
図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！
◉Web検索から弊社Webサイトをご利用いただく場合には，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。

　「メールに圧縮されたファイルが添
付されてきた。中を開こうと思った
けど，スマホじゃうまく開けない。
会社に戻ってパソコンでファイルを
開けようとしたら，パスワードが必
要とのこと。別メールでパスワード
が送られてきたので，めんどくさい
けど入力して開けてみたら，とくに
秘密にしなくてもいいような，どう
でもいいデータだった……」

　そんな経験，あなたにもないでしょ
うか。「セキュリティのため」として
“常識”になっているやり方ですが，
セキュリティの専門家からは「パス
ワードは容易に解読できる」「通信や
サーバをハッキングされたらアウ
ト」「誤送信対策にはならない」など
の指摘も寄せられていること，ご存
知でしょうか？
　これだけではなく，「いったいなん
のためにやってんの？」というよう
な“仕事のための仕事”は，私たち
の身のまわりに意外と多く潜んでい
ます。
　累計23万部の問題地図シリーズを
生み出した沢渡あまねさんの新刊『仕
事ごっこ』では，このような「昔は意
味があったかもしれないけど，今は
邪魔でしかない仕事や慣習」「仕事の
ための仕事」を「仕事ごっこ」と定義，
童話＋解説という形式で，次のよう
な話題を取り上げています。

　「郵送」「印刷して配布」「押印」
　「資料作成」「会議」
　「手書き」
　「オープンイノベーション」
　「メールを送ったら電話で確認」
　「とりあえず打ち合わせ」
　「飲みニケーションで
　　　　　　モチベーション向上」
　「メール添付で圧縮してパスワード
　　　　つけて，パスワードは別送」
　「ひたすらテレアポ」
　「とにかく相見積り，コンペ」
　「年末年始の挨拶や表敬訪問」
　「ダイバーシティごっこ」
　「管理職ごっこ」
　「管理職ヅラしてマウンティング」

　「もっとラクに仕事できるんじゃな
いの？」と一度でも疑問に思ったこ
とのある方，ご一読を！　決裁権の
ある方の机の上にそっと置いておく
のも効果があるかもしれません。
　ちなみに，「どうして童話？」とい
う裏話は以下でご覧いただけます，
あわせてぜひ。

•働き方を変えたければ，新しい施
策を乱発する前に，時代遅れの仕
事や慣習をやめませんか？
　 　https://gihyo.jp/lifestyle/column
/01/workstyle/2019/06/2101

　ダークモードが主流のなか，白いタスクバーが新鮮に感じる，
Windows 10に新しく備わったテーマ「ライト」。May 2019 
Updateをクリーンインストールした人以外は，［個人用設定］→
［テーマ］で「テーマの変更」にある［Windows（ライト）］を選択。
スタートメニューやアクションセンターもすべて白基調に。

　Windows 10の目玉だった
Cortana（コルタナ）が，検索
ボックスから独立した機能にな
りました。さまざまな作業を手
助けしてくれる音声アシスタント
ですが，オフィスのデスクで使
いにくさを感じていた人には，
分離して検索ボックスの使い勝
手が良くなります。

　ちょっとしたひと手間が省け
ると操作も快適になります。内
部モニターの明るさをさらに手
軽に，かつ細やかに調節でき
るようになりました。また，集
中モードには新しい自動規則
の追加が行われました。

　他にも「フォント管理の変更」「絵文字入力の強化」
「Windows Insider Programの設定ページの変更」など，既
存機能が改良され操作性が向上したWindows 10 May 2019 
Update。ぜひアップデートして体感してください。

2015年7月のリリースから丸
4年が経ち，その間に7回の
アップ デ ートが 行 わ れ た

Windows10。本年5月21日に一般公開された最新版・
May 2019 Update（バージョン1903，通称19H1）
の新機能やOctober 2018 Updateからの変更点の一部
を紹介します。

ノート PC などの内部モニターであれば，アクションセンターを
開いてスライダーを動かすだけで，モニターの明るさを調整で
きる。調整のコントロールも0～100まで一段階ずつ設定可能。

▲ Cortana が起動しないため，素早い検索ができるように。タス
クバーを右クリックして［Cortana のボタンを表示する］のチェッ
クを外せば，さらにツールバーをすっきりさせることもできる。
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使い勝手の小さなカイゼン

検索ボックスとCortanaの分離

「
添
付
フ
ァイ
ル
をｚ
ｉｐ
に
圧
縮
し
て

パ
ス
ワ
ー
ド
を
か
け
て
，

パ
ス
ワ
ー
ド
は

別
メ
ー
ル
で
送
信
」

そ
ん
な〝
常
識
〞，
本
当
に
今
も
必
要
で
す
か
？

　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，弊社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。

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/と入力したWebページをご参照ください。

検  索技評書籍雑誌の購入

https://gihyo.jp/book/p
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次回「電脳会議Vol.198」は10月5日発行予定 技術評論社の
Webサイト https://gihyo.jp/book
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vol.

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
2019-2020年最新版

沢渡 あまね◉著 A5変形判・128頁
定価（本体価格1280円＋税） ISBN 978-4-297-10621-8

リブロワークス◉著

B5変形判・352頁　定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10644-7

仕事ごっこその“あたりまえ”，
いまどき必要ですか？

vol.197
本書では，公教育の動向はもちろんのこと，習い事として人気が高まって
いるプログラミングスクールや，家庭における学習まで，プログラミング教
育に関する最新トピックを1冊にまとめました。「プログラミング教育って何
をするの？」「親は何を準備すればいいの？」「スクールに通わせるべき？」
といった不安や疑問にしっかりとお答えします。

プログラミング教育研究会◉著　CodeCampKIDS◉監修
四六判・160頁　定価（本体価格1280円＋税）   ISBN 978-4-297-10613-3

編集部おすすめの書籍

プログラミング教育
最前線

60分でわかる！

Windows 10 May 2019 Update
何が変わった？ どう変わった？



◉図1 輻輳崩壊

◉図2 様々な輻輳制御アルゴリズム

　近年，LTEなどの高速なネットワーク
の展開とスマートフォンや様々なクラウ
ドサービスの普及により，インターネッ
トを流れるデータ量は急激に増大して
います。私たちもスマートフォンやパソ
コンを用いて，日常的に様々なインター
ネットサービスを利用しています。今後
も，新たなスマートデバイスやIoT
（Internet of Things）サービスの普及，
5G（第五世代移動通信システム）の商
用展開などに従い，私たちの暮らしを支
えていく上で，インターネットへの接続
はますます欠かせないものとなっていく
と考えられます。そして，そのインター
ネットにおいて広く利用されているのが
TCP/IP（Transmission Control  

Protocol/Internet Protocol）と呼ばれる
プロトコルです。
　TCP/IPは1980年頃にその基本形が
完成して以来，インターネットの普及と
ともに広まり，発展を続けてきました。
TCP/IPが普及した要因の一つとして，
ネットワークの機能を必要最小限に低
減するというコンセプトが挙げられま
す。つまりネットワークを高機能化する
と，一般的にコストが高くなる，相互接
続が難しくなる，構築や保守が困難に
なる，といった弊害があります。このよ
うな問題を避け，シンプルなネットワー
クを指向したことが，TCP/IPの特長で
あると言えます。とは言え，時代の推移
に従い利用されるアプリケーションや通
信環境が変化するに従って，これらのプ
ロトコルにも様々な改良が重ねられ，初
学者にとって難しい技術となってきたこ

ともまた事実です。
　そこで本記事では，インターネットの
広まりとともに急増してきたデータ量
と，それに対応するために特に多くの改
良が重ねられてきたTCPの輻輳制御に
ついて，取り上げます。

　輻輳とはネットワークの混雑を指しま
す。つまり，インターネットなどのネッ
トワークは多数のルータ等のネットワー
ク機器から構成されます。これらの機
器は，有線（光ファイバケーブル等）あ
るいは無線で物理的に接続されていま
すが，それらの通信媒体が単位時間当
たりに伝送可能なデータ量には限りが
あります。また機器自体が単位時間当た
りに処理可能なデータ量にも上限があ
ります。限界を超える量のデータがネッ
トワークに流入すれば，ネットワーク機
器のバッファ（メモリ）に蓄積するデー
タが増え，その容量を超えたデータは
消失してしまいます。
　少し分かりにくいような話ですが，こ
こで，パケットを車，通信経路を道路，
ルータを道路標識と考えると，かなりイ
メージしやすくなります。車は標識に

従って道路上を走っていきますが，車の
数がどんどん増えていけば当然，道路
は混雑していき，渋滞が発生します。車
線数が増えるほど，道路のキャパシティ
が大きくなって混雑しにくくなります
が，それでも流入可能な交通量には限
界があります。渋滞が悪化しすぎれば，
車の移動時間（遅延）が大きくなり，産
業や生活に大きな影響が出てしまうた
め，交通に制限を設けるとか，ドライバ
にオフピークでの移動をお願いすると
か，何らかの対策が必要になります。通
信ネットワークでの輻輳もこれとほとん
ど同じことで，すぐに輻輳の発生した箇
所やその原因を特定して対策を講じる
ことができれば話は早いのですが，特に
インターネットのような多種多様な主
体が関わるネットワークでは，それは現
実的には不可能です。
　TCP/IPが開発された頃のコンピュー
タネットワークでは，まだデータトラ
フィック量が少なかったため，輻輳と
いったような事象は広く認識されておら
ず，問題となっていませんでした。その
ため，TCP/IPを含めた当時のネットワー
クプロトコルには特に輻輳制御機能，す
なわち輻輳を抑制したり回避したりする
ための機能は備わっていませんでした。
ですが，1980年代に入ると，ネットワー
ク上を流れるトラフィック量が増加して
きたこともあり，「輻輳」という課題が顕
在化してきました。
　そして特にTCPを用いた場合には，
一旦輻輳状態に陥ると，何らかの輻輳
制御を行わないことには，その状態から
脱することが難しくなります。TCPで
は，送出したパケットが失われた場合に
は，送信側端末で再送を行います。輻
輳時にはデータが失われやすくなり，再
送が頻発するようになります。そのた
め，輻輳が強まり失われるパケットが多
くなるほど，さらに再送が多くなり輻輳
が悪化する，という悪循環に陥ることに

なります。その状態が継続すれば，最悪
ネットワークがダウンする輻輳崩壊と
呼ばれる事態となります（図1）。

　TCP/IPの進化の中でも，特に今日に
いたるまで様々な手法が提案，実装さ
れてきた重要な機能が，TCPの輻輳制
御アルゴリズムです。TCPは通信の信
頼性を担保するための様々な機能を備
えていますが，特にネットワークの状況
に応じて効率的にデータを転送する役
割を担っているのが輻輳制御アルゴリ
ズムです。輻輳制御アルゴリズムとは，
その名の通り輻輳を制御するための手
法です。いかに輻輳を避けつつ効率的
にデータ送信量を制御するか，古くから
研究が進められ，これまでに非常に多く
のアルゴリズムが提案されてきました。
　これまでに開発された代表的な輻輳
制御アルゴリズムとその関係性を，図2

を用いて紹介します。図中では，四角い
囲みが各輻輳制御アルゴリズムの名称
と提案年を表します。横軸は時間軸で，
右に位置するものほど新しい輻輳制御
アルゴリズムであることを表します。塗
りつぶしの色はフィードバック形式の違
いを表し，緑色がLoss-based，青色
がDelay-based，そして黄色がHybrid
を表します。Loss-basedはパケットロ
スを，Delay-basedは遅延を，Hybrid
はその両方を基準に，データ送信量を
更新する輻輳制御アルゴリズムです。
また矢印は，データ送信量更新式の流用
関係を表します。NewRenoは，BBR
以外のすべての輻輳制御アルゴリズム
で部分的に流用されていることがわか
ります。CUBICはBICの改良版ですの
で，BICからCUBICに矢印が引かれてい
ます。YeAHは，NewRenoと，その他
のアグレッシブな輻輳制御アルゴリズ
ム（CUBIC，HighSpeed，Scalable，
H-TCP）を状況に応じて使い分けます。
Venoは，名前のとおりNewRenoと
Vegasを融合した輻輳制御アルゴリズ

ムです。
　近年提案・実装された輻輳制御アル
ゴリズムの中でも，CUBICおよびBBR
は特に重要です。すなわち，長らく標準
的に利用されていたのはReno/New 
Renoでしたが，近年のネットワーク環
境の変化，すなわち転送レート高速化や
クラウドサービス普及などにより，ロン
グファットパイプと呼ばれる広帯域・高
遅延環境が一般化すると，帯域利用効
率が悪いという課題が出てきました。そ
れに対してスケーラビリティ，公平性，
既存アルゴリズムとの親和性といった
性能を，簡単なアルゴリズムで実現す
るために開発されたのがCUBICであ
り，現在Linuxで標準搭載されるなど，
主流の輻輳制御アルゴリズムの一つと
なっています。
　また，メモリの低価格化と通信速度
向上によりスイッチやルータ等のネット
ワーク機器に搭載されるバッファメモリ
のサイズが増加し，Loss-based輻輳制
御では，バッファ遅延増大によるスルー
プット低下という新たな課題が顕在化
しました。
　その課題に対して新たに開発され
た，Delay-based輻輳制御アルゴリズ
ムがBBRです。BBRは，Googleが2016 
年9月に発表して以降，Linuxカーネル
4.9以降で利用可能となり，Google 
Cloud PlatformやYouTube等でも用
いられています。
　このように，輻輳制御アルゴリズムは
現在でも改良が続けられている技術で
す。今後も，5G，IoT，自動運転など，様々
な技術やサービスが普及していくこと
が見込まれます。そしてTCPはその様々
な局面で使われる，今後も非常に重要
な通信プロトコルの一つなのです。

……ネットワークのさらなる発展

欠かせない技術TCP/IP

……数々の輻輳制御
アルゴリズムが生まれた

TCPによる輻輳制御

……道路の混雑や渋滞と似た面がある

データ量増大と
輻輳の発生（！）

ふくそう

衝突衝突

再送 再送

再送 再送

再送

安永 遼真， 中山 悠， 丸田 一輝◉著
A5判・288頁

定価（本体価格2680円＋税）
ISBN 978-4-297-10623-2

TCP技術入門
進化を続ける基本プロトコル

▶▶▶執筆者プロフィール
▶▶▶中山 悠（なかやま ゆう）

2006年東京大学農学部卒業，
2008年東京大学大学院新領域創
成科学研究科自然環境学専攻修
了，同年日本電信電話株式会社入
社。2018年東京大学大学院情報
理工学系研究科電子情報学専攻
博士課程修了。博士（情報理工学）。
現在，東京農工大学工学研究院・
准教授。モバイルコンピューティング，
低遅延ネットワーク，IoT等の研究に
取り組む。平成29年度東京大学大
学院情報理工学系研究科長賞等。

TCPの「今」に主眼を置き，TCP/IPの基礎からTCPの主要機能，歴史，プロトコル設計，最
近のLinuxで主要なアルゴリズムCUBIC，新しく登場したBBR，そして各種応用技術の最新
動向まで平易に解説。合わせて，いまや欠かせない無線通信を想定している点も特徴です。押
さえておきたいツールWiresharkやns-3による解析やシミュレーションの基本も丁寧にカバー。
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インターネットの広まりとともに
進化する

