10000];
LargeStruct aosDst[10000];
void copy1() {
for (int i = 0;
aosDst[i].a =
}
for (int i = 0;
aosDst[i].b =
}
}

i < 10000; ++i) {
aosSrc[i].a;
i < 10000; ++i) {
aosSrc[i].b;

void copy2() {
for (int i = 0; i < 10000; ++i) {
aosDst[i].a = aosSrc[i].a;
aosDst[i].b = aosSrc[i].b;
}
}
void func1() {
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
copy1();
copy2();
}
}
int main() {
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
func1();
copy1();
copy2();
}
return 0;
}
#pragma optimize( "", off )

◆プロファイリングの実行
基本的なCPUサンプリングによるプロファイリングを行います。
以下の手順を実行してください。
❶Visual Studioの［分析］メニューから［パフォーマンスプロファ
イラー］を選択します。
❷［レポート］ページで［パフォーマンスウィザード］をチェックし，
［開始］をクリックします。
❸［パフォーマンスウィザード］で［CPUサンプリング］を選択し，
［完了］をクリックします。プロファイリングが完了すると，
［サン
プル プロファイル レポート］が表示されます。
CPUサンプリングとは，プログラムの実行中に一定間隔で実行中
のスタックトレース（つまりその時点で実行中の関数と，それがどこ
から呼ばれたかの情報）を記録する方式です。サンプリングにより
ある関数の出現回数が多いということは，プログラム実行時間全体
に対してその関数の実行時間の割合が高いということになります。
よって，このサンプリングの統計を見ることで，そのプログラム中の
どの関数に時間がかかっているかを調べられます。この方式は完全
に正確な測定ではありませんが，プロファイリングによるオーバー
ヘッドが小さく手軽に行えるため，パフォーマンス解析のはじめの
一歩としては使いやすいでしょう。

参考文献
・パフォーマンス プロファイリングのビギナーズ ガイド https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms182372.aspx
・プロファイル方法について https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd264994.aspx

●図1 CPUサンプリングによるプロファイリング結果

るので効率がよくありません。たとえばcopy2の実装でcopy1を置
き換えて再度プロファイリングすると，copy1だけ処理が重いのが
改善できることが確認できます。なお，ここでは説明は省きますが，
興味のある人は参考文献や"array of structure"をキーワードに調
べてみてください。

◆インストルメンテーションによるプロファイリング

それでは結果を見てみましょう（図1）。最初［概要］ビューが開か
れていると思いますが，
［ホットパス］はプログラム実行全体の処理
時間のうち，どこに時間がかかっているかをツリー形式で表示して
います。たとえば，main関数の実行時間（≒プログラム全体の実行
時間）のうち，99.06%はfunc1関数の実行時間であり，さらにその
99.06%のうちの66.25%はcopy1で，32.81%はcopy2の実行
時間であることが分かります。
なお，それぞの関数の実行時間として［包括サンプル］と［排他サ
ンプル］という項目があります。
［包括サンプル］はその関数とその
関数から呼び出される他の関数の実行時間も含みますが，
［排他サ
ンプル］はその関数自体の実行時間であり，そこから呼び出される
関数の実行時間は含みません。たとえばfunc1は，それ自体ほとん
ど処理をしていないので，
［排他サンプル］は0.00%ですが，重い
処理のcopy1とcopy2を呼び出しているため，
［包括サンプル］はそ
れらの合計の99.06%になっています。また，copy1とcopy2は他
の関数を呼び出さず自身の処理が重いので，
［排他サンプル］自体
が大きく，
［包括サンプル］は［排他サンプル］と同じ値です。
一方［最も頻繁に個別の作業を実行している関数］には，プログラ
ム全体の実行時間のうち関数ごとの実行時間が大きい順に並んで
います。ここでいう関数ごとの実行時間とは，その関数から呼び出さ
れる他の関数の実行時間は含みません。
［ホットパス］のところで説
明した［排他サンプル］に相当します。なお［ホットパス］と［最も頻
繁に個別の作業を実行している関数］では，同じ［排他サンプル］で
すが少しだけ値が違います。これは後者のほうがプログラム実行全
体を通した，その関数の実行時間が表示されているためです。具体
的には，前者のcopy1の［排他サンプル］は，func1から呼び出され
ているcopy1の実行時間のみが表示され，後者のcopy1の［排他サ
ンプル］にはmainから呼び出されているcopy1の実行時間も含ま
れているはずです。
さて，結果を見ると，関数copy1の処理時間がおよそ全体の66%
であり，このプログラムのボトルネックになっていることが分かりま
す。まずはこのcopy1の処理速度を改善するのがよいでしょう。な
お，関数copy2も同様の処理を行っていますが，copy1はcopy2の
2倍くらい時間を使っていることが分かります。このように見ただけ
では分からないようなパフォーマンス上の問題を定量的に分析でき
ることがプロファイリングのメリットです（今回のサンプルは恣意的
な例なので，実際には見てすぐわかった方も多いかと思います）。
copy1の実装はarray of structureを飛び飛びにアクセスしてい

今回の例では，ボトルネックとなっている関数を調べ，その関数の
処理速度を改善する最適化について説明しました。しかし関数の処
理時間を減らすには，もう一つ方法があります。その関数の呼び出し
回数を削減するのです。たとえば，ある計算を行う関数に対して，そ
の計算結果を何度も使うために関数呼び出しを連続して行うプログ
ラムはよく見ると思います。これ自体は悪いことではありませんが，
処理負荷が高い場合は，最初に関数を呼び出して得られた計算結
果を一時変数に保存し，他の関数呼び出しをその変数で置き換える
ことで，関数呼び出しの回数を削減し，処理速度を改善できます。
それではプログラムの実行を通して関数が何回呼び出されている
かはどのように調べればいいでしょうか。Visual Studio Communityのプロファイラではインストルメンテーション方式を使うこと
で，呼び出し回数を調べられます。インストルメンテーション方式と
は，プロファイラが関数呼び出し毎に記録する方式です。正確な呼
び出し回数が分析できますが，オーバーヘッドがCPUサンプリング
よりも大きく，もともと処理時間のかかるプログラムの解析にはさ
らに時間がかかる点は注意が必要です。
インストルメンテーション方式は，前述のプロファイリング手順の
［パフォーマンスウィザード］で，
［インストルメンテーション］を選
択することで行えます。プロファイリング実行後表示されるページ
上部の［現在のビュー］から［関数］を選択してください。関数毎の
呼び出し回数が分かります。また［コールツリー］ビューでは，どの関
数からどの関数が何回呼び出されているかツリー形式で表示され
ます。

◆まとめ
本稿ではVisual Studio Communityによる，CPUサンプリング
方式・インストルメンテーション方式のプロファイリングについて説
明しました。Visual Studio Communityの登場により，個人開発で
もプロファイリングの敷居が下がりました。最適化に活用してみてく
ださい。

著者プロフィール

長谷川勇
（はせがわいさむ）
株式会社スクウェア・エニックスにて，
Luminous Studio，
「FINAL FANTASY XV」の
開発に参加し，
VFX・UIを担当。専門は言語処理系。学会活動にも参加している。
Twitter：@IsamuHasegawa
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養成読本

長谷川勇，佐藤達磨，南野真太郎 著
B5判・192頁
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ISBN 978-4-7741-9498-1
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でベイズを楽しもう
このたび『Rで楽しむベイズ統計
入門[しくみから理解するベイズ推
定の基礎]』という本を技術評論社
から上梓することになりました。
ここでは，その序文から，ベイズ