存在感が高まる
プロトコルTCP
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◉図1 輻輳崩壊

◉図2 様々な輻輳制御アルゴリズム

　近年，LTEなどの高速なネットワーク
の展開とスマートフォンや様々なクラウ
ドサービスの普及により，インターネッ
トを流れるデータ量は急激に増大して
います。私たちもスマートフォンやパソ
コンを用いて，日常的に様々なインター
ネットサービスを利用しています。今後
も，新たなスマートデバイスやIoT
（Internet of Things）サービスの普及，
5G（第五世代移動通信システム）の商
用展開などに従い，私たちの暮らしを支
えていく上で，インターネットへの接続
はますます欠かせないものとなっていく
と考えられます。そして，そのインター
ネットにおいて広く利用されているのが
TCP/IP（Transmission Control  

Protocol/Internet Protocol）と呼ばれる
プロトコルです。
　TCP/IPは1980年頃にその基本形が
完成して以来，インターネットの普及と
ともに広まり，発展を続けてきました。
TCP/IPが普及した要因の一つとして，
ネットワークの機能を必要最小限に低
減するというコンセプトが挙げられま
す。つまりネットワークを高機能化する
と，一般的にコストが高くなる，相互接
続が難しくなる，構築や保守が困難に
なる，といった弊害があります。このよ
うな問題を避け，シンプルなネットワー
クを指向したことが，TCP/IPの特長で
あると言えます。とは言え，時代の推移
に従い利用されるアプリケーションや通
信環境が変化するに従って，これらのプ
ロトコルにも様々な改良が重ねられ，初
学者にとって難しい技術となってきたこ

ともまた事実です。
　そこで本記事では，インターネットの
広まりとともに急増してきたデータ量
と，それに対応するために特に多くの改
良が重ねられてきたTCPの輻輳制御に
ついて，取り上げます。

　輻輳とはネットワークの混雑を指しま
す。つまり，インターネットなどのネッ
トワークは多数のルータ等のネットワー
ク機器から構成されます。これらの機
器は，有線（光ファイバケーブル等）あ
るいは無線で物理的に接続されていま
すが，それらの通信媒体が単位時間当
たりに伝送可能なデータ量には限りが
あります。また機器自体が単位時間当た
りに処理可能なデータ量にも上限があ
ります。限界を超える量のデータがネッ
トワークに流入すれば，ネットワーク機
器のバッファ（メモリ）に蓄積するデー
タが増え，その容量を超えたデータは
消失してしまいます。
　少し分かりにくいような話ですが，こ
こで，パケットを車，通信経路を道路，
ルータを道路標識と考えると，かなりイ
メージしやすくなります。車は標識に

従って道路上を走っていきますが，車の
数がどんどん増えていけば当然，道路
は混雑していき，渋滞が発生します。車
線数が増えるほど，道路のキャパシティ
が大きくなって混雑しにくくなります
が，それでも流入可能な交通量には限
界があります。渋滞が悪化しすぎれば，
車の移動時間（遅延）が大きくなり，産
業や生活に大きな影響が出てしまうた
め，交通に制限を設けるとか，ドライバ
にオフピークでの移動をお願いすると
か，何らかの対策が必要になります。通
信ネットワークでの輻輳もこれとほとん
ど同じことで，すぐに輻輳の発生した箇
所やその原因を特定して対策を講じる
ことができれば話は早いのですが，特に
インターネットのような多種多様な主
体が関わるネットワークでは，それは現
実的には不可能です。
　TCP/IPが開発された頃のコンピュー
タネットワークでは，まだデータトラ
フィック量が少なかったため，輻輳と
いったような事象は広く認識されておら
ず，問題となっていませんでした。その
ため，TCP/IPを含めた当時のネットワー
クプロトコルには特に輻輳制御機能，す
なわち輻輳を抑制したり回避したりする
ための機能は備わっていませんでした。
ですが，1980年代に入ると，ネットワー
ク上を流れるトラフィック量が増加して
きたこともあり，「輻輳」という課題が顕
在化してきました。
　そして特にTCPを用いた場合には，
一旦輻輳状態に陥ると，何らかの輻輳
制御を行わないことには，その状態から
脱することが難しくなります。TCPで
は，送出したパケットが失われた場合に
は，送信側端末で再送を行います。輻
輳時にはデータが失われやすくなり，再
送が頻発するようになります。そのた
め，輻輳が強まり失われるパケットが多
くなるほど，さらに再送が多くなり輻輳
が悪化する，という悪循環に陥ることに

なります。その状態が継続すれば，最悪
ネットワークがダウンする輻輳崩壊と
呼ばれる事態となります（図1）。

　TCP/IPの進化の中でも，特に今日に
いたるまで様々な手法が提案，実装さ
れてきた重要な機能が，TCPの輻輳制
御アルゴリズムです。TCPは通信の信
頼性を担保するための様々な機能を備
えていますが，特にネットワークの状況
に応じて効率的にデータを転送する役
割を担っているのが輻輳制御アルゴリ
ズムです。輻輳制御アルゴリズムとは，
その名の通り輻輳を制御するための手
法です。いかに輻輳を避けつつ効率的
にデータ送信量を制御するか，古くから
研究が進められ，これまでに非常に多く
のアルゴリズムが提案されてきました。
　これまでに開発された代表的な輻輳
制御アルゴリズムとその関係性を，図2

を用いて紹介します。図中では，四角い
囲みが各輻輳制御アルゴリズムの名称
と提案年を表します。横軸は時間軸で，
右に位置するものほど新しい輻輳制御
アルゴリズムであることを表します。塗
りつぶしの色はフィードバック形式の違
いを表し，緑色がLoss-based，青色
がDelay-based，そして黄色がHybrid
を表します。Loss-basedはパケットロ
スを，Delay-basedは遅延を，Hybrid
はその両方を基準に，データ送信量を
更新する輻輳制御アルゴリズムです。
また矢印は，データ送信量更新式の流用
関係を表します。NewRenoは，BBR
以外のすべての輻輳制御アルゴリズム
で部分的に流用されていることがわか
ります。CUBICはBICの改良版ですの
で，BICからCUBICに矢印が引かれてい
ます。YeAHは，NewRenoと，その他
のアグレッシブな輻輳制御アルゴリズ
ム（CUBIC，HighSpeed，Scalable，
H-TCP）を状況に応じて使い分けます。
Venoは，名前のとおりNewRenoと
Vegasを融合した輻輳制御アルゴリズ

ムです。
　近年提案・実装された輻輳制御アル
ゴリズムの中でも，CUBICおよびBBR
は特に重要です。すなわち，長らく標準
的に利用されていたのはReno/New 
Renoでしたが，近年のネットワーク環
境の変化，すなわち転送レート高速化や
クラウドサービス普及などにより，ロン
グファットパイプと呼ばれる広帯域・高
遅延環境が一般化すると，帯域利用効
率が悪いという課題が出てきました。そ
れに対してスケーラビリティ，公平性，
既存アルゴリズムとの親和性といった
性能を，簡単なアルゴリズムで実現す
るために開発されたのがCUBICであ
り，現在Linuxで標準搭載されるなど，
主流の輻輳制御アルゴリズムの一つと
なっています。
　また，メモリの低価格化と通信速度
向上によりスイッチやルータ等のネット
ワーク機器に搭載されるバッファメモリ
のサイズが増加し，Loss-based輻輳制
御では，バッファ遅延増大によるスルー
プット低下という新たな課題が顕在化
しました。
　その課題に対して新たに開発され
た，Delay-based輻輳制御アルゴリズ
ムがBBRです。BBRは，Googleが2016 
年9月に発表して以降，Linuxカーネル
4.9以降で利用可能となり，Google 
Cloud PlatformやYouTube等でも用
いられています。
　このように，輻輳制御アルゴリズムは
現在でも改良が続けられている技術で
す。今後も，5G，IoT，自動運転など，様々
な技術やサービスが普及していくこと
が見込まれます。そしてTCPはその様々
な局面で使われる，今後も非常に重要
な通信プロトコルの一つなのです。

……ネットワークのさらなる発展

欠かせない技術TCP/IP

……数々の輻輳制御
アルゴリズムが生まれた

TCPによる輻輳制御

……道路の混雑や渋滞と似た面がある

データ量増大と
輻輳の発生（！）
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クラウドは今どうなの？
　この記事では，「クラウド＝AWSなど
のパブリッククラウド」と考えてください。
　インフラを担うという点で，クラウド
はとても活発に用いられています。開
発の現場の選択肢としてはクラウドはオ
ンプレミスと同等，あるいはそれ以上に
候補として当たり前の存在になりつつあ
ります。
　クラウド導入には当然メリットがあり
ます。代表的なものを見てみましょう。

• 初期投資が大幅に抑えられる。資産
として持つ必要がない

• わずかな時間で調達（構築）できる。
そのためスケールアップ，スケールア
ウトが行いやすい

• 保守運用の手間を軽減できる
• 自社では開発運用の難しい機械学習
システムやデータウェアハウスが構
築できる

　クラウドは今までのオンプレミスでは
解決しづらかった課題を解決してくれます。
　国内海外含め多くのクラウドベンダー
がありますが，Amazon Web Services
（AWS）が特に人気です。クラウドとい
えばAWSと連想する人が多いでしょう。
　少し前までは，クラウドというとWeb
サービスを提供するインフラとして注目
を集めていて，新興のWeb系企業のも
ののようにとらわれるむきもありました。
しかしながら，近年は社内システムをク
ラウドに移行する例が増えてきています。
確実に裾野が広がってきています。

クラウドは本番で使えるのか
　クラウドはまだまだ本番用途には向
かないと考えている人がいますが，上
述のように利用者は増え続けて一般的
な技術になりつつあります。むしろ，本
番環境で使ってこそ意味があります。
　本番での活用を考えると，クラウドは
運用がしやすいです。本番サービスでは，
安定した運用のため，負荷対策やバッ
クアップが必須です。AWSのさまざま
なサービスを使うと，こうした運用の手
間を大きく軽減できます。増設や増強
がしやすいのも利点です。将来のユー
ザー増などを見越して過剰なスペックの
設備を用意する必要がありません。
　クラウドへの移行は簡単ではないと
思い込んでいる人が多いです。構成に
もよりますが，実はほとんどの場合，大
きな作り直しは必要ありません。
　AWSには，いままでのサーバーとほ
ぼ同じように使える仮想サーバーがあり
ます。さまざまなOSを選択できるので
その上で動いているシステムのソフト
ウェアなどを作り直す必要はなく，丸ご
と移行できます。
　これは，いまのシステムを「えいやっ」
と持ち上げて（リフト），クラウドにそ
のまま「よっこいしょ」って下ろす（シ
フト）感じなので，「リフトアンドシフト」
と呼ばれています。

AWSのサービスの全体像
　AWSは今では150を超えるサービス
が提供されています。仮想サーバーの

EC2とクラウドストレージのS3，リレー
ショナルデータベースを提供するRDS，
CDNのCloudFront，DNSサーバーな
どを担当するRoute 53，負荷分散のた
めのELB，サーバーレス実行基盤の
Lambdaなどが特に有名です。
　すべてを使うというよりは自分たちに
必要なものを取捨選択して使うイメージ
なのでサービス数に構える必要はあり
ません。
　できれば上述の有名サービスは触れ
ておいてほしいですが，AWSの最初期
から存在するEC2とS3はやはり大事な
サービスで，特に覚えておきたいところ
です。これらに触れてみるところからク
ラウドに入っていくのは悪くないでしょう。
　AWSを活用したければ，まずはその
仕組みを知りましょう。すべての情報は，
AWSのサイトのドキュメントに記載され
ています。ただ膨大な資料集なので，
全部を把握することは困難です。
　本書『ゼロからわかるAmazon Web
Services超入門 はじめてのクラウ
ド』では，よく使うサービスを厳選して
AWSでのクラウド入門を解説していま
す。AWSはじめの一歩に悩んでいる方
には，おすすめです。

　さまざまなところで見聞きする「クラウド」。多くの企業がシステ
ム開発に導入しています。何かと話題になるものの，まだ自分では
触ったことのないという人も多いのではないでしょうか？　クラウド
の現在と，それらにどう向き合うべきかを見ていきましょう。

       ROS2の紹介
　Robot Operation System（ROS）の次世代バージョ
ンであるROS2は，非常に大きな目標を掲げたロボットア
プリケーション開発のためのミドルウェアです。
　ROS2はROSが持つハードウェア抽象化，デバイスドラ
イバ，ライブラリ，視覚化ツール，メッセージ通信，パッケー
ジ管理のすべての機能に加え，ROS2の追加機能としてセ
キュリティ，リアルタイム制御，ネットワーク品質制御，複
数ロボットの同時利用，商業サポートも備えるように設計
されています。これからは，ロボットアプリケーションを製
品化する上で，ROS2をまったく使わずに実現することは，
もはやほぼ不可能といっても良いでしょう。ROS，ROS2
の普及に伴い，その適用範囲は自動運転や，工場の生産工
程自動化，クラウドロボティクスにも拡大しています。

       ROS2をはじめるには
　ROS2をはじめるには，モダンC++かPython3のプログ
ラミング能力が必要になります。本書を先に手にとって，
わからないところをその場で調べていくのでも構いません
が，知識が体系的にまとまった書籍をあらかじめ読まれる
ことをお勧めします。
　また，ROS2はロボットアプリケーション開発のための
ミドルウェアですので，ROSに対応したロボットが手元に
あると，さらに学びの幅が広がります。本書で取り扱った
自動掃除ロボットRoombaの廉価モデルを購入されるのも
良いですし，ROS公式サポートの移動ロボットプログラミ
ングの入門機であるTurtleBot3もお勧めです。
　ご予算に限りがある方でしたら，シミュレータで始める
こともできます。ROS2はGazeboというロボットシミュ
レータに対応しています。

       これからのROS2
　ROS2の開発には全世界の多くの企業，個人開発者が開
発に携わっています。加えて，2018年9月にROS2の
Technical Steering Committeeという委員会も発足され
ました。この組織はROS2のロードマップの策定や，中核
となるツールやライブラリの開発，重要課題の議論を行い
ます。列挙された委員の所属や顔ぶれからも，ROS2はロ
ボットアプリケーション開発のための成功が約束されたよ
うなミドルウェアだといえます。
　日本は現在，課題先進国と呼ばれています。少子高齢化
などの社会的要因により，ロボットの導入にも積極的です。
すでに活用が進んでいる製造業以外にも，ロボットの活躍
すべき場所はたくさんあるはずです。汚かったり，危なかっ
たり，きつかったりする作業はロボットに任せて，人はより
創造的な仕事に打ち込みましょう。そのきっかけとして本
書から少しでも何かを汲み取ってもらえれば幸いです。

Autowareを使った自動運転
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MoveIt による干渉回避を伴う動作計画

AWS RoboMaker によるGazeboシミュレーション結果の
ウェブブラウザー確認

http://docs.ros.org/indigo/api/moveit_tutorials/html/より転載

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-robomaker-
develop-test-deploy-and-manage-intelligent-robotics-apps/より転載
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クラウドは今どうなの？
　この記事では，「クラウド＝AWSなど
のパブリッククラウド」と考えてください。
　インフラを担うという点で，クラウド
はとても活発に用いられています。開
発の現場の選択肢としてはクラウドはオ
ンプレミスと同等，あるいはそれ以上に
候補として当たり前の存在になりつつあ
ります。
　クラウド導入には当然メリットがあり
ます。代表的なものを見てみましょう。

• 初期投資が大幅に抑えられる。資産
として持つ必要がない

• わずかな時間で調達（構築）できる。
そのためスケールアップ，スケールア
ウトが行いやすい

• 保守運用の手間を軽減できる
• 自社では開発運用の難しい機械学習
システムやデータウェアハウスが構
築できる

　クラウドは今までのオンプレミスでは
解決しづらかった課題を解決してくれます。
　国内海外含め多くのクラウドベンダー
がありますが，Amazon Web Services
（AWS）が特に人気です。クラウドとい
えばAWSと連想する人が多いでしょう。
　少し前までは，クラウドというとWeb
サービスを提供するインフラとして注目
を集めていて，新興のWeb系企業のも
ののようにとらわれるむきもありました。
しかしながら，近年は社内システムをク
ラウドに移行する例が増えてきています。
確実に裾野が広がってきています。

クラウドは本番で使えるのか
　クラウドはまだまだ本番用途には向
かないと考えている人がいますが，上
述のように利用者は増え続けて一般的
な技術になりつつあります。むしろ，本
番環境で使ってこそ意味があります。
　本番での活用を考えると，クラウドは
運用がしやすいです。本番サービスでは，
安定した運用のため，負荷対策やバッ
クアップが必須です。AWSのさまざま
なサービスを使うと，こうした運用の手
間を大きく軽減できます。増設や増強
がしやすいのも利点です。将来のユー
ザー増などを見越して過剰なスペックの
設備を用意する必要がありません。
　クラウドへの移行は簡単ではないと
思い込んでいる人が多いです。構成に
もよりますが，実はほとんどの場合，大
きな作り直しは必要ありません。
　AWSには，いままでのサーバーとほ
ぼ同じように使える仮想サーバーがあり
ます。さまざまなOSを選択できるので
その上で動いているシステムのソフト
ウェアなどを作り直す必要はなく，丸ご
と移行できます。
　これは，いまのシステムを「えいやっ」
と持ち上げて（リフト），クラウドにそ
のまま「よっこいしょ」って下ろす（シ
フト）感じなので，「リフトアンドシフト」
と呼ばれています。

AWSのサービスの全体像
　AWSは今では150を超えるサービス
が提供されています。仮想サーバーの

EC2とクラウドストレージのS3，リレー
ショナルデータベースを提供するRDS，
CDNのCloudFront，DNSサーバーな
どを担当するRoute 53，負荷分散のた
めのELB，サーバーレス実行基盤の
Lambdaなどが特に有名です。
　すべてを使うというよりは自分たちに
必要なものを取捨選択して使うイメージ
なのでサービス数に構える必要はあり
ません。
　できれば上述の有名サービスは触れ
ておいてほしいですが，AWSの最初期
から存在するEC2とS3はやはり大事な
サービスで，特に覚えておきたいところ
です。これらに触れてみるところからク
ラウドに入っていくのは悪くないでしょう。
　AWSを活用したければ，まずはその
仕組みを知りましょう。すべての情報は，
AWSのサイトのドキュメントに記載され
ています。ただ膨大な資料集なので，
全部を把握することは困難です。
　本書『ゼロからわかるAmazon Web
Services超入門 はじめてのクラウ
ド』では，よく使うサービスを厳選して
AWSでのクラウド入門を解説していま
す。AWSはじめの一歩に悩んでいる方
には，おすすめです。

　さまざまなところで見聞きする「クラウド」。多くの企業がシステ
ム開発に導入しています。何かと話題になるものの，まだ自分では
触ったことのないという人も多いのではないでしょうか？　クラウド
の現在と，それらにどう向き合うべきかを見ていきましょう。

       ROS2の紹介
　Robot Operation System（ROS）の次世代バージョ
ンであるROS2は，非常に大きな目標を掲げたロボットア
プリケーション開発のためのミドルウェアです。
　ROS2はROSが持つハードウェア抽象化，デバイスドラ
イバ，ライブラリ，視覚化ツール，メッセージ通信，パッケー
ジ管理のすべての機能に加え，ROS2の追加機能としてセ
キュリティ，リアルタイム制御，ネットワーク品質制御，複
数ロボットの同時利用，商業サポートも備えるように設計
されています。これからは，ロボットアプリケーションを製
品化する上で，ROS2をまったく使わずに実現することは，
もはやほぼ不可能といっても良いでしょう。ROS，ROS2
の普及に伴い，その適用範囲は自動運転や，工場の生産工
程自動化，クラウドロボティクスにも拡大しています。

       ROS2をはじめるには
　ROS2をはじめるには，モダンC++かPython3のプログ
ラミング能力が必要になります。本書を先に手にとって，
わからないところをその場で調べていくのでも構いません
が，知識が体系的にまとまった書籍をあらかじめ読まれる
ことをお勧めします。
　また，ROS2はロボットアプリケーション開発のための
ミドルウェアですので，ROSに対応したロボットが手元に
あると，さらに学びの幅が広がります。本書で取り扱った
自動掃除ロボットRoombaの廉価モデルを購入されるのも
良いですし，ROS公式サポートの移動ロボットプログラミ
ングの入門機であるTurtleBot3もお勧めです。
　ご予算に限りがある方でしたら，シミュレータで始める
こともできます。ROS2はGazeboというロボットシミュ
レータに対応しています。

       これからのROS2
　ROS2の開発には全世界の多くの企業，個人開発者が開
発に携わっています。加えて，2018年9月にROS2の
Technical Steering Committeeという委員会も発足され
ました。この組織はROS2のロードマップの策定や，中核
となるツールやライブラリの開発，重要課題の議論を行い
ます。列挙された委員の所属や顔ぶれからも，ROS2はロ
ボットアプリケーション開発のための成功が約束されたよ
うなミドルウェアだといえます。
　日本は現在，課題先進国と呼ばれています。少子高齢化
などの社会的要因により，ロボットの導入にも積極的です。
すでに活用が進んでいる製造業以外にも，ロボットの活躍
すべき場所はたくさんあるはずです。汚かったり，危なかっ
たり，きつかったりする作業はロボットに任せて，人はより
創造的な仕事に打ち込みましょう。そのきっかけとして本
書から少しでも何かを汲み取ってもらえれば幸いです。

Autowareを使った自動運転

https://github.com/autowarefoundation/autowareより転載

MoveIt による干渉回避を伴う動作計画

AWS RoboMaker によるGazeboシミュレーション結果の
ウェブブラウザー確認

http://docs.ros.org/indigo/api/moveit_tutorials/html/より転載

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-robomaker-
develop-test-deploy-and-manage-intelligent-robotics-apps/より転載

A5判・264頁
定価（本体価格2680円＋税）

ISBN 978-4-297-10742-0

近藤 豊◉著

ROS2ではじめよう
次世代ロボットプログラミング

B5判・312頁　定価（本体価格2680円＋税） ISBN 978-4-297-10661-4
大澤 文孝◉著

ゼロからわかる
Amazon Web Services 超入門
はじめてのクラウド

ロボットアプリケーション開発の
  ROS2とは 文◉近藤 豊

��������������������

はじめての

AWS なかなか始められなかった人
のためのクラウドガイド

※本記事は「はじめてのAWS ～なかなか始められなかった人のためのクラウドガイド
（https://gihyo.jp/admin/column/01/cloud/2019/06/2601）」を再編集したものです。
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■自動テストが注目され始めた
　アプリの開発において，品質を担保
するために欠かせない工程がテストで
す。アプリ開発におけるテストには，ア
プリの各機能が正しく動くかテストす
る「単体（ユニット）テスト」や，ユーザー
にとってより良いものとして動くかテス
トする「UI テスト」などがあります。自
動テストとは，このようなテストをその
名のとおり自動でおこなうものです。
　開発者たちの間では，この自動テス
トが注目され始めています。iOSアプリ
の開発始まってから10年が経ち，昔に
比べてアプリの開発はどんどん複雑に
なり，対応するべき iOS 端末の数もど
んどん増えてきました。そんななかで，
開発者やテスターによる手動のテスト
だけでは，開発スピードや品質を保つ
ことが難しくなってきてしまいました。

■なぜ，テストを自動化するか
　自動テストを取り入れると，開発の
スピードアップと品質向上につながり
ます。それは，自動テストが以下の4つ
を得意としているからです。

•素早いテストの実行
•テストのくり返し
•人為的ミスの軽減
•属人性の排除

　自動的にテストをおこなえることで，
開発に必要なテストをスピーディにく
り返しおこなえるので，開発スピード
が上がります。また，自動化されたテス
トは，手動テストで起こり得る人為的
なミスを減らしてくれます。さらに，自
動テストを書くことで，テストや開発仕
様を外部に書き出すので，プログラム
の属人性を排除し，メンテナンス性や
開発効率をアップできます。

■テストピラミッドを知る
　自動テストの実装するうえで大切なこ
とを，ここでは1つだけ紹介しましょう。
　まず大切なことは，テストピラミッド
を意識することです。テストピラミッドと
は，Mike Cohn氏が著書『Succeeding 
with Agile』の中で紹介したもので，
各種テストの時間やコストの理想的な
バランスを表しています。

　テストピラミッドでは，下層の単体
テストほど多く，上層のテストほど少な
いテストケースで担保するのが良いと
されています。
　一般的に，UI テストなど上層のテス
トほど担保できる範囲は広くなります。
しかし，すべてのテストを UI テストで
おこなうのは，開発のコストや安全性
の面からよくありません。開発コストが
高い上位のテスト量が増えてしまうと，
逆ピラミッドの形になってしまい，不安
定な状態が続いてしまいます。
　テストピラミッドのように，できるだ
け下位のテストで担保できる部分を増
やし，上位のテスト量を少なくすること
が，安定したテストにつながります。テ
ストを自動化する際にも，このテストピ
ラミッドの安定性を意識することが大
切です。

■iOSアプリ開発の
                              自動テストを学ぶ
　自動テストをもっと学ぶには，iOS テ
スト標準の XCTest による単体テスト
やUIテスト，サードパーティのOSSの
活用，fastlane・アプリ配信サービス・
デバイスファームを駆使した CI/CD な
ど，広範囲の技術を押さえることが重
要です。本書は，「iOS アプリ開発にお
ける自動テストの地図」になるように，
自動テストにかかわる広範囲の知識・ノ
ウハウを押さえています。「これからは
自動テストもしっかりと押さえないと」
「開発をもっとスピードアップしたい」
「アプリの品質をしっかりしたい」とい
うエンジニアにおすすめの1冊です。

単体テスト

結合テスト

UI
テスト

図◉テストピラミッド

　現在のアニメーションや実写映画など，映像作品はデジタ
ル環境で編集・制作されているものがほとんどです。
　たとえばSF大作映画など人物以外はフルCG，ディテール
やエフェクトまでこだわりぬいて制作される映像も数多く存在
します。近年は体験型のイベント，VRコンテンツ，プラネタリ
ウムなども3DCGやVFXを駆使した映像が数多くみられます。

　現在，3DCGの制作には無償のものからプロユースの高価
なソフトまで，さまざまなソフトが使用されています。有名ど
ころでは，プラグイン豊富で機能拡張しやすく，おもにアニ
メーション制作で支持されている「3ds Max」，実写映像に
効果を加える制作に強みを発揮する「MAYA」，エフェクトの
調整が細かに行え，映像制作に強い「Houdini」，感覚的操作
でキャラクターや動物を制作できる「ZBrush」，無償ながら
多機能な「Blender」などがあります。そのほかにもたくさん
のソフトが有償，無償でリリースされています。
　近年はどのソフトもモデリングからレンダリングまで網羅
しているため，作りたいもののイメージがあるならば制作の
目的に合うもの，そうでなければこれからの仕事や就職に有
用なものを選んでみてもよいでしょう。
　まずは体験版が配布されているソフトは，試してみること
をおすすめします。とはいえ，いずれも簡単操作とはいかず，
またバー

ジョンアップでインターフェースや操作が変わることも多い
ため，プロでも常に試行錯誤，慣れるまでに時間がかかります。
　さて，いくつかのソフトの特徴をかんたんに紹介しましたが，
さまざまな3DCG制作ソフトのなかでも，「3ds Max」はプロ
ユースとして最高峰に位置するソフトです。イメージに対し
てその操作をスムーズに行えるようになると，完成度の高い
作品を作ることができます。
　アニメーションやゲーム制作にあたり，習得しておくとよ
いソフトの1つですが，ツール類も豊富で，有料スクリプトや
3Dモデルデータも膨大です。目的もなく，いきなり製品版を
購入するよりも，まずは操作を試してみましょう。
　本書ではオブジェクトの制作，編集からキャラクター作り，
ライティング，アニメーション制作までひと通りのフローを
解説しています。まずは3DCG制作の操作感覚を手になじま
せるところからはじめてみませんか。

3DCGは映像作品の
ほとんどに使用されている

CG制作ソフトは特徴があり，
できることは幅広い

❶プリミティブオブジェク
トを組

み合わせて遊園地のオブ
ジェ

クトを作る。光を当て，カメ
ラを

操作して構図を決めて整え
る。

❷プリミティブオブジェクト
を編

集する方法を習得し，より
自由

度の高い形状を作るため
の方

法を学ぶ。
❸キャラクターをモデリン

グする手順

を理解し，実際に各パーツ
を制作。

❹制作したキャラクターを
用いて簡単なキャラクター

アニメーションを作る。

❺光の効果を駆使して，効
果的に場面を見せる画面

作りを学ぶ。

本書における3DCG制作
の流れ

A5判・456頁　定価（本体価格3280円＋税） ISBN 978-4-297-10629-4

XCTestによる単体テスト・UIテストから，
CI/CD，デバッグ技術まで

平田 敏之， 細沼 祐介◉著

iOSアプリ開発
自動テストの教科書

B5判・328頁　定価（本体価格3980円＋税） ISBN 978-4-297-10715-4
IKIF+　奥村 優子， 石田 龍樹◉著

世界一わかりやすい

3ds Max
操作と3DCG制作の教科書

【3ds Max 2020対応版】

◉Autodesk社のWebサイトより，「3ds Max 2020」の製品体験版（無償・30日間有効）
をダウンロードできます。詳細は，Autodesk社の下記Webサイトをご覧ください。
　https://www.autodesk.co.jp/products/3ds-max/free-trial

◉学生と教育者の方は，3年間の無償ライセンスを取得することが可能です
（Education Communityへの登録が必要）。
　https://www.autodesk.co.jp/education/home

3ds Maxからはじめてみよう！

開発にスピードと
品質をもたらす
自動テストとは？
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■自動テストが注目され始めた
　アプリの開発において，品質を担保
するために欠かせない工程がテストで
す。アプリ開発におけるテストには，ア
プリの各機能が正しく動くかテストす
る「単体（ユニット）テスト」や，ユーザー
にとってより良いものとして動くかテス
トする「UI テスト」などがあります。自
動テストとは，このようなテストをその
名のとおり自動でおこなうものです。
　開発者たちの間では，この自動テス
トが注目され始めています。iOSアプリ
の開発始まってから10年が経ち，昔に
比べてアプリの開発はどんどん複雑に
なり，対応するべき iOS 端末の数もど
んどん増えてきました。そんななかで，
開発者やテスターによる手動のテスト
だけでは，開発スピードや品質を保つ
ことが難しくなってきてしまいました。