ければなりません。

ない範囲）に限 定しました。一 般の ベイズ
統計学の本では省略されているような式変

ベイズ 統 計 学は，イギリスの 牧 師・アマ

形も省略せず書きましたが，必要なのは結

チュア 数 学 者ベイズ（ T h o masB ayes，

果だけだと割り切ることができれば，式変

1702̶1761年）や，フランスの有名な数

形は読み飛ばしてかまいません。

学者ラプラス（Pierre-Simon

Laplace，

統計とはどういうものかを説明し

1749̶1827年）によって作られましたが，

た部分をご紹介します。

その後ずっと放置され，近 年になって見直

計算ソフトを使っています。ほとんどのベイ

されつつあります。

ズ統計の計算はRの命令を何行か打ち込む

奥村晴彦

見直された主な理由は，複雑な問題でも

確率予測と統計学

だけでできます。

コンピュータで解きやすいことですが，結果
が「確率」の形で求められるので解釈が簡

家を出るときに天気予報を見て，
「雨の降

単なこともベイズ統計学の特徴です。

ら念のため傘を持って行こうと考えます。
2016年のアメリカ大 統 領 選のときは，

巻末に，新進気鋭のデータサイエンティス
ト瓜生真也さん・牧山幸史さんによるRのイ
ンストールから統計計算の基本までをコン

る確率は30%です」などと聞いて，それな
これに対して，従来の統計学の結果の解

サイスにまとめた解説が付いています。Rは

釈は簡単ではありません。例えば従来の統

初めてというかたも，ぜひ本書でベイズ統計

計 学 でいう「 5% 水 準 で 有 意 」は，「 確 率

の楽しさを味わってください。

Silver）

95%で正しい」という意味ではまったくあ

の選挙予測によれば，直前のトランプ候補

りま せ んし，得 ら れ た デ ー タ か ら 求 め た

の当選確率は30%程度でした。それにもか

「 9 5 % 信 頼 区 間 」は ，「 真 の 値 を 確 率

かわらず，トランプ候補が勝ち，選挙予測の

95%で含む区間」ではありません。これら

難しさを見せつけられました。

は，従 来の統計学が難しすぎるために生じ

定評あるネイト・シルバー（Nate

計算には，Rというオープンソースの統計

※本書「序」より

た 誤 解 で す。ベ イ ズ 統 計 学 なら，「 確 率
このように，われわれの身の回りには確率

95%で正しい」と言ったり，
「真の値を確率

予測がたくさんあります。こういった確率は

95%で含む区間」を求めたりすることが可

統計学を使って求められそうです。

能です（ただし，その「確率」の意味は吟味
を要します）。

ところが，伝統的な統計学をいくら勉強し
ても，ある仮説が正しい確率を求めるやり

ただ，この「確率」の意味とも関連します

かたは出てきません。伝統的な統計学では，

が，ベイズ統計学は恣 意的・主観的ではな

「もし全体の半数がトランプ支持者であれ

いかという根強い疑 念もあります。この疑

ば，ランダムな10人に質問して2人がトラン

念に正直に答えるためには，従来の統計学

プ支持であると答える確率は約4.4%であ

との立ち位置の違いや重なる部分を詳しく

る」ということは教えてくれますが，
「ランダ

調べ，結果を比較して，いわばベイズ統計学

ムな10人に質問して2人がトランプ支持で

をキャリブレート（目盛合わせ）する必要が

あると答えた場合，全体の半数以上がトラ

あります。

ンプ支持者である確率はどれだけか」とい
う問いはそもそもしないことになっていま

本書の特徴

す。

ベイズ統計学と従来の
統計学の違い

Rで楽しむ
ベイズ統計入門

本書は，このようなベイズ統計のしくみの

しくみから理解するベイズ推定の基礎

基礎の部分を，ごまかさず丁寧に説明する

奥村晴彦，
瓜生真也，
牧山幸史 著
石田基広 監修
B5変形判・208ページ
定価
（本体2880円＋税）
ISBN 978-4-7741-9503-2

のに苦心しました。

このような問いに答えるには，伝 統的な

どうしても数式が出てきてしまいますが，

統計学の枠を超えたベイズ統計学を使わな

現在の高校数学の範囲（つまり行列を使わ
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知っていると知らないとでは

仕事に差がつくExcel機能
Excelにはバージョンごとに様々な機能が
追加されています。古いバージョンを使い続
けていると，
いつものやり方に慣れてしまって，
便利な新機能に気づかないということもあり
ます。
今回紹介するのはフラッシュフィル。Excel
2013から追加された機能ですが，
まだ意外
に使われていないようです。

まずはフィル機能のおさらい

なお，通常は，
リボンからボタンをクリックし
て操作することはないでしょう。
セルのフィル
ハンドルをドラッグして，必要な範囲まで入力
するのが一般的です。
ただし，
そのままではセルのコピーになるの
で，
［オートフィルオプション］で連続データに
変更する操作が必要となります。
フィル機能では，
数字だけでなく日付や曜日
の入力も可能です。使い勝手がよく，
日常的に
利用する機能と言えるでしょう。

①

①他のデータの名字がまとめて抽出される。
フラッシュフィルを利用すると，逆に「名字」
と「名前」をつないだ「氏名」を入力することも
できます。

フラッシュフィルを紹介する前に，
よく知ら
れている「フィル」機能についておさらいして
おきます。フィル機能は入 力支援機能。例え
ば，数字の連続データを入力したいときなど
に利用します。

③

①

フラッシュフィルとは？

④

②

さて，
フラッシュフィルは，
フィル機能にまと
められていることからも分かるように，
フィル
①先頭の数字を入力します。
②入力したいセル範囲を選択します。
③［ホーム］
タブの
［編集］
グループにある
［フィ
ル］
をクリックします。
④［連続データの作成］
をクリックします。

の進化版といった機能です。
フラッシュフィルは，入力データから規則性
を探し出し，
その規則に従って編集したデータ
を入力する機能です。例えば氏名のデータか
ら名字を抽出する，
といったことが可能です。
物は試し。
さっそく使ってみましょう。

こうした機能はとても簡単なのに，
普段から
使いなれていないと利用しないままになって
しまいます。
しかし，覚えてしまえば仕事の速
度が圧倒的に改善します。
筆者はこれまで，
同じ目的で編集したデータ
を入 力したいときには，一度テキストエディ
ターにデータをコピー&ペーストしてデータを
加工し，
その後Excelにデータをコピー&ペー
ストしていました。
フラッシュフィルを利用する
ことで，別のソフトを利用するという煩わしさ
から解放されました。

③

①
①

①［OK］
をクリックします。

②

④

①

①連続データが入力されます。

①名字と名前の間に半角スペースが入った形
式で，
氏名が入力されている。
②サンプルとして，先頭のセルに名字を入力
する。
③［ホーム］
タブの
［編集］
グループにある
［フィ
ル］
をクリックします。
④［フラッシュ フィル］
をクリックする。

Excel
集計・抽出テクニック大全集

あらゆる種類の表に対応、引くだけで一発解決
不二桜 著／B5変形判・484ページ
定価
（本体2980円＋税）
ISBN 978-4-7741-9459-2
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これがわかれば合格
（！？）な

プログラム

「どのプログラミング言語にも，その
言語をマスターした証となるようなプロ
グラムがある」

C++なら
どんなプログラム？

IT企業の新入社員向けセミナーなどで
活躍されているベテランプログラマの矢
沢久雄さんは，こう言います。

のプログラムの実行結果は次のようにな
ります。

○△△□□□

では，C言語に機能を追加して生まれ
た言語C++ではどうでしょうか。C++

○△□□□

情報システムやアプリケーションの開

は，オブジェクト指向プログラミング言

発に使われるプログラミング言語には，

語です。オブジェクト指向プログラミン

1行目には“△”が2つありますが，

その時々で「よく使われる言語」「そう

グ言語ではクラスを使います。クラス

2行目では“△”が1つになっていま

でもない言語」があります。開発案件に

は，C言語の構造体を発展させたものと

す。もう少し正確に言うと，まず1行目

よっては，もろもろの事情により，特定

言ってもいいでしょう。クラスの最大の

では6つの図形（○△△□□□）を描画

の言語を使わなければいけないケースも

特徴は，クラスが持っているメンバ（変

しています。次に，先頭から3つ目の図

あります。また，プログラミング言語自

数と関数）を別のクラスに引き継げるこ

形（△）を削除して，その結果を再描画

体も新たなものが生み出されていきま

と。これを継承と言います。

しています（○△□□□）。

す。

オブジェクト指向プログラミング言語

拍子抜けするくらい簡単ですね。しか

プログラミングを職業とする方にとっ

であるC++で，1つ上のステップに到達

しながら，実は，この簡単な処理を実行

て，プログラミング言語は，1つ修めれ

できたと言えるプログラムでは，「メン

しているプログラムには，「メンバ関数

ば終わりなものではなく，「〇〇のこと

バ関数のオーバーライドによる多態性の

のオーバーライドによる多態性のメリッ

はある程度わかった。いつまでも〇〇に

メリット」を生かします。

ト」のエッセンスがギュっと詰まってい

とどまっていないで，今度は△△に挑戦

なにやら難しそうな言葉が出てきまし

しよう」と，スムーズに手を広げていく

た。まず，「メンバ関数」はクラスが持

ことが求められるものです。

つ関数のことです。構造体がメンバに変

まった方がいらしたら，『C++

数を持つように，クラスは変数と関数を

と継承

メンバに持ちます。

い。本の中では詳しく，かつクリアに解

次の言語へと手を広げていくときの
きっかけとなるようなプログラムが，冒
頭の「その言語をマスターした証となる

オーバーライドは，クラスが持つメン

ようなプログラム」です。たとえば，プ

バ関数の処理内容を，そのクラスを継承

ログラミングを始めるときに，最初に選

した別のクラスで上書きすること。多態

択する言語として根強い人気があるC言

性は，クラスを使う人からしてみると同じ

語の場合。矢沢さんは，1つの例として

メンバ関数を呼び出しているように思え

「自己参照構造体を使ったテキストエ

るのに，実際には状況に応じて異なるメ

ディタ」のプログラムを挙げます。

ンバ関数が呼び出されることです。同じ

テキストエディタでは，テキストファ

メンバ関数なのに異なる処理が行われる

イルの行のつながりをリスト構造で表し

ので，多態（たたい）だというわけです。

ます。C言語では，リスト構造を，構造

さて，前述の矢沢久雄さんが上梓した

体のメンバに同じ構造体のポインタを含

新刊『新・標準プログラマーズライブラ

めるという方法で実装します（自己参照

リ

構造体と言います）。このリスト構造を

は，「メンバ関数のオーバーライドによ

実現できる人は，C言語のキモである構

る多態性のメリット」を生かしたプログ

造体とポインタがバッチリわかっている

ラム例として“お絵かきプログラム”を

人です。ですから，「自己参照構造体を

扱っています。“お絵かき”といって

使ったテキストエディタ」を完成させら

も，グラフィックデータを扱うわけでは

れる人は，C言語はほぼOKだろう，と

なく，ごく簡易的に文字の“○”“△”

なるわけです。

“□”を図形に見立てて表示します。そ
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C++

クラスと継承

るのです。
「いったいどういうこと？」と気にと
クラス

完全制覇』を覗いてみてくださ

説しています。

完全制覇』で

新・標準プログラマーズライブラリ

C++ クラスと継承
完全制覇

矢沢久雄 著／B5変形判・304ページ
定価
（本体2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9382-3

macOSで

［基礎知識＋リファレンス］

macOS
コマンド入門

コマンドを使ってみよう！

ターミナルとコマンドライン、
基本の力

ターミナルから広がる新しい世界

西村めぐみ 著，
新居雅行 技術監修
A5判・400ページ
定価
（本体2600円＋税）
ISBN 978-4-7741-9403-5

文：西村 めぐみ

macOSでは，日常的なほとんどの操作をGUI（Graphical User
Interface，画面上のアイコン等で操作するインターフェイス）で行うよ
うになっていますが，CUI（ C har act er U ser I nt er f ace）やCL I
（Command Line Interface）と呼ばれる「文字で操作するインターフェ
イス」も備わっています。コンピュータに対する文字による指示がコマ
ンド（command），コマンドを入力する場所や入力した内容がコマンド
ライン（commandl line）です。macOSの場合，「ターミナル」注とい
うアプリケーションでコマンドを入力，実行します。

［活用例1］コマンドでファイル名を一括変換！
ファイル名を一定のルールに従って変更する，これはコマンドライン
の得意領域です。やり方はいろいろですが，たとえば，「ls*.png|＜
文字列置換コマンド＞|bash」のように，lsコマンドで取得したファイ
ル名のリストを元に，文字列置換コマンドで「ファイル名を変更するた
めのコマンドライン」を作り，bash（シェル）に渡して実行するという
方法があります。ファイル名を変更するためのコマンドラインは「mv
＜元のファイル名＞＜新しいファイル名＞」です。ちなみに，mv部分を
cpに変えるとファイルのコピーとなります。
画面1では，この方法でスクリーンショットのファイル名を「＜年＞＜月＞-＜日＞-＜時分秒＞.png」に変更しています。ファイル名の変更
をいきなり実行するのは心配なので，❶の「lsl *.png|＜文字列置換

コマンド＞」で実行内容を確認してから，❷で❶の末尾に「|bash」を
付け加えて実行しています。なお，一度実行したコマンドは上下の矢印
キーで呼び出すことができます。元のファイルが5つだとメリットが感
じにくいかもしれませんが，100個でも1000個でも手間は同じです。
＜文字列置換コマンド＞部分はsedを使い「ls*.png|sed-E
' s / . * ( 2 0 . * )( . * ) \ .( . * ) \ .( . * ) \ . p n g / m v " & "

▼画面1 スクリーンショットのファイル名を「年-月-日-時分秒.png」に変更する

\1-\2\3\4.png/'」で元のファイル名から日付と日時だけを取り出
して空白と時刻のピリオドを取り除いていますが，ファイル名を
「image＜連番＞.png」に変更するなら「lsl *.png|awk'BEGIN
{i=0}{print"m v","\x22"$0 l "\x22","image"i++
".png"}'」のようにします。

［活用例2］表計算アプリケーションを利用する
「ファイル名を変更するためのコマンドライン」を表計算アプリケー
ションやテキストエディタで作成してもかまいません。たとえば，画面
2では表計算アプリケーションのNumbersでコマンドラインを作成し
ています。ここでは関数を使ってファイル名を生成していますが，手入
力でも良いし，複数の列を使って組み合わせる方法もあります。
このように，「コマンドを使う」と言っても，何もかもをターミナル
でやらねばならないというわけではありません。便利そうなところから
徐々に取り入れていけばOKです。ポイントは，コマンドを使うという
発想と，その“とっかかり”となる少しの知識があるかどうかです。
＊＊＊
本記事で使用しているlsやmvなどのコマンドはUNIX系OSで広く使
われています（本記事内ではpbcopyのみmacOS独自のコマンドで
す）。したがって，macOSのコマンドラインで得た知識はLinuxなどの
UNIX系OSで容易に活かすことができます。コマンドラインに親しむこ
とで，きっと世界が広がります。
※注 ［アプリケーション］-［ユーティティ］から辿れます。

▼画面2 Numbersでコマンドラインを組み立てる

cdコマンドでデスクトップに移動して
lsコマンドでファイルのリストを表示（確認用）

❶で実行したい内容が作れたら
❷で実行（一度実行した内容は

キーで呼び出して再利用できる）

※スクリーンショットのデフォルトのファイル名は「固定文字列，
スペース，
日時」となっ
て お り ，固 定 文 字 列 部 分 を i m a g e に 変 更 す る に は タ ー ミ ナ ル で
「defaults write com.apple.screencapture name "image"」を，
日時を含めたくない場合は「defaultswrite com.apple.screencapture
in cl u d e - d a t e - b o ol f al s e」を実 行する。なお，元に戻したい 場 合は
「defaultsdelete com.apple.screencapture」を実行する。

❶「ls *.png | pbcopy」で
lsコマンドの実行結果をクリップボードにコピーして
❷A列にペースト

cdコマンドでデスクトップに移動して
lsコマンドでファイルのリストを表示
（確認用）

❸C列をまとめてコピーして
❹ターミナルのウィンドウで右クリック➡ペースト
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Web広告ランディングページを最大限に活用

Adobe Museでより訴求力のあるWebデザインを目指す
ランディングページが必要となったWebの現状
今回、キーワードとなる言葉が 2 つ含まれています。
「Museを実際に使っているけれど ”ランディングページ ”という言葉
をはじめて知りました」
さらに「Muse はどんなアプリなの？」という声も聞きました。
「ランディングページ」
「Adobe Muse」は、どちらも聞きなれない
用語であるのは確かなようです。
ただ、ランディングページは言葉としてなじみがないだけで、よく目
にされていると思います。健康補助食品や美容関係商品、スクール
の案内など、1 ページのチラシのようなとてもシンプルな Web ペー
ジ（およびサイト）がランディングページです。長いシングルページ
が多く、ごく単純な構造になっています。
その理由は、売りたい商品やサービスの対象、訴えたいことをダイレ
クトに伝えるためです。
HTML のみで Web ページを表現していた頃にくらべ、動きのあるコ
ンテンツや動画も見られる現在の Web サイトは、多種多様になりま
した。Web ページ上で表現できることが多ければ、情報が盛りだくさ
んで複雑な Web サイトになってしまいます。
「アクセシビリティ」
「ユー
ザビリティ」が Web 制作に関わる人間の標準となる中、ユーザ目線
に立ち「情報がわかりやすい」
「探しやすい」コンテンツを目指す必
要があります。
しかしながら、取り扱う商品が多かったり、会社の組織が複雑になれ
ばページやリンク先も増えます。Web サイト全体の構成や様式にこ
だわってしまうと、売りたい、訴えたいものが必然的に階層に隠れて
目立たなくなるのです。
そこで、ランディングページが登場します。新聞や雑誌の中に入って
いる 1 枚のチラシをよく目にされると思いますが、それを Web 上で
見る感覚です。海外では多く活用されているようですが、国内では通
販サイトやスクールなどで導入が進んでいます。メリットとしては、回
転の早い情報を扱うにはうってつけで、いち押しの商品がわかりやす
い、少ない操作で目的（商品が購入できる、資料請求ができる）が果
たせるなど。デメリットとしては、すべての情報をそのページ内で取
得するには難しい、情報を詰め込み過ぎるとページが長くなりスク
ロールに時間が掛かってしまうことでしょうか。