■なぜ，テストを自動化するか
　自動テストを取り入れると，開発の
スピードアップと品質向上につながり
ます。それは，自動テストが以下の4つ
を得意としているからです。

•素早いテストの実行
•テストのくり返し
•人為的ミスの軽減
•属人性の排除

　自動的にテストをおこなえることで，
開発に必要なテストをスピーディにく
り返しおこなえるので，開発スピード
が上がります。また，自動化されたテス
トは，手動テストで起こり得る人為的
なミスを減らしてくれます。さらに，自
動テストを書くことで，テストや開発仕
様を外部に書き出すので，プログラム
の属人性を排除し，メンテナンス性や
開発効率をアップできます。

■テストピラミッドを知る
　自動テストの実装するうえで大切なこ
とを，ここでは1つだけ紹介しましょう。
　まず大切なことは，テストピラミッド
を意識することです。テストピラミッドと
は，Mike Cohn氏が著書『Succeeding 
with Agile』の中で紹介したもので，
各種テストの時間やコストの理想的な
バランスを表しています。

　テストピラミッドでは，下層の単体
テストほど多く，上層のテストほど少な
いテストケースで担保するのが良いと
されています。
　一般的に，UI テストなど上層のテス
トほど担保できる範囲は広くなります。
しかし，すべてのテストを UI テストで
おこなうのは，開発のコストや安全性
の面からよくありません。開発コストが
高い上位のテスト量が増えてしまうと，
逆ピラミッドの形になってしまい，不安
定な状態が続いてしまいます。
　テストピラミッドのように，できるだ
け下位のテストで担保できる部分を増
やし，上位のテスト量を少なくすること
が，安定したテストにつながります。テ
ストを自動化する際にも，このテストピ
ラミッドの安定性を意識することが大
切です。

■iOSアプリ開発の
                              自動テストを学ぶ
　自動テストをもっと学ぶには，iOS テ
スト標準の XCTest による単体テスト
やUIテスト，サードパーティのOSSの
活用，fastlane・アプリ配信サービス・
デバイスファームを駆使した CI/CD な
ど，広範囲の技術を押さえることが重
要です。本書は，「iOS アプリ開発にお
ける自動テストの地図」になるように，
自動テストにかかわる広範囲の知識・ノ
ウハウを押さえています。「これからは
自動テストもしっかりと押さえないと」
「開発をもっとスピードアップしたい」
「アプリの品質をしっかりしたい」とい
うエンジニアにおすすめの1冊です。

単体テスト

結合テスト

UI
テスト

図◉テストピラミッド

　現在のアニメーションや実写映画など，映像作品はデジタ
ル環境で編集・制作されているものがほとんどです。
　たとえばSF大作映画など人物以外はフルCG，ディテール
やエフェクトまでこだわりぬいて制作される映像も数多く存在
します。近年は体験型のイベント，VRコンテンツ，プラネタリ
ウムなども3DCGやVFXを駆使した映像が数多くみられます。

　現在，3DCGの制作には無償のものからプロユースの高価
なソフトまで，さまざまなソフトが使用されています。有名ど
ころでは，プラグイン豊富で機能拡張しやすく，おもにアニ
メーション制作で支持されている「3ds Max」，実写映像に
効果を加える制作に強みを発揮する「MAYA」，エフェクトの
調整が細かに行え，映像制作に強い「Houdini」，感覚的操作
でキャラクターや動物を制作できる「ZBrush」，無償ながら
多機能な「Blender」などがあります。そのほかにもたくさん
のソフトが有償，無償でリリースされています。
　近年はどのソフトもモデリングからレンダリングまで網羅
しているため，作りたいもののイメージがあるならば制作の
目的に合うもの，そうでなければこれからの仕事や就職に有
用なものを選んでみてもよいでしょう。
　まずは体験版が配布されているソフトは，試してみること
をおすすめします。とはいえ，いずれも簡単操作とはいかず，
またバー

ジョンアップでインターフェースや操作が変わることも多い
ため，プロでも常に試行錯誤，慣れるまでに時間がかかります。
　さて，いくつかのソフトの特徴をかんたんに紹介しましたが，
さまざまな3DCG制作ソフトのなかでも，「3ds Max」はプロ
ユースとして最高峰に位置するソフトです。イメージに対し
てその操作をスムーズに行えるようになると，完成度の高い
作品を作ることができます。
　アニメーションやゲーム制作にあたり，習得しておくとよ
いソフトの1つですが，ツール類も豊富で，有料スクリプトや
3Dモデルデータも膨大です。目的もなく，いきなり製品版を
購入するよりも，まずは操作を試してみましょう。
　本書ではオブジェクトの制作，編集からキャラクター作り，
ライティング，アニメーション制作までひと通りのフローを
解説しています。まずは3DCG制作の操作感覚を手になじま
せるところからはじめてみませんか。

3DCGは映像作品の
ほとんどに使用されている

CG制作ソフトは特徴があり，
できることは幅広い

❶プリミティブオブジェク
トを組

み合わせて遊園地のオブ
ジェ

クトを作る。光を当て，カメ
ラを

操作して構図を決めて整え
る。

❷プリミティブオブジェクト
を編

集する方法を習得し，より
自由

度の高い形状を作るため
の方

法を学ぶ。
❸キャラクターをモデリン

グする手順

を理解し，実際に各パーツ
を制作。

❹制作したキャラクターを
用いて簡単なキャラクター

アニメーションを作る。

❺光の効果を駆使して，効
果的に場面を見せる画面

作りを学ぶ。

本書における3DCG制作
の流れ

A5判・456頁　定価（本体価格3280円＋税） ISBN 978-4-297-10629-4

XCTestによる単体テスト・UIテストから，
CI/CD，デバッグ技術まで

平田 敏之， 細沼 祐介◉著

iOSアプリ開発
自動テストの教科書

B5判・328頁　定価（本体価格3980円＋税） ISBN 978-4-297-10715-4
IKIF+　奥村 優子， 石田 龍樹◉著

世界一わかりやすい

3ds Max
操作と3DCG制作の教科書

【3ds Max 2020対応版】

◉Autodesk社のWebサイトより，「3ds Max 2020」の製品体験版（無償・30日間有効）
をダウンロードできます。詳細は，Autodesk社の下記Webサイトをご覧ください。
　https://www.autodesk.co.jp/products/3ds-max/free-trial

◉学生と教育者の方は，3年間の無償ライセンスを取得することが可能です
（Education Communityへの登録が必要）。
　https://www.autodesk.co.jp/education/home

3ds Maxからはじめてみよう！

開発にスピードと
品質をもたらす
自動テストとは？
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　みなさんは「IoT」という言葉からど
んなイメージを思い浮かべますか？ 
「工作機械の稼動状態を把握し，工場
全体の稼働率を改善する」「河川の水
位を監視して警報を鳴らす」といった
規模の大きなシステムを連想する方も
いらっしゃるかもしれませんね。
　しかし，もっと小規模な，たとえば「自
宅の温度・湿度を計測してクラウドへ
送り，グラフ化する」といったパーソナ
ルなしくみだって，りっぱな IoT です。
そ し て，近 年 の Raspberry Pi や
Arduino といったマイコン・開発ボー
ドの登場もあり，こうしたごくごく小規
模な IoT システムを作るハードルは大
きく下がっています。実はIoT開発って，
意外と簡単にはじめられるようになっ
ているのです。

どんなものを作れるの？
　「意外と簡単」と言われると，興味の
湧いてくる方もいらっしゃるのではな
いでしょうか……あれ？ そうでもあり
ませんか？ では，「パーソナルなしくみ」
としてどんなものが作れるのか，いく
つか挙げてみることにしましょう。

•先にも述べた，自宅の温度や湿度を
計測してクラウドに送信し，そのグ
ラフをどこからでも確認できるしくみ

•さまざまな家電の消費電力を計測し
てやはりクラウドに送信し，家電ご
との消費電力の特徴をつかんだり，
節約に役立てられるしくみ

•サーモグラフィカメラを使って熱分
布を計測し，ヒートマップをブラウザ
上から確認したり，モーターと組み合
わせて熱源を追わせたりするしくみ

　いかがでしょうか。こういったこと
が，開発ボード＋αだけの簡単な電子
工作だけで実現できるのです。
　もちろんここに挙げたものは一例に
すぎません。日照センサや音感センサ
など「なにを計測するか」だけでもた
くさんの選択肢がありますし，アウト
プットについても，可視化や自動化だ
けでなく「家の外から動かす」といっ
たことが実現可能です。

ESP32を使ってみよう
　さて，ここまで読んでくださっている
あなたであれば，今すぐにでも IoT 開
発がはじめたくなっているに違いあり
ませんよね！
　そんなあなたにおすすめの一冊が
『 IoT開発スタートブック ── ESP32
でクラウドにつなげる電子工作をはじ

めよう！』です。実は先ほど挙げた 3
つの例は，本書で扱っている作例をそ
のまま紹介したものです。クラウド上
でグラフ化したりモーターと組み合わ
せたりなんて，難しそうに見えるでしょ
うか？　心配はいりません。すでに述
べたとおり電子工作ははじめてという
方でも無理なく作ることのできるもの
ばかりですし，本書ではやさしく順を
追って解説されています。
　ところで，このように無理なく作るこ
とのできる秘密は「ESP32」という見
慣れない言葉にあります。これはいっ
たいなんでしょうか。
　ESP32は，Arduinoなどと同じマイ
コンの一種です。センサやモータなど
を司り情報を送受信する，IoT システ
ムの中核となる部分ですね。安価で，
Wi-Fi モジュールがはじめから搭載さ
れていること，Arduino と同様の開発
環境を使えることなどから最近とくに
人気が高まっているマイコンがESP32
なのです。本格的な IoT システムへの
利用からホビー用途まで幅広く応用さ
れており，「インターネットにつながる
電子工作」として IoT 開発をはじめる
には，まさにうってつけのマイコンと言
えるでしょう。
　ESP32 は電子部品を扱う通販サイ
トなどで広く取り扱われており，入手
は難しくありません。本書では必要な
道具や部品もしっかり紹介されていま
すから，それらと一緒に購入すること
で，すぐにでも IoT 開発を体験しはじ
めることができるでしょう。
　さあ，さっそく IoT 開発をはじめま
しょう！

4ESP32を搭載した開発ボード
「ESPr Developer 32」

8サーモグラフィカメラとOLEDを接続して
熱分布を可視化する様子

SketchUpってどんなソフト？
　SketchUpは3Dモデルを作成するソフトです。3Dと言う
と難しい印象がありますが，SketchUpは操作が直感的でわ
かりやすく，かつプレゼン性が良く，それでいて軽いソフト
なので，建築業界を中心にさまざまな分野で広く使われてい
ます。
　SketchUpはどういうソフトなのか，いくつかの特徴から
見ていきます。

オブジェクトの粘着性
　SketchUpでは，直方体や円柱などのオブジェクトどうし
が接すると，お互いにくっついてしまう特性を持っています。
実際に見てみましょう。次の画像のように，大きい直方体と
小さい直方体が接している状態で，小さな直方体を移動しま
す。すると，小さな直方体に合わせて大きな直方体も変形し
ます。このように，SketchUpには驚異的ともいえる粘着性
があります。

3D Warehouse
　SketchUpには，世界中のユーザーが作成したモデルを
シェアして利用できる3D Warehouseという機能がありま
す。3D Warehouseには，机や椅子，キッチンといった内
観用のモデルから，木や自動車といった外観用のモデルまで，
数百万のモデルが公開されています。これらのモデルをダウ
ンロードして，自分のモデルに利用することができます。細
かいパーツをいちいち自分で作成しなくても，クオリティの
高いパーツを手軽に利用できるので，作業効率もあがります。

プレゼンテーション関連の機能
　SketchUpには，モデル内を歩く視点で移動する
ウォークスルー，モデルを切断して断面を見せる，アン

グルやモデルの影を変更して表示するシーンなどのプレゼン
テーションに使える機能が充実しています。また，シーンを
複数作成して切り替えることでアニメーション動画も作成で
きます。

SketchUpで
3Dモデリングをはじめよう！
　このほかにも，モデルにタイルや木材などの素材をつける
マテリアル，線の太さや背景などをまとめて設定して切り替
えらルスタイルなど，SketchUpには便利な機能が豊富にそ
ろっています。本書は，実際に家のモデルを作成しながら，
SketchUpの機能の使い方や操作方法を手順を追って解説
しています。SketchUpは，3Dソフトは初めてという方で
も使いやすいソフトです。本書を参考に，是非3Dの世界に足
を踏み入れてみてください。

B5変形判・224頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10736-9

下島 健彦◉著
山形 雄次郎◉著

IoT開発スタートブック
ESP32でクラウドにつなげる
電子工作をはじめよう！

B5判・288頁／定価（本体価格3280円＋税）
ISBN 978-4-297-10688-1

作って覚える
SketchUp
の一番わかりやすい本

さあ，IoT開発を
        はじめよう！

SketchUpってどんなソフト？
　SketchUpは3Dモデルを作成するソフトです。3Dと言う
と難しい印象がありますが，SketchUpは操作が直感的でわ
かりやすく，かつプレゼン性が良く，それでいて軽いソフト
なので，建築業界を中心にさまざまな分野で広く使われてい
ます。
。
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　みなさんは「IoT」という言葉からど
んなイメージを思い浮かべますか？ 
「工作機械の稼動状態を把握し，工場
全体の稼働率を改善する」「河川の水
位を監視して警報を鳴らす」といった
規模の大きなシステムを連想する方も
いらっしゃるかもしれませんね。
　しかし，もっと小規模な，たとえば「自
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Arduino といったマイコン・開発ボー
ドの登場もあり，こうしたごくごく小規
模な IoT システムを作るハードルは大
きく下がっています。実はIoT開発って，
意外と簡単にはじめられるようになっ
ているのです。

どんなものを作れるの？
　「意外と簡単」と言われると，興味の
湧いてくる方もいらっしゃるのではな
いでしょうか……あれ？ そうでもあり
ませんか？ では，「パーソナルなしくみ」
としてどんなものが作れるのか，いく
つか挙げてみることにしましょう。

•先にも述べた，自宅の温度や湿度を
計測してクラウドに送信し，そのグ
ラフをどこからでも確認できるしくみ

•さまざまな家電の消費電力を計測し
てやはりクラウドに送信し，家電ご
との消費電力の特徴をつかんだり，
節約に役立てられるしくみ

•サーモグラフィカメラを使って熱分
布を計測し，ヒートマップをブラウザ
上から確認したり，モーターと組み合
わせて熱源を追わせたりするしくみ

　いかがでしょうか。こういったこと
が，開発ボード＋αだけの簡単な電子
工作だけで実現できるのです。
　もちろんここに挙げたものは一例に
すぎません。日照センサや音感センサ
など「なにを計測するか」だけでもた
くさんの選択肢がありますし，アウト
プットについても，可視化や自動化だ
けでなく「家の外から動かす」といっ
たことが実現可能です。