Adobe Museでランディングページを
作成するメリット
よりシンプルにより伝わりやすい Web デザインの表現に移行しつつ
ある現在、ランディングページのような伝えたいことをダイレクトに
表現する Web ページは有効な手段です。
どうやってランディングページを作成するのか？ ということになりま
すが、そこで登場するのが Adobe Museです。
Muse 登場時は、もともと Illustrator や InDesign と同じくくりの製
品として、グラフィックアプリのような操作性で Web ページが作れ
ることを売りにしたアプリでした。
紙の広告は Illustrator のようなグラフィックアプリを使って画像やテ
キストなどを配置して作成しますが、Web ページでは紙と同じように
はいきません。インターネット上で見られるようにするには、HTML
や CSS、JavaScript などのコードを画像やテキストなどに割り当て
なければブラウザに表示できないからです。プロトタイプという Web
ページの骨格のようなデザインを Illustrator や Photoshop（現在
では Adobe XD も）で作成し、画像やパーツのような素材にコード
を割り当てて Web ページを作成するというのが一般的な作業のよう
ですが、フリーレイアウトのようなランディングページは単純なよう
でコードで表現するには難しい。その点、
Museはもともと
「グラフィッ
クソフトのような感覚で Web ページが作れる」というアプローチの
アプリですから、ランディングページのようなレイアウトこそ本領を
発揮します。
Adobe Muse は、2012 年の Adobe Creative Cloud サービスの
提供が開始されたと同時に正式リリースされた、まだ新しいアプリで
す。その分、
どのようなことができるのかをご存知ない方も多くいらっ
しゃると思います。せっかく有用なアプリがあるのですから、使わな
いのはもったいない。アドビの公認エバンジェリストでもある境祐司
氏が、早くから Museの有用性に気づき、使い方を思考錯誤してきま
した。その境氏が Muse の実力を発揮できるランディングページを
仕組みから制作にいたるまでていねいに解説します。
ほぼマウスドラッグだけで Web ページが作れる感覚を、ぜひ本書で
体験していただきたいと思います。
PC用（左）
とスマートフォン用（右）を並べて
見比べながら、制作できる

パーツを配置するだけで、
Webページが簡単に作れる
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Good luck

うまくいかないのは，
ひょっとして
「勘違い」が原因かも？
がんばっているのに，
成果が出ないホームページ
「周りのライバ ルは，ホームページや
Facebook，
YouTubeでうまくいって
いるみたいだし，
ウチも始めてみよう
か」
「昔よりかんたんにホームページってつ
くれるんだな」
「せっかく，
ブログも毎日更新しているの
に，
なんで，
お問い合わせのメールがぜ
んぜん来ないんだ」
「売上にならないし，
更新は大変だし，
も
う2年も放置状態に……」
みなさんの会 社やお店でつくった
ホームページは，
こんな状態になってい
ませんか？
巷では，
さまざまなホームページ活用
のノウハウや成功事例が溢れていて，
解
説本やネット記事は数え切れないくらい
発信されています。ホームページ作り，
Webサイト制作，
Webマーケティング，
ネット集客，
SEO対策，
Facebook，
ネット広告など，
お店や会社で何かを1
度は試したことがある方も少なくないで
しょう。
しかし，
いくらがんばっても成果
は上げられず，
苦労だけが本来の商売や
仕事を蝕んで，
そのうちやめてしまった
方もいると思います。
入門書やネット記事やセミナーで勉
強し，
がんばってホームページを作って
もうまくいかない場合，
じつは，
ホーム
ページに対する「勘違い」が原因になっ
ていることがあります。

インターネット時代に潜む「勘違い」
「勘違い」の例を1つ，かんたんに紹介しましょう。
今は，会社がホームページを用意するのがあたりまえという時代です。2017
年の調査では，スマホの普及率は77％にまで膨らんだとの調査発表（注1）があ
り，
インターネットがないと生活できないという人も多くいます。SNSやネット検
索で情報を集め，
くわしい情報はホームページをチェック，気に入ればAmazon
や 公 式ホームページで買ったり，ネットから予 約してお店に出向いたりする
……。
現代で商売・ビジネスを成功させるには，ホームページを持っているだけでは
なく，どのようなホームページやWeb戦略でお客さんに自分の商品サービスを
伝えるかが勝負どころです。
そこで，よく言われることは，
「相手の気持ちになって考えてみなさい」という
ことです。たしかに，お客さんが気持ちよく購入できる流れを作るには，お客さん
の考え方がわからなければできません。
しかし，ここに1つ「勘違い」の落とし穴があるのです。それは，ネットを使うお
客さんが，同じような人に見えてしまうことです。
ネット上でのやりとりでは，基本的に相手の顔が見えません。すると，違う相手
とやり取りをしていても，同じような考え方をすると思ってしまうのです。さら
に，自分がネットをよく使う人であれば，自分と同じように相手もネットを使うだ
ろうと，思い込んでしまいがちなのです。
このように考えてしまうと，お客さんの考え方に合わせた販促はできません。
言うまでもなく，お客さんは1人1人違う考えを持っているので，いろいろな考え
を想像しないと，極めて偏った販促になってしまいます。

「勘違い」を知って，
ホームページで成果を出そう
では，具体的にはどうしたら，
「勘違い」をなくして，ネットやホームページを
効果的に使い，商売・ビジネスで成果を上げられるのでしょうか。それに応える
のが本書『勘違いをなくせば，あなたのホームページはうまくいく』です。
そもそも「勘違い」とは，
「ただちょっと知らなかっただけで，思い込んでい
たまちがい」だと思います。今までそれを教えてくれる情報がなかったから，ま
ちがっていただけで，知ってしまえばすぐに改善できるものでしょう。つまり，
本書を読んで理解してもらえれば，ホームページで商売・ビジネスの成果を
きっと上げられます。
本書では，のべ600社50業種以上の中小企業のWeb活用を個人でコンサ
ルティングしてきた経験から，特に勘違いされがちな53のトピックを厳選。何
十万円のツールを自腹で試したり，何千本のネット記事や何十冊の書籍を検証
／実践してきてわかった具体的なノウハウまで，惜しみなく詰め込みました。イ
マドキの商売・ビジネスに遅れず，Web活用で成果を出すために，ぜひチェック
してみてください。

勘違いをなくせば，
あなたのホームページはうまくいく

成果を上げるWeb制作・ネット集客・販促戦略の心構え

中山陽平 著／四六判・288ページ／定価
（本体1680円＋税）
ISBN 978-4-7741-9509-4
注1）
「メディア定点調査2017」
（博報堂DYメディアパートナーズ） http://mekanken.com/mediasurveys/

2018 vol.184

8

クリエイターが作品のアイデアを産み出すのはいつも難産！
映画や読書，音楽，ゲームなど，クリエイターは常に自分の
中に知識や経験をインプットしていかないとアウトプットする

ここで紹介するのは，ネタ探しのために本を探しに書店などに
出かけるのが性に合っている人のためのアイデアレシピです。

ためのアイデアがわかなくなってくるものです。しかし，忙し

一般的なグラフィックデザインのアイデアを探しているクリ

くてインプットするヒマがなく，だんだんと自分の中にあるス
トックが枯渇気味になってきているのを感じているクリエイ
ターも多いはずです。
そんなときにに，ついついネタ探しにインターネットにアク
セスしてググる人も多いと思います。即物的ではありますけれ
ど，実際にそれでネタは手に入ることが多いと思いますが，検
索して出てくるものは，誰が検索しても同じ結果が出てくると
いうことにもつながります。人とは違ったアイデアを生み出し
たいなら，人とは違ったインプットする必要があるでしょう。
さらに，インターネットで検索しても出てくるのは一部であ
り，結局は表示されたページを読み解いていかないと自分のも
のになりません。
本を読んだり外界の作品に接することで，自分の中のクリエイ
ティブな感覚に刺激を与えるのがよいのか，目の前の仕事のため
に，インターネットで目にしたものを元に作品作りをするのがよ
いのか，どちらがよいのかはその人それぞれによるでしょう。

エイターに贈るのが『Illustrator ＆ Photoshop レイアウト
デザイン50選』，デザインのジャンルを問わずに配色に関して
のアイデアを探しているクリエイターに贈るのが『Illustrator
＆ Photoshop 配色デザイン50選』です。
2冊共にデザインのアイデアを50収録しています。それぞれ
バリエーションも豊富なので，実際には50以上のアイデアを目
にすることができるわけです。また，ダウンロードサービスに
よってサンプルのデザインファイルを確認することができるの
で，デザインファイルがどのような構成になっているのかを手
にとってわかるようにもなっています。デザインファイルは
IllustratorおよびPhotoshopで作成され，対応バージョンは
CC/CS6です。
手軽なA5サイズなので，カバンの中に入れておいて，通勤途
中でも読むことができます。パラパラとめくっているだけで
も，アイデアの引き出しを埋めていくことができ，新しいイン
スピレーションが湧き上がってきます。

ネタ切れクリエイターのためのアイデアレシピ！

Illustrator ＆ Photoshop レイアウトデザイン 50選

宇野佳奈子（sieni keitto）
，
簾内文美，
保坂庸介 著／A5判・128ページ／定価（本体1680円＋税）
／ISBN 978-4-7741-9412-7

レイアウトデザインのアイデアです。アイデアのポイ
ントとアプリのテクニックが簡潔にまとめられてい
て，ひとめでわかる構成です

人気のチョークボードのアイデア。こういった普段は
あまり見かけないモノを見ているだけでも新しい発
想が生み出されます

ネタ切れクリエイターのためのアイデアレシピ！

Illustrator ＆ Photoshop 配色デザイン 50選
ピクセルハウス 著／A5判・128ページ／定価
（本体1680円＋税）
／ISBN 978-4-7741-9413-4

配色デザインのアイデアです。
「CMYK」
「RGB」
「Web きれいだけれど難しいネオン光跡の配色デザインで
カラー」
と３種類のカラーコードが記載されているので， す。バリエーションも掲載しているので，ひとつのデザ
どんなジャンルのデザインにも使うことができます
インでいくつもの発想が生み出されます
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伝わるレイアウト
伝わらないレイアウト
書籍や雑誌，新聞，ポスターをはじめ，ネットのウェブサイトなどは，私
達が日常的に触れる媒体です。そして，これらはすべて，
“情報を伝える”
という目的を持っています。その目的を達成するために，各媒体にはさま
ざまな工夫やテクニックが施されています。なかでも，もっとも基本かつ
大事であるとされるのが，レイアウト（情報要素の配置）です。ここでは，
同じように見えて実は伝わり方が大きく異なるレイアウトの実例を通
じ，効果を確認してみましょう。

余白を使った「グループ化」のテクニック
NG 例

知りたいデザイン

知りたい

レイアウトデザイン
ARENSKI 著／A5判・224ページ
定価（本体2080円＋税）
ISBN 978-4-7741-9418-9

「グループ化」は情報の関係性を判読しやすくする，デザインの基
本ルールです。

OK 例

イラストと文字の配置距離がすべて等しく，商品イメージと商品名の関係
性が直感的にはわかりません。

イラストと商品名の距離はそのままで，レイアウトに余白を設けてみま
しょう。情報の関係性や意味が伝わります。

小さなグループ

黄色いオビで余白を可視化してみました。
オビの幅を大きくすることにより，個々の
イラスト と 商 品 名 の 関 係 だ け で なく，
「Coffee」
「Sweets」などのカテゴリもグ
ループ化されることがわかります。

「ライン」によるデザイン効果
NG 例

上記の例ではセットドリンクメニューの存在感が弱くなってしまっています。

大きなグループ

見えない線（余白）だけでは，情報の関係性が曖昧になること
も。枠であしらうと，目線を誘導できます。

OK 例

枠線によって内容を区別しており，メニューの関係性がすぐに把握できる
レイアウトになっていることがわかります。

11月新刊の『知りたいレイアウトデザイン』では，
「デザインで大切な2W1Hの法則」
「レイアウト・3つのキーワードと8つのルール」
「33のレイアウトアイデア＋サンプル」を解説しています。本稿はレイアウトで大切なキーワードである
“判読性”
を担保するルール
「グループ化」
「ライン」より抜粋しました。興味を持っていただけたなら，
ぜひ書籍をご覧ください。
（ARENSKI+編集部）
2018 vol.184
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MAGAZINE GUIDE
2018年

2月号

B5判・176頁
定価（本体価格1220円＋税）
（※カバーは前号のものです）

第1特集

使いたいツール，
データ分析，
機械学習に効く
【超】
カタログ

そのPythonライブラリ，
どうして必要なんですか？
【データ分析編】

「使う」から「使える」ようになるデータ分析定番ライブラリ解説

「もっとライブラリを効果的に使えるようになりたい！」Python初心者プ
ログラマから，
ワンステップ成長するときに皆さん感じてるポイントです。本
特集では，
「Pythonプログラマがライブラリを使うときに，
ライブラリに対す
る知識をきちんと持ったうえで使えるようになる」ことを目標とし次の3点か
ら解説をします。①よく使うPythonライブラリがどんな目的に使えるのかを
知る，
②各ライブラリのちょっとした使用例を試してみることで概要をつか
む，
③ライブラリの機能としくみを知る̶̶これらを押さえることで熟達した
Python使いになるためのきっかけを得られます。まずは本特集のサンプル
コードを写経しながら，
根底から理解を深めていきましょう！
■第1章 パッケージ管理の基礎―概要と使い方／ディレクトリ構成／ツール
（pip，
venv，
pipenv）
■第2章 Pythonの基礎力を高めよう―ファイル管理／ネームスペース／
定番パッケージ

■第3章
データの前処理から分析まで―データ分析の入り口（pandas，
Jupyter Notebook）
■第4章 データ分析実践手法―matplotlibによる可視化（散布図，
ヒスト
グラム etc.）
■コラム 「学びを助けるコミュニティ紹介／書籍紹介」

第2特集

さまざまなLinuxディストリでスタンダードに！

Systemd実践入門

CentOS，Ubuntu，Debian，REHLなど，
さまざまなLinuxディストリ
ビューションで，
スタンダードになってきたSystemd。まだ解説文献も少な
く，導入に躊躇している方も多いのではないでしょうか。
しかしSystemdを
使用していく流れもあっって，
システム運用の現場でもノウハウがジワジワと
たまりつつあります。本特集では，
Systemdの基礎知識と技術をかため，
ト
ラブルシューティングで役立つ技術も解説します。

■特別企画

［１］
ネットワーク監視の新定番 Prometheus入門
［2］
ARKitとUnityで作るiPhone ARアプリ集中特講（第2回）

vol.102

B5判・168頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9433-2
第1特集

第3特集

はじめてのペアプロ／モブプロ

React Native実戦投入

本特集では，2人1組になってコードを書くペアプログラミング（ペアプ
ロ）と，チーム一丸となってコードを書くモブプログラミング（モブプロ）
について解説します。ペアプロ／モブプロでは，すべての開発作業をペア
やチームで行うことで，ペアやチーム内の情報伝達効率を最大にし，プロ
ダクトの質を高めます。この開発スタイルは，クラウドとGitHubが普及し
た現 代における開発のボトルネックを解消します（理由は特 集内で詳
述）。さらに，ペアプロ／モブプロでは結果（コード）だけでなく過程（プ
ログラミング ）からも 学 べ るため，高 い 教 育 効 果 もあわせ 持ちます。
2018年を迎えた今，必見の特集です。

React Nativeは，
1つのJavaScriptコードベースでAndroidとiOS両
方のネイティブアプリ開発を行える，Reactをもとにしたフレームワーク
です。開 発 元であるFacebookやInstagramだけでなく，Sk ypeや
Airbnb，Walmartなどの有名サービスのアプリでも利用されています。
本特集ではReact Nativeについて，基本から本番アプリ開発でのノウハ
ウまでを徹底解説していきます。

メキメキと人が育ち，
プロダクトの質を高める

第2特集

サービス改善ノウハウ大公開

Backlog，
日経電子版，
Yahoo! MAP，Scrapbox
Webサービスやスマートフォンアプリの使い勝手を改善する際に考える
べ きことを 解 説 する 特 集 で す。W e b サ ービ スの 改 善 は，U （
I User
Interface）／UX（User Experience）をより良くするため，
技術の進化に対
応するためなどさまざまな理由で行われます。本特集は，
改善前の問題点，
解消するために検討された方法，改善後の効果などを，実際にサービス改
善を行ったエンジニアにしかわからないノウハウ満載でお送りします。
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Android/iOSアプリをJavaScriptで高速開発