ESP32を使ってみよう
　さて，ここまで読んでくださっている
あなたであれば，今すぐにでも IoT 開
発がはじめたくなっているに違いあり
ませんよね！
　そんなあなたにおすすめの一冊が
『 IoT開発スタートブック ── ESP32
でクラウドにつなげる電子工作をはじ

めよう！』です。実は先ほど挙げた 3
つの例は，本書で扱っている作例をそ
のまま紹介したものです。クラウド上
でグラフ化したりモーターと組み合わ
せたりなんて，難しそうに見えるでしょ
うか？　心配はいりません。すでに述
べたとおり電子工作ははじめてという
方でも無理なく作ることのできるもの
ばかりですし，本書ではやさしく順を
追って解説されています。
　ところで，このように無理なく作るこ
とのできる秘密は「ESP32」という見
慣れない言葉にあります。これはいっ
たいなんでしょうか。
　ESP32は，Arduinoなどと同じマイ
コンの一種です。センサやモータなど
を司り情報を送受信する，IoT システ
ムの中核となる部分ですね。安価で，
Wi-Fi モジュールがはじめから搭載さ
れていること，Arduino と同様の開発
環境を使えることなどから最近とくに
人気が高まっているマイコンがESP32
なのです。本格的な IoT システムへの
利用からホビー用途まで幅広く応用さ
れており，「インターネットにつながる
電子工作」として IoT 開発をはじめる
には，まさにうってつけのマイコンと言
えるでしょう。
　ESP32 は電子部品を扱う通販サイ
トなどで広く取り扱われており，入手
は難しくありません。本書では必要な
道具や部品もしっかり紹介されていま
すから，それらと一緒に購入すること
で，すぐにでも IoT 開発を体験しはじ
めることができるでしょう。
　さあ，さっそく IoT 開発をはじめま
しょう！

4ESP32を搭載した開発ボード
「ESPr Developer 32」

8サーモグラフィカメラとOLEDを接続して
熱分布を可視化する様子

SketchUpってどんなソフト？
　SketchUpは3Dモデルを作成するソフトです。3Dと言う
と難しい印象がありますが，SketchUpは操作が直感的でわ
かりやすく，かつプレゼン性が良く，それでいて軽いソフト
なので，建築業界を中心にさまざまな分野で広く使われてい
ます。
　SketchUpはどういうソフトなのか，いくつかの特徴から
見ていきます。

オブジェクトの粘着性
　SketchUpでは，直方体や円柱などのオブジェクトどうし
が接すると，お互いにくっついてしまう特性を持っています。
実際に見てみましょう。次の画像のように，大きい直方体と
小さい直方体が接している状態で，小さな直方体を移動しま
す。すると，小さな直方体に合わせて大きな直方体も変形し
ます。このように，SketchUpには驚異的ともいえる粘着性
があります。

3D Warehouse
　SketchUpには，世界中のユーザーが作成したモデルを
シェアして利用できる3D Warehouseという機能がありま
す。3D Warehouseには，机や椅子，キッチンといった内
観用のモデルから，木や自動車といった外観用のモデルまで，
数百万のモデルが公開されています。これらのモデルをダウ
ンロードして，自分のモデルに利用することができます。細
かいパーツをいちいち自分で作成しなくても，クオリティの
高いパーツを手軽に利用できるので，作業効率もあがります。

プレゼンテーション関連の機能
　SketchUpには，モデル内を歩く視点で移動する
ウォークスルー，モデルを切断して断面を見せる，アン

グルやモデルの影を変更して表示するシーンなどのプレゼン
テーションに使える機能が充実しています。また，シーンを
複数作成して切り替えることでアニメーション動画も作成で
きます。

SketchUpで
3Dモデリングをはじめよう！
　このほかにも，モデルにタイルや木材などの素材をつける
マテリアル，線の太さや背景などをまとめて設定して切り替
えらルスタイルなど，SketchUpには便利な機能が豊富にそ
ろっています。本書は，実際に家のモデルを作成しながら，
SketchUpの機能の使い方や操作方法を手順を追って解説
しています。SketchUpは，3Dソフトは初めてという方で
も使いやすいソフトです。本書を参考に，是非3Dの世界に足
を踏み入れてみてください。

B5変形判・224頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10736-9

下島 健彦◉著
山形 雄次郎◉著

IoT開発スタートブック
ESP32でクラウドにつなげる
電子工作をはじめよう！

B5判・288頁／定価（本体価格3280円＋税）
ISBN 978-4-297-10688-1

作って覚える
SketchUp
の一番わかりやすい本

さあ，IoT開発を
        はじめよう！

SketchUpってどんなソフト？
　SketchUpは3Dモデルを作成するソフトです。3Dと言う
と難しい印象がありますが，SketchUpは操作が直感的でわ
かりやすく，かつプレゼン性が良く，それでいて軽いソフト
なので，建築業界を中心にさまざまな分野で広く使われてい
ます。
。
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　クラウド時代を支えるLinux
　クラウド・仮想化全盛の時代が到来し，かつてのように，
自社内にサーバを用意して管理・運用するといった場面は
大幅に減りました。クラウドサービス各社はマネージドサー
ビスの充実に力を入れており，サーバやOSの管理・運用ま
でまとめてアウトソーシングすることも，以前よりはるかに
手軽にできるようになっています。
　こうしたクラウドの世界では，オープンソースOSの1つ
「Linux」が大きな役割を果たしています。クラウド上で動
作させるサーバOSとして，ソフトウェアやサービスの開発
環境として，Linuxは多くの場面で使われており，現代のIT
エンジニアにとって必須ともいえる存在になりました。
　エンジニアがLinuxを活用するうえでは，各種コマンド
の使い方はもちろんのこと，ネットワークやサーバ，セキュ
リティなどに関する幅広い知識・技術が求められます。こ
うした知識や技術は一朝一夕に身に付くものではありませ
んが，Linuxに関する資格の取得を目指して学習するのは
有効な手段の1つです。

　Linux技術者認定資格「LinuC」とは
　Linux技術者としての技術力を認定する資格試験の1つ
に「LinuC（リナック）」があります。LinuCは，2018年に
始まった比較的新しい資格試験ですが，グローバルな展開
も行われており，日本だけでなく世界で認められる資格試
験の1つといえるでしょう。
　LinuCには，レベル1～レベル3の3つのレベルが用意さ
れています。レベルの数字が大きくなるほど扱う内容は高
度になります。上位のレベルに認定されるためには，下位
レベルの認定が必須となっていますから，最初のステップ
ではレベル1を選択することになります。LinuCレベル1の
取得により，Linuxシステムの構築・運用・管理を行えるエ
ンジニアであることを証明できます。
　LinuCレベル1を取得するには，101試験，102試験とい
う2つの試験に合格する必要があります。基本的なコマン
ドの使い方からセキュリティ，サーバ管理業務まで，試験
範囲は多岐にわたります。LinuCレベル1の出題範囲を簡単
に表にまとめました。

　LinuCレベル1に関する情報は，公式サイト（https:// 
linuc.org/linuc1/）で見ることができます。詳細な出題範
囲も掲載されていますので，受験を検討されている場合は
必ず公式サイトの情報を確認しましょう。

◆　◆　◆

　資格取得という結果はもちろん大切ですが，資格試験の
ために勉強すること自体，ITエンジニアにとって大きな力
となります。LinuCの学習を通じて，Linuxのスキルアップ
を目指してはいかがでしょうか。

表◉LinuCレベル1の出題範囲
 試験番号 出題内容
 101試験 システムアーキテクチャ
  Linuxのインストールとパッケージ管理
  GNUとUnixのコマンド
  デバイス，Linuxファイルシステム，ファイルシステム階層標準
 102試験 シェル，スクリプト，およびデータ管理
  ユーザインターフェイスとデスクトップ
  管理業務
  重要なシステムサービス
  ネットワークの基礎
  セキュリティ

　インターネットが普及し，SNSを使ってだれでも情報発信できるようになりました。
そこで，気を付けたいのが著作権。知らず知らずのうちに，法律違反を犯す可能性があ
ります。他人の作った著作物を利用したい場合，著作権者に許可をもらったうえで利用
する，というのが基本です。利用するうえで必要な条件も，きちんと確認する必要があ
ります。もちろん，勝手に使ってはいけません。違反すると，逮捕されることもあります。
　しかし，著作権者に確認しなくてもよい便利なしくみがあります。それがクリエイティ
ブコモンズです。クリエイティブコモンズでは，どう利用してほしいのかをあらかじめ，
著作権者が意思表示することができます。利用者は，その条件を満たしていれば，その
ルール内で使用でき，著作権者の確認は不要です。

　クリエイティブコモンズで示すことができる許可の内容は，
次の4種類の条項の選択と組み合わせで表示されており，6
通りのマークがあります。
　クリエイティブコモンズは，使う側からは他人の
作品を手軽に利用でき，作る側からはあらかじめ条
件を提示しておける，便利なしくみといえます。

▶クリエイティブ
　コモンズのロゴ

表示：作品のクレジットを
表示すること

クリエイティブ
コモンズ表示：

著作権者の表示を要求する。

クリエイティブコモ
ンズ表示－非営利：

著作権者の表示を要求し，非営利目的での
利用に限定する。

クリエイティブコモンズ
表示－改変禁止：

著作権者の表示を要求し，いかなる改変も
禁止する。

クリエイティブコモンズ表
示－非営利－改変禁止：

著作権者の表示を要求し，非営利目的での
利用に限定し，いかなる改変も禁止する。

クリエイティブ
コモンズ表示－継承

著作権者の表示を要求し，作品を改変・変形・加工してできた作品に
ついても，元になった作品のライセンスを継承させた上で頒布を認める。

クリエイティブコモンズ
表示－非営利－継承

著作権者の表示を要求し，非営利目的での利用に限定し，作品を改変・変形・加工し
てできた作品についても，元になった作品のライセンスを継承させた上で頒布を認める。

非営利：営利目的で利用
しないこと

改変禁止：元の作品を改
変しないこと

継承：元の作品と同じ組み
合わせのクリエイティブコモン
ズライセンスで公開すること

ISBN 978-4-297-10674-4

B5判・40頁
定価（本体価格2500円＋税）

山本 光◉監修•著  松下 孝太郎◉著

各巻共通

小中学生向けに著作権について，
ふんだんなイラストでわかりやすく
説明しています。オールカラー，総ルビです。

やさしくわかる
デジタル時代の
著作権

①
基
本
編

第１巻では「著作権の基本」
について解説しています。

ISBN 978-4-297-10676-8

②
学
校
編

授業や運動会，文化祭など，学
校生活のさまざまなシーンでやっ
ていいこと，やってはいけない
ことを，身近な例で学びます。

ISBN 978-4-297-10678-2

③
生
活
編

自分の買ったもの，自分の作っ
たもの，公開・発表など，よ
くある事例をもとに著作権に
ついて理解を深めていきます。

A5判・512頁
定価（本体価格3800円＋税）
ISBN 978-4-297-10659-1

河原木 忠司◉著

LinuCレベル1
合格教本
［101試験, 102試験対応］

最短
突破

デジタル時代の著作権

4種類の条項 6通りのマーク

著作権者の許可を得なくても利用できる，
クリエイティブコモンズって何？

                   LinuC取得で
Linux技術者としての力を証明しよう！
クラウド時代にも必須！
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カタカナになってしまう！？
　Wordで文字を入力しているときに，
突然，読みが「カタカナ」になってしまう
ことがあります。キーボードでK，Y，
O，U，H，Aと入力すると，「キョウハ」
と表示されます。いつものは，「きょうは」
と表示されるので，ちょっと気持ちが悪
いですね。

　こんなときは，画面右下のところを確
認してみましょう。普段は「A」とか，「あ」
とか表示されているところが，「カ」になっ
てしまっています。

　やっぱり，読みは「ひらがな」のほう
がいいなと思ったときは，「無変換」と表
示されているキーを2回連続で押すと，
「あ」になります。

　この状態で，文字を入力すると，読み
が「ひらがな」になります。

　「無変換」キーは，通常はキーを押すた
びに，「ひらがな」，「全角カタカナ」，「半
角カタカナ」の順に切り替わります。一
般的にはスペースキーの横にあるので，
間違って押してしまうこともあるので注
意しましょう。なお，無変換キーが見つ
からない場合は，「カ」と表示されている
ところを右クリックして表示されるメ
ニューで，「ひらがな」を選択します。

一般記事

　ドメイン駆動設計（DDD）はとても難しく，途中で学習を断念してしまう
こともあります。最大の障壁は，実際のビジネスをモデリングする過程が
見えづらいことです。けれど，モデリングという作業自体はソフトウェア開
発では必須であり，実は誰もが行っていることです。本特集ではドメイン駆
動設計の考えに基づき，モデリングからコードへ落とし込む過程までを一
気にたどります。ドメイン駆動設計がより身近なものに感じられるはずです。

特集3

特集2

　いまや身近な存在となったAWS（Amazon Web Services）。本特集では，
多岐に渡るAWSの使いこなしを「トラブル対策」という観点からまとめます。
トラブルが発生したときの対応法はもちろん，トラブルにいち早く気付くた
めの監視やアラートのあり方，さらにはそもそもトラブルに陥らないため
の設計法などを，権限，ネットワーク，パフォーマンス，アプリケーション
障害などのテーマ別に紹介します。

　Rubyにおける良いコードを，例題を解きながら改善していくことで学ぶ
特集です。正しい／間違い，Rubyらしさ，パフォーマンス，可読性など
さまざまな観点からコードを改善していくことで，その書き方の意図や変
化などを実感を持って理解していきます。パフォーマンスと可読性など，
これらの観点はときには背反することもありますが，本特集ではそれらの
バランスが取れたコードを目指しま
すので，実際に現場で使える知識
が身に付くはずです。

これで安心！
AWSトラブルシューティングの勘所特集1

機能別頻出・重要ポイントを徹底解説
［例題で学ぶ］
良いRubyコードの書き方

モデリングから実装までを速習体験
［再入門］ドメイン駆動設計

エンジニア，デザイナーがシームレスに協働できる！
FigmaによるUIデザインの効率化
PHPで非同期処理を実現
Swoole入門

気になるとこだけまとめて知りたい

開発・分析・人工知能のサービスを一挙解説

第１特集

好評
連載

［最終回］「書いて覚えるSwift入門」 by 小飼弾
Swiftを愛し，Swiftを解説してきた5年間を振り返り，
プログラミングの世界への影響を語ります。

Ansible問題解決マップ／挑戦！ Capture 
The Flag／作品で魅せるGoプログラミング
／Visual Studio Code快適生活

    Google Cloud
Platform

　「Pythonでプログラミングを始めたい。しかも一人でこっそりと」データサイエンスや機
械学習の分野でPythonはとても人気があります。この夏，Pythonプログラミングに入門し
てスキルアップを図りませんか？　本特集では，社会人プログラミング教育で実績のある筆
者が，IT企業への入社・転職で必要とされる状況を解説します。どのようなスキルが必要で，
キャリアップをいかにしていくのかわかるようになるでしょう。そして実際にPythonで機械
学習を行うための環境構築をゼロから紹介します。もちろんWindowsでもmacOSでも
Linux環境でもばっちりです。そして現役の機械学習エンジニアからのアドバイスとして，
ライブラリの活用方法とコーディングの基礎を学びます。