あのときの決断

17周年記念エッセイ

今振り返る，
選んだ選択肢，
選ばなかった選択肢

今までのエンジニア人生の中で，
みなさんもさまざまな決断をし
てきたと思います。その決断を今振り返ってみると，
今後の決断を
良いものにするヒントが見つかるかもしれません。この特別企画で
は，
トップエンジニアの方々に，
印象的に感じている決断を振り返っ
ていただきます。何を決断しなければいけなかったか，なぜそちら
を選択したのか，
もし別の選択肢を選んでいたらどうなっていたと
思うかなど，
当時の思い，
現在の思いを解説していただきます。

情報処理技術者試験シリーズ
情報処理技術者試験は，
経済産業省が情報処理技術者としての「知識・技能」が一定の水準以上あることを
認定する国家試験です。
この書籍シリーズでは，
試験の合格を後押します。

すべての社会人向け

レベル

1

ITパスポート試験
合格教本

試験範囲を網羅し、図解を用い
た詳細な解説で定評のあるテキ
ストは、はじめて学習する方に
には、過
も最適。付属 CD-ROM
去 問 題 を 反 復 学 習できる 学 習
用ソフトを収録。

平成30年度

ITパスポート合格教本
岡嶋裕史 著
A5判・384頁
定価
（本体価格1580円+税）
ISBN
978-4-7741-9323-6
CD-ROM

過 去 問 題 の 演 習 がで き る 対 策
問 題 集 。短 期 間でも 出 題 傾 向
を 理 解 し 、合 格 力 を 高 め られ
る。午 前 問 題 は 見 開 き 構 成で
「解く」「解説を読む」「正解
チェック」ができる。

パーフェクトラーニング過去問題集

す べて の 解 説 が イ ラ ス ト ベー
ス で 、と て も わ か り や す い 解
説 と な って お り 、「 仕 組 み や
内 容 を 理 解 し な が ら 、試 験 の
用 語 や 問 題 、計 算 に 慣 れ る こ
と」ができる。

キタミ式イラスト 塾

IT

平成30年【上半期】 ITパスポート

情報処理技術者向け

レベル

2

基本情報技術者
平成30年度【春期】
【秋期】

基本情報技術者 合格教本

情報処理技術者向け

3

キタミ式イラストIT塾

ITパスポート 平成30年度

平成30年度【春期】
【秋期】情報セキュリティマネジメント

合格教本

きたみりゅうじ 著
A5判・464頁
定価
（本体価格1880円+税）
ISBN
978-4-7741-9348-9

栢木先生の教室

最新の傾向を分析し、出題頻度
の高い分野を中心に、イラスト
や豊富な図解・例え話を駆使し
て理解しやすく説明。「〇〇と
くれば ×」
×方式で重要ポイン
トを再確認。

平成30年度 イメージ＆クレバー方式でよくわかる

栢木先生のITパスポート教室

栢木厚 著
A5判・384頁
定価
（本体価格1580円+税）
ISBN
978-4-7741-9324-3

栢木先生の教室 準拠ドリル

「栢木先生の教室」に完全準拠
したサブノート＆ドリル。「手
を動かしながら理解する」をコ
ンセプトに、重要ポイントをま
とめたり、プチ問題を解くこと
で基礎力を養成。

平成30年度 栢木先生のITパスポート教室準拠

書き込み式ドリル

技術評論社編集部 著
A5判・144頁
定価
（本体価格1280円+税）
ISBN
978-4-7741-9325-0

よくわかる教科書

見開き１テーマで構成した、学
習用テキスト。テーマをコンパ
クトに、出題分野をしっかりと
カバー。頻出テーマ・用語を網
羅し、ポイントを絞り込んだ学
習ができる。

平成30年度 80テーマで要点整理

福嶋宏訓，
イエローテールコンピュータ
原山麻美子 著
B5判・192頁
定価
（本体価格1280円+税）
ISBN
978-4-7741-9343-4

岡嶋裕史 著
A5判・432頁
定価
（本体価格1880円+税）
ISBN
978-4-7741-9329-8

CD-ROM

CD-ROM

平成30年度【春期】応用情報技術者

平成30年度【春期】情報セキュリティマネジメント

パーフェクトラーニング過去問題集

加藤昭，
高見澤秀幸，
矢野龍王 著
B5判・464頁
定価
（本体価格1780円+税）
ISBN
978-4-7741-9318-2

庄司勝哉，
吉川允樹 著
B5判・336頁
定価
（本体価格1480円+税）
ISBN
978-4-7741-9330-4

キタミ式イラストIT塾

応用情報技術者 平成30年度

きたみりゅうじ 著
A5判・656頁
定価
（本体価格1980円+税）
ISBN
978-4-7741-9349-6

きたみりゅうじ 著
A5判・832頁
定価
（本体価格3280円+税）
ISBN
978-4-7741-9350-2

平成30年度 イメージ＆クレバー方式でよくわかる

栢木先生の基本情報技術者教室
栢木厚 著
A5判・480頁
定価
（本体価格1780円+税）
ISBN
978-4-7741-9327-4

平成30年度 栢木先生の基本情報技術者教室準拠

書き込み式ドリル

技術評論社編集部 著
A5判・160頁
定価
（本体価格1280円+税）
ISBN
978-4-7741-9328-1

安全な情報システムを設計、開発、運用する者向け
平成30年度【春期】
【秋期】
情報処理安全確保支援士

合格教本

平成30・01年度 87テーマで要点整理

基本情報技術者のよくわかる教科書

角谷一成，
イエローテー
ルコンピュータ 著
B5判・192頁
定価
（本体価格1480円+税）
ISBN
978-4-7741-9320-5

レベル

4

情報処理安全確保支援士

岡嶋裕史 著/A5判・680頁
定価
（本体価格2880円+税）
ISBN 978-4-7741-9316-8

CD-ROM

平成30年度【春期】
情報処理安全確保支援士

パーフェクトラーニング過去問題集

エディフィストラーニング株式会社 著
B5判・400頁
定価
（本体価格2980円+税）
ISBN 978-4-7741-9319-9

高度情報処理技術者向け

プロダクトマネージャ

ITパスポートのよくわかる教科書

合格教本

大滝みや子，
岡嶋裕史 著
A5判・744頁
定価
（本体価格2980円+税）
ISBN
978-4-7741-9315-1

山本三雄 著
B5判・608頁
定価
（本体価格1480円+税）
ISBN
978-4-7741-9317-5

基本情報技術者 平成30年度

2

平成30年度【春期】
【秋期】応用情報技術者

CD-ROM

キタミ式イラストIT塾

レベル

情報セキュリティマネジメント

パーフェクトラーニング過去問題集 パーフェクトラーニング過去問題集 パーフェクトラーニング過去問題集
五十嵐聡 著
B5判・288頁
定価
（本体価格1180円+税）
ISBN
978-4-7741-9326-7

ITの安全な利活用を
推進する者向け

応用情報技術者

角谷一成，
イエローテー
ルコンピュータ 著
A5判・544頁
定価
（本体価格1680円+税）
ISBN
978-4-7741-9314-4

平成30年度【春期】基本情報技術者

レベル

平成30年度
プロジェクトマネージャ

合格教本

レベル

4

データベースベーススペシャリスト

平成30年度
データベーススペシャリスト

合格教本

金子則彦 著
A5判・640頁
定価
（本体価格
2880円+税）
ISBN
978-4-7741-9238-3

金子則彦 著
A5判・560頁
定価
（本体価格
2880円+税）
ISBN
978-4-7741-9221-5

CD-ROM

CD-ROM
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パソコン入門

パソコン入門

今すぐ使えるかんたん

今すぐ使えるかんたんEx

Windows 10 改訂3版

Outlookプロ技BESTセレクション

［Outlook 2016/2013/2010対応版］

オンサイト，技術評論社編集部 著
B5変形判・320頁
定価（本体価格1000円+税）
ISBN 978-4-7741-9475-2
Windows 10の初心者向け操作解説書。基本的な操作
方法だけでなく，
インターネットやメールの設定，
アプリの
利用方法などを解説。
「Fall Creators Update」に対応。

AYURA 著/A5判・256頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-7741-9423-3
Outlookの解説書。アカウントの設定方法や，メールの送
受信・整理の方法などはもちろん，連絡先・予定表・タス
クの使い方についてもしっかり解説。巻末には，よく起き
るトラブルや疑問点の解決方法をまとめました。

オフィスソフト

オフィスソフト

今すぐ使えるかんたんmini

Excel文書作成

今すぐ使えるかんたん

Accessレポート＆フォーム 完全操作ガイド

基本＆便利技

［Excel 2016/2013/2010対応版］

～仕事の現場で即使える

稲村暢子 著/B6変形判・208頁/定価（本体価格1080円+税）
ISBN 978-4-7741-9404-2
文書もExcelで作ってしまいたい，Excelの機能を使って便利な
書類を作りたいと人に，Excelでの文書作成の基本とExcelの
機能を使ったWordではできない便利な書類の作成方法を紹
介。Excel 2016およびWindows 10環境で解説，
サンプルは
Excel 2016/2013/2010対応で，
ダウンロードで提供します。

今村ゆうこ 著/B5変形判・360頁/定価（本体価格2980円+税）
ISBN 978-4-7741-9476-9
Accessで本格的なデータベースシステムを構築する場合，
テーブル，
クエリーの他にレポートとフォームを利用する必要
があります。本書は，Accessのレポートとクエリーに関する，
「すべて」の機能を解説した，
専門書籍。
レポートとクエリー
で利用する，
すべてのコマンドを網羅解説しています。

デザイン

Webサイト制作

知りたい

たった1日で基本が身に付く！

ARENSKI 著/A5判・224頁/定価（本体価格2080円+税）
ISBN 978-4-7741-9522-3
文字に関するデザインやレイアウトのルールと，デザイン
ワークのアイデアを扱った書籍です。本文組みから見出しの
あしらい，
他要素との組み合わせ，
ロゴマークデザイン，
タイ
ポグラフィまで，文字を使ったデザインについての“知りた
い！”
に応える解説書。入門書と見本帳やデザインテクニック
集，
ぎゅっとまとめたお得な1冊。

佐々木恵 著/B5変形判・192頁/定価（本体価格1800円+税）
ISBN 978-4-7741-9372-4
WordPressによるWebサイト作成の基本を一から学ぶため
の書籍です。
1日8時間の勤務時間内に読むことができる程
度に解説内容を絞り込み，
初心者・新人が最初の1冊目として
読むのにふさわしい内容です。WordPressをインストールし
てWebサイトを作成し，
かんたんなカスタマイズを行って，最
後はインターネットに公開するところまでがこの1冊で！

タイポグラフィデザイン

WordPress 超入門

プログラミング

プログラミング

親子でかんたん

3ステップでしっかり学ぶ

松下孝太郎，
山本光 著/B5判・192頁
定価（本体価格2580円+税）
ISBN 978-4-7741-9387-8
小学生からのプログラミング教育が本格化しているなか，はじめての言語と
して人気なのがスクラッチ。
「まなびのずかん」シリーズとして，スクラッチに
よるゼロからのプログラミングをビジュアルふんだんの図鑑形式で解説。
小学生でも始められる基礎的なところから，本格的なプログラミングまで
扱っています。総ルビとなっており，本書1冊で永くご使用いただけます。

株式会社アンク 著/B5変形判・352頁/定価（本体価格2480円+税）
ISBN 978-4-7741-9462-2
「3ステップでしっかり学ぶ」シリーズのJavaの入門書。手
順解説を中心に置き，ExcelやWordのように操作を行って
いく中で，自然にJavaを習得することができます。
「プログ
ラムの基礎をしる」
「変数ってこんなもんなんだ」ということ
を理解してもうらため，図版を多く掲載することで，
「見て」
理解できる工夫を行っています。最新のJava9対応版。

スクラッチプログラミングの図鑑

Java入門 [改訂2版]

数学・科学

数学・科学

低次元の幾何からポアンカレ予想へ

儲かる物理

～世紀の難問が解決されるまで～

～人生を変える究極の思考力～

市原一裕 著/四六判・208頁/定価（本体価格1580円+税）
ISBN 978-4-7741-9478-3
メビウスの帯，クラインの壺，オイラーの多面体定理，ポ
アンカレ予想など有名な例をとりあげ，多様体の魅力に
迫ります。身近な例を豊富に使って親近 感がわくように
説明。1次元多様体／2次元多様体／向き付け不可能な2
次元多様体／オイラーの多面体定理とオイラー標数／3
次元球面／ポアンカレ予想など豊富に収録。

鈴木誠治 著/A5判・256頁/定価（本体価格1540円+税）
ISBN 978-4-7741-9302-1
河合塾などでの予備校講師の傍ら，投 資や商売，カジノ
を経験してきた鈴木誠治先生が「混沌とした世の中だか
らこそ物理は必須科目である」をモットーに，机上の空論
を一切排除し実体験を元にして，物理と儲けのからくりを
わかりやすく提 示。物理の知識は必要ありません。本書
の中で必要な箇所は補足していきます。

工学
例題で学ぶ

はじめての電源回路

柿ヶ野浩明 著/A5判・192頁
定価（本体価格2180円+税）
ISBN 978-4-7741-9401-1
電源回路とは入力電力から必要と
される出力電力を生成する電力回
路であり，電 気を学ぶ上で非常に
重要です。本書は電源回路を基礎
から制 御，設 計にいたるまで，豊
富な図と例題を交えてわかりやす
く解説します。
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デジカメ

デジカメ

今すぐ使えるかんたんmini

今すぐ使えるかんたんmini

Canon EOS Kiss X9
基本＆応用 撮影ガイド

オリンパス OM-D E-M10 MarkⅢ
基本＆応用撮影ガイド

河野鉄平，
MOSH books 著
B6変形判・192頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-7741-9354-0
キヤノンのデジタル 一 眼レフカメラ
「EOS Kiss X9」の操作解説書。オー
ルカラーで基本機能，交換レンズなど
についてやさしく解説しています。

コムロミホ，
ナイスク 著
B6変形判・192頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-7741-9415-8
オリンパスOM-Dシリーズのエント
リー機「E-M10 MarkIII」の解説書。
ハンディで作 例 豊富なカラー のマ
ニュアルとして必携の1冊です。

ビジネス

確定申告

働き方の問題地図

スマホでかんたん確定申告

沢渡あまね，奥山睦 著/四六判・240頁/定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-7741-9427-1
そろそろ，実態に即した働き方を考えないとまずいんじゃな
いですか？ 様々な問題とその対策を，
業務プロセス/オフィ
スコミュニケーション改善士の沢渡あまね，
1996年からテ
レワークを活用して子育てや闘病生活を経験しながら時代
の働き方を先取りしてきた女性起業家の奥山睦のタッグが
教えます。

村井隆紘，藤井浩平 著/四六判・200頁/定価（本体価格1580円+税）
ISBN 978-4-7741-9405-9
iPhone・Androidアプリを利用したこれからの確定申告のノ
ウハウを解説した日本初の本。ミスなくトクする新しいやり方
で青色申告をラクに済ませる方法を教えます。クラウド会計
ソフトシェアNo.1のfreeeの使い方から，
トクする経費・節税
の知識までが，
これ1冊でわかる！

～「で，
どこから変える？」旧態依然の職場の常識

資格試験

～青色申告をラクに済ませるfreeeの
使い方から節税のコツまで

資格試験

資格試験

2018年版 らくらく突破

2018年版【テスト式本番対策】ケアマネジャー

らくらく突破 改訂第5版 書きながら覚える

ケアマネ取得支援研究会 著/B5判・304頁
定価（本体価格2280円+税）/別冊
ISBN 978-4-7741-9482-0

ケアマネ取得支援研究会 著/B5判・192頁
定価（本体価格1980円+税）/別冊
ISBN 978-4-7741-9481-3

工藤英明 著/B5判・256頁
定価（本体価格2080円+税）
ISBN 978-4-7741-9483-7

ケアマネジャー過去問題集

突っこみ解説付き過去試験2回＋模擬試験3回

5 年 分 の 試 験を収 録した 過 去 問 題 集 。
120の分野別・テーマ別に掲載。各選択
肢のくわしい解説に加えて，試験に出やす
いポイントを「これが基本」
「もっとくわし
く」
「図解で整理」
「こう解く」といったコラ
ムで補足しています。最新問題（平成29
年度試験）は本番同様の構成で収録。

本番の試験と同じテスト形式で学習するた
めの問題集。最新の平成29年度試験を含
む過去2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
どの突っ込みを入れるスタイルで解説。出
題傾向に基づいた模擬試験も3回分収録，
重要事項は別冊にまとめています。