ひとりで始める

コーディングと機械学習環境の作り方

第２特集Pythonプログラミング入門

「マネージドクラウドの優れた機能を追体験！」
　既存のクラウドサービスとの違いはマネージド（管理された）ということが一番に挙
げられます。まずはGoogleCloud Platformの洗練されたサービスの全貌を知りましょ
う。そしてアプリケーションを動かすためにGoogle AppEngine（GAE）での開発を誌上
体験します。さらにデータストア・データベースとしてBigQueryのしくみを学びつつ，
BigQueryでのデータ分析の基礎を学びます。データの可視化の方法を知ることでGCPの有
用さがわかってくることでしょう。まとめに人工知能系のサービスである「Google Cloud 
AI」を紹介します。これはAI BuilidingBlocksとAI Platformの2つがありますが，これらの
使い方を誌上で学ぶことで，AIの利用法に大きな気づきが得られるでしょう。すでに
Google AIを利用した事業も進んでいますので，その導入事例も紹介します。

2019年10月24日㈭ 発売

2019年8月17日 発売
B5判・184頁 定価（本体価格1220円＋税）

※表紙は前号のものです。

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

※タイトルはすべて仮題です。ページ数や掲載予定記事
　などは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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B5判・168頁

定価（本体価格1480円＋税）

2019年    9月号

M A G A Z I N E       I N F O R M A T I O N

改訂新版  JavaScript本格入門
モダンスタイルによる基礎から現場での応用まで

山田祥寛◉著　B5変形判・456頁　定価（本体価格2980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8411-1

基礎からのプログラミングリテラシー 
増井敏克◉著／A5判・224頁
定価（本体価格1880円＋税）  ISBN 978-4-297-10514-3

第2刷
ゼロからわかる Java超入門 ［改訂新版］ 
佐々木整◉著／B5判・208頁
定価（本体価格1980円＋税）  ISBN 978-4-7741-7131-9

第2刷

基礎からわかる時系列分析 
萩原淳一郎，瓜生真也，牧山幸史◉著　石田基広◉監修／B5変形判・400頁
定価（本体価格3980円＋税）  ISBN 978-4-7741-9646-6

第2刷
小さなお店＆会社のホームページ Jimdo入門
藤川麻夕子, 山本和泉◉著／B5判・192頁
定価（本体価格1980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8893-5

第2刷

かんたん Python
掌田津耶乃◉著／A5判・608頁
定価（本体価格2780円＋税）  ISBN 978-4-7741-9578-0

第2刷
YouTube 投稿&集客で稼ぐ！ コレだけ！技 
川﨑實智郎, リンクアップ◉著／A5判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）  ISBN 978-4-7741-7058-9

第4刷

反復学習ソフト付き 正規表現書き方ドリル
杉山貴章◉著　木本裕紀◉監修／B5判・296頁
定価（本体価格2780円＋税）  ISBN 978-4-7741-4509-9

第4刷
10年つかえるSEOの基本
土居健太郎◉著／A5変形判・136頁
定価（本体価格1480円＋税）  ISBN 978-4-7741-7324-5

第3刷

［改訂新版］ プロのためのLinuxシステム構築・運用技術
中井悦司◉著／B5変形判・272頁
定価（本体価格2980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8426-5

第2刷
カメラど素人が、プロのカメラマンに撮影のテクニックを教わってきました。
永峰英太郎◉著　岡克己◉撮影／B5判・160頁
定価（本体価格1880円＋税）  ISBN 978-4-297-10475-7

第2刷

組込み現場の「C」プログラミング 基礎からわかる徹底入門
SESSAME◉編／A5判・296頁
定価（本体価格2580円＋税）  ISBN 978-4-7741-3069-9

第5刷
真空管アンプの素
木村哲◉著／B5判・336頁
定価（本体価格3200円＋税）  ISBN 978-4-7741-4853-3

第3刷

［改訂新版］実践COBOLプログラミング入門
結城圭介◉著／B5変形判・480頁
定価（本体価格3400円＋税）  ISBN 978-4-7741-4537-2

第3刷
合同会社（LLC）設立＆運営 完全ガイド
横須賀輝尚, 佐藤良基◉著／A5判・256頁
定価（本体価格1680円＋税）  ISBN 978-4-7741-9538-4

第3刷

かんたん Visual Basic ［改訂2版］
高橋広樹◉著／A5判・608頁
定価（本体価格2640円＋税）  ISBN 978-4-7741-9040-2

第2刷
即戦力になる実験ノート入門
吉村忠与志◉著／B5判・208頁
定価（本体価格1980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8069-4

第2刷

第6刷

改訂新版  気象予報士かんたん合格テキスト
                                           〈学科専門知識編〉気象予報士試験受験支援会◉著　A5判・624頁
定価（本体価格3200円＋税）  ISBN 978-4-7741-6476-2

第7刷
売れてます！

重版出来!

Rで実践するカルマンフィルタ・
MCMC・粒子フィルタ

連載

第5回
Word/Excel 
困ったときのトラブル解決
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カタカナになってしまう！？
　Wordで文字を入力しているときに，
突然，読みが「カタカナ」になってしまう
ことがあります。キーボードでK，Y，
O，U，H，Aと入力すると，「キョウハ」
と表示されます。いつものは，「きょうは」
と表示されるので，ちょっと気持ちが悪
いですね。

　こんなときは，画面右下のところを確
認してみましょう。普段は「A」とか，「あ」
とか表示されているところが，「カ」になっ
てしまっています。

　やっぱり，読みは「ひらがな」のほう
がいいなと思ったときは，「無変換」と表
示されているキーを2回連続で押すと，
「あ」になります。

　この状態で，文字を入力すると，読み
が「ひらがな」になります。

　「無変換」キーは，通常はキーを押すた
びに，「ひらがな」，「全角カタカナ」，「半
角カタカナ」の順に切り替わります。一
般的にはスペースキーの横にあるので，
間違って押してしまうこともあるので注
意しましょう。なお，無変換キーが見つ
からない場合は，「カ」と表示されている
ところを右クリックして表示されるメ
ニューで，「ひらがな」を選択します。

一般記事

　ドメイン駆動設計（DDD）はとても難しく，途中で学習を断念してしまう
こともあります。最大の障壁は，実際のビジネスをモデリングする過程が
見えづらいことです。けれど，モデリングという作業自体はソフトウェア開
発では必須であり，実は誰もが行っていることです。本特集ではドメイン駆
動設計の考えに基づき，モデリングからコードへ落とし込む過程までを一
気にたどります。ドメイン駆動設計がより身近なものに感じられるはずです。

特集3

特集2

　いまや身近な存在となったAWS（Amazon Web Services）。本特集では，
多岐に渡るAWSの使いこなしを「トラブル対策」という観点からまとめます。
トラブルが発生したときの対応法はもちろん，トラブルにいち早く気付くた
めの監視やアラートのあり方，さらにはそもそもトラブルに陥らないため
の設計法などを，権限，ネットワーク，パフォーマンス，アプリケーション
障害などのテーマ別に紹介します。

　Rubyにおける良いコードを，例題を解きながら改善していくことで学ぶ
特集です。正しい／間違い，Rubyらしさ，パフォーマンス，可読性など
さまざまな観点からコードを改善していくことで，その書き方の意図や変
化などを実感を持って理解していきます。パフォーマンスと可読性など，
これらの観点はときには背反することもありますが，本特集ではそれらの
バランスが取れたコードを目指しま
すので，実際に現場で使える知識
が身に付くはずです。

これで安心！
AWSトラブルシューティングの勘所特集1

機能別頻出・重要ポイントを徹底解説
［例題で学ぶ］
良いRubyコードの書き方

モデリングから実装までを速習体験
［再入門］ドメイン駆動設計

エンジニア，デザイナーがシームレスに協働できる！
FigmaによるUIデザインの効率化
PHPで非同期処理を実現
Swoole入門

気になるとこだけまとめて知りたい

開発・分析・人工知能のサービスを一挙解説

第１特集

好評
連載

［最終回］「書いて覚えるSwift入門」 by 小飼弾
Swiftを愛し，Swiftを解説してきた5年間を振り返り，
プログラミングの世界への影響を語ります。

Ansible問題解決マップ／挑戦！ Capture 
The Flag／作品で魅せるGoプログラミング
／Visual Studio Code快適生活

    Google Cloud
Platform

　「Pythonでプログラミングを始めたい。しかも一人でこっそりと」データサイエンスや機
械学習の分野でPythonはとても人気があります。この夏，Pythonプログラミングに入門し
てスキルアップを図りませんか？　本特集では，社会人プログラミング教育で実績のある筆
者が，IT企業への入社・転職で必要とされる状況を解説します。どのようなスキルが必要で，
キャリアップをいかにしていくのかわかるようになるでしょう。そして実際にPythonで機械
学習を行うための環境構築をゼロから紹介します。もちろんWindowsでもmacOSでも
Linux環境でもばっちりです。そして現役の機械学習エンジニアからのアドバイスとして，
ライブラリの活用方法とコーディングの基礎を学びます。

ひとりで始める

コーディングと機械学習環境の作り方

第２特集Pythonプログラミング入門

「マネージドクラウドの優れた機能を追体験！」
　既存のクラウドサービスとの違いはマネージド（管理された）ということが一番に挙
げられます。まずはGoogleCloud Platformの洗練されたサービスの全貌を知りましょ
う。そしてアプリケーションを動かすためにGoogle AppEngine（GAE）での開発を誌上
体験します。さらにデータストア・データベースとしてBigQueryのしくみを学びつつ，
BigQueryでのデータ分析の基礎を学びます。データの可視化の方法を知ることでGCPの有
用さがわかってくることでしょう。まとめに人工知能系のサービスである「Google Cloud 
AI」を紹介します。これはAI BuilidingBlocksとAI Platformの2つがありますが，これらの
使い方を誌上で学ぶことで，AIの利用法に大きな気づきが得られるでしょう。すでに
Google AIを利用した事業も進んでいますので，その導入事例も紹介します。

2019年10月24日㈭ 発売

2019年8月17日 発売
B5判・184頁 定価（本体価格1220円＋税）

※表紙は前号のものです。

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

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

Vol.113
B5判・168頁

定価（本体価格1480円＋税）

2019年    9月号

M A G A Z I N E       I N F O R M A T I O N

改訂新版  JavaScript本格入門
モダンスタイルによる基礎から現場での応用まで

山田祥寛◉著　B5変形判・456頁　定価（本体価格2980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8411-1

基礎からのプログラミングリテラシー 
増井敏克◉著／A5判・224頁
定価（本体価格1880円＋税）  ISBN 978-4-297-10514-3

第2刷
ゼロからわかる Java超入門 ［改訂新版］ 
佐々木整◉著／B5判・208頁
定価（本体価格1980円＋税）  ISBN 978-4-7741-7131-9

第2刷

基礎からわかる時系列分析 
萩原淳一郎，瓜生真也，牧山幸史◉著　石田基広◉監修／B5変形判・400頁
定価（本体価格3980円＋税）  ISBN 978-4-7741-9646-6

第2刷
小さなお店＆会社のホームページ Jimdo入門
藤川麻夕子, 山本和泉◉著／B5判・192頁
定価（本体価格1980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8893-5

第2刷

かんたん Python
掌田津耶乃◉著／A5判・608頁
定価（本体価格2780円＋税）  ISBN 978-4-7741-9578-0

第2刷
YouTube 投稿&集客で稼ぐ！ コレだけ！技 
川﨑實智郎, リンクアップ◉著／A5判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）  ISBN 978-4-7741-7058-9

第4刷

反復学習ソフト付き 正規表現書き方ドリル
杉山貴章◉著　木本裕紀◉監修／B5判・296頁
定価（本体価格2780円＋税）  ISBN 978-4-7741-4509-9

第4刷
10年つかえるSEOの基本
土居健太郎◉著／A5変形判・136頁
定価（本体価格1480円＋税）  ISBN 978-4-7741-7324-5

第3刷

［改訂新版］ プロのためのLinuxシステム構築・運用技術
中井悦司◉著／B5変形判・272頁
定価（本体価格2980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8426-5

第2刷
カメラど素人が、プロのカメラマンに撮影のテクニックを教わってきました。
永峰英太郎◉著　岡克己◉撮影／B5判・160頁
定価（本体価格1880円＋税）  ISBN 978-4-297-10475-7

第2刷

組込み現場の「C」プログラミング 基礎からわかる徹底入門
SESSAME◉編／A5判・296頁
定価（本体価格2580円＋税）  ISBN 978-4-7741-3069-9

第5刷
真空管アンプの素
木村哲◉著／B5判・336頁
定価（本体価格3200円＋税）  ISBN 978-4-7741-4853-3

第3刷

［改訂新版］実践COBOLプログラミング入門
結城圭介◉著／B5変形判・480頁
定価（本体価格3400円＋税）  ISBN 978-4-7741-4537-2

第3刷
合同会社（LLC）設立＆運営 完全ガイド
横須賀輝尚, 佐藤良基◉著／A5判・256頁
定価（本体価格1680円＋税）  ISBN 978-4-7741-9538-4

第3刷

かんたん Visual Basic ［改訂2版］
高橋広樹◉著／A5判・608頁
定価（本体価格2640円＋税）  ISBN 978-4-7741-9040-2

第2刷
即戦力になる実験ノート入門
吉村忠与志◉著／B5判・208頁
定価（本体価格1980円＋税）  ISBN 978-4-7741-8069-4

第2刷

第6刷

改訂新版  気象予報士かんたん合格テキスト
                                           〈学科専門知識編〉気象予報士試験受験支援会◉著　A5判・624頁
定価（本体価格3200円＋税）  ISBN 978-4-7741-6476-2

第7刷
売れてます！

重版出来!