資格試験

モバイル

らくらく突破 第3版

今すぐ使えるかんたん

運行管理者試験＜貨物＞合格教本

iPad完全ガイドブック 困った解決&便利技

［iOS 11対応版］

高橋幸也 著/A5判・360頁
定価（本体価格2080円+税）
ISBN 978-4-7741-9432-5

リンクアップ 著/B5変形判・320頁
定価（本体価格1880円+税）
ISBN 978-4-7741-9424-0
最新iOS11に対応したiPadの使いこなし
集。iOS11で使い方の大きく変わったiPad。
本書を読めば「やりたいこと」「困ったこ
と」形式で，iPadの使いこなし方がすぐにわ
かります。iPad（第5世代），iPad Pro
（10.5/12.9インチ），iPad mini 4対応。

受講生から理解しづらいポイントをつ
かみ，丁 寧に解 説したテキスト。
1つの
テーマを短くまとめているため，短時間
でポイントを絞った学習が可能。演習問
題は平成26年第1回以降の試 験問題
を使用。巻末に過去問題1回分，模擬試
験問題2回分はダウンロード可能です。

ケアマネジャー
［まるわかり］合格ノート

ポイントを読み，簡単な穴埋め問題を
書きながら覚えたら，
ちょっと難しい
問題にチャレンジ！2017年10月実施
の 第 20回 試 験 の問 題 を 盛り込 み，
2018年 4月からの制度 改 正にも対
応 。オリジ ナル 模 試 は 本 文 付 録 と
Web提供の2回分です。

モバイル
今すぐ使えるかんたん

iPhone完全ガイドブック 困った解決＆便利技
［iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus対応版］
リンクアップ 著/B5変形判・240頁
定価（本体価格1200円+税）
ISBN 978-4-7741-9426-4
「iPhoneの使い方を知りたい！使いこなし
たい！」そんな皆さんのためのガイドブッ
ク。docomo/au/SoftBankの3キャリア
を カ バ ーし，新し い i O S 11の 機 能 や
iPhone Xにも対応。
トラブル解決法，必ず
役立つテクニックまで幅広く紹介します。

モバイル
ゼロからはじめる

iPhone X

スマートガイド ドコモ完全対応版

iPhone X

スマートガイド au完全対応版

iPhone X

スマートガイド ソフトバンク完全対応版

リンクアップ 著/四六判・288頁/定価（本体価格980円+税）/ISBN 978-4-7741-9429-5

ゼロからはじめる

リンクアップ 著/四六判・288頁/定価（本体価格980円+税）/ISBN 978-4-7741-9430-1

ゼロからはじめる

リンクアップ 著/四六判・288頁/定価（本体価格980円+税）/ISBN 978-4-7741-9431-8

「iPhone X」の初心者向け解説書。ディスプレイ表示になったホームボタンの使い方や，通話／メール／インターネットといった基本的な使い方から，
便利な活用法まで解説。巻
頭ではiPhone Xの新機能をまとめて紹介しています。

モバイル
今すぐ使えるかんたんPLUS+

モバイル
ゼロからはじめる

モバイル
ゼロからはじめる

Androidアプリ 完全大事典

ドコモ Galaxy Note8 SC-01K

ドコモ Xperia XZ1 SO-01K

太田百合子，
すずまり，
日沼諭史 著
四六判・336頁/定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-7741-9425-7
Androidスマートフォン/タブレットの
「使える」アプリをまとめて紹介。話
題のアプリや定番のアプリなど，
目的
別に，数多くのアプリを紹介します。何
をインストールしたらよいのかわから
ないという人にオススメです。

技術評論社編集部 著/四六判・224頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-7741-9473-8
d o c o m o のスマートフォン「G ala x y
Note8」の初心者向け操作解説書。基本
的 な 機 能 の 使 い 方 だ け で なく，
SamsungのアプリやSペンといった独自
機能，スグ電などのdocomoスマホ共通
の機能などをわかりやすく解説します。

リンクアップ 著/四六判・256頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-7741-9477-6
NTTドコモのスマートフォン「Xperia
X Z1 SO - 01K」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，NT Tドコモのサービスの
利用方法なども解説します。

2018年版［スマートフォン&タブレット対応］

モバイル

スマートガイド

モバイル

ゼロからはじめる

ゼロからはじめる

スマートガイド

スマートガイド

au Xperia XZ1 SOV36

リンクアップ 著/四六判・256頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-7741-9479-0
auのスマートフォン「Xperia X Z1
SOV36」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，auのサービスの利用方法など
も解説します。

スマートガイド

モバイル
ゼロからはじめる

au Galaxy Note8 SCV37

SoftBank Xperia XZ1

技術評論社編集部 著/四六判・224頁
定価（本体価格1480円+税）
ISBN 978-4-7741-9461-5
auの「Galaxy Note8 SCV37」の
初心者向け解説書。基本的な使い方
から，Sペン，Always on Display，
エッジディスプレイなどの独自機能
や便利な活用法までをわかりやすく
解説します。

リンクアップ 著/四六判・256頁
定価（本体価格1380円+税）
ISBN 978-4-7741-9480-6
SoftBankのスマートフォン「Xperia
XZ1」の初心者向け解説書。基本的
な使い方のほか，独自機能，Google
やキャリアのサービスの使い方など
も紹介します。

スマートガイド
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だ！」と思っている人に，
「じつは換気扇掃除を10,000円以下

世界を広げる
チャンスをつかむ
ブログに
必要なこととは

「10,000円を切るなら，自分でやるよりコスパがいい！
なんていい情報だろう！」
と感激してくれるかもしれません。今まで「自分でやる」という
ことばかり考えていたのを，
「人にやってもらう」というちょっ
と斜め上の解決方法を提示してあげると「期待以上！」と思わ
れることがあります。
そのような期待を超える記事は，FacebookやTwitterなど
のソーシャルメディアでシェアされることも増えて，人の目に触
れることが多くなります。さらに，見てくれた人が読者登録をし
てくれてそのあともブログへのアクセスが増えたり，検索エン
ジンからの評価も上がってより多くの人に読まれるという，正
のスパイラルに入ることができるのです。
このほかにも，ブログをたくさんの人に読んでもらえるよう
にするには，人にも検索エンジンにも好かれるように記事を書
いたり，読者を増やす努力をしたり，検索エンジンに嫌われる
行為をしないなど，さまざまなコツがあります。そんな意外と
教えてもらえないノウハウを，アメブロの運営サイドにいる木
村賢さんが解説した『たくさん読まれるアメブロの書き方』と
いう本が出ました。ブログを始めて書籍の出版やテレビ出演な
どを実現した「世界一周 恋する咲ログ」の窪咲子さん，
「芸
能人のものまねメイク」でアメブロ読者数19万・Twitterフォロ
ワー数38万・Instagramフォロワー数16万とSNSフォロー
総数73万以上を誇るざわちんさんのここでしか読めない特別
インタビューも収録。アメブロユーザー必読の1冊です。

・質（くわしさや新しさなど）や量
・見た目の美しさや読みやすさ
・あなたならではのエッセンス（情報そのものだったり，その
まとめ方や見解）
たとえば，
「渋谷の超人気ラーメン屋Aの味を自宅で再現し
てみた！」といった記事は非常にユニークでおもしろいですね。
作り方の手順をわかりやすく解説して，味を本当に再現できた
ら，
「期待を超える記事」になるでしょう。
また，
「大掃除で換気扇をきれいにしなければいけない。重
曹でかんたんに落とせるとはいうけれど，それでも油ギトギト
の換 気扇を触らないといけないし，時間もかかる。本当にや

たくさん読まれる

アメブロの書き方
木村賢 著／四六判・176ページ
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-9416-5

次回「電脳会議 vol.185」は

3月3日発行予定

パソコン友の会「電脳会議vol.184」／2018年1月20日発行（年8回発行）

そんな世界を広げるチャンスを秘めているのがアメブロ。市
川海老蔵さんなどの芸能人ブログが有名ですが，一般の方で
「ブログのおかげで好きなことをして生きていけるようになっ
た」という方も少なくありません。
そんな夢を実現するにはたくさんの人に読んでもらい支持
を集めなければいけませんが，そのためにはいくつかポイント
があります。特に重要なのが，次のような点を押さえた「読者
の期待を超える記事」を作ることです。

人はどう思うでしょうか？

vol.184

「趣味でやっていたレシピブログが，本になった！」
「ブログが人気になって，
ドラマ化されてしまった！」
「ファッションブログが人気になって，いつの間にか
タレントになっていた！」

で請け負ってくれる業者もある」という情報を提供したら，その