Rで実践するカルマンフィルタ・
MCMC・粒子フィルタ

連載

第5回
Word/Excel 
困ったときのトラブル解決
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B O O K S  I N F O R M A T I O NB O O K S  I N F O R M A T I O N

AYURA◉著／B5変形判・416頁
定価（本体価格1480円＋税） ISBN 978-4-297-10634-8
Excelで「困った」ときに役立つ実用性の高い操作・解決方
法を多数紹介します。Excelの使用中に「こんな場合はどうし
たらいいのだろう?」「こんなことをしたい! 」と思ったときにす
ぐに役立ちます。Excel 2010/2013/2016/2019に対応。

▶▶▶オフィス

今すぐ使えるかんたん
Excel 完全ガイドブック
困った解決＆便利技［2019/2016/2013/2010/Office 365対応版］

AYURA◉著／B5変形判・320頁
定価（本体価格1580円＋税） ISBN 978-4-297-10646-1
Word 2019およびその新機能に対応。Wordの利用中に生
じる「これはどうすればいいのだろう」「こういう操作がしたい！」
などの「困った」疑問をすぐに解決できる操作・設定方法を
多数紹介する。Word 2019/2016/2013/2010に対応。

▶▶▶オフィス

今すぐ使えるかんたん
Word 完全ガイドブック
困った解決＆便利技 ［2019/2016/2013/2010対応版］

増田若奈◉著／A5判・192頁
定価（本体価格1680円＋税） ISBN 978-4-297-10638-6
本書は，会社のネットワーク担当者になった人や，ネット
ワーク関連の資格試験を受けたい人，仕事としてネット
ワークエンジニアになりたい人などを対象に，ネットワー
クのしくみを徹底的にわかりやすく解説した書籍です。

▶▶▶ネットワーク技術

本当にやさしく学びたい人の！

絵解き ネットワーク超入門
加藤耕太◉著／B5変形判・440頁
定価（本体価格3280円＋税） ISBN 978-4-297-10738-3
クローリング・スクレイピングの入門から実践までを解
説。基本的なクローリングやAPIを活用したデータ収集，
HTMLやXMLの解析から，データ取得後の分析や機械
学習などの処理まで解説。データの収集・解析，活用
が基本から学べます。

▶▶▶プログラミング

Pythonクローリング＆
スクレイピング［増補改訂版］
データ収集・解析のための実践開発ガイド 

横田一輝◉著／B5変形判・416頁
定価（本体価格2980円＋税） ISBN 978-4-297-10648-5
現在Androidアプリ開発はAndroid Studio一択という
状況になり，Android Studioの需要は高まっています。
本書はそんなIDEに焦点を当てた書籍です。豊富な機能
が揃ったIDEが裏で何をやっているかをわかりやすく解説
した書籍です。

▶▶▶プログラミング

Android Studio
パーフェクトガイド
（Kotlin /Java対応版）

松木雅幸，mattn，他◉著／B5判・184頁
定価（本体価格2180円＋税） ISBN 978-4-297-10727-7
2016年に刊行された「みんなのGo言語」の改訂版で
す。全章を最新の内容にアップデートし，「第7章 デー
タベースの扱い方」を新規で書き下ろします。ますま
す注目の集まるGoを現場で使うためのノウハウが1冊
に凝縮されています！

▶▶▶プログラミング

改訂2版
みんなのGo言語

ランディング◉著／A5判・192頁
定価（本体価格2280円＋税）
ISBN 978-4-297-10597-6

フリーフォントの中でも人気の日本語表示ができるデザ
イン性の高いフリーフォントを70書体以上収録しまし
た。商用利用の可否もわかるので，自分の使用したい
媒体に合わせてフォントを選んで使うことができます。

▶▶▶デザイン

デザイン力を加速する！
和文フリーフォント
COLLECTION

大久保浩◉著／B5判・200頁
定価（本体価格2580円＋税）
ISBN 978-4-297-10595-2

雑誌，書籍，Webや映像作品など，さまざまなデザイン制
作物を豊かにする，水彩で描かれたクオリティの高い花の素
材集です。花のさく季節ごとに，ちょっとした花に関する知
識も記載していますので，作品を作るときにも役立ちます。

▶▶▶デザイン

花  水彩
flower 素材集

稲葉幸行◉著／A4変形判・192頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10652-2

最新のAutoCAD/AutoCAD LT 2020に対応して登場
しました。基本的な作図方法から，大きく見やすい画面で，
ひとつひとつ丁寧に解説するので，まったくAutoCADの
経験がない人でも操作方法を覚えることができます。

▶▶▶デザイン

デザインの学校
これからはじめる
AutoCADの本 
［AutoCAD/AutoCAD LT 2020/2019/2018対応版］

坂本翔◉著／四六判・320頁
定価（本体価格1680円＋税）
ISBN 978-4-297-10698-0

本書はInstagramへの投稿によって，いかにしてファンを
集め，商品を売るかというノウハウを解説する書籍です。
「Instagramでモノを売る」とはどういうことかを理解
し，マーケティングを進めていける構成になっています。

▶▶▶SNS

Instagramで
ビジネスを変える
最強の思考法

内藤朗◉著／A5判・240頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10587-7

本書は，ソフトシンセの基本概念と使用方法から，プリ
セットでは飽き足らない上級者に向けた，必要なサウン
ドを手にするためのサウンドエディットのテクニックまで
を，目的に沿って紹介していきます。

▶▶▶音楽

音楽・動画・ゲームに活用！
ソフトシンセ
音作り大全

                               太木裕子, 山本浩司◉著／A4変形判・160頁
定価（本体価格1980円＋税） ISBN 978-4-297-10706-2
好評の初心者向けデザインシリーズ「デザインの学校」
に，Dreamweaver CCの解説書が登場！なるべくかん
たんなDreamweaver CCの本が欲しい，Webペー
ジ作成の流れを学びたい，という方に最適な，一番や
さしい入門書です。

▶▶▶Webデザイン

デザインの学校
これからはじめる
Dreamweaverの本 
［2019年最新版］

リンクアップ◉著／B6変形判・160頁
定価（本体価格980円＋税）
ISBN 978-4-297-10692-8

基本操作からていねいに解説し，LINEを使い始めたときこ
そ知りたい便利な技や，困ったときの解決策もわかりやす
く解説しています。1つ1つの操作を画面とともに解説して
いますので，本当に初めての人でも迷わず始められます。

▶▶▶スマホ

今すぐ使えるかんたんmini
スマホで楽しむ
LINE超入門
［Android対応版］ 改訂2版

リンクアップ◉著／B5変形判・288頁
定価（本体価格1980円＋税）
ISBN 978-4-297-10702-4

最新のAndroid 9に対応。Androidスマートフォンを買ったけど
使い方がよくわからない，一般の携帯電話からAndroidスマー
トフォンに乗り換えたいという人に向けて，Androidスマートフォ
ンを使いこなすための基礎知識や使い方を紹介しています。

▶▶▶スマホ

今すぐ使えるかんたん
ぜったいデキます! 
スマートフォン超入門
Android対応版 改訂2版

井上香緒里◉著／B5変形判・448頁
定価（本体価格1980円＋税）
ISBN 978-4-297-10650-8

本書は「Office 365」のAccessに加え，永続ライセンス版
の最新バージョン「Access 2019」にも対応。はじめて
Accessを使う人にもわかりやすいように，テーブル，クエリ，
フォーム，レポートそれぞれの作成方法を丁寧に解説します。

▶▶▶オフィス

今すぐ使えるかんたん

Access 2019
［Office 365/Office 2019対応版］

今村ゆうこ◉著／B5変形判・336頁
定価（本体価格2580円＋税） ISBN 978-4-297-10700-0
Accessでアプリケーション作成を行う場合，VBAのマス
ターが必要になります。本書は，はじめてAccess VBAを
学習する人や，基本は学習したのでアプリケーションを作成
したい人など，AccessでVBAを利用するすべての人に向
けた書籍です。

▶▶▶プログラミング

Access VBA
実践マスターガイド
仕事の現場で即使える

秋山高廣◉著／B5変形判・624頁
定価（本体価格4200円＋税） ISBN 978-4-297-10681-2
本書ではShader Graphを使用してシェーダーを作成
し，Shurikenでエフェクト制作する過程を解説。また
HoudiniなどのDCC（Digital Content Creation）ツー
ルを使ったリソース制作の方法についても解説していま
す。

▶▶▶ゲームデザイン

Unity
ゲームエフェクト マスターガイド

コムロミホ， ナイスク◉著／B6変形判・192頁
定価（本体価格1580円＋税）
ISBN 978-4-297-10642-3

オリンパスの最新モデル「OM-D E-M1X」は，E-M1 MkⅡと
並ぶフラッグシップ機。マルチセレクターの採用や縦位置グリッ
プ一体型形状により，操作性が一段と高まりました。新機能を
中心とした操作方法を，ハンディなカラーマニュアルで解説。

▶▶▶デジカメ

今すぐ使えるかんたんmini

オリンパスOM-D E-M1X
基本＆応用撮影ガイド

奥田真史◉著／A5判・344頁
定価（本体価格2980円＋税）
ISBN 978-4-297-10714-7

本書はエックス線作業主任者試験を受験する方を対象
としています。「普通に仕事をしている人や文系の人が，
読んでいる途中で挫折しないような書籍」を目指し，イ
メージしやすいように図や写真を多数掲載しています。

▶▶▶医療

エックス線
作業主任者
合格教本

臼田昭司，伊藤敏，井上祥史◉著／A5判・392頁
定価（本体価格2980円＋税）
ISBN 978-4-297-10615-7

大学理工系学部の1年生から2年生前期で，電気工学と
電子工学に必要な基礎知識を学びます。「電気工学概
論」，「電気電子工学」になります。本書はそれらの科目
の教科書またはサブテキストとして刊行する書籍です。

▶▶▶電気

例題で学ぶ
はじめての
電気電子工学

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10817-5

2019夏モデルとしてドコモから発売されたスマートフォン
「arrows Be3 F-02L」の初心者向け解説書です。通話やメー
ルなどの基本的な使い方のほか，arrows Be3の独自機能，
ドコモが提供するサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ arrows Be3
F-02L スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10824-3

ドコモから発売されたGalaxy S10 SC-03L，および
Galaxy S10+ SC-04Lを利用するための基本的な設定
から，便利に使える活用法，ドコモやGoogleの便利なサー
ビスなどを，わかりやすい手順解説で紹介しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ Galaxy S10/S10+
SC-03L/04L スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10789-5

NTTドコモのスマートフォン「AQUOS R3 SH-04L」の解説書
です。SH-04Lの基本操作から，電話，メール，インターネット，
カメラ，テレビ機能，標準のアプリ，ドコモやGoogleのサービ
スの利用法など，SH-04Lの操作方法をわかりやすく解説します。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS R3
SH-04L スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10721-5

auから発 売 されたGalaxy S10 SCV41，および
Galaxy S10+ SCV42を利用するための基本的な設定
から，便利に使える活用法，auやGoogleの便利なサー
ビスなどを，わかりやすい手順解説で紹介しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au Galaxy S10/S10+
SCV41/42 スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1580円＋税）
ISBN 978-4-297-10783-3

ソフトバンク「Xperia 1」の初心者向け解説書です。通
話／メール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
ンのインストール方法，使い方などを解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ソフトバンク Xperia 1
スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1580円＋税）
ISBN 978-4-297-10807-6

auの2019年夏モデル「Galaxy A30 SCV43」の初心者向
け解説書です。基本的な使い方のほか，アプリケーションのイ
ンストール方法や使い方，Galaxy A30 SCV43独自の機能，
auが提供するサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au Galaxy A30
SCV43 スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税） ISBN 978-4-297-10760-4
auの「Xperia 1 SOV40」の初心者向け解説書です。通
話／メールといった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
ンのインストール方法，使い方などを解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au Xperia 1 SOV40
スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税） ISBN 978-4-297-10731-4
auの2019年夏モデル「AQUOS R3 SHV44」の初心者
向け解説書です。基本的な使い方のほか，アプリケーショ
ンのインストール方法や使い方，AQUOS R3 SHV44独
自の機能，auが提供するサービスの利用方法なども解説
しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au AQUOS R3 SHV44
スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10748-2

本書は，NTTドコモの「Xperia 1 SO-03L」の初心者向
け解説書です。通話，メール，インターネットなどの基本
的な使い方のほか，Xperia 1 SO-03Lの独自機能，
NTTドコモのサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ Xperia 1
SO-03L スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10719-2

本書は，NTTドコモの「Xperia Ace SO-02L」の初心者
向け解説書です。通話，メール，インターネットなどの基本
的な使い方のほか，Xperia Ace SO-02Lの独自機能，
NTTドコモのサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ Xperia Ace
SO-02L スマートガイド

技術評論社編集部◉著
四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10725-3

Googleの最新サービスをフルに活用できるのがGoogle純正スマートフォン
Pixel 3a/3a XLの大きな特徴です。本書は，Google Pixel 3a/3a XLの便利
技や活用法を解説。SIMフリー版，ドコモ版，ソフトバンク版に対応しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
Google Pixel
3a／3a XL スマートガイド
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AYURA◉著／B5変形判・416頁
定価（本体価格1480円＋税） ISBN 978-4-297-10634-8
Excelで「困った」ときに役立つ実用性の高い操作・解決方
法を多数紹介します。Excelの使用中に「こんな場合はどうし
たらいいのだろう?」「こんなことをしたい! 」と思ったときにす
ぐに役立ちます。Excel 2010/2013/2016/2019に対応。

▶▶▶オフィス

今すぐ使えるかんたん
Excel 完全ガイドブック
困った解決＆便利技［2019/2016/2013/2010/Office 365対応版］

AYURA◉著／B5変形判・320頁
定価（本体価格1580円＋税） ISBN 978-4-297-10646-1
Word 2019およびその新機能に対応。Wordの利用中に生
じる「これはどうすればいいのだろう」「こういう操作がしたい！」
などの「困った」疑問をすぐに解決できる操作・設定方法を
多数紹介する。Word 2019/2016/2013/2010に対応。

▶▶▶オフィス

今すぐ使えるかんたん
Word 完全ガイドブック
困った解決＆便利技 ［2019/2016/2013/2010対応版］

増田若奈◉著／A5判・192頁
定価（本体価格1680円＋税） ISBN 978-4-297-10638-6
本書は，会社のネットワーク担当者になった人や，ネット
ワーク関連の資格試験を受けたい人，仕事としてネット
ワークエンジニアになりたい人などを対象に，ネットワー
クのしくみを徹底的にわかりやすく解説した書籍です。

▶▶▶ネットワーク技術

本当にやさしく学びたい人の！

絵解き ネットワーク超入門
加藤耕太◉著／B5変形判・440頁
定価（本体価格3280円＋税） ISBN 978-4-297-10738-3
クローリング・スクレイピングの入門から実践までを解
説。基本的なクローリングやAPIを活用したデータ収集，
HTMLやXMLの解析から，データ取得後の分析や機械
学習などの処理まで解説。データの収集・解析，活用
が基本から学べます。

▶▶▶プログラミング

Pythonクローリング＆
スクレイピング［増補改訂版］
データ収集・解析のための実践開発ガイド 

横田一輝◉著／B5変形判・416頁
定価（本体価格2980円＋税） ISBN 978-4-297-10648-5
現在Androidアプリ開発はAndroid Studio一択という
状況になり，Android Studioの需要は高まっています。
本書はそんなIDEに焦点を当てた書籍です。豊富な機能
が揃ったIDEが裏で何をやっているかをわかりやすく解説
した書籍です。

▶▶▶プログラミング

Android Studio
パーフェクトガイド
（Kotlin /Java対応版）

松木雅幸，mattn，他◉著／B5判・184頁
定価（本体価格2180円＋税） ISBN 978-4-297-10727-7
2016年に刊行された「みんなのGo言語」の改訂版で
す。全章を最新の内容にアップデートし，「第7章 デー
タベースの扱い方」を新規で書き下ろします。ますま
す注目の集まるGoを現場で使うためのノウハウが1冊
に凝縮されています！

▶▶▶プログラミング

改訂2版
みんなのGo言語

ランディング◉著／A5判・192頁
定価（本体価格2280円＋税）
ISBN 978-4-297-10597-6

フリーフォントの中でも人気の日本語表示ができるデザ
イン性の高いフリーフォントを70書体以上収録しまし
た。商用利用の可否もわかるので，自分の使用したい
媒体に合わせてフォントを選んで使うことができます。

▶▶▶デザイン

デザイン力を加速する！
和文フリーフォント
COLLECTION

大久保浩◉著／B5判・200頁
定価（本体価格2580円＋税）
ISBN 978-4-297-10595-2

雑誌，書籍，Webや映像作品など，さまざまなデザイン制
作物を豊かにする，水彩で描かれたクオリティの高い花の素
材集です。花のさく季節ごとに，ちょっとした花に関する知
識も記載していますので，作品を作るときにも役立ちます。

▶▶▶デザイン

花  水彩
flower 素材集

稲葉幸行◉著／A4変形判・192頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10652-2

最新のAutoCAD/AutoCAD LT 2020に対応して登場
しました。基本的な作図方法から，大きく見やすい画面で，
ひとつひとつ丁寧に解説するので，まったくAutoCADの
経験がない人でも操作方法を覚えることができます。

▶▶▶デザイン

デザインの学校
これからはじめる
AutoCADの本 
［AutoCAD/AutoCAD LT 2020/2019/2018対応版］

坂本翔◉著／四六判・320頁
定価（本体価格1680円＋税）
ISBN 978-4-297-10698-0

本書はInstagramへの投稿によって，いかにしてファンを
集め，商品を売るかというノウハウを解説する書籍です。
「Instagramでモノを売る」とはどういうことかを理解
し，マーケティングを進めていける構成になっています。

▶▶▶SNS

Instagramで
ビジネスを変える
最強の思考法

内藤朗◉著／A5判・240頁
定価（本体価格2480円＋税）
ISBN 978-4-297-10587-7

本書は，ソフトシンセの基本概念と使用方法から，プリ
セットでは飽き足らない上級者に向けた，必要なサウン
ドを手にするためのサウンドエディットのテクニックまで
を，目的に沿って紹介していきます。

▶▶▶音楽

音楽・動画・ゲームに活用！
ソフトシンセ
音作り大全

                               太木裕子, 山本浩司◉著／A4変形判・160頁
定価（本体価格1980円＋税） ISBN 978-4-297-10706-2
好評の初心者向けデザインシリーズ「デザインの学校」
に，Dreamweaver CCの解説書が登場！なるべくかん
たんなDreamweaver CCの本が欲しい，Webペー
ジ作成の流れを学びたい，という方に最適な，一番や
さしい入門書です。

▶▶▶Webデザイン

デザインの学校
これからはじめる
Dreamweaverの本 
［2019年最新版］

リンクアップ◉著／B6変形判・160頁
定価（本体価格980円＋税）
ISBN 978-4-297-10692-8

基本操作からていねいに解説し，LINEを使い始めたときこ
そ知りたい便利な技や，困ったときの解決策もわかりやす
く解説しています。1つ1つの操作を画面とともに解説して
いますので，本当に初めての人でも迷わず始められます。

▶▶▶スマホ

今すぐ使えるかんたんmini
スマホで楽しむ
LINE超入門
［Android対応版］ 改訂2版

リンクアップ◉著／B5変形判・288頁
定価（本体価格1980円＋税）
ISBN 978-4-297-10702-4

最新のAndroid 9に対応。Androidスマートフォンを買ったけど
使い方がよくわからない，一般の携帯電話からAndroidスマー
トフォンに乗り換えたいという人に向けて，Androidスマートフォ
ンを使いこなすための基礎知識や使い方を紹介しています。

▶▶▶スマホ

今すぐ使えるかんたん
ぜったいデキます! 
スマートフォン超入門
Android対応版 改訂2版

井上香緒里◉著／B5変形判・448頁
定価（本体価格1980円＋税）
ISBN 978-4-297-10650-8

本書は「Office 365」のAccessに加え，永続ライセンス版
の最新バージョン「Access 2019」にも対応。はじめて
Accessを使う人にもわかりやすいように，テーブル，クエリ，
フォーム，レポートそれぞれの作成方法を丁寧に解説します。

▶▶▶オフィス

今すぐ使えるかんたん

Access 2019
［Office 365/Office 2019対応版］

今村ゆうこ◉著／B5変形判・336頁
定価（本体価格2580円＋税） ISBN 978-4-297-10700-0
Accessでアプリケーション作成を行う場合，VBAのマス
ターが必要になります。本書は，はじめてAccess VBAを
学習する人や，基本は学習したのでアプリケーションを作成
したい人など，AccessでVBAを利用するすべての人に向
けた書籍です。

▶▶▶プログラミング

Access VBA
実践マスターガイド
仕事の現場で即使える

秋山高廣◉著／B5変形判・624頁
定価（本体価格4200円＋税） ISBN 978-4-297-10681-2
本書ではShader Graphを使用してシェーダーを作成
し，Shurikenでエフェクト制作する過程を解説。また
HoudiniなどのDCC（Digital Content Creation）ツー
ルを使ったリソース制作の方法についても解説していま
す。

▶▶▶ゲームデザイン

Unity
ゲームエフェクト マスターガイド

コムロミホ， ナイスク◉著／B6変形判・192頁
定価（本体価格1580円＋税）
ISBN 978-4-297-10642-3

オリンパスの最新モデル「OM-D E-M1X」は，E-M1 MkⅡと
並ぶフラッグシップ機。マルチセレクターの採用や縦位置グリッ
プ一体型形状により，操作性が一段と高まりました。新機能を
中心とした操作方法を，ハンディなカラーマニュアルで解説。

▶▶▶デジカメ

今すぐ使えるかんたんmini

オリンパスOM-D E-M1X
基本＆応用撮影ガイド

奥田真史◉著／A5判・344頁
定価（本体価格2980円＋税）
ISBN 978-4-297-10714-7

本書はエックス線作業主任者試験を受験する方を対象
としています。「普通に仕事をしている人や文系の人が，
読んでいる途中で挫折しないような書籍」を目指し，イ
メージしやすいように図や写真を多数掲載しています。

▶▶▶医療

エックス線
作業主任者
合格教本

臼田昭司，伊藤敏，井上祥史◉著／A5判・392頁
定価（本体価格2980円＋税）
ISBN 978-4-297-10615-7

大学理工系学部の1年生から2年生前期で，電気工学と
電子工学に必要な基礎知識を学びます。「電気工学概
論」，「電気電子工学」になります。本書はそれらの科目
の教科書またはサブテキストとして刊行する書籍です。

▶▶▶電気

例題で学ぶ
はじめての
電気電子工学

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10817-5

2019夏モデルとしてドコモから発売されたスマートフォン
「arrows Be3 F-02L」の初心者向け解説書です。通話やメー
ルなどの基本的な使い方のほか，arrows Be3の独自機能，
ドコモが提供するサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ arrows Be3
F-02L スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10824-3

ドコモから発売されたGalaxy S10 SC-03L，および
Galaxy S10+ SC-04Lを利用するための基本的な設定
から，便利に使える活用法，ドコモやGoogleの便利なサー
ビスなどを，わかりやすい手順解説で紹介しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ Galaxy S10/S10+
SC-03L/04L スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10789-5

NTTドコモのスマートフォン「AQUOS R3 SH-04L」の解説書
です。SH-04Lの基本操作から，電話，メール，インターネット，
カメラ，テレビ機能，標準のアプリ，ドコモやGoogleのサービ
スの利用法など，SH-04Lの操作方法をわかりやすく解説します。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ AQUOS R3
SH-04L スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10721-5

auから発 売 されたGalaxy S10 SCV41，および
Galaxy S10+ SCV42を利用するための基本的な設定
から，便利に使える活用法，auやGoogleの便利なサー
ビスなどを，わかりやすい手順解説で紹介しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au Galaxy S10/S10+
SCV41/42 スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1580円＋税）
ISBN 978-4-297-10783-3

ソフトバンク「Xperia 1」の初心者向け解説書です。通
話／メール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
ンのインストール方法，使い方などを解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ソフトバンク Xperia 1
スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1580円＋税）
ISBN 978-4-297-10807-6

auの2019年夏モデル「Galaxy A30 SCV43」の初心者向
け解説書です。基本的な使い方のほか，アプリケーションのイ
ンストール方法や使い方，Galaxy A30 SCV43独自の機能，
auが提供するサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au Galaxy A30
SCV43 スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税） ISBN 978-4-297-10760-4
auの「Xperia 1 SOV40」の初心者向け解説書です。通
話／メールといった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
ンのインストール方法，使い方などを解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au Xperia 1 SOV40
スマートガイド

技術評論社編集部◉著／四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税） ISBN 978-4-297-10731-4
auの2019年夏モデル「AQUOS R3 SHV44」の初心者
向け解説書です。基本的な使い方のほか，アプリケーショ
ンのインストール方法や使い方，AQUOS R3 SHV44独
自の機能，auが提供するサービスの利用方法なども解説
しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
au AQUOS R3 SHV44
スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10748-2

本書は，NTTドコモの「Xperia 1 SO-03L」の初心者向
け解説書です。通話，メール，インターネットなどの基本
的な使い方のほか，Xperia 1 SO-03Lの独自機能，
NTTドコモのサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ Xperia 1
SO-03L スマートガイド

リンクアップ◉著／四六判・224頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10719-2

本書は，NTTドコモの「Xperia Ace SO-02L」の初心者
向け解説書です。通話，メール，インターネットなどの基本
的な使い方のほか，Xperia Ace SO-02Lの独自機能，
NTTドコモのサービスの利用方法なども解説しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
ドコモ Xperia Ace
SO-02L スマートガイド

技術評論社編集部◉著
四六判・192頁
定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10725-3

Googleの最新サービスをフルに活用できるのがGoogle純正スマートフォン
Pixel 3a/3a XLの大きな特徴です。本書は，Google Pixel 3a/3a XLの便利
技や活用法を解説。SIMフリー版，ドコモ版，ソフトバンク版に対応しています。

▶▶▶スマホ

ゼロからはじめる
Google Pixel
3a／3a XL スマートガイド

CD
ROM
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ROM

DVD
ROM
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図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！
◉Web検索から弊社Webサイトをご利用いただく場合には，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。

　「メールに圧縮されたファイルが添
付されてきた。中を開こうと思った
けど，スマホじゃうまく開けない。
会社に戻ってパソコンでファイルを
開けようとしたら，パスワードが必
要とのこと。別メールでパスワード
が送られてきたので，めんどくさい
けど入力して開けてみたら，とくに
秘密にしなくてもいいような，どう
でもいいデータだった……」

　そんな経験，あなたにもないでしょ
うか。「セキュリティのため」として
“常識”になっているやり方ですが，
セキュリティの専門家からは「パス
ワードは容易に解読できる」「通信や
サーバをハッキングされたらアウ
ト」「誤送信対策にはならない」など
の指摘も寄せられていること，ご存
知でしょうか？
　これだけではなく，「いったいなん
のためにやってんの？」というよう
な“仕事のための仕事”は，私たち
の身のまわりに意外と多く潜んでい
ます。
　累計23万部の問題地図シリーズを
生み出した沢渡あまねさんの新刊『仕
事ごっこ』では，このような「昔は意
味があったかもしれないけど，今は
邪魔でしかない仕事や慣習」「仕事の
ための仕事」を「仕事ごっこ」と定義，
童話＋解説という形式で，次のよう
な話題を取り上げています。

　「郵送」「印刷して配布」「押印」
　「資料作成」「会議」
　「手書き」
　「オープンイノベーション」
　「メールを送ったら電話で確認」
　「とりあえず打ち合わせ」
　「飲みニケーションで
　　　　　　モチベーション向上」
　「メール添付で圧縮してパスワード
　　　　つけて，パスワードは別送」
　「ひたすらテレアポ」
　「とにかく相見積り，コンペ」
　「年末年始の挨拶や表敬訪問」
　「ダイバーシティごっこ」
　「管理職ごっこ」
　「管理職ヅラしてマウンティング」

　「もっとラクに仕事できるんじゃな
いの？」と一度でも疑問に思ったこ
とのある方，ご一読を！　決裁権の
ある方の机の上にそっと置いておく
のも効果があるかもしれません。
　ちなみに，「どうして童話？」とい
う裏話は以下でご覧いただけます，
あわせてぜひ。

•働き方を変えたければ，新しい施
策を乱発する前に，時代遅れの仕
事や慣習をやめませんか？
　 　https://gihyo.jp/lifestyle/column
/01/workstyle/2019/06/2101

　ダークモードが主流のなか，白いタスクバーが新鮮に感じる，
Windows 10に新しく備わったテーマ「ライト」。May 2019 
Updateをクリーンインストールした人以外は，［個人用設定］→
［テーマ］で「テーマの変更」にある［Windows（ライト）］を選択。
スタートメニューやアクションセンターもすべて白基調に。

　Windows 10の目玉だった
Cortana（コルタナ）が，検索
ボックスから独立した機能にな
りました。さまざまな作業を手
助けしてくれる音声アシスタント
ですが，オフィスのデスクで使
いにくさを感じていた人には，
分離して検索ボックスの使い勝
手が良くなります。

　ちょっとしたひと手間が省け
ると操作も快適になります。内
部モニターの明るさをさらに手
軽に，かつ細やかに調節でき
るようになりました。また，集
中モードには新しい自動規則
の追加が行われました。

　他にも「フォント管理の変更」「絵文字入力の強化」
「Windows Insider Programの設定ページの変更」など，既
存機能が改良され操作性が向上したWindows 10 May 2019 
Update。ぜひアップデートして体感してください。

2015年7月のリリースから丸
4年が経ち，その間に7回の
アップ デ ートが 行 わ れ た

Windows10。本年5月21日に一般公開された最新版・
May 2019 Update（バージョン1903，通称19H1）
の新機能やOctober 2018 Updateからの変更点の一部
を紹介します。

ノート PC などの内部モニターであれば，アクションセンターを
開いてスライダーを動かすだけで，モニターの明るさを調整で
きる。調整のコントロールも0～100まで一段階ずつ設定可能。

▲ Cortana が起動しないため，素早い検索ができるように。タス
クバーを右クリックして［Cortana のボタンを表示する］のチェッ
クを外せば，さらにツールバーをすっきりさせることもできる。
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「ライト」テーマの提供

使い勝手の小さなカイゼン

検索ボックスとCortanaの分離
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　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，弊社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。

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/と入力したWebページをご参照ください。

検  索技評書籍雑誌の購入

https://gihyo.jp/book/p
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次回「電脳会議Vol.198」は10月5日発行予定 技術評論社の
Webサイト https://gihyo.jp/book
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vol.

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
2019-2020年最新版

沢渡 あまね◉著 A5変形判・128頁
定価（本体価格1280円＋税） ISBN 978-4-297-10621-8

リブロワークス◉著

B5変形判・352頁　定価（本体価格1480円＋税）
ISBN 978-4-297-10644-7

仕事ごっこその“あたりまえ”，
いまどき必要ですか？

vol.197
本書では，公教育の動向はもちろんのこと，習い事として人気が高まって
いるプログラミングスクールや，家庭における学習まで，プログラミング教
育に関する最新トピックを1冊にまとめました。「プログラミング教育って何
をするの？」「親は何を準備すればいいの？」「スクールに通わせるべき？」
といった不安や疑問にしっかりとお答えします。

プログラミング教育研究会◉著　CodeCampKIDS◉監修
四六判・160頁　定価（本体価格1280円＋税）   ISBN 978-4-297-10613-3

編集部おすすめの書籍

プログラミング教育
最前線

60分でわかる！

Windows 10 May 2019 Update
何が変わった？ どう変わった？

https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
https://gihyo.jp/lifestyle/column/01/workstyle/2019/06/2101%E3%80%8C%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%90%E3%81%AB%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6
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